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【要約】 

①日米の通商関係 

日米の通商関係と題し、最近の対日論調、日米通商関係、工作機械分野の状況につい

て概観した。 

 

最近の日米関係を概観すると、対日論調では2003年上期、日本政府の銀行救済のため

に公的資金をつぎ込んだ問題及び、日本政府の円売り介入にも拘らず、ドルとユーロが

円に対して下げている問題についてが紙面をにぎわせている。また９月２６日付Wall 

Street Journalは、日本の輸出企業が数年前と比べ円高への免疫力を高めていると報じ

た。同記事によれば、「日本の輸出業者、依然として円の上昇を抑えるため記録的なペ

ースでドルを購入している。しかし、日本企業は自らの努力で為替変動による損失に耐

えられる態勢を整えてきている。それは主に生産を米国や他のオフショア市場へと移動



する努力を加速することで対応している。」と書かれている。為替変動による影響を減

らし始める日本企業の様子が伺える。 

2003年下期の対日論調では、日本経済の成長率の予想を上回る成長率について報じる

記事が見られた。また12月5日付のWall Street Journalは、日本の製造業の大企業は円

高を予測しているにも拘らず、今後の景気の見通しに積極的であると報じて、日本経済

の更なる回復の証拠としている。日本の回復の兆しと強気の見通しを論じた記事が目立

った。 

 

さて、2003年の米国政府の動向で最も日本の製造業に影響があると思われたものとし

ては、バイ・アメリカン法案が議会で提案されたことであろう。本章では、同法案を巡

る動きを追ってみた。 

この法案は、2004年下院国防予算執行承認法案H.R.1588に含まれている拡大「バイ・

アメリカン」規定のことであるが、基本的に国防総省に対して、すべての必需兵器シス

テムから購入することを強制する一方、それら兵器システムのメーカーに対しては、す

べてのコンポーネントを米国コンテント最低７０％の工作機械を使って加工すること

を規定している。 

同法案が可決されれば、米国内で工作機械を販売する日本メーカーにとって重大な局

面を迎えることになるため非常に危惧された。 

しかしながら、上院の承認を得ることができなかったことから、同法案可決には至ら

ず、最終的な2004年会計年度国防予算支出法案からは、大幅にバイアメリカン規定を削

減した。 

ハンター下院軍事委員長は、この代案として産業基盤能力研究を創出した。このプロ

グラムは、防衛関係請負業者に米国製工作機械を使用させることを盛り込んだ刺激策で

ある。 

さらに、米議会はハンター氏主導の下、米国製工作機械の購入を奨励するための兵器

システム契約入札プロセスにおけるインセンチブを採択する一方、新たな工作機械R&D

基金を許可した。 

これらの動きが今後業界に与える影響は未知数であることから、引き続き動向を見守

っていきたい。 

 

工作機械産業の業況を見ると、2003年の受注累計は18億413万ドルと前年2002年の受

注累計19億2,696万ドルより6.4%減少という結果になった。 

2001年のテロ後、景気の減速がさらに加速を早め、2002年にはイラク問題により米国

経済の先行きを不確実にしたことが、さらなる回復の遅れを招いたとも言える。 

米国工作機械メーカーは、議会に対し、設備購入費の経費計上枠を拡大するよう議会

に要請している。これにより、米国製造業者の過半数が使用している６０年代、７０年



代の機械の買い替えを促そうとする政策である。 

2003年に入り、イラク戦争の終焉と景気刺激策により、景気の低迷は底を打ち回復に

向かう様子が見られるようになった。 

 

業界団体AMT（米国製造技術工業協会）では、政府関係委員会が立法・行政上、AMT

にとり最も重要な案件について検討し、優先課題として取りまとめているが、その活動

報告によれば、米国工作機械業界の当面の関心は、30％経費処理許容措置と有効期限の

延長、相続税の恒久的廃止、輸出政策、R & Dを主とする製造技術政策、中小製造業者

への支援、健全なドル政策等があげられている。 

また米議会の公聴会でAMTを代表して、Extrude Hone社のRhoades社長が米国工作機械

産業の窮状を訴えるなど、政府に対しては積極的な働きかけをしている様子を概観した。

対日関係では、政府関係委員会における最優先事項に2000年４月までは入っていた、

「日本市場（日本及び在米日系自動車・自動車部品・その他トランスプラント）へのア

クセス改善」という項目は見られなかった。このことから、米国業界において、日本問

題は当面の取組課題から外れたものと見られるが、同委員会活動を含め米国業界の動向

には引き続き注意していく必要があろう。 

 

