
2007.10 経営センサー
2929

1. 好調続く鉄鋼業界
（１）好調続く鉄鋼業界

鉄鋼業界の好調が続いている。2007 年上半期

の国内粗鋼生産は、国内外の旺盛な需要を背景に、

前年度比 4.3 ％増の 5,941 万トンと、上半期とし

て 33 年ぶりに過去最高を更新した。

業績も好調である（図表 1）。大手 4 社（新日

本製鐵、JFE ホールディングス、住友金属工業、

神戸製鋼所）の 2007 年度第１四半期連結決算は、

新日鐵、JFE、住友金属の 3 社が前年同期比増益

だった（経常利益ベース）。鉄鉱石・石炭等原材

料価格や海上運賃の高止まりというマイナス要因

はあるが、主力の高級鋼に対する需要は強い。07

年度は会計上の制度変更 1 で利益が頭打ちになる
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3 日本の大手鉄鋼メーカーの技術は、研究開発に対する熱心な取り組み、一貫作り込みやユーザーとの

連携により、世界最高水準にある。
4 だが、日本の鉄鋼メーカーにも懸念材料はある。中国の大増産による汎用材需給緩和、世界的な業

界再編の過程で買収のターゲットになる恐れがあること等である。
5 長年「量より質」路線をとってきた日本の大手鉄鋼メーカーにも、設備投資拡大や企業連携による

増産など、量的拡大の動きが見られる。
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１　2007年度の税制改正で減価償却制度が変わり、既存設備を含めて全額税務上の損金参入が認められるようになった。減価償却
費は社外に流出する費用ではないが、会計上、大規模な設備を擁する大手鉄鋼メーカーへの影響は大きい。
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図表 1 鉄鋼大手 4社の連結経常損益推移

注 1：鉄鋼大手 4社（新日本製鐵、JFEホールディングス、住友金属
工業、神戸製鋼所)の連結経常損益の合計。07年度は予想。

注 2： JFE の 2001 年度以前は旧NKKと旧川崎製鉄の合計。
出所：決算短信
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と見られているものの、実質的には増収増益基調

と勢いは止まっていない。

（２）2002年を境に鉄鋼需要は成長局面に

世界の鉄鋼需要は、2002 年を境に毎年 5 ～

7 ％の成長を遂げている（図表 2）。2001 年に 8.5

億トンであった世界の鉄鋼需要は、02 年以降毎

年 6,000 万～ 7,000 万トンのペースで拡大、06 年

には 11.1 億トンに達した。

1973 年のオイルショック以降、需要が伸び悩

んでいた世界の鉄鋼需要が再び成長期に入ったの

は、中国等新興国の需要急増と世界同時好況によ

る 2。とりわけ「世界の工場」であり、近年市場

としても成長著しい中国の需要拡大は目覚まし

い。需要が先進国から新興国へ裾野が広がったこ

ともあり、世界鉄鋼需要は、2006 年から 2015 年

の 10 年間で更に 5 億トン増加し、16 億トンに達

する見通しである 3。

2. 長かった需要不振期
（１）約30年続いた低成長期

足元は好調の鉄鋼業界だが、1973 年のオイル

ショックから 2001 年にかけて、約 30 年にわたる

長い需要不振期があった（図表 2）。先進国の社

会資本整備一服、自動車や家電などの成長鈍化な

ど鋼材需要の成熟が原因である。世界の鉄鋼需要

成長率は年 1％にとどまり、鉄鋼業界は「成熟産

業」「斜陽産業」の代名詞となった。

とりわけ、鉄鋼業界が深刻な不振に陥ったの

は、1997 年のタイ通貨危機以降である。日本の

大手鉄鋼メーカーも、バブル崩壊以降、内需が

低迷していたところに、ゴーンショック（1999

年）4 で鋼材価格が大幅に下落、業績悪化に苦し

んだ。

（２）リストラ、業界再編の進展

こうした厳しい状況下、進展したのがリスト

ラと業界再編である。
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図表 2 世界の鉄鋼需要（粗鋼見掛消費量）推移

