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1 はじめに
バンガロールと聞くと IT の都市としてのイメージを持つ人が多いかもしれない。確か
にバンガロールは、IT の一大産業集積地である。しかし、バンガロールにて IT の産業集
積が始まったのは 1990 年代のことである。1947 年のインド独立後から、バンガロールは
政府主導による軍需、重工業を中心とした製造業の都であり、製造業の拠点としての方が
歴史としては長い。2011 年現在もインド製造業の中心地のひとつである。
筆者達は、2010 年 11 月に実施された日本機械輸出組合「インド南部における機械生
産・販売環境」調査ミッションに参加し、11 月 23 日に、ファナックのインド子会社の
ファナック・インディア、牧野フライスのインド子会社のマキノ・インデイアをそれぞれ
訪問した。両社はともにバンガロールに本社を置いている。
ミッションは、樋沢洋司氏 (日本機械輸出組合)、岩垂好彦氏 (野村総合研究所) が企
画、運営され、新宅、鈴木の他、参加者は、本ミッションの団長である松原武夫氏 (ヤン
マー株式会社グローバル改革部海外戦略グループ専任課長) と松永宣明氏 (神戸大学大学
院国際協力研究科教授) であり、合計 6 名のミッションとなった。
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このミッションは、2009 年度に実施したインド北西部の調査ミッション「インド主要
州における機械生産・販売環境」に続くものである。昨年度は、主にムンバイ、デリーの
企業を調査した｡1 今回のミッションは、インド南部のバンガロール、チェンナイを中心
とした調査である。
本稿では、次節で、バンガロールについて述べ、第 3 節では、戦後、日本の工作機械産
業の発展とインドとの関係について紹介する。日本の工作機械産業は、NC2 化を契機と
して、戦後躍進し、1983 年に生産量世界 1 位となる。その NC 装置を開発するきっかけ
は、1956 年のインドにあり、ファナック、牧野フライスと深い関係があった。
第 4 節ではファナック・インディア、第 5 節ではマキノ・インディアについて述べる。
両社は、先行している他国の企業と対して、製品の性能だけでなくサービス、ソリュー
ション・ビジネス (ターンキービジネス) で差を付けている。また、ソリューション・ビ
ジネスを支える現地エンジニアの育成や現地経営スタッフの育成にも力を入れ、競争優位
を獲得している。第 6 節は、昨年の調査も振り返りながら、今回の調査をまとめる。

2 ものづくりの都 バンガロール3
インド南部のカルナタカ州の州都であるバンガロールは、人口 600 万を超えるインド第
5 位の大都市である。北緯 13 度、デカン高原の南端、海抜 920 メートルに位置する。高
原地帯にあるため、気温、湿度とも穏やかで暮らしやすい地域である。
今でこそ、IT 産業の中心として有名なバンガロールであるが、マイソール藩王国が治
めていた 20 世紀はじめのバンガロールは、地方政府の補助を受けた 2、3 の織物工場が
あった他は、絹織物などの零細・家内工業が存在するだけの地域であった。
1910 年 代 、 マ イ ソ ー ル 藩 王 国 の 大 臣 を つ と め た ヴ ィ ス ヴ ェ ス ワ ラ ヤ 氏 (M.
Visvesvaraya) は、インド人で初めて計画的経済開発を主唱し、積極的に政府主導の工業