さて、2003年、工作機械を巡っては日米間に特別の問題は発生しなかったが、バイア

メリカン法問題等油断できない動きがあることは否めない。無用な摩擦を事前回避する

ため、工作機械を含む個別業界が米国内に早期警戒システムを整備しておくことは有効

である。早期警戒システムとは具体的には、米国の業界、政府、議会筋と長期にわたり

高い信頼関係を有する者との関係を築き、当該産業の状況及び通商問題化懸念等につい

て、極めて初期の段階で情報を収集し、適切な対策を講じることである。一方、個別企

業においても常日頃より、社員研修等を通じ現地商慣習遵守の重要性につき教育し、誤

解が生じることのない企業行動をとる必要がある。業界全体としては、現地情報の収集

強化に加え、各国の同業者団体との間で定期対話チャンネルを作っておくとともに、世

界の工作機械業界の共通課題解決のため積極的に協力・協調していく姿勢を示し、また、

日本の業界に関する正確な情報を積極的に発信・公開していく努力が必要であろう。 

 

こうした努力をもってしても摩擦発生の可能性はあるため、摩擦が惹起した際、即座

に対応できるよう、相手国市場の現状について統計資料を含め分析・整備、さらには自

らの意見をポジションペーパーとして作成、常に更新しておくことが有益である。 

 

工作機械産業は、1987年から1993年まで、対米工作機械輸出自主規制協定（VRA）に

基づき、輸出規制を実施した歴史を持つ。そのような業界ゆえに、現地の状況に敏感で

あること、競争と協調の精神に基づき事業活動を行うことが大いに期待される。 



 

 

②米国工作機械産業動向 

米国工作機械の概況、産業展望、工作機械企業動向について概観した。 

米国経済は、第 3 四半期の GDP（国内総生産）が年率 5.0%かそれ以上の成長率となる模

様であり、第 4 四半期も、やや低下するものの、ほぼ同じ程度の成長率となる見込みが強

まっており、インフレなき成長といえる。主な問題点は、2004 年度においても、この高い

成長率を維持できるか、または成長率が年率 4%をかなり下回るのか、ひょっとすると 3%

をすら下回るのか、ということである。米国経済は 2002 年と 2003 年上半期を通じて年平

均約 2.5%の拡大を示した。 

 

USTR は、今や米国は WTO 体制の下でグローバルな自由化のために、相互的かつ地域的な

FTA(Free Trade Agreement=自由貿易協定)の選択肢を推進すると表明した。USTR の論拠は、

貿易自由化に賛成する国・地域と共に一つ一つ前進してゆくことが他の政府に対して、参

加するか自由化のメリットから除外されるリスクを負うか、という圧力を増すことになる

という点にある。より多くの相互的かつ地域的な FTA が、世界中の残りの諸国に対して参

加させる圧力になるというのが、この論拠であるが、どうもそれは弱々しく見える。一方

では、EU は米国が「地域主義」(regionalism)と「相互主義」(bilateralism)の立場でよ

り深く関与することを歓迎しているが、それは、過去何十年にもわたり交渉してきた EU

の多くの既存の協定に対して、より強い適法性を与えるからである。日本もまた、技術的

にガット（GATT）第 24 条 6 項の違反となり得る農産物について、「例外扱い」を強いる隣

国との相互協定（二国間協定）に関して適法性を求めることが出来るであろう。 

 

③米国工作機械企業動向 

  2003年、世界経済の不況の底打ちと企業再建策の効果が現れ始めたことから、過去数年

の赤字から脱却して黒字決算となった企業が見られるようになった。 

 

UNOVA 社は、2003 年度売上は 12 億 7,000 万ドルから 11 億 2,261 万ドルに低下し、純

利益は前年の利益 240 万ドル、１株当たり 0.04 ドル 1,930 万ドル、1 株当たり 0.33 ドル

の損失に転落した。継続事業の営業損益は 4,370 万ドルの利益を計上したが、前年の 9,540

万ドルを大きく下回った。決算には 1,250 万ドルに上る知的所有権訴訟決着費用ならびに

一部知的所有権の販売益が含まれている。なお、2003 年における製品ならびにサービス部

門の営業利益は前年を 2,590 万ドル上回った。  

 

Hardinge 社の 2003 年第 4 四半期の営業利益は前年同期比 70 万ドル（33％）増の 280

万ドルとなり、通年ベースでも 280 万ドル改善し 450 万ドルに拡大した。しかし、第 4 四



半期の純利益は前年同期の 200 万ドル、1 株当たり 0.23 ドルから 170 万ドル、1 株当たり

0.19 ドルに縮小し、通年では前年の 200 万ドル、1 株当たり 0.23 ドルから 1,130 万ドル、

1 株当たり 1.30 ドルの純損失となった。 

一方、第４四半期の売上高は前年同期の 4,193 万ドルから 5,291 万ドルに、26％拡大し

た。ただし、これは同社欧州子会社の売上をドル換算する際のユーロに対するドル安効果

が反映しており、2002 年為替相場の恒常ドルによる換算では 18％増に止まる。通年ベース

でも売上は安定価値換算で 3％伸びた。 

 

