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■ 鉄鋼業界は、数年前まで構造不況業種の烙印を押されていたのが嘘のような好調ぶりで、

生産・内需・輸出ともに好調が続いている。 
■ 鉄鋼業界｢復活｣の背景には、中国需要の急激な拡大、内需回復、国内余剰設備廃棄などに

よる需給環境好転がある。 
■ 中国の金融引き締めの影響は当面軽微にとどまる模様。鉄鉱石等原料価格高騰も国内外の

鋼材価格上昇、合理化効果でかなりの部分は吸収可能と見られる。 
■ 日本の鉄鋼業界の絶好調がいつまで続くのか、鍵を握るのは中国である。 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

＜ポイント＞ 
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１. 構造不況業種から「復活」 

 

鉄鋼業界が好況に沸いている。2004年 4～8月の粗鋼生産量は、国内外の需要拡大を背景に、

前年同期比 1.6％増の 4718 万トンと活況を呈している。フル操業にもかかわらず需給逼迫が続

き、高炉メーカーが注文を断るケースも出ている。 
ほんの数年前まで、鉄鋼業界は｢斜陽産業｣の代名詞だった。内需不振・輸出頭打ち・市況低

迷でお先真っ暗と思われていたのに、状況が激変したのはなぜだろうか。 
 
 

２. 絶好調の背景 

 

（1） 急拡大した中国需要 

①中国需要で世界粗鋼生産は再び成長軌道に 
 鉄鋼業界｢復活｣の立役者としてまず挙げられるのが、中国需要の急拡大である。 
図表 1 は過去 50 年余の世界の粗鋼生産量推移である。世界の粗鋼生産量は、70 年代前半ま

で右肩上がりの成長を遂げた後、先進国の社会資本整備一服、自動車や家電の成長鈍化などに

より需要が鈍化、70 年代後半頃から 2000 年頃にかけて頭打ちとなった。世界的に設備過剰が

表面化するとともに業績が悪化する企業が相次ぎ、鉄鋼産業は｢斜陽産業｣の代名詞となった。 
 
 

 
 
 

図表1　世界の粗鋼生産量推移
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だが、2000 年頃を境に粗鋼生産量は再び成長軌道に乗る。最大の要因は中国である。 
図表 2 をご覧いただきたい。かつての王者アメリカの凋落とは対照的に、中国の爆発的とも

言ってよい生産拡大が目を引く。2003 年の中国の粗鋼生産量は 2 億 2000 万トンと、過去 10
年間で 2 倍以上に増えたが、「世界の工場」であり、近年市場としても成長著しい中国では鋼

材需要も急増、同年の鋼材見掛消費は 2 億 6500 万トンと需要に生産が追いつかない状況だっ

た。2004年も鋼材見掛消費2億9500万トンに対して粗鋼生産量2億6500万トンの見通し1と、

供給不足は解消されそうにない。中でも足りないのが自動車向けなど高級鋼板である。 
この｢中国特需｣の恩恵を大きく受けているのが日本の鉄鋼業界である。中国では自動車・電

機向けを中心に鋼板需要が急拡大しているが、日本メーカーに遜色ない高品質の鋼板を生産で

きる中国メーカーはほとんどない。高級鋼板は輸入に頼らざるを得ず、世界最高水準の品質を

誇る日本の鋼板への引き合いが強まっているのである。 
 

 
 
 

                                                      
1 日本鉄鋼連盟輸出市場調査委員会見通し 

図表2  主要国の粗鋼生産の推移
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②中国需要のインパクト 
中国需要のインパクトはどの程度あるのだろうか。実は 2003 年の対中国鉄鋼輸出（数量ベ

ース）は、中国のセーフガード発動もあり、前年比 1.5％減だった。しかも、2003 年の日本の

国・地域別輸出(数量ベース)をみると、対中国は対韓国、ASEAN7 に次ぎ第 3 位に過ぎない(図
表 3)。何だ、大した事ないじゃないかと思われる向きもあるかもしれないが、話はこれで終わ