1
2

3

昨年度の調査ミッションについては、鈴木・新宅 (2010a, 2010b) で参照可能。
NC (Numerical Control。数値制御) は、JIS の定義では「工作物に対する工具経路、その他、加
工に必要な作業工程などを、それに対応する数値情報で指令する制御」と定義されている。部品
の切削など工作機械に必要な運動を行わせるために、工具の移動経路、速度を数値情報として
NC 装置に入力し、工作機械を制御する。
バ ン ガ ロ ー ル の 概 略 、 歴 史 に つ い て は 、 井 上 (1988) 、 バ ン ガ ロ ー ル 市 ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.bbmp.gov.in)、ヒンドゥスタン航空ホームページ (http://www.hal-india.com) を参照し
た。なお、ヒンドゥスタン航空は、1964 年の企業合併時に、現在の Hindustan Aeronautics
Limited に名称を変更している。両ホームページには 2011 年 2 月 20 日にアクセス。
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化と工業誘致を進めた。
また、インドは 19 世紀末にイギリスの植民地となっていたため、第 2 次世界大戦中は
イギリスへの協力を求められた。1940 年に、インド人のワルチャンド氏 (Walchand
Hirachand) が輸入部品に基づいて航空機の組立てを行うヒンドゥスタン航空 (HAL,
Hindustan Aircraft Limited) をバンガロールに設立した。インド政府は、1942 年に同社を
国有化した。以降、同社はインドに駐留していたアメリカ陸軍の航空隊やイギリス空軍の
保有するアメリカ製航空機の修理と補修部品の生産を行った。
1947 年のインド独立後、バンガロールの発展は加速した。インドは、パキスタン、中
国との国境紛争が続き、軍需物資をどこで生産するかが問題となっていた。バンガロール
は、国境から遠く離れた内陸地であり、戦略的に安全な土地であった。この地域は、空気
が乾燥し、砂埃も少なく、産業用水も安定しており、機械産業にも最適な土地であった。
そのため、中央政府の主導によって、バンガロールは軍需、重工業産業の拠点となって
いった。前述したヒンドゥスタン航空の他、ヒンドゥスタン工作機械 (HMT, Hindustan
Machine Tools)、バーラト土建機械 (BEML, Bharat Earth Movers Limited)、バーラト重電
(BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited) といった国営企業がバンガロールに置かれた。
バーラト重電以外はすべて、バンガロールを本社としていた。軍需、重工業の国営企業の
他、国、軍の研究所機関もバンガロールに置かれ、1972 年には、インド宇宙研究機関
(ISRO, Indian Space Research Organisation) がバンガロールに設立されている。このような
産業を支えるための、インド南部には理工系大学も次々と設立された。こうして、バンガ
ロールは 1960 年代、1970 年代に工業都市として急速に発展していった。
軍需、重工業の分野で国営企業を中心に発展してきたバンガロールは、次に自動車産
業、ソフトウェア産業が発展していき、1991 年のインド経済の自由化以後は、IT 企業の
集積が加速した。その結果、現在、よく知られているように、バンガロールはインド IT
産業の中心地となっている。最近ではバイオ関連の企業がバンガロールに集積しつつあ
る。
その一方で、現在でも、ヒンドゥスタン航空、ヒンドゥスタン工作機械、バーラト土建
機械、バーラト重電といった企業は、バンガロールに拠点を持っている。バンガロール
は、製造業、IT、バイオの各産業が重層化している地域となっている。
製造業は、バンガロール郊外に集積している。最も古くかつ大きな産業集積は、1975
年から開発が開始された Peenya 工業地区 (Peenya Industrial Area) である。この地域は、
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写真 1 Peenya 工業地区にあるインド中小企業
出所) 筆者撮影

バンガロールの中心地から車で 30 分程の場所にあり、中小企業を中心に約 6,800 の企業
が入り、約 80 万人の人が働いている。

3 日本工作機械産業とインド
戦後、日本のものづくりにおいて、大きな枠割を果たしたひとつに NC 工作機械の発展
がある。NC 工作機械自体は、1952 年にアメリカのマサチューセッツ工科大学 (MIT) に
て開発されたものであるが、日本は、MIT の論文をすぐに取り寄せ、1956 年に富士通の
稲葉清右衛門氏が NC ターレットパンチプレス機の開発に成功している。長尾 (2002)
は、戦後、日本の NC 工作機械の高性能化が日本の自動車、電機産業に強い競争力を与
え、日本を経済大国に導く主要な要素のひとつになったと分析している。
その日本の NC 工作機械の本格的な開発はインドに発端を持つ。時は 1956 年 10 月、場
所はインドの首都ニューデリーであった。インドの 5 ヶ年計画を視察・支援するために日
本の産業界を挙げて「訪印機械工業使節団」が結成されインドを訪問していた。牧野フラ
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イス4 の牧野常造社長 (当時) は、日本工作機械工業会の会長を務めていた関係でこの使
節団に参加していた。ニューデリーでのインド要人との会談の席で、インドの若手高官が
日本における NC 工作機械の研究進捗や生産能力について熱心に質問してきた。
この質問に対し、牧野氏は、日本は、NC 工作機械の研究もしており、開発能力も十分
にある。日本では NC 工作機械の需要はまだ出ていないが、需要さえあれば、開発、商品
化する用意があると説明し、2 年後の大阪国際見本市 (1958 年) には出品しましょう、と
約束した (牧野, 1973, p. 164)。
敗戦から 10 年が経ち、国際社会に復帰した日本であったが、未だその地位は低かっ
た。それに対し、インドはネール首相のもと、国力増強に向かって第 2 次 5 ヶ年計画が進
行中であった。
牧野氏は、1955 年に池貝鉄工の社長をつとめた早坂力氏を団長とするアメリカの調査
ミッションの一員として参加し、ギディング・アンド・ルイス社で実用化されたばかりの
NC 工作機械を見ており、遠からず、日本にも NC 工作機械の時代がくるものと確認して
いた。しかし、1956 年時の日本では、アメリカからの技術情報を基に、大学の研究室の
レベルで研究が始まろうとしていた時代であった。牧野氏もこのような状況はよく理解し
ていた。しかし、この場で作れませんと答えては、日本の工作機械に関する話は終わって
しまう。いわば強気の判断で、2 年後の国際見本市への出品を約束したのである。
帰国後、牧野社長は富士通が NC 装置の研究を始めたと聞き、富士通の稲葉氏に共同開
発の話を持ち込んだ。両社の間で契約が結ばれ、牧野フライス側から研究資金として約
500 万円が出され、共同開発が始まった。
後年、稲葉氏は、牧野氏の飛び込みを「牧野社長からの注文は本当に嬉しかったです
ね。NC ターレットの方は成功も失敗もしなかったと思っていますが、その後に続くもの
が見当たらない状態であった。そこへ牧野社長から商品として NC 装置の発注があったわ
けですから、これは嬉しさを通り越して、驚いたくらいでした」と語っている (貫井,
1982, pp. 51–52)。
本において、NC 工作機械の開発が両社の協力の結果、大阪国際見本市に NC フライス
盤を出展する事ができた。以後、日本格化していく。この時、NC 装置の開発を担当した

