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＜ポイント＞  

 
1 1982 年に米国を抜いて以来、2008 年時点で 27 年連続生産額世界一の座についてきた日本の

工作機械業界が、2008 年 9 月の金融危機以降、需要の大幅な減少に見舞われている。2009
年 3 月には受注額が前年比 85.2％減となるなど、何度も浮き沈みを体験してきた工作機械業

界でも経験のない落ち込みである。 
2 ところが、工作機械業界は必ずしも悲観一色ではない。今回の需要減も数ある不況期の一つ

ととらえ、研究開発等将来への布石を打つ動きもある。 
3 工作機械業界は、足元需要の急減に見舞われているが、中長期的には新興市場の拡大、環境・

インフラ関連向け需要の広がりにより、成長が見込まれる。 
4 日本の工作機械メーカーが、需要回復後も世界トップレベルの地位を保つには、高性能・高

効率機を市場に投入し続けることに加え、新興市場においては、台頭する中韓台メーカーと

の差別化を図る必要があるだろう。 
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はじめに 

 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、金属製部品を作る機械であり、「機械を作る機械」、「機械の母」などとも呼ばれている。 

 1982年に米国を抜いて以来、2008年時点で27年連続生産額世界一の座についてきた日本の

工作機械業界が、2008年 9月の金融危機以降、需要の大幅な減少に見舞われている。2009 年 3
月には受注額が前年比 85.2％減となるなど、何度も浮き沈みを体験してきた工作機械業界でも

経験のない落ち込みである。 

 ところが、工作機械業界は必ずしも悲観一色ではない。この需要減も数ある不況期の一つと

とらえ、技術者や技能者に対し教育訓練による人材育成に力を注ぐ他、研究開発等将来への布

石を打つ動きもある。 

日本の工作機械メーカーは、この需要減をどう乗り切ろうとしているのだろうか。内需頭打

ちや新興市場の拡大、韓台中メーカーの追い上げといった市場の変化にどう対応していくのだ

ろうか。ここでは、工作機械で日本メーカーが今なお世界一の生産国である理由を考察すると

ともに、今後も優位を保てるかについても考えていきたい。 

 

1. 需要急減に見舞われた工作機械業界 

景気の先行指標として注目されることも多い工作機械受注が、大幅な落ち込みを見せている

(図表 1)。 
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出所：日本工作機械工業会

図表1　工作機械受注総額の推移(前年同月比増減率)

工作機械受注は、1990 年のバブル崩壊後、長らく低迷していたが、2006 年、2007 年と 2
年連続で過去最高を更新、2008 年前半までは好調に推移していた。2003 年以降、自動車や一

般機械の生産能力増強・設備更新により内需が回復、外需も中国・中欧等の新興市場の拡大、

景気回復を背景とした欧米先進国の需要増加により拡大したためである。 
状況が一変したのが、2008 年 9 月の金融危機以降である。ビッグスリーの経営危機など悪

材料が重なり、受注は激減した。2008 年 11 月以降、工作機械受注額は前年比 6 割超のマイナ
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スで推移し、2009 年 3 月には前年同月比 85.2％減と 6 分の 1 以下になるなど、過去に例を見

ない落ち込みを見せている。 
工作機械の需要は、もともと景気変動に左右されやすく、需要のサイクルがはっきりしてい

る(図表 2)。資本財の宿命ではあるが、好況期には需要が需要を呼ぶ反面、不況期には真っ先に

削減の対象となる。1990 年代前半のバブル崩壊後も、受注のピーク（1990 年）比 62％減（1993
年）という大きな落ち込みを見せたが、今回の需要減少局面は、「ごく短期間に需要が激減した」

という点で過去の不況期と異なる。 
 

図表2　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

2008年秋以降の「需要蒸発」の背景には、金融危機以降の世界不況と信用収縮がある。工作

機械需要の、5 割強が自動車関連といわれるほど自動車産業への依存度が高く、世界的な自動

車生産の減少は大きなダメージとなる。また、工作機械は1台当たり1000万円から数億円超の

高額商品であるうえ、基本的には好況期に導入する「不要不急」の性格を帯びた製品であるこ

とから信用収縮の影響も大きく、資金調達ができず設備投資を見送る例、景気の先行きを見極

めようという様子見の動きも多かった。キャンセルが相次いだことも工作機械生産の下押し要

因となっている。 

2008年の受注実績は、内需の約7割を占める一般機械、自動車ともに2ケタのマイナスと不

振だった1 。2008年まで順調に拡大していた外需も2ケタ減少に終わった(図表3)。バブル崩

壊後の不況期には、外需が内需の落ち込みをカバーしていたが、世界同時不況ということもあ

り、アジア・欧州・北米の主要市場すべてで受注が減少した。 

 
 