Hurco 社の 2003 年度（10 月 31 日締）の決算は 46 万 2,000 ドル、1 株当たり 0.08 ドルの

純利益を計上し、前年度の純損失 826 万 3,000 ドル、1 株当たり 1.48 ドル、から黒字回復

を果たした。なお、第 4 四半期は 57 万 4,000 ドル、1 株当たり 0.10 ドルの純利益となり、

前年同期の 176 万ドル、1 当たり 0.32 ドルの純損失から大きき改善した。同社では、ユー

ロに対するドル安、第 4 四半期の大幅な売上とサービス手数料収入の伸び、過去 18 ヵ月間

に実施したリストラの効果等が黒字転換に貢献したとしている。ちなみに、2002 年度の決

算には 383 万 8,000 ドルのリストラ費用が含まれていた。  

 

  

④米国の輸出管理政策動向 

米国の輸出管理政策動向と題し、米国連邦政府の姿勢及び工作機械輸出規制を巡る動向

について概観した。 

米国製造技術工業協会（AMT）の政府関係委員会では、輸出管理を行政上の最優先課題と

して2000年６月以降、取り上げてきた。 

   またブッシュ政権も輸出管理法を延長するなど、輸出管理政策に対する米政府内でのウ

エイトの高さが伺える。また、長引くイラク戦争を受けて、安全保障上の問題の懸念材料

となりうる製品の取り締まり、および対テロ対策の意味合いでも、一層厳しくコントロー

ルをしていく政策が取られている。 

  2003年9月の米商務省のKenneth I. Juster産業・安全保障担当次官の半導体ならびに

半導体製造機器の中国と台湾に対する輸出管理問題に関する講演の内容を見ると、米国の

半導体機器メーカーにとって台湾は巨大市場になっており、また台湾と米国の緊密な世辞

関係から台湾への輸出が安全保障問題になるケースはほとんどなく、先生の承認率は高い。

一方、現段階での中国市場における半導体生産における中国の世界シェアは今のところ小

さいが、今後急成長することが予測されている。 

 ところが、中国が主要な半導体生産国として台頭し、その半導体産業がグローバルな体

制の一貫となっていることが、半導体が先端的兵器システムの中核になっていることから、

米国にとってはジレンマであるという。中国軍組織関連のユーザーに対する管理大量製品

の輸出については、今後も拒否政策が続くであろう。 



 

 日本にとっても影響を及ぼすことが予測される中米自由貿易協定については、ブッシュ

政権に勢力バランスが傾いていることからその設立は難しくなってきている。 

 また、民主党のLevin下院議員は、中国ならびに日本の通貨捜査が米国の製造業に悪影響

を及ぼしているため、米国は通貨操作に反対する権利があると述べている。 

 

 一方、米国内の貨物に対する対テロ対策で2003年には各種の指令やルールが敷かれた。 

11月17日、米輸送安全保障局管理局（TSA: Transportation Security Administration）

が航空貨物の安全保障に関する新指令を発行した。新指令はテロリスト・グループが貨物

機を武器として利用することを意図している可能性があるとの報告を受けたもので、今後

は米国を発着する貨物の空輸に当たる内外の輸送業者には取扱貨物の無作為検査を含む、

安全保障強化措置の実施が求められる。 

 

米国土安全保障省（DHS）は11月20日、2002年貿易法の下で必要な事前マニフェスト・

ルール最終案を議会に提出した。米国内の貨物の移動に関する告知用件としてのルール

を定めたものである。 

 

 

      以上、米国輸出管理政策は、政府、業界にとって重大な関心事であり、同盟国であ

る日本にも多大な影響が予想される。 

 

 

 

我が国の工作機械の輸出は、NC工作機械を中心に米国市場において比較的大きな市場を

占めており、米国と我が国工作機械産業との間に格差を生じた結果、通商摩擦に発展し、

1987年から1993年まで輸出自主規制による摩擦緩和措置がとられてきました。その後、通

商摩擦は顕在化しておりませんが、近年の米国工作機械産業の低迷を受けて、一部では輸

入品に対する厳しい動きもあるようです。また、世界的に産業構造の変化が進展する中、

国際競争はますます激化しつつあり、引き続き市場動向に注意を向けておくことが必要で

あります。 

以上の背景を踏まえ、本報告書では日米通商関係全般、工作機械分野の状況、最新の米

国工作機械産業及び個別企業動向等に関して情報を収集し、詳細にわたる分析を加えた。 

 

 

              この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