4

牧野フライスは、牧野常造氏が 1937 年に牧野商店製作部として創業し、1942 年に牧野堅フライ
ス製作所、1961 年に牧野フライス製作所と名称を変更したが、本稿では牧野フライスで統一し
た。
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富士通のコントロール部門が後のファナック5 となる。このように、インドと日本の NC
工作機械、そして、ファナック、牧野フライスは深い縁で結ばれている。
日本の工作機械産業の国際化は、第 1 次石油オイルショック (1973 年) 後、昭和 50 年
代 (1975–1984 年) に本格化した。それ以前の昭和 40 年代 (1965–1974 年) は、おおよ
そ、生産高の約 1 割前後が輸出されており、1972 年の段階では、額も 274 億円と少な
かった｡6 オイルショック後、日本の工作機械産業の輸出は、1977 年に 1,000 億円突破、
1979 年に 2,000 億円突破、1982 年には 3,000 億円突破と急速に輸出が増えていく。
この当時、日本の工作機械は、小型、中型の NC 旋盤、マシニングセンタを中心とした
NC 工作機械が輸出された。日本の工作機械は販売価格の割安感と安定した品質に加え
て、きめ細かいアフターサービス体制が欧米諸国の幅広い最終需要家に人気を博し、幅広
いファン層を形成していった (日本工作機械工業会, 1992, p. 93)。

4 ファナック・インディア
4.1 ファナックの国際展開
ファナックの NC 装置は、基本的には、日本国内のみで開発、生産を行っている。同社
の NC 装置の性能の高さはよく知られている。性能の高い製品を開発するために、大量の
研究員を研究・開発に導入し、開発を行っている。また、NC 装置は、基本的には、台数
が出ないと安定性が確保されず、利益が出ない製品である。そのため、NC 装置は経済的
な参入障壁が非常に高い製品となっている。
このような NC 装置の卓越した製品競争力に加え、ファナックは国際的なサービス拠点
づくりも積極的に行ってきた。NC 装置の修理だけでなく、メンテナンス、工場のライン
変更による設定の変更等のサービスに率先して取り組んできた (松崎, 2000)。
ファナックは、製造こそ国内にこだわるが、サービスに関しては最終ユーザーよりも先
に海外進出して、体制を整えた。新興国市場に対しても同様であり、2004 年の日経ビジ
ネスの記者の質問に対し、渡邊淳専務兼社長補 (当時) は、「最近では、中国、その先を
5