 
 

                                                  
1 一般機械向けの中には金型加工用など自動車関係からの需要が少なからず含まれるので、自

動車業界の設備投資圧縮の影響が大きかったことになる。 
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図表3 工作機械の需要者別受注額伸び率

注：2008年の前年比伸び率
出所：日本工作機械工業会
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2.  世界一の座を守る工作機械業界 

（1） 工作機械はものづくりの中核・基盤産業 

金属加工を行うための機械である工作機械は2、大きく 3 つに分類できる。丸いモノを加工

対象とする旋盤、主に丸くないモノを切削するマシニングセンタ、この 2 つ以外の研削盤・歯

車機械等である。日本の工作機械業界では、旋盤とマシニングセンタが受注の約 7 割を占める

主力製品である(図表 4)。 

図表4　機種別受注額構成(2008年）
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出所：日本工作機械工業会

                                                  
2 工作機械は、金属だけでなくセラミックス、ガラス等の非金属も加工できる。海外では、プ

レス機械や木工機械を工作機械に含める例も多いが、日本では、主に金属を加工する機械を工

作機械としている。 
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工作機械業界が日本の機械工業生産額に占める比率は 1.6％程度に過ぎないが3、規模の小さ

さにもかかわらず、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、ものづくりの中核・基盤産業と認識されているためである。 
 

（2）27年連続生産額世界一 

―日本の強みは「すり合わせ型」との相性の良さ、広い守備範囲・高いサポート力― 

足元では需要激減に見舞われているが、日本の工作機械産業は、1982 年から 2008 年まで

27 年連続で生産高世界一の座を維持してきた(図表 5)。 
 

図表5　世界の工作機械生産額(2008年、推定値)
　　　　　と切削型・成形型の内訳

(単位：百万ドル、％）
金額 切削 成形

1 日本 15847 87 13
2 ドイツ 15657 76 24
3 中国 12510 72 28
4 イタリア 12075 50 50
5 台湾 5000 80 20
6 韓国 4550 68 32
7 米国 3788 82 18
8 スイス 3743 85 15
9 スペイン 1540 69 31

10 ブラジル 1289 81 19

注：韓国は前年未修正値
出所：Gardner Publications,Ltd.

 
半導体、デジタル家電など、かつては世界一であった分野が地盤沈下していったのとは対照

的に、工作機械業界が長らく世界一の地位を保っている背景には、工作機械が「すり合わせ型」

であることと密接に結びついている。 
 工作機械は、たとえ汎用機種を中心に手掛けるメーカーであっても、テレビや自動車に比べ

ると、はるかに顧客に密着したものづくりを行っている。ある大手メーカーの受注から据付ま

での流れを見ると、顧客の引き合いには製造・組立、開発部門が連携して対応し、仕様決定、

設計を経て製造・組み立てした後も、完成度点検、加工実施、立ち上げ検証等を行っている。

部品を購入して組み立てればできる薄型テレビ等とは違って、組立・調整には熟練の技が必要

である。 
この他にも、①国内に優れたユーザーが多数存在し、そのニーズに応える形で機能・性能を

向上させてきたこと、②汎用機種から高級機種まで幅広い分野に値ごろ感のある価格で展開し

ていること(図表 6)、③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

こと、④終身雇用制により技能継承がスムーズに行われたこと、などの強みもある。 

                                                  
3 2007 年の数値。経済産業省「生産動態統計調査」による。 
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故障や部品消耗といった問題が出てきた場合のサポート体制も、日本メーカーの強みである。 
日本の工作機械メーカーは、顧客サポート体制の充実に意欲的に取り組んできた。森精機製

作所の場合、国内外を問わず 365 日、24 時間無料のサービス窓口を設けている。まず、海外 6
ヵ所、日本 2 ヵ所の｢サービスセンタ｣で顧客からの問い合わせに対応し、「テクニカルセンタ」

