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1 工作機械受注が、バブル期並みの活況を呈している。2004 年 11 月の工作機械受注総額は

前年同月比 48％増の 1133 億円と、26 ヵ月連続のプラスを記録した。 
2 受注増の背景には外需が好調なことに加え、90 年代縮小傾向にあった内需が力強く回復し

ていることがある。 
3 工作機械受注は、アジア向け輸出の好調が見込まれることから、2006 年頃まで堅調に推移

すると見られる。 
4 工作機械業界は、好不況の波を大きく受けるため浮き沈みが激しい。しかし、日本の工作

機械業界は、高い擦り合わせ能力を背景に 22 年連続世界一の生産国の地位を保っている。 
5 今後も高い競争力を保つには、海外市場の一段の開拓と技術力維持が鍵になるとみられる。 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

＜ポイント＞ 
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1. 工作機械業界の概要 

 

（1）工作機械とは 

カメラ、時計から自動車、航空機に至るまで金属を加工して作られるものは数多い。工作機

械は、こうした製品を構成する金属製部品を作るため、特別に工夫された機械であり、旋盤、

研削盤、マシニングセンタ1などさまざまな種類がある（図表 1、2）。すべての機械は工作機械

で作られることから、「機械を作る機械」、「機械の母」などとも呼ばれている。 
 
   図表１ NC 旋盤とマシニングセンタ 
         NC 旋盤 
 

                                                      
1 マシニングセンタは、中ぐり、フライス削り、穴あけ、ねじ立てなどの加工を 1 回の工作物の取り付けで行

えるＮＣ工作機械で、多数の工具を備えている。 

マシニングセンタ 

出所：オークマ 
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（2）規模は小さいが重要な産業 

  工作機械業界は産業としては比較的規模が小さい。経済産業省｢生産動態統計｣によると、

2003 年の業界全体の工作機械生産額は 6902 億円だった。2003 年度のトヨタ自動車の売上高

が単体でも 8 兆 9637 億円だったことに比べると、規模の小ささがよくわかる。 
  だが、小規模であるにもかかわらず、工作機械業界は我が国産業の中枢の一つに位置づけら

れている。工作機械の水準は、その国の工業製品の水準や生産性に大きな影響を及ぼすため、

機械を生み出すマザーマシン業界として、もの作りの中核・基盤産業と認識されているのであ

る。 
 
 
2. 受注は絶好調 

 

（1）内需が力強く回復 

工作機械受注が、バブル期並みといわれる活況を呈している。日本工作機械工業会によると、

2004 年 11 月の工作機械受注総額は、前年同月比 48％増の 1133 億円と、26 ヵ月連続のプラス

を記録した(図表 3)。04 年 1 月からの累計では 1 兆 1215 億円と 1997 年（1 兆 1306 億円）以

来 7 年ぶりに 1 兆円を突破。外需好調に加え、90 年代縮小傾向をたどった内需が力強く回復し

ている。 
 
 

図表2　機種別生産額構成（2003年）

マシニングセン
タ

27.0%

旋盤
23.9%

専用機
14.6%

研削盤
11.0%

歯車機械
2.4%

その他
21.1%

総額：6902億円

出所：経済産業省｢生産動態統計調査｣
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内需好調の背景には、①大手企業のみならず中小企業でも設備投資意欲が高まっていること、

②バブル期から15年ほどたち同時期に購入された工作機械の更新需要が本格化していること、

などの理由があるとみられる。 
IT 景気のときは好調分野がパソコンやソフトウェアなど一部分野にとどまっていたのに対

して、今回の受注回復局面では、自動車、電機、金型など多様な業界が設備投資に前向きな姿

勢を見せている(図表 4)。景気が回復した、というだけではない。背後には、アナログからデジ

タルへという流れもある。電機業界では、薄型テレビ、DVD、デジタルカメラなどのデジタル

家電が急速に普及しているが、デジタルの世界ではサブミクロン単位での加工精度が要求され

る。長らく様子見を決め込んできた中小企業も、生き残りをかけて設備投資に踏み切っている

ものと思われる。 
 

 