6

富士通のコントロール部門は、1972 年に独立し富士通ファナックとなり、1982 年にファナック
と社名変更した。本稿では、富士通ファナックとファナックの名称については、ファナックで統
一した。
参考として、リーマンショック前の 2008 年度は、総生産高 1 兆 2 千億円に対し、8,747 億円の輸
出となった。リーマンショック後の 2009 年度は総生産高 4,902 億円に対して、3,214 億円の輸出
となった (日本工作機械工業会, 2010)。
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見越してインド、ロシア、東欧でのサービスを拡充している」と答えている｡7
ファナックの本格的な海外拠点づくりは、1976 年にドイツのシーメンスと共同で、ア
メリカのシカゴに合弁会社ゼネラル・ニューメリック社を設立したことに始まる。同社
は、NC 装置の保守・サービスの他、アメリカの工作機械メーカーへ NC 装置を販売する
ことを目的とした拠点であった。
元々、富士通の親会社である富士電機製造は、古河電機工業とシーメンスとの合弁で
1923 年に設立されたものであり､8 戦前から富士通グループとシーメンスとは深い関係に
あった。その縁で 1964 年に、シーメンスから富士通が開発した NC 装置の製造権、販売
権の供与の依頼があった。交渉の結果、1965 年に富士通は「電機・油圧パルスモータの
製造権及びヨーロッパにおける販売権」をシーメンスに供与することになった。この契約
は、1975 年に相互援助契約に切り替えられ、同契約が切れる 1985 年まで、ファナックと
シーメンスは、技術開発、製造、販売のあらゆる分野にわたって協力することとなった。
この契約に沿って、ゼネラル・ニューメリック社が設立された。
1986 年からは、シーメンスとの契約を辞め、新たにアメリカの GE と NC 装置、ファク
トリー・オートメーション分野における契約を結んだ。合弁会社 GE ファナックオート
メーションを設立し、この合弁会社の下で、国際化を展開していった。GE との合弁は
2009 年まで続いた。
ファナックの国際展開には、サービスの軸と販売の軸の二つがある。ファナックの基本
的な方針として、サービスで先行して拠点を作り、販売につなげるという方針を取ってい
る。このような姿勢は、稲葉氏の「サービスは販売に先行する」という考え方に基づいて
いる (加納, 1983, p. 176)。
ファナックは、1970 年代の後半から、次々と海外にサービス拠点を設立した。NC 工作
機械を輸出する地域は、製造業が盛んな地域となる。そのため、サービスの軸は基本的に
それで決まることになる。歴史的に見れば、ファナックは、アメリカ、ヨーロッパ、台
湾、韓国、中国、タイ、インドの順で海外拠点を設立していった｡9
ファナックが、サービス拠点を拡大し、現地で販売会社を作る際には、基本的に現地の

7

『日経ビジネス』「ファナック「黄色い軍団」再び始動｣(2004 年 4 月 5 日号), p. 48.
古河の「フ」とシーメンスのドイツ語読みであるジーメンスの「ジ」から富士電機製造と命名さ
れた。
9
ファナックは、1965 年から 1975 年の間、シーメンスに技術供与し、ヨーロッパの販売権も与え
ていたが、それとは別に、ヨーロッパの主要国にファナック 100％出資の現地法人を設立し、
ファナック製 NC 装置のサービス活動を行った。
8
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有力会社との合弁の形態を取ることが多かった。販売先は合弁会社のルートを活用した。
ファナックの技術が高く、また同社の財務内容が良いので、現地の有力会社が率先して提
携に乗り出した。
NC 装置以外のファナックの主要事業である産業用ロボット、射出成型機事業に関して
は、NC 装置と一緒の拠点になることもあったが、産業用ロボットは 1982 年から GM と
合弁会社を設立し、この合弁会社の下で海外展開を進めたので、産業用ロボットの拠点と
NC 装置の拠点が異なる事もあった。
稲葉氏が著書で「商品を売るために必要な準備とは何か。それは、まずサービスの拠点
を作ることである。そしてサービス拠点を設置する以上は、その地域から絶対に撤退しな
いという覚悟のもとに、そこに根を張った永久的な土地と建物を所有することである。そ
うした心構えがあってこそ、ユーザーへの完璧なサービスを保証することができると同時
にユーザーの信用が得ることができるのである」(稲葉, 1982, pp. 109–110) と書いている
とおり、ファナックは、NC 装置を販売するために、先行してサービス拠点を世界各国に
構築していった。そのため、日系の工作機械メーカーが海外で工作機械を販売しようとし
たら、サービスを確保するために、ファナックの NC 装置を使用しなければならない状況
が構築されていった。
では、実際にファナックはどのようにして、海外で拠点づくりを行っているのだろう
か。次項では、ファナック・インディアの事例を取り上げる。
4.2 ファナック・インディア10
ファナックがインドに販売、サービスの拠点会社となるファナック・インディアをバン
ガロールに設立したのは 1991 年であった。前述のとおり、ファナックは、当時、アメリ
カの GE とファクトリー・オートメーションの分野で合弁会社を設立していた。ファナッ
クはさらに、インドでは、現地の有力企業としてボルタス (Voltas) とも提携していた。
その結果、ファナック・インディアは、ファナック、GE、ボルタスの 3 社による合弁会
社となった。この会社は、2000 年にインドのボルタスとの提携を解消し 100％外資の会社
となり、さらに 2009 年に GE と合弁を解消した際にファナックの出資が 100％となって
いる。
ファナックが最初にバンガロールにオフィスを設けた理由は、第 2 節で述べたとおり、
10