のサービス担当員が「サービスセンタ」の指示を基に動く。「テクニカルセンタ」は海外 56 ヵ

所、国内 44 ヵ所にある。 
工作機械の不調は、生産ラインの停止につながりかねない。日本の工作機械メーカーの充実

したサポート体制は、「多少高価格でも安心」、「長い目で見れば安価なアジアメーカー製品よ

り得」という評価につながっている。 
 
 

3. 需要動向は視界不良、ただし中長期的には成長産業 

（1） 需要急減するも将来への布石を打つ動きも 

工作機械業界にとって、2009 年も厳しい受注環境が続くと見られる。景気は最悪期を脱した

可能性があるが依然として低迷しており、設備投資マインドの低下、資金調達の難しさという

状況に変わりはないためである。 
2009 年の工作機械受注は、2008 年の 1 兆 3011 億円から約 65％減の 4500 億円程度にとど

まる見通しである4。最大需要先の自動車業界は、自動車販売の不振に加え、環境対応車の動向

等今後の状況が読みにくいこと、再建途上にあるGM、クライスラーをめぐって米国政府の今

後の政策に不透明感が漂っていることから 5、設備投資には極めて慎重な態度をとっている。

工作機械需要は、当面、二番底に陥る恐れはないが、今すぐに急回復する材料もない。 

                                                  
4 日本経済新聞６月５日付記事による。 
5 実質国有化された自動車メーカーをめぐって保護政策が打ち出され、何らかの規制等が表面

化する可能性もある。 
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だが、これだけの需要減少に見舞われても、工作機械業界は悲観一色というわけではない。

2009 年度は大手 3 社（ヤマザキマザック、オークマ、森精機製作所）中、オークマと森精機

の 2 社が営業赤字を予想しているが6 、在庫調整、減産、一時休業といった対応をとる一方で、

研究開発や研修など将来への布石も打っている。 
森精機は、航空機・エネルギー関連向け大型機種、医療・精密機器関連向け小型精密機種を

重点分野として研究開発に注力する。主力の三重県伊賀工場では、一時帰休の代わりに研修に

注力している。一週間のうち稼働日を月・火曜日の 2 日間とし、水曜から金曜までを研修にあ

て、優秀な社員が講師となる技能研修、組立の全工程をこなせるようにする訓練等を行う。オ

ークマも、研究開発に引き続き注力して、需要回復期にはこれまで以上に幅広い業種からの受

注獲得を目指す。 
歴史的な受注の大幅減少にも関わらず、パニックになることなく、攻めの姿勢を保っている

理由としては、工作機械業界が何度も需要減の荒波をくぐりぬけ、不況に強い体質であること

があげられる。工作機械メーカーは、企業によって程度の差はあるものの、好況期に利益をた

めこむなど、不況を乗り切るノウハウを身につけている。自己資本比率は、製造業の他の代表

的企業に比べても高い(図表 7)。 

図表7　主要メーカーの自己資本比率比較
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出所：各社決算短信

 
1 兆 3000 億円超の市場(2008 年の受注額)に 100 社近くがひしめく業界でありながら、今回

の不況下で、正社員削減の動きがあまり見られないのもこの業界の特徴である。工作機械業界

の組立・調整は高い技能を要する。工作機械メーカーにとって「人」は大事な資産なので、不

況を逆手にとって技能訓練を強化し、正社員の雇用は維持する方針なのである。 
 

                                                  
6 最大手のヤマザキマザックは上場していない。 
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（2）中長期的には成長産業 

工作機械は、中長期的には需要増加の見込める成長産業でもある。現在は需要の大幅減少に

見舞われているが、世界からものづくりがなくなるわけではなく、潜在需要が消えたわけでも

ない。製造現場は先進国から中国、中欧、ロシア、南米等に広がりを見せている。成熟市場で

ある先進国でも、一定の更新需要が出てくる。 
需要分野としても、今後、環境(風力発電向け等)、資源開発(石油掘削等)、インフラ関連（鉄

道、航空機等）等の需要拡大が予想される。地球温暖化問題対応や新興国のインフラ整備を背

景として、環境、インフラ関連向けでは大型で生産性の高い工作機械への需要が高まる見通し

である。 
 
 
4. 海外市場の一段の開拓、ニーズへの柔軟な対応が成長のカギ 

 このように、日本の工作機械業界は、足元きわめて厳しい状況にあるものの、高い品質・充

実したサポート体制で築いた評価が揺らいだわけではなく、現在の苦境を乗り切れば、新たな

市場・新たな需要先という果実を享受する可能性がある。 
 その一方で、課題もいくつかある。①海外市場の開拓、②台頭する中韓台メーカーとの差別

化、③国内市場の過当競争、である。 
 
（1） 海外市場の重要性高まる 

―新興市場の伸びに期待－ 

工作機械の内需は自動車・電機関連が中心であり、今後大きな伸びは期待できない。成長を

続けるには海外市場、とりわけ中国等の新興市場の開拓が必須になる。 
工作機械の外需比率は、1970 年時点では 1 割にも満たなかったが、2008 年には 6 割弱にま