図表3  工作機械受注総額の推移（前年同月比増減率）
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出所：日本工作機械工業会
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図表4　需要者別工作機械受注額の伸び

注：2004年1～9月の前年同期比伸び率
出所：内閣府｢機械受注統計｣より作成
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また、金型業界では、アジア金型メーカーの攻勢を受ける中、技術レベルの低い東南アジア

などの工場から日本へ回帰して競争力を高める動きが出ている。 
 更新需要の影響も大きい。バブル期に購入された工作機械の更新需要については、2002 年こ

ろから出てくると見られていたが、当時は肩透かしに終わった。景気が回復したことに加え、

10 年以上も前の機械では競争力を保てないとの判断も働き、更新が本格化したとみられる。 
 
（2）外需も好調 

 外需も好調である。90 年代以降の内需縮小で、工作機械の外需比率は年々上昇しているが、

中でも近年好調なのが中国等アジア向けである。また、2003 年には低迷した米国向け輸出も、

優遇税制措置の後押しもあって 04 年以降回復傾向をたどっている。中国では建設機械、電機、

自動車向け、タイでは自動車関係、米国では自動車・医療関連の引き合いが強い。 
 
 
3. 工作機械受注の見通し 

－2006 年頃までは堅調に推移？－ 

 さて、この好調はいつまで続くのだろうか。 
まず足元を見ると、2004 年度上期の受注は予想を上回る水準で、下期も順調に推移している。

2004 年の受注総額は、1997 年以来の 1 兆 1000 億円超えとなる。 
ただ、力強い伸びを示していた内需は、大手の設備投資意欲は依然旺盛なものの、中小・零

細企業の受注はピークを超えつつあるのではないかとの声も聞かれる。また、業界では、現在

殺到する注文をこなしきれない状況で、納期が以前の 3ヵ月程度から 6ヵ月程度に伸びている。

このため、ユーザーの中には待ちきれず修理や中古機購入で間に合わせようという動きも出て

いる模様である。 
 一方、外需の見通しは明るい。中国向けが金融引き締めの影響で多少雲行きが怪しくなって

きたものの、全体としては 2006 年頃まで堅調に推移すると見られている。 
以上のことから、工作機械受注は、内需が多少落ち込んでも外需の伸びが補い、2006 年頃ま

では堅調に推移するのではないかとの見方が強い。 
 
 

4. 受注には波がある 

 

このように、現在絶好調の工作機械業界だが、ずっと順風満帆だったわけではない。工作機

械は、不況にも強い食品や医薬品と違い、好不況の波を大きく受けるためである。 
波が大きいだけではない。工作機械受注は、1990 年の 1 兆 4121 億円をピークに 90 年代以

降減少傾向をたどった(図表 5)。IT 景気を追い風に一時期盛り返したが、その後その反動と世

界的な景気の冷え込みにより、2001 年、2002 年と 2 年連続で受注は 2 ケタの大幅減となった。 
90 年代以降、受注が減少した原因は何だろうか。内訳を見ると、外需が比較的堅調だったの

に対して、内需不振が著しかったことがわかる。景気低迷のみならず、製造業の海外生産シフ

ト、国内での投資意欲の低下の影響もある。ちなみに、製造業の設備年齢は、長年の設備投資
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抑制により、80 年の 8.6 年から 2002 年には 11.7 年に長期化した（図表 6）。 
 

 
 

 
 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

0

10

20

30

40

50

60

内需 外需 外需比率

年

図表5  工作機械受注高の推移
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出所：日本工作機械工業会

(右目盛)(左目盛) (左目盛)

注：日本の設備の平均年齢は、昭和45年時点での平均経過年数をベンチマークとして、

    ｛（前期の平均年齢+1)*(前期末の資本ストック－今期の除却額）＋今期の設備投資額＊0.5｝／今期の資本ストックにより算出

     また、日米資本ストックの内訳などが異なっているため、直接比較することができない

出所：日本の設備年齢は内閣府「民間企業ストック年報」「昭和45年国富調査」により作成

        米国は米国商務省 ”Standard Fixed Assets Tables"から作成 

図表6　日米の設備年齢の推移
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5. 日本工作機械業界の強み 

