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【要約】 

①日米通商関係 

最近の日米関係を概観すると、対日論調では2004年上期、5月19日付のWall Street 

Journalは日本経済が第１四半期の実質GDPは前年比1.4％拡大し、年率換算では米国の動

機年率換算成長率4.2％を上回る5.6％の成長を記録した、と報じた。これでGDPは8四半期

連続前期を上回ったことになり、日本経済の持続的成長に対する期待を支える結果になっ

た。また、８月26日付のWall Street Journal記事は、問題を書ける大企業に依存してい

る一部の地方経済は依然低迷していると報じている。 

2004年下期に入り10月25日付けのWall Street Journalは、経済産業省が発表した８月

全産業活動指数は、季節調整後でエコノミストたちの予測した0.3％上昇を下回る前月比

0.2％上昇にとどまり、日本の経済回復のペースが減速している新たな兆しを示すことと

なったと報じている。さらに12月９日付のNew York Timesは、一時は好調に回復していた

日本経済が行き詰ってきていると報じている。 

これから、上半期は依然上昇傾向にあった日本経済が下期に入ると後退の兆しを示し



始めていると見られているのがわかる。 

 

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があげられたが、2004年には特に

目立った動きは見受けられなかった。 

2004年米国国会で話題になり、日本の製造業にも影響を及ぼすと考えられる進展とし

ては、議会によるFSC/ETC廃止・雇用促進法案を可決したことが挙げられる。 

2004 年 12 月 26 日付アンダーソン法律事務所のレポートによると、長年の討議を経て

FSC（国外営業企業）制度の廃止法案がようやく米議会で可決され、ブッシュ大統領の署

名を得て成立したことで、EU（欧州連合）の対米制裁が回避されることになった。2004

年内に FSC 廃止法が制定されなかった場合、12 月 1 日付けで 14％に引き上げられた米国

製品に対する EU の追加関税は 17％になるところであった。同法の制定は FSC 制度を廃

止する替わりに、米国メーカーに対する差額実効税率の削減を強く支持してきた米国工

作機械産業と一般メーカーにとって勝利である。 

 

工作機械産業の業況を見ると、2004年の受注累計は28億1,426万ドルと前年2003年の

受注累計18億413万ドルより48.1%増という結果になった。 

これは2004年12月末までの期限で設けられた優遇税制及び2004年9月に開催された

IMTSの影響が大きいものと思われる。 

米国工作機械メーカーは、議会に対し、2004年末で期限切れとなる優遇税制の延長を

申し入れている。 

 

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、50％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。 

 

11 月の大統領選挙に向け、共和党ブッシュ陣営と民主党ケリー陣営の選挙運動が一段

と白熱するなか、AMT（米国製造技術工業協会）の John B. Byrd III 会長がブッシュ大

統領への書簡で、製造部門の支持獲得にもつながる政策提言として、工作機械を含む製

造業に対する支援措置の強化を要請した。 

これらのことから、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、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、2004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 

第3章では、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。 

 

米国工作機械産業は、1980 年代初頭を境に凋落傾向を辿ってきたが、1993 年を底に回

復過程に入り、1998 年まで着実な成長を遂げてきている。企業数や従業員数はピーク時

の約半分となっているものの、合理化・省力化のための設備投資が実施された結果、生

産性は大きく向上している。 

 

米国経済動向 

米国景気は、2003 年後半以降、減税や低金利といった政策効果を背景に高い伸びを続



け、底堅さを維持しているものの、成長テンポの減速傾向は続いており、2004 年 7～9

月期の実質 GDP 成長率は前期比年率 3.9％となり、4～6 月期の同 3.3％を上回ったが、

前年比の伸び率は 4.0％と 2 四半期連続で低下しており、減速要因の一つとして減税効

果の剥落が上げられる。 

 

2005 年前半は投資減税の終了に伴う反動や在庫調整に伴う生産の鈍化から、一時的な

設備投資の弱含みが予想されるものの、資本ストック循環の動きから見て設備投資は中

期的な拡大局面に突入しているため、大幅な落ち込みとなる可能性は小さいと見られる。

また、在庫調整も小幅なものに留まるため、2005 年後半より企業活動が再び活発化する

ことにより、工作機械メーカーにおける設備投資も力強さを増してくると見られる。 

 