で高まっている(図表 2)。市場も広がりを見せている。2008 年時点で、最大の需要先は米国だ

が、二番目は中国であり、インド等他の新興市場も拡大基調にある (図表 9)。 
 

  図表8　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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市場規模の大きさ・成長性の高さから、有望市場の 1 つと目されているのが中国である。中

国では、自動車を始めとして様々な製造業が育っており、工作機械需要も一段の拡大が期待さ
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れている。 
ただ、中国は現時点では低価格志向が強く、中国製工作機械への需要も根強い。EMS 大手

で iPod 等の製造を手掛け、世界を相手にしている鴻海精密工業のような企業は、日本の工作

機械を導入しているが、一定以上のレベルに達した製品を製造していないメーカーは、中国製

で十分と考えるケースも多い。 
だが、市場としての中国の魅力は否定できず、日本製へのニーズも高まるものと見て、大手

各社は中国展開を進めてきた。最大手のヤマザキマザックは寧夏に生産拠点を設け、オークマ

は上海、北京のほかに青島、長春、武漢にも拠点を開設、代理店・販売員を増強している。森

精機も過去数年でサポートを行う｢テクニカルセンタ｣数を倍増させ、シェア拡大を狙っている。

顧客は現地に進出している日系メーカーだけでなく、品質の高さ・サポート体制の充実を評価

した現地メーカーにも広がりを見せているとのことである7 。 

今後、工作機械の新規需要が期待できる市場としては、北部アフリカ地域が挙げられる。自

動車産業の部品加工、航空機部品等の生産拠点などが展開する可能性があり、日本と欧州の工

作機械メーカーによる市場展開が予想されることから、早期の市場開拓が不可欠と言う8。 

新興国では価格志向も強いが、日本メーカーには、価格競争に巻き込まれにくい強みがある。

工作機械は、15～20年間使用されるうえ、高度な加工精度と同時に故障しないことが求められ

る。故障した際も、長時間生産ラインを止めるわけにはいかないので、迅速・適切な対応が必

須である。 

日本メーカーはこのいずれの点もクリアしており、信頼性という面でアジアメーカーを引き

離している。低価格に引かれて中韓台メーカー等の安価な工作機械を購入した顧客が、故障の

多さやサポートの悪さに辟易して、日本製品に戻ってくるケースもあるとのことである。 

 

（2）中韓台メーカーの成長 

かつて、圧倒的な存在感を見せていた欧米工作機械メーカーは、NC化9 が遅れたこと、短期

的利益を追求する経営に走ったことなどにより、ハイエンド機種に強みを持つ一部企業を除き、

地位を低下させていった。国内はもとより、海外市場でも日本メーカー同士で競り合う場面が

多いのだが、近年、中低位機種で存在感を増しているのが中韓台メーカーである。 

切削型工作機械メーカー売上ランキングを見ると、上位10位中5社を日本メーカーが占めて

いるが、5位に沈陽机床(中国)、8位に大連机床(中国)、9位にDoosan Infracore(韓国)が入る

など、中韓メーカーの存在感が増している10 (図表10)。 

中韓台メーカーの強みは、何といっても低価格である。韓国メーカーで日本製品の3～4割安、

中国メーカーは3分の1程度とされる。品質・精度・サポート体制は日本が上だが、新興市場

                                                  
7 森精機へのヒアリングによる。 
8 工作機械需要は更新需要が多くの割合を占める。最初に導入したメーカーの機械を次回以降

も購入するケースが多いことから、初期受注をとることが重要とされる。 
9 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。2008 年の工作機械受

注高に占めるＮＣ比率は 96.4％。 
10 沈陽机床(中国)によると、同社は「生産量」では世界最大の工作機械メーカーである。 
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だけでなく、先進国でも、性能の劣る分は自分の経験・ノウハウで何とかしようという実利志