らない。対中国輸出は数量ベースでは減少したのだが、中国の旺盛な鋼材需要は別の現象、す

なわち世界的な鋼材市況の上昇を引き起こしている。2003 年の鉄鋼輸出(対全世界)は、数量ベ

ースでは減少したものの、価格上昇(図表 4)により、金額ベースではドルベースで 14.4％増、

円ベースで 6.2％増となったのである。 
2004 年上期の対中国輸出も前年同期比 26.2％増(数量ベース)と、輸出全体の同 7.2％増を大

きく上回り好調である。中国需要のインパクトはやはり大きい。 
 

 

図表3　全鉄鋼輸出量の仕向け先別構成比(2003年)
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図表4　鉄鋼輸出の平均単価の推移
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（2） 内需も回復 

 

鉄鋼業界では内需も回復している。景気低迷、製造業の海外生産シフトで長らくじり貧状態

にあった内需だが、造船、産業機械、自動車といった製造業向けは言うまでもなく、建設向け

も設備投資回復・都心部再開発プロジェクト等により民間非住宅部門を中心に下げ止まりの気

配を見せている。世界最低水準といわれていた国内鋼材市況も反発、今年に入っても高値圏で

推移している(図表 5)。 
鋼材内需回復も、造船や産業機械業界の活況は中国がらみであり、その他の分野も中国需要

拡大による景気回復という側面がある。いずれにせよ、日本の鉄鋼業界にとって中国は大きな

存在である。 
 

 
 
（3）余剰設備削減、再編・合理化効果も寄与 

 
 だが、鉄鋼業界復活の要因は、中国特需と内需回復だけではない。余剰設備削減による需給

環境好転、業界再編による価格交渉力向上、合理化効果も寄与している。 
 近年、鉄鋼業界では余剰設備廃棄が進展した。JFE 誕生の際、川崎製鉄側が高炉 2 基を廃棄

したことは記憶に新しいが、業界全体を見渡しても、2004 年 7 月時点の高炉数は 28 基と、30
年前の約半分に削減されている。大小取り混ぜて約 1500 基の高炉が存在すると言われる中国

に比べ、いかに設備の集約が進んでいるかがわかる。人員削減も進んでおり、リストラの進ん

図表5  主要製品の国内市況の推移
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だ業界と言える。好況期の現在も手綱を緩める気配はない。 
 業界再編も進展した（図表 6）。そもそも再編の引き金となったのは、ゴーンショック(99 年)
以降の泥沼の値引き合戦による業績悪化なのだが、JFE 誕生、新日本製鐵－住友金属工業－神

戸製鋼所の包括提携を経て、日本の鉄鋼業界は、新日鐵－住友金属－神戸製鋼所の 3 社グルー

プと JFE の二大勢力に事実上収斂された。紙・パルプ業界などと並び、日本でもっとも再編の

進んだ業界の 1 つである。 
 

 
 
再編進展、需給環境好転により、鉄鋼メーカーとユーザー企業の力関係に変化が生じている。

例えば鉄鋼業界が最も重要な顧客と位置づけている自動車メーカーとの関係は、ゴーンショッ

ク当時の例を引くまでもなく、数年前までは典型的な買い手市場で、鉄鋼側は値引きによる消

耗戦に陥っていた。だが、いまや自動車メーカーが鉄鋼メーカーに鋼板供給を懇願する状況と

なっている。鉄鋼メーカーは2003年以降自動車メーカーに対して2回の値上げに成功したが、

04 年 10 月出荷分から 3 回目の値上げを行うことで大筋決着している。 
 
 
3. 原材料高騰の影響 

 
（1）鉄鉱石・原料炭価格が高騰 

 

さて、このように現在絶好調の鉄鋼業界だが、死角はないのだろうか。懸念材料の 1 つが、

鉄鉱石、原料炭など原材料価格の上昇である。 
図表 7 は鉄鉱石の価格推移である。鉄鉱石 3 大サプライヤー2と日本高炉 5 社の 2004 年度鉄

鉱石価格交渉は、前年度比 18.6％の大幅アップ3で決着した。原料炭の 2004 年度積み価格も、

強粘結炭が前年度比約 25％の引き上げ、非微粘結炭が 35～40％の値上げとなっている。 
 

                                                      
2 ブラジルのリオドセ、オーストラリアのリオ・チント、BHP ビリトンの 3 社。 
3 ヘマタイト粉鉱の数値。18.6％の値上げ率は過去 18 年間で最高。 

図表6　鉄鋼業界の再編状況
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出所：新聞報道等より作成
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原材料価格高騰の原因は、アジア、とりわけ中国を中心とした鉄鋼生産増による需給逼迫で