－22年連続生産額世界一の背景－ 

工作機械業界では、2001 年、2002 年の受注大幅減で池貝、新潟鉄工工作機械、日立精機と

老舗企業の破たんが相次いだ。中でも、日立精機の破たんは、80 年代に世界最大の生産額を誇

った名門企業だっただけに衝撃が大きく、工作機械業界の深刻な不振を印象付けた。 
しかし、その一方で、日本の工作機械業界が 1982 年に米国を抜いて以来、22 年連続で生産

額世界一の地位を保っていることはあまり知られていない2(図表 7)。 
 
 

 
 
 
 

                                                      
2 ここでの国際比較は切削型工作機械の数値。日本では、主に金属を削り取って作り上げる機械を工作機械と

しているが、海外では広義に解釈しプレス機械や木工機械を工作機械に含めることがある。成形型を含めた生

産高では、2002 年、ドイツが日本を上回って第 1 位となった。 

注１：｢ロシア｣の 90 年までは｢旧ソ連｣。｢ドイツ｣の 90 年までは｢旧西ドイツ｣。 

注 2：成形型を含まず。 

出所：American Machinist,Gardner Publications,Inc. 

図表 7 主要国の切削型工作機械生産高 
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世界一の秘密はどこにあるのだろうか。日本の工作機械業界の強みは、①開発力が高く、ユ

ーザーの設計や素材の変更等にきめ細かく対応できる、②サポート体制が充実している、③製

品・サービスを値ごろ感のある価格で提供できる、ことなどである。有力ユーザーである自動

車メーカーに鍛えられたこと、終身雇用制で技能伝承がスムーズに行われたこと、日本工作機

械業界発展の原動力となったNC工作機械3でファナックという優れたNCサプライヤーに恵ま

れたことなども、強みの背景にある。 
欧州工作機械メーカーが特殊精密機械分野、米メーカーが宇宙・航空機向けと比較的狭い分

野に強みを持っているのに対して、日本メーカーがマシニングセンタ等需要台数の多い汎用工

作機械の高・中級機分野を幅広く手がけていることも、22 年連続世界一の要因と考えられる(図
表 8)。 
 

 
 
また、精密さが要求される工作機械では、組み立て後の最後の調整が非常に重要とされてい

る。日本の工作機械メーカーは、調整などにおける擦り合わせ能力が高い。コストの安いタイ

など海外で工作機械を生産しても、最後の調整がうまくいかず、日本に持ち帰って分解し再調

整する例もあると聞く。｢工作機械は日本人やドイツ人が作るもの｣という世界的な評価もあり、

｢メイド・イン・ジャパン｣がものをいう業界なのである。 
こうした状況を背景に、工作機械は、海外生産シフトを進展させた電機や自動車を尻目に現

在でも国内生産をメインとしている。

                                                      
3 ＮＣ工作機械は従来手動ハンドル操作で行っていた工具送り等をコンピュータ制御で行うもので、品質の向

上、加工所要時間の短縮、省力効果などの利点がある。2003 年の工作機械生産高に占めるＮＣ比率は 86.5％。 

図表8  主要工作機械生産国の国際的位置づけ(イメージ)

出所：機械振興協会経済研究所(一部表記を修正した)

    宇宙・
  航空機 etc.

  工作機械 etc.
 （マザーマシン）

自動車・家電・電子機器 etc.

 一般部品 etc.