出所： IISI（国際鉄鋼協会）

２　IMFによれば、2003年から 2006年にかけて、世界の経済成長率は4.0～ 5.5 ％の高水準で推移している。
３　国際鉄鋼協会の長期鉄鋼需要見通しによる。
４　日産自動車による調達コスト削減、いわゆる「ゴーンショック」は、鉄鋼業界に泥沼の値引き合戦を引き起こし、鋼材価格は
大幅に下がった。
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図表 3 は日本の鉄鋼業界の労働者数と 1 人当

たり粗鋼生産量の推移である。2006 年末の労働

者数は、新規採用増により前年比で増加している

ものの、1977 年末に比べると 5 割強減少してい

る。一方、1 人当たり粗鋼生産量は同期間に約

2.5 倍となるなど、生産性は著しく向上した。

余剰設備の廃棄も進展した。日本の 2005 年末

時点の高炉数は 28 基と、1973 年末の 69 基に比

べて半分以下である。

国内外で大規模な再編も進展した。米国の主要

鉄鋼メーカーは US スチール、ミタル・スチール

（現アルセロール・ミタル）、ニューコアの 3社に、

欧州はアルセロール（ルクセンブルク）、ティッセ

ン・クルップ（独）、リバ（伊）、コーラス（英）

の 4グループに再編された（図表 4、5）5。日本で

は、川崎製鉄と NKK（日本鋼管）が経営統合し

て JFE ホールディングスが誕生した 6。この時期

の業界再編は、破綻企業、経営危機に陥った企業

の救済合併、あるいは危機的状況にある企業同士

の生き残りを賭けた合併が主流である。再編進展

により、競争の緩和、原材料（鉄鉱石等）事業者

やユーザー（自動車メーカー等）に対する価格交

渉力向上といったプラス効果が生まれた。

3. 日本の大手鉄鋼メーカーは高級鋼志向
（１）二極化する鋼材市場

現在、世界の大手鉄鋼メーカーの業績はおお

むね好調に推移しているが、中でも安定した強さ

を見せているのが日本の大手鉄鋼メーカーであ

る。2005 年、中国の大増産による需給緩和を契

機に汎用材市況が下落、大手ミタル・スチール等

の業績が打撃を受けた際も 7、日本の大手鉄鋼メ

ーカーへの影響は少なかった。

日本の大手鉄鋼メーカーの業績が好調なのは、
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図表 3 日本の鉄鋼業界労働者数と
１人当たり粗鋼生産量推移

注：労働者数は事業所規模 30人以上の全常用労働者数
出所：経済産業省「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報」

厚生労働省「毎月勤労統計調査」

５　欧州は 2002年までの再編状況。その後、アルセロールはミタル・スチールに、コーラスはタタスチールに買収された。
６　2002年、新日本製鐵・神戸製鋼所・住友金属の3社が資本・業務提携を行い、日本の大手鉄鋼メーカーは事実上 2グループに
集約された。

７　2005 年、世界的に汎用材市況が下落した際は、世界最大手の鉄鋼メーカー、ミタル・スチールも減益（2005 年 12 月期・
EBITDAベース）を余儀なくされた。
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高級鋼に強みを持っているためである。鋼材には、

製造が容易な建設向け鋼材等の汎用材と、自動車

向け鋼板に代表される高級鋼がある。一見同じよ

うに見える鋼材でも、汎用材と高級鋼では要求さ

れる技術レベルは全く異なる。

例えば、自動車向け鋼板には、燃費改善のため

の軽量化と安全性の双方が求められるが、「軽くて

強い」鋼板を製造するのは、鉄の性質上、非常に

難しい 8。自動車鋼板にはこの他にも「防蝕性」、

割れを生じることなく複雑な形状にできる「成形

性」なども要求されるので、一定水準以上の鋼板

を製造できるのは一部メーカーに限られてくる。

日本の大手メーカー 4社とほぼ同レベルの自動車

鋼板を製造できるメーカーはポスコ（韓国）、宝鋼

集団（中国）、アルセロール（ルクセンブルク）9、

USスチール（米国）等一握りに過ぎない。
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図表 4 米国鉄鋼業界の主な再編の動き

出所：新聞報道等を参考に作成
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図表 5  ヨーロッパの主な鉄鋼再編