ある。鉄鉱石・原料炭業界で企業再編が進み4、サプライヤーの価格交渉力が高まっていること

も価格高騰の要因となっている。 
鋼材需要は世界的に依然旺盛なことから、原材料価格は当面高止まりが予想される。 

 

 

（2）大口ユーザー向けの値上げ進展 

 

 鉄鉱石・原料炭をほぼ 100％輸入に依存している日本としては、原材料価格高騰に対して打

つ手は限られている。価格上昇分を製品価格に転嫁するか、非微粘結炭のような安価な原料を

使ってこれまでと同等の製品を作れるように技術でカバーするかのどちらかである。ここでは

値上げの進捗状況をみてみたい。 
 鋼材価格には、鉄鋼メーカーが一定の価格を決め商社や問屋を通じて不特定ユーザー向けに

流通させる｢店売り｣と、特定ユーザー向けの｢ひも付き｣がある。日本の鋼材価格は 99 年のゴ

ーンショック以降、世界最低といわれる水準に陥没したが、店売りは 2002 年頃から急速に上

昇、一部品種では国際価格水準に達している。今後収益を左右すると見られるのは、ひも付き

値上げの成否である。 
 ひも付きの中でも重要な自動車用鋼板に関しては、高炉メーカーは 2003 年以降 2 度の値上

げに成功している。高炉メーカーは、これは過去の価格低下分の値戻しであるとして、原材料

価格上昇の転嫁、国際価格との格差解消を狙って値上げ交渉を進めていたが、このほど 3 度目

の値上げを行うことで大筋決着した。 
 国内店売り価格の上昇、ひも付きの値上げ、輸出価格上昇に合理化効果も加わって、原材料

価格上昇はかなりの部分をカバーできる公算が大きい。 

                                                      
4 鉄鉱石業界では上記の上位 3 社で海上貿易量の 8 割弱を占め、原料炭業界では上位 5 社で世界の輸出量の 5
割超を占めている。 

図表7
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４. 中国市場の今後 
 

懸念材料の 2 つ目は、中国の動向である。日本鉄鋼業界｢復活｣の原動力・中国だが、先行き

については、金融引き締めの影響、中長期的な供給過剰懸念など、不安な面も多い。 
 

（1）金融引き締めの影響は軽微 

 

 中国では、2004 年に入り景気過熱抑制のため各種マクロコントロール措置がとられた。2004
年 1－6 月累計の中国の粗鋼生産、鋼材見掛消費は前年同期比で 2 ケタ増となったものの、鋼

材輸入は減少に転じている。 
 中国金融引き締めの日本鉄鋼業界に対する影響はあるのだろうか。 
実は、日本の鉄鋼業界への影響は軽微であるとの見方が強い。日本の鉄鋼メーカーの中国向

け輸出は、自動車、家電向けなどの高級鋼板が主力であり、この分野で日本メーカーに匹敵す

る水準の製品を作れる中国メーカーはほとんどない。しかも、鋼板類は中国国内で需要が急拡

大しているため、一時的に輸入が鈍化することがあっても、日本鋼板に対する需要は根強いと

見られているのである。 
 

（2）供給過剰の恐れは？ 

 

 中国では、市場拡大を見越して鉄鋼生産設備を新増設する動きが活発化している(図表 8)。供

給過剰に陥る恐れはないのだろうか。 
 まず、需要サイドから見てみよう。現在、中国の 1 人当たり鉄鋼見掛消費量は日本の 1960
年前後の水準とされており、まだ伸びる余地は多い。2008 年の北京オリンピック、2010 年の

上海万国博覧会などビッグイベントを控え、インフラ整備も進むと見られることから、鉄鋼需

要は少なくとも 2010 年までは順調に伸びると見られている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表8　中国鉄鋼メーカーの主な高炉新設の動き