米国の 2004 年切削型工作機械国内受注総額は、28 億 1,426 万ドルで、前年比 48.1％

増と大きく伸びている。地域別の動向を見ると、自動車関連の多い中西部（ウィスコン

シン、イリノイ、インディアナ、ミシガン及びオハイオの 5 州）が 11 億 430 万ドルで年

間国内受注総額の 39.2％を占めており、次いで石油関連産業の多い中央部が 5 億 1,345

万ドル（18.2％）、鉄鋼産業が集まる北東部が 4 億 3,009 万ドル（15.3％）、以下、石炭・

化学産業の多い南部が 3 億 9,796 万ドル（14.1％）、航空機やハイテク産業の集まる西部

が 3 億 6,846 万ドル（13.1％）という構成になっている。 

 

 

③米国工作機械企業動向 

企業部門における在庫循環の動向は、2004 年 7～9 月期は販売の伸びが鈍くなる一方、

在庫の伸びは拡大しており、在庫調整圧力の高まりを示している。工作機械メーカーに

とって最大のユーザーである自動車や半導体など、一部の業種は既に生産調整を開始し

ている。今後、こうした動きが他の業種にも拡大してくると見られ、2005 年前半は在庫

調整局面となり、企業活動が弱含む可能性がある。但し、2004 年中の在庫積み上がりが

小幅に留まるとの予想から、在庫調整は比較的小幅かつ短期間で終了するものと思われ、

2005 年後半から企業活動は再び堅調さを増してくるものと見られる。 

 

米国企業における設備投資は高い伸びが続いており、2004 年 7～9 月期の実質設備

投資は前期比年率 12.9％増となり、2 四半期連続で二桁台の伸びを示した。更新需要

の一巡によって情報化投資は鈍化したものの、その一方で設備稼働率の上昇を背景に

非情報化機械投資の伸びが高まり、設備投資全体としては高い伸びを維持している。

2004 年末の投資減税期限切れを前に駆け込み需要が発生し、2004 年は設備投資の堅

調が持続している。 

 



企業収益に関しては、1998 年以降急落しているが、最新データである 2003 年の米国

工作機械産業売上高税引前利益率は 0.6％と報告されており、この水準はマイナスを続

けた 1980 年代半ばと比較すれば高く、2001 年以降は徐々にではあるが上昇している。 

 

産業従事者数は、1993 年の 36,700 名を底に、1998 年の 43,400 名まで回復を続けた後、

企業業績の悪化につれて業界全体で人員調整が行われ、2003 年には前年を 4,500 名下回

る 26,800 名に低下している。一方、生産労働者についても、2002 年には前年を 3,600

名下回る 18,300 名となっている。 

 

一方では、2003 年は米国における殆どの主要工作機械メーカーにおいて、過去数年の

赤字から脱却して黒字決算を記録したメーカーが増加している。 

 

例えば、Hurco 社は、2004 年度（2004 年 10 月 31 日締）の純利益は前年の 46 万 2,000

ドル、1 株当たり 0.08 ドルから 626 万 9,000 ドル、1 株当たり 1.04 ドルに大幅増となっ

た。なお、第 3 四半期の純利益は 228 万 1,000 ドル、1 株当たり 0.36 ドルとなり、これ

も前年同期の 57 万 4,000 ドル、1 株当たり 0.10 ドルを大きく上回った。 

 

同社の売上では、CNC 工作機械が前年の 6,138 万 6,000 ドルから 36.3％伸び、過去最

高の 8,366 万 3,000 ドルを記録した。なお、第 4 四半期の総売上高は 2,885 万 1,000 ド

ルで、前年同期を 507 万 9,000 ドル、率にして 21％上回った。増収分の内、約 150 万 4,000

ドルはドル換算効果が貢献した。 

 

また、同社は 1974 年以来 IMTS（International Manufacturing Technology Show）の

常連になっているが、IMTS 2004 ではかつてないほどの成果を得ており、商談件数が過

去最高に上り、新製品の多くが顧客の高い評価を得ている。 

 

Hardinge 社の 2004 年第 3 四半期は 40 万ドル、基本及び希薄化 1 株当たり 0.05 ドル

の純益を計上しており、その結果、2004 年 1～9 月の純益は 220 万ドル、基本及び希薄

化 1 株当たり 0.25 ドルとなった。また、第 3 四半期の継続的事業からの利益が前年同期

の 110 万ドルから 230 万ドルに改善した結果、1～9 月期の利益は 340 万ドルから 700 万

ドルに拡大した。 

 