出所：新聞報道等を参考に作成

８　普通、鋼板を薄くすると強度が低下する。
９　2006年、アルセロールはミタル・スチールに買収された。
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高級鋼は製造業向け（自動車・造船等）、エネ

ルギー関連向け（シームレスパイプ等）が主であ

るが、中国等新興市場の成長や世界同時好況を背

景にいずれの分野も需要が拡大している。①工業

製品に対する要求水準が世界的に高まり、製造業

分野での高級鋼需要が増加していること、②日本

メーカーの商圏であるアジア市場 10 が世界の製造

拠点となっていることも、日本の大手メーカーに

とってプラス材料である。

高級鋼需給が、今後もタイトに推移すると見

られるのに対して、汎用材需給は、中国の大増産

もあり先行き不透明である。汎用材を主力とする

メーカーは、たとえミタルのような大手でも、市

況下落のリスクから逃れられない。

（２）高級鋼で強みを発揮する日本の大手メーカー

日本の大手鉄鋼メーカーが、高級鋼で世界最

高水準の技術を有しているのは、①高付加価値志

向と研究開発に対する熱心な取り組み、②一貫作

り込み・ユーザーとの連携等による。

①高付加価値志向と研究開発に対する熱心な取り組み

世界の大手メーカーの中には、需要不振期に

研究開発の手を緩めた企業もあったが、日本の大

手メーカーは、高付加価値志向の姿勢を崩さなか

った。

図表 6は主要メーカーの研究開発費売上高比率

である。アルセロール・ミタルに比べて日本の大

手 2社の水準が高い。日本の大手メーカーは、自

国での登録特許件数でも高い水準にある（図表 7）。

大手 4 社と肩を並べているのは、ポスコ（韓国）

のみである 11。

日本の大手鉄鋼メーカーは、今後も高級鋼を

重点分野とする方針である。例えば、JFE スチー

ルは、業界で唯一の技術を使った製品を「オンリ

ーワン商品」、業界で最高の技術を使った製品を

「ナンバーワン商品」と名付け、その比率を高め

ようとしている（図表 8）。
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図表 6 研究開発費売上高比率（2006 年度）

注：連結ベース 出所：各社 IR資料より作成

宝鋼集団 

ポスコ 

ニューコア 

ＵＳスチール系 

ミタル系 

コーラス系 

ティッセン系 

アルセロール系 

日本大手4社 

0 5,000 10,000 15,000 

167 

3,342 

30 

10 

80 

86 

122 

189 

12,028 

図表 7 主要鉄鋼メーカーの自国での登録特許件数

注 1：日本大手 4社は新日鐵、JFE、住友金属、神戸製鋼所
注 2： 2001 ～ 2005 年の合計

出所：日本鉄鋼連盟

10 鋼材市場は日米欧アジア等マーケットごとに競合しており、アジア市場の高級鋼材供給では、日本の大手メーカーが中心的存
在である。

11 ポスコも日本の大手鉄鋼メーカー同様高級鋼志向が強く、売上高に占める高級鋼比率を 2005 年度の 48％から 2007 年度には
63％に上昇させたいとしている。2006年度の研究開発費は、前年度比 44％増の 3,250 億ウォン。
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図表 8 JFEスチールのオンリーワン・ナンバーワン
商品の売上高比率

注： 08年度は目標値 出所： JFEホールディングス
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② 一貫作り込み、ユーザーとの連携が強さの源泉