本節は、2010 年 11 月 23 日のファナック・インディアにて Sonali Kulkarni 社長、井上勲副社長、
B. N. Nandakumar ジェネラルマネージャー (service) に行ったインタビュー調査による。
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バンガロール及び近郊のチェンナイがインド製造業の産業集積のひとつだからであった。
マヒンドラ&マヒンドラなどのインド系自動車メーカーもこの地域に集積している。イン
ドの 3 大工作機械メーカー (HMT、エースデザイナー、BEW) もバンガロールを拠点と
している。日本だけでなく、アメリカ、ドイツの工作機械メーカーもバンガロールを拠点
とするメーカーが多い。日系の工作機械メーカーは、牧野フライスだけがインドに工場を
持っている。そのため、ファナック・インディアの販売の主要な顧客は、インド系工作機
械メーカーやインドに工場を持つ欧米系工作機械メーカーとなっている。
ファナック・インディアはバンガロールにヘッドオフィスを設立後、1994 年にデリー
事務所を設立、1995 年にプネー事務所を設立した。事務所の下に 16 の支店がある。ま
た、グルガオンに大きなサービスセンターを設立している。全てを合計すると、インドに
20 拠点を持っており、インド全土に渡り、販売、サービスのネットワークを構築してい
る。
インドの NC 装置市場は、シーメンスが先行者として、圧倒的な市場シェアを持ってい
た。このようなシーメンスが強い市場に対し、ファナックは、販売だけでなく、サービス
にも力を入れた。
ファナックの販売は直販が基本であり、代理店販売を行っていたシーメンスとは大きく
異なる。サービスは、20 拠点で、きめ細かく行っている。サービスの質は基本的に日本
と同じであり、高レベルなサービスを提供している。例えば、バンガロールのサービスセ
ンターは、月に約 1,600 件の電話があるが、3 分の 1 は電話対応で問題を解決できるレベ
ルにある。電話の待ち時間等も細かく管理され、電話対応で対応できない場合は、担当者
がすぐに現場を訪問し対応している。結果、電話で問い合わせがあった場合、同日内の問
題解決の割合が 6 割と高い数字になっている。
NC 装置、産業用ロボットの操作を教えるトレーニングセンターは、バンガロールとプ
ネーの拠点の中にある。トレーニング料は低く設定されており、多くの人に NC 装置、ロ
ボットの操作を覚えてもらい、製品の販売につなげることを目的としている。
このような販売、教育、サービスを行うのは、ファナック・インディアの現地スタッフ
である。ファナック・インディアのバンガロールのヘッドオフィスでは、日本人の駐在員
は、調査訪問時の段階では NC 装置と産業用ロボットの技術者の 2 名のみであった。他は
全て現地スタッフとなっており、販売、サービスを担当している。経営トップもインドの
方である。現地社員は 1991 年設立時からの社員が多く、離職率はきわめて少ない。現地
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写真 2 ファナック・インディアにおける NC 装置のメンテナンス
注) 筆者撮影

スタッフの教育にも非常に力を入れており、インドだけでなく、日本の本社にも派遣し教
育を行っている。
現地の力を活用した販売、サービスで充実を図ったファナックは、シーメンスと差を付
け、市場シェアは大きく変わった。現在、インドの NC 装置の市場シェア (ファナック・
インディア推定) は、ファナック 80％、シーメンス 15％と推定されている。インドの工
作機械メーカーでも、ファナックの NC 装置を使用するメーカーが多い。エースデザイ
ナー、BFW、AMS といったインドの工作機械メーカーは、ファナックの NC 装置のみを
使用している。