韓国・台湾

ドイツ
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５. 今後の課題 

 

以上のように低迷期でも世界一の座を保ち、現在受注絶好調の工作機械業界だが、中長期的

に見ると不安材料がないわけではない。①今後内需に高成長が望めないこと、②国内における

過当競争が解消されていないこと、③ドイツ、韓国、台湾、中国等海外メーカーとの競争も激

化傾向にあること、などである。これからも高い競争力を維持するには、日本の工作機械業界

はどのような戦略をとればよいのだろうか。 
 

（1）海外市場の開拓 

 まず重要と思われるのが、海外市場の一段の開拓である。現在好調の内需だが、今後高成長

を遂げる要素は見当たらない。世界一の座を保つには、海外市場、特にアジアなど高成長市場

で一定の地歩を築く必要があるだろう。 
 

①中国・ロシア市場が有望？ 
 2003 年時点で外需の最大の需要先は米国だが、その地位は年々低下傾向にある(図表 9)。代

わって存在感を増しているのが、自動車・家電など消費財生産やインフラ関連投資が活発化し

ているＢＲＩＣｓ4と呼ばれる新興経済国である。2004年 1－10月の工作機械輸出額を見ても、

米国向けが前年同期比 3％増だったのに対して、中国向けが同 65％増、インド向けが同 28％
増、ロシア向けが同 236％増と高い伸びを示している(図表 10)。 

 
 

                                                      
4 ブラジル、ロシア、インド、中国の 4 か国の頭文字をとった造語。国土面積は全世界の３割、人口は４割を

占める。米証券大手ゴールドマン・サックスは、ＢＲＩＣｓが 2039 年に経済規模で米日独仏英伊の６カ国を抜

き、2050 年には国別で中国、米国、インド、日本、ブラジル、ロシアの順になると予想している。 

図表9  外需の国・地域別受注額比率

出所：日本工作機械工業会
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＜中国＞｢世界の工場｣である中国は、既に世界最大の工作機械消費国に成長している。人件費

が安いため、低価格のアジア製工作機械を駆使して人海戦術で生産する光景がよく見られる。

そのため、日本の工作機械メーカーが付け入る隙はないとの声も上がっていたが、自動車など

日系メーカーを中心に日本の工作機械メーカーへの需要も根強い。日本の工作機械メーカーに

とっては有望市場である。 
＜ロシア＞近年、ＢＲＩＣｓの一角として注目を集めているロシアも高成長が期待されている。

日本の工作機械メーカーの進出は緒に就いたばかりだが、日本製工作機械導入に前向きなメー

カーもあるようで、感触は悪くないとの声も聞かれる。 
 
 高成長市場開拓を目指し、日本の工作機械メーカーの中国・ロシア進出にも弾みがついてい

る(図表 11)。 
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図表10　工作機械輸出額仕向先別伸び率比較

注：2004年1～10月の前年同期比伸び率
出所：財務省｢貿易統計｣より作成

図表11  工作機械メーカーの中国・ロシアへの進出動向

三菱重工業 2003年秋、モスクワの機械見本市に工作機械を出展、現地販売代理店と連携して
商談を増やす。
中国の工作機械販売代理店を倍増する予定。

ＯＫＫ 2005年から中国の合弁会社で工作機械の生産開始予定。
東芝機械 2005年中に中国での工作機械生産を開始予定。
森精機 中国で深センや北京、上海など7ヵ所にテクニカルセンターを既に設置。
ヤマザキマザック 中国、インドに営業・サービス拠点の｢テクニカルセンター」を増設、

ロシアにも開設の予定。
中国の合弁会社を増強、工作機械の増産図る。

シチズン時計 2004年春に中国に販売・サービス会社を設立、子会社シチズン精機や
タイ工場からの製品供給を増やす。

出所：新聞報道等を参考に作成
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②ライバルはどこだ？ 
だが、こうした有望市場に目をつけているのは日本メーカーだけではない。日本工作機械メ

ーカーの最大のライバル・ドイツもアジア市場を虎視眈々と狙っている。 
 

＜ドイツ＞かつての王者米国が製造業の衰退とともに競争力を失っていったのに対し、ドイツ

の技術水準は依然として高い。90 年の東西冷戦終結を境に、むしろ存在感を強めつつあるが、

これは、①軍事産業向けの超精密加工技術を民生転換したこと、②東欧の土地や人件費を活用

しているためコスト競争力が高いこと、③90 年代以降業界再編が進展したこと、などによる。 
ドイツメーカーは高級機分野に強みを持ち、以前は日本メーカーとあまり競合することはな

