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1 日本の造船業界は、海運活況、更新需要、規制強化を背景に、受注環境が大幅に好転して

いる。 
2 日本の造船業界は、高コスト構造、小さい事業規模等にもかかわらず、世界トップレベル

の地位を堅持している。 
3 造船メーカーの業績は、受注増にもかかわらず不振である。 
4 将来予想される需要不振、韓国・中国との競争激化に備えて、日本の造船各社は対応を迫

られている。 

＜ポイント＞ 
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1. 受注環境は大幅に好転 

 

 3 度の造船不況1を経験し、一時は鉄鋼業界と並び構造不況業種の代名詞だった日本の造船業

界の受注環境が大幅に好転している。日本造船工業会によると、2004 年の日本の新造船受注量

は、前年比 19％増の 1906 万総トンと、2 年連続で第一次石油ショック後の最高を更新した。

2005 年 1－3 月の新造船受注量2は前年同期比 48％減と一転して減少したが、これは造船各社

が既に 3 年程度の手持ち工事を抱えて受注を手控えたのが主因であり、受注環境が悪化したわ

けではない。 
造船受注は世界的にも盛り上がりを見せている。図表 1 は世界の新造船受注量推移である。

90 年代半ばまで頭打ちだった受注量が、97 年頃から増勢に転じ、高水準で推移している。 
 

図表1  世界の新造船受注量の推移
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注：日本国内の新造船受注量の統計とは統計のとり方、範囲に違いがあるので
     数値が一致しない場合がある。
出所:ロイド社資料より作成

世界の新造船建造量も 90 年代に入りほぼ右肩上がりで増加している(図表 2)。2003 年の世

界の新造船建造量は前年比 8％増の 3613 万総トンと、それまでの過去最高であった 1975 年の

3420 万総トンをあっさり更新した。2004 年も前年比 4％増の 3755 万総トンと、2 年連続で過

去最高を更新している。 
 
 
 

                                                      
1 日本の造船業界は、第 1 次石油ショック後（78 年）、プラザ合意の翌年（86 年）、韓国の大型設備投資による

船価下落（99 年）と、3 回の造船不況を経験した。 
2 2004 年の新造船受注量は総トン数。2005 年 1－3 月期は標準貨物船換算トン数。 
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図表2  世界の新造船建造量の推移
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　　89年までの中国の建造量はその他に含まれる。
出所：ロイド社資料より作成

 
 

2. 造船需要増の背景 

－海運活況、更新需要、規制強化が追い風に－ 
 

1975 年に 3420 万総トンのピークをつけた後、石油ショック等に見舞われ、88 年には 1091
万総トンまで落ち込んだ世界の新造船建造量が、ここへきて目覚しい回復を見せているのはな

ぜだろうか。要因として挙げられるのは海運活況、更新需要、規制強化の 3 つである。 
 

（1）海運活況 

まず、第 1 の要因である海運活況から見てみよう。 
海運業界は、現在、空前の好況を謳歌している。海上運賃は、世界経済のグローバル化によ

る海上荷動きの増大を背景に、高水準で推移している（図表 3）。世界中から原油、石炭、鉄鉱

石といった資源を輸入し、加工して製品を輸出している中国がらみの荷動き量増大が目覚しい

（図表 4）。 
荷動き量は増大しているが、船舶の供給は追いついていない。船舶の建造には受注から 2～3

年かかるうえ、造船会社の設備増強にも時間がかかるためである。 
しかし、海運業者としては、この千載一遇の商機を見逃すわけにはいかない。旺盛な需要に

こたえ、高運賃を享受するために船舶を確保しようと、世界中の海運業者が船の発注に乗り出

しているのである。 
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注：ＶＬＣＣ(Very Large Crude Oil Carrier)；一般に20万載貨重量トン以上の大型タンカー。
　　スエズマックス；スエズ運河を満載状態で通行しうる最大船型。載貨重量トン14万～15万ト
ン程度。
　　アフラマックス；載貨重量トン9.5万トンくらいまでのタンカー。
出所：日本造船工業会

年

図表3

 

図表4

年

図表4

注：04～06年は推定値。
出所：日本造船工業会

年
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図表 5 は日本の海運大手 3 社の船舶投資計画である。海運各社は過去に船舶投資を絞った経

緯があるが、ここへ来て強気の船舶調達に乗り出している。日本郵船を例にとると、現在保有

の 616 隻に対して新規導入予定が 264 隻という高水準であり、鼻息の荒さが伺える。 
 

図表5　海運大手3社の運用船舶数

現在の船舶 新規導入予定
日本郵船 616隻 264隻
商船三井 630隻 270隻
川崎汽船 361隻 100隻

注：現在の船舶は2004年3月末現在。

　　日本郵船は2010年度まで、商船三井は09年度まで、

　　川崎汽船は08年度までの計画。

出所：各社中期経営計画等を参考に作成

 
 