5 マキノ・インディア

5.1

牧野フライスの国際展開

牧野フライスを創業した牧野常造氏は、著書の中で、「工作機械の真髄は何かと聞かれ
たら、ためらうことなく「クオリティーファースト」と答えることにしている。私にとっ
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て工作機械は芸術であり、一生のパフォーマンスにつながる。極端な表現かもしれない
が、工作機械メーカーは最高の作品をひとつだけつくればよいのであって、あくまで「量
より質」という考え方を基本としている」(牧野, 1973, p. 55) と書いているとおり、同社
は、設立当初から、一貫して高性能、高信頼性を追求してきた。
このクオリティーファーストの精神は、牧野フライスの企業理念になっており、同社で
は「信頼こそ企業の存続基板です。マキノは使う人、売る人、造る人、みんなが信頼し合
えることを願い、すべての製品とサービス、自らの組織と社員のあり方において、「クオ
リティーファースト」を目指します」と掲げ、創業者の精神を現在まで大切に受け継いで
いる。
牧野フライスは、ファナックと共同で、日本で初めて NC フライス盤を開発したのに続
き、1966 年に日本で初めてマシニングセンタの開発に成功した。その後も同社は、NC 工
作機械の技術開発、特にマシニングセンタの分野で日本の工作機械産業を牽引してきた。
海外へは、1960 年代後半から、アメリカ、スウェーデンに輸出を始めている。1978 年
には、西ドイツ (当時) のハイデンライヒ&ハーベック社に資本参加し、現地生産に着手
した。同社の工場を使用し、牧野フライスが日本で開発したマシニングセンタをヨーロッ
パ仕様に変更し、生産、販売を行った。当時から、ルノー、ブリティシュ・エアロスペー
ス、BMW、ボルボ、ダイムラー・ベンツ、ロールスロイスなどの大手企業と取引を行っ
ている。現在、ハイデンライヒ&ハーベック社は牧野フライスの完全子会社となり、名称
も 1999 年にマキノ GmbH 社に変更している。
アメリカでは、1981 年にレブロンド社を買収し､名称をレブロンド・マキノと変更し、
開発、生産の拠点としてきた。同社で、アメリカ市場向けのマシニングセンタを開発し、
市場に投入している。GM、フォード、クライスラー、トヨタ、ホンダといった自動車
メーカーの他、ボーイング、GE、ブラッド&ウイットニー、ロックウェルなどの大手企
業と取引を行っている。レブロンド・マキノは 1996 年にマキノ Inc. 社と名称を変更し
た。
牧野フライスのアジアの拠点は、日本の厚木工場、富士勝山工場の他、レブロンド社の
買収の際、同社のシンガポール拠点 (工場) も傘下に納めた。シンガポール拠点は、マキ
ノ・アジア社と名称を変え、開発も行っている。このシンガポール拠点から 2002 年に中
国の昆山に工場を設立した。
後述するインドにも 2002 年に工場を設立し、まとめると、牧野フライスは、日本、ド
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イツ、アメリカ、シンガポール、中国、インドの 5 地域に生産拠点を持っている。これら
の拠点では、当然のことではあるが、販売とサービスも行っている。また、この他、同社
はフランス、スロバキア、イタリア、韓国、インドネシア、ベトナム、タイ、メキシコ、
ブラジルと世界各地に販売・サービス拠点を持っている。
牧野フライスのマシニングセンタの性能の高さは良く知られており、様々な分野で使用
されている。中でも、最も複雑な加工が求められる航空機産業で幅広く使用されている。
前述したメーカー以外でも、エアバスなどの世界の主要航空機メーカー、日本でも、三菱
重工業、川崎重工業、富士重工業、IHI の各社が牧野フライスのマシニングセンタを使用
している。
このような航空機産業の要請に対応するために、牧野フライスでは、1996 年に関連す
るグループ会社と代理店からなる Makino Aerospace Group (MAG) を結成した。これ以
降、牧野フライスの航空機産業向けの工作機械は MAG ブランドの名前で出荷し、2010
年 3 月末までに、出荷台数は 155 台となっている。
5.2 マキノ・インディア11
牧野フライスのインド拠点であるマキノ・インディアは、1993 年にシンガポールのマ
キノ・アジア社のインド連絡事務所 (バンガロール) として始まった。1996 年に牧野フ
ライス本社とマキノ・アジア社の 100％子会社とし、会社を設立し、1998 年にテクニカル
センターとしての機能を持たせた。1995 年から 2000 年にかけて、ムンバイ、プネー、デ
リーに販売支店を設立した。2002 年からバンガロールにて現地生産 (バンガロール第 1
工場) を開始した。その後、2007 年、2010 年に生産を拡張し、それぞれ、第 2 工場、第
3 工場を建設した。また、デリーとプネーの支店はテクニカルセンターとし、サポートを
充実させている。
マキノ・インディアの正規の従業員は、300 人強であり、日本人は短期で来ている人を
含めても約 10 人強である。インドに来ている日本人は全て技術部門の人であり、会社経
営は、全てインド人に任せている。
マキノ・インディアの顧客としては、インドのローカルメーカーが多く、タタ、バジャ