向の顧客を中心に支持を集めている。品質・性能も徐々に向上させている模様である。 

日本メーカーは「低価格帯の製品」とは一線を画しているが、今後伸びると予想されるボリ

ュームゾーンはしっかり押さえる必要がある。日本の工作機械メーカーは広い価格帯で商品展

開しているケースが多いので、「値ごろ感のある高性能の製品」に「充実したサポート体制」を

合わせて、新興市場や低価格志向の顧客をどの程度獲得できるのか、これからが腕の見せ所で

ある。 

 

図表9　切削型工作機械売上ランキング

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

ヤマザキマザック

ギルデマイスター(独)

森精機製作所

オークマ

沈陽机床(中国)

ジェイテクト

大連机床(中国)

Doosan Infrascore(韓国)

牧野フライス製作所

百万ドル

注：ヤマザキマザック、森精機製作所、オークマ、ジェイテクト、牧野フライス製作所は2007年度、その他は2008年度の数値
出所：Gardner Publications "Metal working insider's report"

　　　　　　　MAGインダストリアル・オートメーション・システムズ(米)

 

 

（3）今でも主流は国内生産 

日本の工作機械メーカーは、海外展開に伴い販売拠点・サービスセンターを拡充してきた。

森精機が、海外でも24時間体制のサポート体制を敷いていることは前述したが、ヤマザキマザ

ック、オークマも海外での生産・販売・サポート体制を整えている。新興市場では、中国のみ

ならず、インド、ロシア、南米、トルコ等でも拠点を開設している。 

海外生産を積極的に進めてきたのは、ヤマザキマザックである。米国、英国、シンガポール、

中国の4ヵ国に生産拠点を設けている。 

ただ、電機・自動車産業等と違って、工作機械業界は一部大手企業を除き、今でも国内生産

が主流である。外需に対しては輸出で対応しているメーカーが多いが、これは、①工作機械業

界は熟練を要する工程が多く、海外では技能者の確保が困難、②海外では部品調達が困難であ

りコストも高い、③多品種少量生産のため国内で集中生産したほうが効率的、などの理由によ

る。 
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（4）提携の動きも 

国内が過当競争であることも、以前から指摘されている。 

工作機械業界の受注額は、2004～2007 年の好況期も概ね 1 兆 2000～6000 億円程度で推移し

ていたが、この大きいとはいえない市場に、業界団体に所属するだけで100社近くがひしめき

あっている。工作機械業界は、「人」の比重が大きく参入障壁も高いが退出企業も少ない。バブ

ル崩壊後の不況期に姿を消した名門企業もあったが11 、好不況の波が大きい割に破たんする企

業が少ないのは、不況を乗り切るノウハウを身につけているだけでなく、中小メーカーが大手

メーカーと競合の少ないニッチ分野を手掛け、すみ分けを図っているためともされている12 。

オーナー企業が多く、独立の気風が強いこともあり、国内での再編はあまり進展しないと思わ

れる。 

一方、一部の日本メーカーと海外メーカーとの資本・業務提携の動きはある。2009 年 3 月、

森精機は、欧州最大の工作機械メーカー、ギルデマイスター(独)との資本・業務提携を発表し

た。ギルデ社は欧州、ブラジル、中国などでブランド力が高い。森精機は、ギルデ社との提携

によって、従来機より 100 万円程度安い機械の提供を受け、ラインアップの充実を図る。 
折からの世界不況もあり、日本メーカーと海外メーカーの提携に関しては、今後も同様の動

きが出てくる可能性がある。 

 

 

おわりに 

 我が国経済が不況の最中にあって、工作機械業界は、歴史的な需要減少に見舞われながら、

悲観一色に染まっていない日本でも数少ない業界の一つである。何度も苦境を乗り越えてきた

という自負、｢すり合わせ型｣と「日本のものづくり」の相性の良さ、充実したサービス体制に

よる差別化も世界一の座を揺るぎないものにしている。 
 中韓台メーカーの追い上げもあるが、工作機械は「人」の重要性、サポートの大切さにおい

て、他の大部分の機械と異なる。中長期的には成長産業であるうえ、この不況期にも研究開発、

研修に注力し、将来への布石を打っているメーカーもある。 
日本の工作機械業界は、市場規模は小さいものの基盤産業として、また世界の製造業の縁の

下の力持ちとして、今後もものづくりの中核を支え続けていくと見られる。 
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精度と強力切削機種」、｢金型用微細加工｣等がある。 
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