一貫作り込み、ユーザーとの産業連携も、技

術水準の向上に寄与している。

高級鋼の製造現場においては、問題が生じた

際、一工程だけの調整で解決することはあまりな

い。上流設備から下流設備まで一貫で成分調整、

加熱・冷却、圧下などの品質管理をしないと一定

水準の製品を製造できないためである。ここで威

力を発揮するのが、日本の大手メーカーが得意と

する、上流から下流まで目配りした一貫作り込み

である。例えば、中国の最新鋭の一貫製鉄所はハ

ード面では強いが、従業員は工程全体で考えるこ

とが概して不得手である。これに対して、日本の

大手メーカーの現場従業員は、担当ラインだけで

なく全体を見渡して問題解決を図ろうとする。

ユーザーとの連携による共同開発でも成果を

上げている。自動車向け鋼板を例に取ると、大手

鉄鋼メーカーは、新車開発の初期段階からかかわ

り、製品開発・提案を行っている。製品供給開始

後も、自動車の製造ラインに社員を常駐させてい

るメーカーもある。問題発生時には双方が知恵を

絞りながら解決を図るのである。他国の大手メー

カーでは、まだこうした産業連携の目立った動き

は出ていない。

4. 鉄鋼業界の課題

だが、日本の大手鉄鋼メーカーにも懸念材料

がないわけではない。大増産を続ける中国の動向、

ミタル・スチールのアルセロール買収に見られる

業界再編は、日本の鉄鋼業界に大きな影響を及ぼ

す恐れがある。

（１）増産続ける中国

①　世界最大の鉄鋼生産国になった中国

2002 年以降、世界の鉄鋼需要を牽引したのは

中国である。世界の工場であり市場でもある中国

では 2001 年頃から鉄鋼需要が急激に拡大、世界

中から鋼材を輸入して鋼材需給を逼迫させた。

だが、その後状況は大きく変わった。大増産

が行われた結果、中国は鋼材を輸入する側から輸

出する側に変わり、今や世界最大の鉄鋼生産国と

なっている（図表 9－ 1,2、10）。

②　中国鉄鋼メーカーの競争力

ただ、中国メーカーの技術レベルは、宝鋼集

団のような一部の例外を除いて、高いとは言えな

い。日本の大手メーカーが、沿岸立地・大規模高

炉で高級鋼を主体としているのに対して、中国の

鉄鋼メーカーは中小メーカーが多く 12、内陸立地
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図表 9－ 1 中国の鋼材輸出入推移（年次ベース） 図表 9－ 2 中国の鋼材輸出入推移（月次ベース）

注： 06年から新区分のデータに移行
出所：中国税関総署 出所：中国税関総署

12 中国には鉄鋼メーカーがいくつあるかについては諸説ある。800社という見方もあれば、1,000 社という説もあり、よく分から
ないというのが実情のようである。
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の小型高炉で建設向け等の汎用品を作っている企

業が過半である。①原材料を世界中から買いあさ

っていること、②世界中に汎用材を輸出している

こと、から今や中国は需給の逼迫要因から緩和要

因、更には原材料価格の高騰要因になっている。

中国の汎用材の大量輸出が海外市場の汎用品市況

を軟化させることもしばしばで、EU の対中反ダ

ンピング対抗措置検討、米国のWTOに対する中

国提訴 13 などの事態を引き起こしている。

2004 年以降、中国でも新鋭大型高炉の一貫製

鉄所が登場しているが、今のところ、日本の大手

メーカーに比べて優位に立っているのは、あくま

でも設備といったハード面で、一貫作り込み・産

業連携といったソフト面では日本がリードしてい

る。今後も立ち上がると見られるこうした新鋭製

鉄所に対抗していくには、ソフト面での優位を保

つことが重要になるだろう。

③　大増産はいつまで続くか

ところで、中国の大増産はいつまで続くのだ

ろうか。中国政府も問題は認識しており、様々な

政策を打ち出して、大手による寡占促進、生産抑

制、旧式設備の淘汰、小型高炉の廃棄、輸出抑制

等を図っている（図表 11）が、地方政府管轄の

鉄鋼メーカーにはなかなか力が及ばないこともあ

り、今のところ効果は未知数である 14。

足元では、世界的に鋼材需要が堅調なことか

ら、小康状態を保っている汎用材市況だが、中国

が大増産を続けたり、世界的な景気後退等により

汎用材需要が落ち込んだりした場合、市況暴落が

起きる恐れがある。汎用材市況が暴落すれば、日

（単位：百万トン） 
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図表 10 主要国の粗鋼生産の推移

出所： IISI（国際鉄鋼協会）

2005年7月 

2006年6月 

2007年4月 

2007年5月 

中国鉄鋼産業発展政策 

鉄鋼業の総量抑制、旧式設備の淘 
汰、構造調整の加速に関する通知 
増値税還付撤廃 

鋼材輸出の許可制 

主な内容 

・鉄鋼メーカーの規模拡大と企業集約の進展を目指す 
・上位10社のシェアを2010年50％以上、2020年70％以上にする 
・外資による株式50％超保有の原則禁止 
・300m3以下の高炉の廃棄 