かったが、近年、汎用旋盤やマシニングセンタなど日本メーカーの得意分野に攻勢をかけてい

る。大手のギルデマイスターは中国等アジア市場にも進出、日本にも拠点を築いている。 
 
＜アジア＞韓国・台湾・中国といったアジアメーカーはどうだろうか。 
 近年、こうしたアジアメーカーも力をつけつつあるが、主力は低位機種であり、まだまだ日

本製の水準には及ばないという見方が主流である。 
製品コピーに躊躇のない中国では、日本製工作機械のコピー商品も出ている。だが、似てい

るのは外観だけで性能には歴然とした差があるとのことである。 
 
（2）技術力の維持 

 このように、日本の工作機械メーカーは、アジア勢に対しては技術面・守備範囲の広さの双

方で、ドイツに対しては守備範囲の広さで優位に立っている。しかし、ドイツは高級機種から

中級機種へ間口を広げつつあり、アジア勢もじわじわ技術力を向上させている。日本メーカー

は、どうしたらリードを保てるのだろうか。 
 日本の工作機械業界が、22 年間も世界一であり続けたのは、高品質の製品を値ごろ感のある

価格で提供してきたからである。最終調整における高い擦り合わせ能力が高品質を下支えして

きたわけだが、擦り合わせ能力においては、日本人の完全主義・粘り強さのみならず、終身雇

用制も大きな役割を果たしてきた。工作機械製造では熟練工の技術が必要とされる。日本メー

カーは固定費高止まり覚悟で不況期にも熟練工を抱え続けるため、技術の継承に成功したと考

えられる。 
現在高成長中の中国市場では、アジア製工作機械を駆使した人海戦術が可能なため、日本製

工作機械は苦戦すると見られた時期もあった。しかし、日系自動車メーカー等を中心に日本製

工作機械への志向は強く、中国向け輸出は好調に推移した。 
日本の工作機械メーカーは、①ユーザーと密着した開発体制、②充実したサポート体制、を

強さの源泉としてきた。仕様の面でもサポートの面でも手作り感が強く、家電製品や自動車よ

りもコモデティー化しにくい分野といえるだろう。今後成長市場を確保し、世界一の地位を保

ち続けられるか否かは、いかにこうした強みを維持し、値ごろ感のある高品質の製品を提供し

続けられるか否かにかかっていると言える。 
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（3）過当競争という問題 

 最後に、業界の過当競争体質に触れておきたい。 
工作業界は好不況の影響を大きく受け、不況期に入ると多くの企業が業績不振に陥る。受注

減による打撃ということもあるが、過当競争体質が業績不振に追い打ちをかけていることも否

めない。 
工作機械業界の年間受注額は 8511 億円(03 年)だが、この比較的小さな市場に業界団体に属

するだけで 90 社5がひしめき、不況期になると激しい価格競争を繰り広げる。業界再編の必要

性はかねてから指摘されていたが、オーナー企業が多いこともありなかなか進展しない。 
 かつて泥沼の価格競争に陥り業績悪化に苦しんだ鉄鋼業界は、再編の進展で価格交渉力を向

上させて今日の繁栄がある。工作機械業界でも、経営破たんした日立精機を買収した森精機の

ように、規模拡大を図るメーカーも出ている。 
工作機械受注の波の大きさは前述の通りで、今は絶好調でもいつか必ず不況期が来る。平成

の不況期にコスト削減はかなり進んだようだが、次に備えて一段のコスト削減を図るとともに、

業界全体でも過当競争解消を真剣に考える時期が来ていると言えるだろう。 
 
 
参考文献 
1 『日本の工作機械産業 2004』日本工作機械工業会(2004 年 7 月) 
2 森谷正規編『日本の産業システム 4 機械産業の新展開』NTT 出版（2003 年 5 月） 
3 長尾克子『日本工作機械史論』日刊工業新聞社（2004 年 4 月） 
4 森野勝好『現代技術革新と工作機械産業』ミネルヴァ書房(1995 年 2 月) 
 

                                                      
5 日本工作機械工業会の会員企業数(2004 年 6 月現在)。 