設備名 年産能力(万トン) 稼動年月
宝山鋼鉄 新高炉(4300㎥) 350 05年予定
鞍山鋼鉄 新1号高炉(3200㎥) 230 03年3月

新高炉(3200㎥) 230 04年予定
武漢鋼鉄 新高炉(3200㎥) 230 04年予定
馬鞍山鋼鉄 新高炉(2500㎥) 180 03年9月
湖南華菱集団 新高炉(2200㎥) 150 03年11月
江蘇沙鋼集団 新高炉(2100㎥×3、 730 04年予定

380㎥×2）

出所：日本鉄鋼連盟「世界主要国の2004年鉄鋼需給見通し｣
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 供給サイドから見ると、中国の生産能力は急激に拡大しているが、仔細に見るとかなりのひ

ずみがある。現在、中国国内には約 1500 基の高炉が存在すると言われているが、平均容量は

100 ㎥ 未満と日本の同約 3000 ㎥に比べ大きく見劣りしており、非効率な設備が多い。また、

ここ数年に行われた能力増強もミニ高炉中心だったと見られている。ミニ高炉は建設用鋼材を

作ることが多く、日本メーカーが得意とする高級鋼板分野ではまず競合しない。 
今後数年で比較的技術水準の高い大手中国メーカーの能力増強も予定されているが、前述の

ように、高級鋼板分野で現在日本メーカーの水準にまがりなりにも達しているのは最大手の上

海宝鋼集団だけといわれている。建設用鋼材など中国中小メーカーでも容易に生産できる分野

では供給過剰になることがあっても、日本メーカーが得意とする高級鋼板分野では、需要が急

拡大していることもあり、当面需給が緩和する可能性は低いと言える。 
 

（3）中国市場とどう向き合うか 

 

 さて、このように、中国の金融引き締め問題、供給過剰問題は当面深刻化することなく乗り

切れそうだが、中長期的に見ると、日本の内需には大きな伸びが期待できない。そこで、巨大

市場・中国とどう向き合うかが重要になってくる。 
 これまで日本の鉄鋼メーカーの対中国戦略は輸出中心だった。しかし、日系自動車メーカー

の中国での生産拡大などで鋼板需要が拡大する中、対応に変化が出ている。 
 まず、中国進出で先行したのは新日鐵である。中国最大手の上海宝鋼、アルセロール(ルクセ

ンブルグ)と合弁で、自動車用鋼板を 2005 年 6 月から生産する予定である(図表 9)。 
 それに対して、2004 年 8 月、中国の広州鋼鉄企業集団と広州地区の高炉建設に向けた調査

を始めると発表したのが JFE である。日系自動車メーカーの期待は大きく、実現すれば、日本

メーカーとしては戦後初めて海外に高炉を作ることになるが、進出に伴い技術が流出するリス

クも指摘されている。 
 

 

 

 

 

 

 

図表9　鉄鋼大手の中国での主な投資案件

会社名 生産品種 場所 完成時期
新日本製鐵 自動車用冷延・めっき鋼板 上海市 05年6月
JFEスチール 自動車用めっき鋼板 広東省広州市 06年春
住友金属工業 自動車用特殊鋼棒鋼 江蘇省江陰市 05年末
住友鋼管 自動車用鋼管 広東省広州市 04年秋
日新製鋼 ステンレス冷延鋼板 浙江省寧波市 05年末

出所：日本経済新聞（2004年7月6日)等を参考に作成
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５. 最後に 

 
 ここまで鉄鋼業界復活の要因、原材料価格高騰の影響、中国市場の動向を見てきた。日本の

鉄鋼業界の絶好調はいつまで続くのだろうか。 
 一度は衰退産業のレッテルを貼られた鉄鋼産業がここまで復活したのは、中国需要、内需拡

大、リストラ進展などもさることながら、技術レベルが世界最高水準ということが大きい。中

国では既に鋼板以外の鋼材はほぼ国内生産でまかなわれている。それなのに、日本製品への引

き合いが強いのは、日本から輸出されているのが主に高級鋼板であり、同じレベルの鋼板を作

ることのできる中国メーカーがほとんどないからである。 
 今後数年間、鋼材需給は世界的にタイトに推移すると見られるが、その後、日本の鉄鋼業界

が好調を保てるか、衰退産業に逆戻りするかは、いかに技術水準で優位を保ち、差別化を図れ

るかにかかっていると見られる。 
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