・200m3以下の高炉を07年までに、300m3以下の高炉を2010年までに廃棄 

・中国から輸出される鋼材83品目について輸出をする際の増値税（付加価値税）の払い 
戻し撤廃 

・中国から輸出される鋼材83品目について商務省等の許可制とする 

図表 11 中国の鉄鋼産業政策

出所：新聞報道等より作成

13 2007年 2月、米国政府は中国政府が補助金を使って鉄鋼や ITなどの産業を保護しているとして、WTOに提訴した。
14 2007年 4月、国家発展改革委員会が、中小鉄鋼メーカー344社の生産ラインを5年以内に閉鎖するという文書を地方政府と交
わしたが、どの程度実行に移されるかは分からない。
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本の大手メーカーも無傷ではいられない。ダメー

ジを軽減するには、今まで以上に高級鋼の比率を

上げる必要があるだろう。

（２）グローバル再編の進展

日本の鉄鋼業界にとって第 2 の波乱要因は、

世界的な再編進展である。需要不振期に進展した

業界再編は、破綻企業、経営危機に陥った企業の

救済合併のように、どちらかといえば後ろ向きの

友好的買収が中心だった。一方、現在進行中の再

編は、2006 年のミタル・スチールによるアルセ

ロール買収のように、好況期における成長志向の

再編であり、いざとなれば敵対的M&Aも厭わな

いという点で様相が異なる。

① 巨大メーカー「アルセロール・ミタル」誕生

2006 年 6月、約半年にわたる攻防の末、世界最

大手の鉄鋼メーカーであるミタル・スチール 15 が

第 2 位のアルセロールを買収、粗鋼生産量で新日

鐵の 3倍以上の巨大メーカー「アルセロール・ミ

タル」が誕生した。自動車向け鋼板等で技術力に

定評のあったアルセロールは買収に抵抗したが、

高株価を提示したミタルに抗し切れなかった 16。

もともと汎用材中心のメーカーだったミタルは、

アルセロール買収で念願の高級鋼を手中にした。

これ以外にも、2000 年代後半、インドの鉄鋼

メーカーであるタタスチールによる英コーラス買

収、露エブラズによる米オレゴン・スチール買収

などの動きがあった。新興国メーカーが主役であ

ること、規模が大きいこと、国境を越えた再編で

あることが、現在進行中の業界再編の特徴である

（図表 5）。

なぜ、好況期に再編が進展しているのだろう

か。背景には、①世界的な鋼材需要拡大で経営者

が鉄鋼業の将来に自信を持ち成長志向になってい

ること、②鉄鋼業は装置産業で規模の経済が働く

こと、③新たに自前で高炉を建設するより、買収

の方が手間を省けてリスクも少ないこと、④規模

拡大で原材料（鉄鉱石等）事業者やユーザー（自

動車メーカー等）に対する価格交渉力が向上する

こと 17、などがある。また、ミタルのアルセロー

ル買収には、2005 年の汎用材市況下落で業績が

落ち込み汎用材の将来に不安を感じたミタルが、

先端技術と自動車メーカー等顧客の取り込みを狙

ったという側面もあった。

② 次の標的は日本メーカー？　

ミタルのアルセロール買収で衝撃を受けたの

が、日本の大手鉄鋼メーカーである。ミタルは買

収により欧州、米国、アフリカ、南米に足場を築

いているが、東アジアにはまだ本格進出していな

い。世界の工場・東アジアは今後高成長が期待で

きる市場であり、高い技術力と有力顧客を擁する

日本の大手メーカーが買収ターゲットになっても

不思議ではない。

アルセロール・ミタルは今後も事業規模拡大

を図ることを公言しており、粗鋼生産で 1.5 ～ 2

億トンを目指している。2007 年 7 月、ミタル会

長は、新日鐵との提携関係を強化する覚書 18 に

調印した後、当面日本メーカーの買収は考えて

いないと語ったが、どう動くかは予測がつかな

い。アルセロール・ミタル以外にも、ロシアの

鉄鋼メーカーなどが買収を仕掛けてくる恐れも

ある。

15 インド生まれのラクシュミ・ミタル会長率いるミタル・スチール（1976年設立）は、90年代以降、カザフスタン、ポーランド、
ウクライナ等旧東側の製鉄所やメキシコの旧国営鉄鋼メーカーを次々に買収、経営を立て直して規模を拡大していった。