同社における第 3 四半期の総売上高は 5,460 万ドルで、前年同期の 4,400 万ドルを

24.1％上回った。その結果、1～9 月期の総売上高は前年同期の 1 億 3,240 万ドルを 20.7％

上回る 1 億 5,990 万ドルとなった。なお、第 3 四半期総売上高の地域別前年比増減を見

ても、北米が+4.9％、欧州が+30.7％、アジア・その他が+65.2％となっている。また、1



～9 月期については、北米が+10.9％、欧州が+20.5％、アジア・その他が+46.4％で、い

ずれもアジアでの伸びが最大となっている。また、総売上高の前年比事業別増減を見る

と、第３四半期は機械製品が+28.1％、非機械製品・サービスが+16.0％、1～9 月ベース

では機械製品が+24.1％、非機械製品・サービスが+14.1％となっている。 

 

同社の 2004 年第 4 四半期の総売上高は 7,220 万ドルで、前年同期の 5,291 万ドルを

36.5％上回った。その結果、2004 年 1～12 月の総売上高は前年の 1 億 8,530 万ドルを 

25.2％上回る 2 億 3,205 万ドルとなった。なお、第 4 四半期総売上高の地域別前年比増

減を見ると、北米が+30％、欧州が+40％、アジア・その他が+45％となっている。また、

2004 年 1～12 月については、北米が+16％、欧州が+26％、アジア・その他が+46％で、

いずれも伸びている。 

 

④米国の輸出管理政策動向 

 

  第４章では、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。  

米国商務省の輸出管理担当Lichtenbaum次官補は2004年6月23日に開かれた上院の公聴

会で、大量破壊兵器（WMD）の拡散防止には米国技術の輸出規制のみでは不十分で、米国

政府と国際サプライヤーの協力が不可欠であると証言した。 

センシチブ・アイテムの多くは世界中の国で入手することが出来る。従って、それら

の輸出を効果的に管理するには、米国政府と国際サプライヤーの協力が不可欠になって

いる。そのために、商務省当局としては原子力供給国グループ（NSG）、ミサイル関連技

術輸出規制（MTCR）、オーストラリア・グループ（AG）およびワッセナ―・アレンジメン

ト（WA）で合意された規制の改善と実施を重視していると言う。 

 

米商務省のKenneth I. Juster産業・安全保障担当次官が10月4日、ワシントンD.C.で

開催された輸出管理と政策に関する年次会議（Update 2004）で講演し、産業・安全保障

局（BIS）の使命について述べた。 

BISの中核的使命は元来、米国のデゥアル・ユース体制を管理することにあったが、ビ

ジネスや貿易や安全保障が絡み合う今日の状況のなかで、その責任範囲は大きく広がっ



ており、現在は輸出管理の範疇を超えた領域にまで広がっている。 

 

 一方、米国通商代表部は、米国の米国からの輸出に対する外国の貿易障壁に関する報

告書を毎年出しているが、2004 年 4 月１日に発表された 2004 年版はでは、日本に関し

ては、2001 年 6 月にブッシュ大統領と小泉首相が貿易に関する規制改革を進めるために、

規制改革・競争政策イニチアチブを立ち上げたことで、米国は輸出品の日本市場参入拡

大を目指して、日本側に注文をつけることが出来るようになっており、今回の報告書で

は電気通信、エネルギー、IT、医療機器および金融サービスを含む様々な部門における

規制改革に関して、日本への要望が繰り返されている。 

 

    2004年4月12日、米国国土安全保障省の関税・国境警備局（CBP）は鉄道貨物輸送のマ

ニフェスト事前通知要件に関する実施スケジュールの概要を官報で発表した。 

 

2004 年 11 月 16 日、米国関税・国境保護局（CBP）の Robert C. Bonner 局長は EU（欧

州連合）と米国がコンテナー海上輸送の保安強化に関して合意した旨発表した。この合意

の下、すでに調印されている EU・米国関税協定の枠組みを拡大して貿易の保安協力も含め

ることになり、そのための一連の措置が採択された。 

 

2004年11月10日、米国運輸保安局（TSA）は航空・運輸保安法の規程に従い、航空貨物

の保安を強化するために現行運輸保安規則の改正提案を官報（69FR65252）に告示した。 

 

  これら一連の安全輸送・輸出管理の強化は、長引く不安定な中東情勢を受けて、対テ

ロ対策として危機感を募らせている様子が伺える。 

 

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。 

 

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。 

   

   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。 



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

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

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

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

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

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
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