11

本節は、2010 年 11 月 23 日のマキノ・インディアにて行った Ranjit A. Bhide 社長、Raghava
Badhya. T. V. 副社長、Kaipa Padmanabhaiah ジェネラルマネージャー (SCA, QA and International
Business), S. Subbarayan 副ジェネラルマネージャー (Die Mold) へのインタビュー調査、工場調
査、マキノ・テクニカル・トレーニングセンター訪問による。
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ジ、マヒンドラ等のインド主要メーカーに収めている。同社の機械はレベルが高いので、
これらのメーカーの 1 次サプライヤー、2 次サプライヤーにも多く導入されている。
牧野フライスの品質、性能は非常に高く、インドでも幅広く支持されている。同社の製
品と韓国、台湾、インドの工作機械メーカーとの技術の差は大きく、特に横型マシニング
センタで顕著である。
また、同社が支持されているのは、単に機械を売るのではなく、機械をターンキービジ
ネス (ソリューション・ビジネス) と組み合わせていることにある。ターンキーは、文字
どおり、顧客が機械のキー (鍵) をターン (回す) だけで生産ができるということであ
り、具体的には、加工に合わせた工作機械の選定、プログラム作成、工具の準備をマキ
ノ・インディアが行い、顧客に提供している。これまで、マキノ・インディアでは、イン
ドにおいて、750 以上のターンキービジネスを実施した実績を持っている。
インドと日本では加工の環境が異なる。マキノ・インディアは、長年に渡り、インドの
加工環境のノウハウを蓄積しており、牧野フライスの高品質の機械と組み合わせること
で、最適なソリューションの提案が可能となっている。
このようなマキノ・インディアに対し、ドイツメーカーは、サービスには力を入れてお
らず、単に機械を売るだけというビジネスである。ただし、マキノ・インディアではター
ンキービジネスにおいて、サービス料は取っていない。機械自体は他社と比べて高いが、
サービスも含めてということで顧客に支持されている。
マキノ・インディアのターンキーのビジネスは、インドスタッフの方のみで展開してい
る。マキノ・インディアの方の話では、他の地域と比べ、インドの方は、このような仕事
に向いているという。インドの強みはエンジニアリング工数が多い仕事であり、複雑で細
かい仕事は、同じ新興国でも中国より優位であるという。インドは、理工系の教育機関が
多く、優秀なエンジニアが数多くおり、他の地域と比べても比較的安い給与で雇用するこ
とが可能となっている。
マキノ・インディアでは、ターンキービジネスに加え、顧客教育も徹底して行ってい
る。特にインドの自動車産業はサポートが必要な産業なので、力を入れている。マキノ・
インディア自体でも、カイゼン活動、QC 活動、5S に熱心に取り組んでいるが、合わせ
て、顧客、サプライヤーのトレーニングも実施している。これは 2 ヶ月のトレーニングシ
ステムとなっており、具体的には、プロセスシートやカイゼンを四つのカテゴリーに分
け、インドの方に分かりやすいように教えている。
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牧野フライスが得意とする主に航空機産業向けの大型の MAG シリーズは、日本の経済
産業省の許可が下りないため、インド国内での販売は難しい。軍事転用の畏れがあるため
だが、ドイツの工作機械メーカーはこのような規制が無いため、航空機産業等に高性能の
工作機械を、多く販売している。
マキノ・インディアのマザー工場は、日本の厚木工場、勝山工場 (山梨県) とシンガ
ポール工場となっている。牧野フライスでは、アジアの拠点を効果的に活用し、工場で使
用する金型、治具等は日本の工場から輸入している。また、日本の工場、シンガポール工
場で、工作機械の主要部品、主要コンポーネントを生産し、インド工場に輸出している。
逆に、生産コストが安い部品については、インド工場で生産して、日本、シンガポールに
送っている。マキノ・インディアでは、現地調達も積極的に進め、現在、主なローカルサ
プライヤーは 11 社となっており、サプライヤー教育にも積極的に取り組んでいる。
最後にマキノ・インディアが CSR の一環として取り組んでいるマキノ・テクニカル・
トレーニングセンターについて紹介する。同センターは、工作機械の技術習得を目的とし
た教育機関であり、インドの貧困層の子供に教育機会を与えるため 2006 年に設立され
た。このセンターは、マキノ・インディアの従業員の給与の一部を活動に当てることで運

写真 3 マキノ・テクニカル・トレーニングセンターの授業風景
出所) 筆者撮影
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写真 4 マキノ・テクニカル・トレーニングセンターの授業風景 2
出所) 筆者撮影