16 買収を巡る攻防のさなか、アルセロールがロシアの鉄鋼メーカー・セベルスタリにホワイトナイトを依頼したことも裏目に出
た。合併条件がセベルスタリに有利な内容であったことなどから、従業員や投資家の猛反発を受けた。

17 サプライヤーとユーザーの業界では再編進展により寡占化が進み、相対的に企業数の多い鉄鋼業界は価格交渉面で不利な状況
にあった。

18 新日鐵は、アルセロールと自動車用鋼板技術を相互供与する提携を結んでいた。今回の覚書では、アルセロール・ミタルが提
携を引き継ぐこと、北米で自動車用鋼板合弁事業を拡大することが確認された。
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③ 買収防衛策は有効か

こうした状況下、日本の大手メーカーは買収

を避けようと様々な手を打っている。自社株取得

や株式持合い、買収防衛策の発表、他社との提携

強化などである。

2006 年 3 月、新日鐵は買収防衛策を発表した。

15 ％以上の株式を取得しようとする者に必要情

報の提出を求め、株価つり上げ目的の場合には、

新株予約権の発行・行使で対抗するというのが骨

子である。07 年 3 月には JFE も事前警告型の買

収防衛策 19 を発表した。

ただ、こうした買収防衛策を講じても、敵対

的買収を完全に防ぐのは難しい。現実に TOB が

かかれば、被買収側に同情的な取引先や銀行も高

株価を提示した方に持ち株を売らざるを得ず、最

終的には株主の判断に委ねられるためである。た

だ、買収防衛策を発表することで、買収しにくい

という印象を与えることはできる。

ミタル対アルセロールの攻防の際、最後まで

アルセロールの株を売却しなかったのは、ルクセ

ンブルク政府くらいだった。万全な買収防衛策は

存在しない。回り道のようだが、利益成長による

企業価値向上が、最善の買収防衛策と言える。

5. 「技術力」だけで生き残れるのか
（１）日本メーカーの生産シェアは低下

日本の鉄鋼メーカーには、量的側面からみた

存在感の低下という問題もある。中国の大増産も

あり、日本メーカーの世界の粗鋼生産量に占める

シェアは低下している。

世界ランキングでも、日本メーカーは順位を

下げている。図表 12 は 1995 年と 2006 年の粗鋼

生産量で見た世界の上位 10 社である。業界再編

の影響もあり大幅に顔ぶれが変わっているが、①

同じ第 10 位でも 10 年余りの間に粗鋼生産量が倍

になっていること、②中国メーカーの存在感が増

していることも目に付く。一方、95 年には上位

10 位に 4 社入っていた日本メーカーは、06 年に

は新日鐵、JFE の 2 社に減少している。

鉄鋼メーカーは生産量が多いほど競争力が高

いというわけではなく、安値でしか売れない釘や

低級な建材をいくら作っても仕方ない。だが、日

（単位：百万トン） 
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3 3
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7 7

8 8

9 9

10 10

新日本製鐵 

社名 粗鋼生産量 粗鋼生産量 社名 

ミタル・スチール（蘭） 

ポスコ（韓国） アルセロール（ルクセンブルク） 

ブリティッシュ・スチール（英） 新日本製鐵 

ユジノール・サシノール（仏） ＪＦＥスチール 

リバ（伊） ポスコ（韓国） 

アルベッド（ルクセンブルク） 上海宝鋼集団（中国） 

ＮＫＫ ＵＳスチール（米） 

ＵＳスチール（米） ニューコア（米） 

川崎製鉄 唐山鋼鉄（中国） 

住友金属工業 コーラス（英） 

26.8 63.7

23.4 54.3

15.7 33.7

15.5 32.0

14.4 31.2

11.5 22.5

11.3 21.3

11.0 20.3

10.4 19.1

10.4 18.3

752.2 1,243.8

1995年 2006年 1995年 2006年 

世界合計 世界合計 

図表 12 世界の主要鉄鋼メーカー

出所：メタル・ブレティン

19 議決権の 20％以上の取得を目指す者に対して、買収の目的や事業計画の提出を求め、企業価値を損なうと判断した際には新
株予約権を発行する。
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本最大手の新日鐵でさえ、アルセロール・ミタル