（2）更新需要 

2 つ目の好調要因は、1970 年代半ばに大量建造された船舶の更新需要である。図表 2 からも

わかるように、70年代半ばには大量の船舶が建造された。船の寿命は 25～30年とされており、

この時期に建造された船の更新需要が盛り上がっている。 
 
（3）規制強化 

3 つ目はタンカーの船腹を二重構造にするなどの規制強化である。1989 年に起きた米アラス

カ沖でのエクソン・バルディス号の原油流出事故をきっかけに、タンカーは二重船体構造にす

ることが義務付けられており3、これが新船需要につながっている。 
 
 
3. 造船業界の現況 

 

このように造船受注は盛り上がっているが、かつて世界最大の造船国だった日本は、現在ど

のような状況にあるのだろうか。 
 

（1）塗り変わった業界地図 

図表 6 は 1999 年から 2003 年にかけての日本国内の新造船建造シェア推移である。主要造

船メーカーの顔ぶれが変わっているのがお分かりだろうか。 
日本の造船業では、韓国・中国の台頭による競争激化を見越して、2002 年以降再編が進展、

業界地図が塗り変わった（図表 7）。2003 年時点で国内建造シェアトップのユニバーサル造船

は、日立造船と NKK が事業統合してできた企業であり、2 位の今治造船と 5 位の常石造船は

                                                      
3 1993 年、国際海事機関は、新たに建造するタンカーは 93 年から、船齢 25 年以上の既存船は 95 年から二重

船体構造にするよう義務化した。 
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専業メーカーである4。ここ数年で、業界再編と専業メーカーの台頭が同時に進行している。 
 
 

図表6　国内新造船建造シェア推移
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図表7  業界の再編状況

日立造船
ユニバーサル造船

ＮＫＫ

住友重機械工業 住友重機械
マリンエンジニアリング

石川島播磨重工業 アイ・エイチ・アイ・マリンユナイテッド

川崎重工業 川崎造船

出所：新聞報道等を参考に作成

2002年10月事業統合

商船部門分社（2003年4月）

2002年10月統合分社

艦艇部門

2002年10月分社化
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4設備投資に慎重だった大手に対し、専業メーカーは意欲的に事業を拡大、存在感を強めた。 



（2）日本は新造船受注量で世界第２位 

世界に目を転じると、日本の造船業は今でも世界トップクラスの地位を堅持している。図表

8 は 2004 年の新造船建造量における主要造船国のシェアである。日本の造船業は 1956 年にイ

ギリスを抜いて以来、99 年まで建造量世界一の地位を保っていたが、2000 年に韓国に抜かれ、

01 年に首位を奪還したものの、02 年、03 年、04 年と 3 年連続で 2 位となった。 
韓国に抜かれたとはいうものの、一時期は需要不振にあえぎ、鉄鋼業界と並び「構造不況業

種」の代名詞とされていた日本の造船業界が、今でも世界トップレベルの地位を保っている点

はもっと認識されていい。日本の造船業は、新鋭設備を誇る造船後発国・韓国に比べ、高コス

ト構造、小さい事業規模、設備の老朽化、従業員の高齢化という幾多のハンディを抱えており、

その中でトップクラスを維持していることはある意味感動的である。 
 

図表8  2004年の新造船建造量における各国のシェア
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（3）日本造船業の特徴 

①高コスト、小さい事業規模、設備老朽化 

日本の造船業界のコスト構造が、ライバルの韓国に比べて高いのはいまさら言及するまでも

ないが、同業界は事業規模、設備の面でも見劣りしている。 
まず、日本の造船業は韓国に比べ事業規模が小さい。韓国の最大手・現代重工の造船部門売

上高と日本の最大手ユニバーサル造船の売上高5を比べると、現代 3645 億円に対してユニバー

サル 1588 億円と倍以上の開きがある。事業規模が大きいほうが、設備投資余力があり、開発・

設計にも金をかけられるのは言うまでもない。 
また、競争環境も違う。2002 年まで国内大手 7 社体制6が続き、中小も入り乱れての激しい

価格競争で体力をすり減らしてきた日本の造船業と違い、韓国の造船業は、上位 3 社7で国内建

                                                      
5 2003 年度の数値。1 ウォン＝0.097 円で計算。 
6 三菱重工業、NKK、石川島播磨重工業、川崎重工業、三井造船、日立造船、住友重機械工業。 
7 現代重工、大宇造船海洋、三星重工。 
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造量の 7 割を占めている。 
設備の面でも、1970 年代までにできた設備を改修しながら使っている日本の造船大手に対し、

90 年代に入ってから設備投資を本格化させた韓国は優位に立っている。 
日本の造船業は、従業員の高齢化も進んでいる。造船不況後採用を極端に絞った時期があり、

2003 年 3 月末時点で 50 歳以上の従業員が全体の 4 割超を占めている（図表 9）。今後大量の

退職者が出てくるため、技能の継承が課題となっている。 
 

図表9　造船業の従業員の年齢構成
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注：2001年3月末の数値
出所：国土交通省海事局

 
 
②日本の造船業の強みは？ 

では、日本の強みは何だろうか。浮沈を経ながらも世界第 2 位の地位を保っている理由は、

①多様なニーズに対応可能な高度な技術力、②きめ細かな保守・整備体制、③舶用工業、鉄鋼

業など強力な国内周辺産業の存在、などとされる。 
船舶は 1 隻 1 隻が注文生産であり、工場での自動化が進んでいる自動車や家電と違い、自動

化困難な工程が多く、熟練工でないとできない作業が少なくない。部材の切断・溶接など作業

者一人一人の技能の積み重ねという側面があるので、実績を積み重ねてきた日本が競争力を保

っているとの見方もできる。 
チームワークがよく、全体を見ながら仕事を進めていくという日本人の特性も強みである。

個人主義の国では、設計なら設計と自分の仕事しかみていないが、日本の造船業の場合、設計

の担当者は現場が仕事をしやすいように考えるし、部材を組み立てる者は溶接工が作業をしや

すいように考慮して仕事を進める。造船のように、大きなもの（船舶）を 2～3 年かけて作る

場合、こうした小さな積み重ねによるすり合わせの強み、マニュアル化できないプロセスの最

適化を図る組織能力といったものが、最終的には大きな差となって表れるのである。 
造船業は、今でも大半が国内生産という数少ない業界でもある(図表 10)。前述したように、

造船業では熟練工でないとできない作業が少なくない。アルバイトや期間工でも作業可能な電

機や自動車と違い、従業員の育成に時間やコストがかかるため、ほとんどの船舶が国内で作ら
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れている8。 
 

10

出所：造船産業競争戦略会議「我が国造船産業のビジョンと戦略」

年度

 
 
4. 利益なき繁忙 

 

世界トップクラスの地位を堅持し、おりしも造船需要急増という追い風を受けている日本の

造船業界だが、業績は芳しくない。決算情報を入手できる大手 4 社（三菱重工業、川崎重工業、

三井造船、石川島播磨重工業）の造船部門の 2005 年 3 月期連結決算は 202 億円の営業赤字（合

計）と不振である。 
なぜ、こんなことになるのか。利益なき繁忙には、造船業固有の事情がある。 
生産から出荷まであまりタイムラグがない鉄鋼業等に比べ、造船業は受注してから引渡しま

で平均 2～3 年かかる。現在、引渡しを迎えている船舶は、韓国の設備増強で世界的に需給が

緩み、船価が歴史的低水準に落ち込んだ 2002 年頃に受注されたものである（図表 11）。その

うえ、船価はドル建て契約が多い。円高進行に造船用厚板等原材料価格高騰も加わり、造船各

社にとっては踏んだり蹴ったりの状況となったのである。 
 
 
 

                                                      
8 本格的な海外生産事例は、川崎造船が合弁で船を建造している中国の南通中遠川崎船舶工程有限公司、常石

造船がフィリピンのセブ島に建設した造船所くらいである。 
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年

図表11

注：ＶＬＣＣ(Very Large Crude Oil Carrier)；一般に20万載貨重量トン以上の大型タンカー。
　　スエズマックス；スエズ運河を満載状態で通行しうる最大船型。載貨重量トン14万～15万ト
ン程度。
　　アフラマックス；載貨重量トン9.5万トンくらいまでのタンカー。
　　ハンディ；載貨重量トン4万トン前後のタンカー。
出所：日本造船工業会

年

 
2003 年から船価が上昇に転じたため、造船各社では今後業績も好転すると見る向きが多いが、

為替や原材料価格の動向に左右される恐れもある。ただ、今回とは逆に円安や原材料価格下落

の恩恵を受けることもあるわけで、蓋を開けてみないとわからないというのが、造船業界の収

益構造なのである。 
 
 
5. 好調はいつまで続くか 

 
このように、受注好調期にも業績不振から抜け出せない日本造船業だが、造船ブームはいつ

まで続くのだろうか。 
 
（1）造船受注好調はいつまで続くか 

現在、造船会社には注文が殺到しており、日本の造船業の船台は 2008 年まで埋まっている

といわれる。 
だが、好況期もいつかは終わる。図表 2 のように、造船建造量には大きな波がある。今は中

国がらみの物流量が増えて、船舶需要も増加しているが、中国ブームが去った後、インドやロ

シアやブラジルが代わりに主役になるとは限らない。いずれ、船舶需要も減少するとみられる。 
その一方で、過剰とも思える設備増強を続けている国がある。2005 年に世界で「５強」、2010
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年で「３強入り」、2015 年には「世界のトップ」となることを目標とする「531 計画」を掲げ