の 3分の 1以下の規模になっている。日本の大手

メーカーは高い技術力だけで生き残れるものなの

だろうか。

（２）規模拡大の動きも

確かに、競争力を保つには高い技術力が重要

である。巨大メーカー・アルセロール・ミタルや

新鋭設備を備えた中韓メーカーに伍していくに

は、研究開発重視の姿勢を保ち、一貫作り込みや

ユーザーとの連携といった日本メーカーの強みを

活かして、高級鋼分野を確実に抑えていくことが

重要だろう。高級鋼への注力は、いつか来る汎用

材の供給過剰のダメージを最小限に抑えるという

効果もある。

これまで、日本の大手メーカーはどちらかと

いうと「量より質」の戦略で、規模拡大には及び

腰の印象があった。だが、相対的に企業規模が小

さいと買収のターゲットにされる恐れがあるう

え、研究開発費捻出という点でも不利である。

規模を拡大するには、どのような手があるの

だろうか。まず、考えられるのは高炉新設だが、

高炉新設には巨額の費用がかかるうえ、内需が縮

小し環境規制も厳しい国内での新設は難しい。ミ

タルのようにM&Aによる規模拡大という手もあ

るが、技術力の高い日本メーカーが汎用材メーカ

ーを買収してもあまり意味はなく、第一、日本の

大手メーカーそのものがM&Aという手段には前

向きでない 20。

では、日本の大手メーカーは、量的拡大を諦

めたのだろうか。そうではない。最近、大手メー

カーの設備投資と企業提携による規模拡大の動き

が活発化している。

①　高級鋼増産を目指した設備投資の動き

日本の大手鉄鋼メーカーは、高級鋼需要の増

加を見越して、既存高炉の拡張や設備新設、能力

増強等により、高級鋼の増産を図っている（図表

13）。新日鐵を例にとると、2006 ～ 2008 年の設

備投資額は、前 3カ年実績の約 2倍、当初計画の

約 1.5 倍の約 1兆 2,000 億円に上る見通しである。

同社の試算によれば、規模拡大を図るにしても、

高炉拡張による規模拡大はM&Aや高炉新設に比

べてコストが低い（図表 14）。コスト競争力を維

持しつつ、利益成長に結びつく方向で規模拡大に

取り組んでいると言える。

②　国内外有力メーカーとの提携

企業連携による量的拡大の動きも活発である。

連携相手は国内メーカーのみならず、アジア、南

新日本製鐵 JFEスチール 住友金属工業 神戸製鋼所 

新設 溶融亜鉛メッキ設備（広畑） シャフト炉（京浜地区） 溶融亜鉛メッキ設備（鹿島） 連続鋳造設備（神戸） 

転炉（名古屋） 酸洗ライン（京浜地区） 

コークス炉（大分） 

連続鋳造設備（君津） 

増強・改良 溶融亜鉛メッキ設備（君津） 中径シームレス（知多） 高炉（鹿島） 高炉（加古川） 

溶融亜鉛メッキ設備（名古屋） 上工程更新（和歌山） 高炉（神戸） 

高炉（名古屋） シームレスパイプ・スーパー 
高炉（大分） ハイエンド品（和歌山） 

図表 13 日本の大手 4社の主な設備投資動向（国内）

注： 2006 年度以降の主な動き。計画段階のものも含む 出所：会社資料より作成

20 例えば、新日鐵の三村明夫社長はインタビュー（文藝春秋 2007 年 9月号「鉄は国家なり 新日鐵 vsミッタル買収戦争」）で、
「…ハードアライアンスは当面、非常に難しいだろうと思います…」、「…鉄というのは合併しなくてもできる仕事の幅が広いん
です…」と述べている。
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米等の海外メーカーにも広がっている。

2007 年 7 月、住友金属は仏バローレック社 21

とブラジルでシームレスパイプを合弁生産するこ

とを決定した 22。シームレスパイプは石油や天然

ガスの掘削・輸送に使われる継ぎ目なし鋼管で、

エネルギー需要増大を背景に今後も伸びが期待さ

れている。石油、天然ガスの掘削環境は、深海、

高温、高圧、腐食環境など苛酷化が進んでおり、

シームレスパイプの製造技術で世界トップクラス

の住友金属は、今後も需要は強いと見て高炉一貫

の合弁会社設立に踏み切った。

2007 年 8 月には、新日鐵が 06 年末に傘下にお

さめたウジミナス社（ブラジル）の大規模な設備

投資計画が発表された。南北アメリカ最大の高炉

と自動車向け鋼板等の高級鋼材生産設備新設など

が予定されており、総投資額は 1兆円に上る。資

金調達はウジミナス社が行い、新日鐵は技術面で

協力する。この他にも、中国・南米等の新興市場

で、日本メーカーの企業連携の動きが進展してい

る（図表 15）。

一連の動きの背景には、まず第 1 にアジア・

南米といった新興市場の鉄鋼需要が、今後も伸び

ると予想されることがある。鋼材需要は 1人当た

り 100kg を超えた頃から加速度的に増加すると

言われるが、中国、インド、ブラジル 23 等は人口

が多いことも有望視される理由である。アジアが

世界の製造業の中心地となっていること、ブラジ

ルを始めとする南米では自動車生産・天然ガス等

エネルギー開発が拡大していることも進出の誘因

となっている。

事例 金額（億円） 生産量（万トン） 数量増コスト（万円／トン） 

アルセロールのドファスコ（カナダ）買収 

ミタル・スチールのアルセロール買収 

タタスチールのコーラス（英）買収 

ポスコのインドにおける高炉新設 

新日鐵の能力拡大 

2005年 

2006年 

2007年 

4,200 420 10

53,000 4,700 11

15,000 1,800 8

14,000 1,200 12

3,500 700 5

図表 14 規模拡大のためのコスト比較

注：新日鐵は既存高炉の改修工事期に合わせた炉内容積拡大（7基）を 10 年かけて行う予定
出所：新日本製鐵

進出国 合弁相手 

新日本製鐵 中国 自動車用鋼板合弁工場拡張予定 宝鋼集団、アルセロール・ミタル 

ブラジル 傘下のウジミナス社の大規模設備投資支援 ウジミナス 

JFEスチール 中国 自動車・家電向け鋼板を中心とする合弁の拡張 広州鋼鉄 

住友金属工業 中国 クランクシャフト合弁工場強化 ティッセン・クルップ、住友商事 

ブラジル シームレスパイプ合弁会社設立決定 バローレック 

神戸製鋼所 インド プラント販売、技術供与で協議中 チョーグル 

図表 15 日本の大手 4社・新興市場における最近の主な動き

出所：会社資料より作成

21 バローレック社は、フランスの高級シームレスパイプ・メーカー。
22 稼働時期は 2010年央予定で、総投資額は約 2,000億円。
23 インド・ブラジルは鉄鉱石の産地であることから、資源立地の側面もある。
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アルセロール・ミタルのようなM&Aによる直

接的な量的拡大に比べ、日本の大手メーカーの高

炉拡張や企業連携を通しての規模拡大は地味で迂

遠な印象を受ける。ただ、汎用材供給過剰時代が

遠からずやってくることを考えると、高級鋼路線

を維持し、低コストの設備投資や企業連携で成長

市場の高級鋼需要を捕捉するという日本メーカー

の戦略は堅実である。

中国を震源とする汎用材供給過剰はいつか必

ず起こるだろうが、高級鋼に一段と注力すること

で、ダメージを緩和することができる。日本の大

手メーカーにとっての脅威は、規模拡大を至上命

題とする汎用材中心のメーカーが、短期的利益を

追求する金融資本を味方につけて、敵対的買収を

かけてくることである 24。

前述したように、万全の買収防衛策はない。

長期的な企業価値向上につながらない買収を避け

るには、技術力向上と適切な量的拡大で企業価値

を向上させるのが最善の策と言える。
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