てきた中国である。今は受注好調で顕在化していないが、船舶需要が減少した場合、需給ギャ

ップが拡大する恐れがある。そのときには世界的な競争が一段と激化するだろう。 
 
（2）中国造船業も急成長 

 韓国造船業の台頭については既に述べたが、中国造船業も急成長を遂げている。 
中国造船業は 1990 年代後半から大型設備を相次ぎ稼動させた。90 年にわずか 36.7 万総ト

ンに過ぎなかった新造船建造量は、2004 年には 395.2 万総トンに拡大、世界第 3 位の造船国

の地位を固めている。 
中国は、韓国・日本を上回る世界最大の造船国を目指し、設備増強に余念がないといわれ、

中国船舶重工集団公司（CSIC）、中国船舶工業集団公司（CSSC）9傘下の大手企業が、設備の

新設・拡張工事を進めている。大連、上海、広州の造船 3 大拠点以外でも、造船所の整備が進

められている。 
国有企業が大半の中国造船業は、大型船建造に日本の 3 倍の時間がかかるなど生産性に問題

を抱え、日本の造船業との技術力格差も大きいが、人件費をはじめとするコスト競争力が強い。

今後技術力を向上させれば、日本の脅威になる恐れもある。 
 
 
6. 日本造船業の課題 

 
 さて、ここまで見てきたように、日本の造船業は、韓国には建造量で抜かれ、中国の追い上

げも受けている。厳しい競争環境下、不況期に入っても世界トップレベルの地位を保つために

は、どのような手を打てばいいのだろうか。 
 
（1）一段の再編はあるか 

造船業界には一段の再編が必要との見方がある。 
前述したように、日本の造船業界では、2002 年以降、事業統合・分社化等再編の動きが相次

いだが、一度は造船事業統合で基本合意していた石川島播磨と川崎重工が統合を白紙撤回する

など、中途半端に終わった印象がある。日本国内にはまだまだ多数のメーカーがひしめいてい

る。不況期に入ったときの競争激化は想像に難くない。再編で規模を大きくし、競争力を強化

すべきとの意見には一理ある。 
ただ、その一方で、造船業は他の製造業に比べ設備が特殊で廃棄が難しく転用もできないこ

とから、工場の廃棄・統合が難しく、再編のメリットはそれほど大きくない。このため、再編

のスピードは緩やかなものになるとの見方もある。 
 
 

                                                      
9 CSIC、CSSC ともに国有企業。傘下に大連新船重工（CSIC）、上海外高橋造船（CSSC）等の有力企業を擁

する。 
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（2）技能継承の重要性 

 技能の継承も重要である。 
何度も言うが、高コストにもかかわらず日本の造船業が強いのは、熟練工の高い技能、チー

ムワークの良さ等により、生産性が高いためである。技術水準ももちろん高いのだが、実は、

今や、日本に作れて韓国に作れない船舶はないといわれる。韓国が技術水準を向上させたこと

も大きいが、近年、革新的な船が開発されていないという事情もある。高付加価値船の代表で

ある LNG 船10でも登場したのは約 30 年前である。トップ集団のイノベーションが停滞してい

るので、追う側は楽なのだ。 
 それでは、日本は今後どうすれば世界のトップレベルを維持できるのだろうか。 
かつて、造船業界には「ジャパン・プレミアム」が存在した。たとえ価格が高くても、品質

と信頼性から見て日本の船舶を選ぶというパターンがあったのだが、今ではこのプレミアムも

消失したと言われる。 
ただ、溶接技術など細かい点では依然として日本が優位を保っており、熟練工の技能水準の

高さ、チームワークの良さといった点も、造船業のように熟練を要する工程が多い業界では大

きな強みになる。日本が現在の地位を堅持するには、何とかこの強みを維持していくしかない

だろう。あと数年で、大量の熟練工が退職時期を迎えるため、技能の継承が競争力維持のため

の喫緊の課題となる。 
 
 いずれにせよ、現時点では受注環境が大幅に好転し、高コスト構造、韓国・中国との技術格

差縮小などの問題が表面化していない造船業界だが、需要が減少し、国内外で競争が激化した

ときが正念場である。生き残りのための道筋をつけるため、残された時間は長くない。 
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10 LNG 船は、マイナス 162℃という超低温状態で液化天然ガスを運ぶため、断熱構造の特殊素材でつくられた

タンクが船体に取り付けられている。温度管理が必要なことに加え、アルミ合金を球形に加工し、ガス漏れし

ないよう溶接する高度な技術が求められるため、船価は 1 隻約 200 億円と、大型オイルタンカーの約 2 倍であ

る。 