営されており、4 人の社員が教員として、指導を行っている。
センターは、全寮制の 1 年コースであり、学費は無料である。1 学年 60 人となってお
り、インドの貧しい家庭の 18–22 歳の男子を対象としている。無料で充実した教育を受
けられることから、毎年、応募が殺到する。公平になるように、インド各地で幅広く試験
を行い、学生を採用している。
半年間の寮での教育は、工作機械の理論、技術の他に、教養科目もある。その後、半年
間、マキノ・インディア及び協力会社 (顧客会社、サプライヤー会社) で現地実習を行
う。卒業生は、マキノ・インディアへの入社義務は無いが、これまで 56 人がマキノ・イ
ンデイアで働いている。残りの多くは、実習協力会社で働いている。2010 年度までに 204
人の学生が卒業している。
インド全体、特にバンガロールでは、IT、ソフトウェア、金融の分野に人材が流れ、も
のづくり系エンジニアの確保は難しくなりつつある。これは中国でも同様の傾向である。
マキノ・インディアのように自ら学校を作ることには、貧困層の支援という他に、この
ような点でも大きな意味があると考える。
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6 結び
ファナック・インディア、マキノ・インディアの両社に共通しているのは、先行してい
る他国の企業に対して、製品の性能だけでなくサービス、ソリューションビジネス (ター
ンキービジネス) で差を付けている。製品自体は決して安いものではなく、むしろ、他の
メーカーと比べ、高いものとなっている。それをサービス、ソリューションを製品に付加
することで販売している。両社は、サービス、ソリューション・ビジネスを支える現地エ
ンジニアの育成や現地経営スタッフの育成にも力を入れ、競争優位を獲得している。経営
トップもインドの方に任せ、日本人は技術的な支援のみを行っている。
昨年の調査ミッションで、筆者達は、①インドの経済発展は、これまで IT 産業が牽引
してきたが、今後は製造業の役割も大きくなること、②インド人は優秀な方が多く、しっ
かりと教育すれば大きく育つこと、③現在、インドで成功しているインド企業、日本企業
では堅実なものづくり、組織能力の構築が行われていることを強く感じたと書いた (鈴
木, 新宅, 2010a, 2010b）。今回の調査ミッションでは、この 3 点について思いを強くし
た。
サービスでも人事でも、言語、文化の問題から、日本人がインドの方の細かいニュアン
スを理解、伝達することは中々難しく、同じインド人の方が行った方が良い結果が出ると
考える。
日本企業は、教育制度が充実した企業が多い。また、細かいサービスも充実している。
インドはコピー製品を嫌う風土ゆえ、日本は、高い製品力に加え、企業教育、サービスと
いう面でもインドと相性が良いと考える。インドでは勉強熱心な方が多く、日本企業の教
育にもしっかりとついてきている。このように考えるとインドとは、日本企業がこれまで
構築した様々な有形、無形の資産が最も生かせる地域のひとつであると考える。
ファナック・インディア、マキノ・インディアのように、経営トップも含め販売、生
産、サービスもインドの方に徹底的に任せ、日本人は技術支援のみを行うというのは、日
本とインドの協力体制のひとつの型であろう。その際に大切なことは、短期的に見るので
はなく、ものづくりの前にひとづくりを行うという長期的な視点で構え、着実に事業を進
めていくことがインドでは重要であると考える。
調査で、マキノ・インディアの方は、インド人はソリューション・ビジネスに向いてい
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る、インドの強みはエンジニアリング工数が多い仕事であり、複雑で細かい仕事は、同じ
新興国でも中国よりも優位性を持っていると話した。バンガロールでは、IT、ソフトウェ
ア、金融に人材が流れつつあるといっても、インド全体を見れば、エンジニアの絶対数は
多くおり、他の地域と比べても比較的安い給与で雇用することが可能となっている。イン
ドと日本の今後を考える上で非常に示唆のある話だと思う。
今回の調査で、インドの産業について筆者が抱いてきた疑問が解けたような気がする。
筆者が最初にインドに調査に行ったのは、鈴木が 2005 年、新宅が 2006 年であった。その
ときに感じたのは、インドの産業には二つの顔があるということである。ひとつは、IT
サービスのアウトソーシングやソフトウェア開発のグローバル拠点として優位性を持って
いるインドの IT ソフト産業である。2006 年当時は、日本企業もオフショア開発と称し
て、盛んにインドにソフトウェア開発を委託し始めており、インドの IT ソフト産業の興
隆は日本でも広く知られるようになっていた。
しかし、当時、インドに行ってみて驚いたのは、高度なものづくり、あるいは改善マイ
ンドをもったものづくりをするインドの製造業の存在であった。2006 年の調査報告で
は、インドには日本的なものづくりが根付く土壌があると指摘した (善本, 新宅, 中川,
藤本, 椙山, 天野他, 2006）。つまり、インドにはアメリカ的なソフトウェアの顔と日本的
なものづくりの顔の二面性があるということが分かったが、なぜこの二つがインドで共存
しているのかが疑問だった。
この疑問を解く鍵は、インドには優秀で低コストで働いてくれるエンジニアが豊富にい
るということではないかと思う。高等教育を受けた優秀な人材が豊富におり、それがイン
ドの産業の国際競争力を支えている。そのようなエンジニアが、ソフトウェア産業にし
ろ、製造業にしろ、核となっている。低コストの現場ワーカーの供給がその優位性の源泉
になっていた中国の製造業とは、インドの製造業の強みはこの点で異なる。言いかえれ
ば、低コストで優秀なエンジニアの豊富な存在が、インドの強みではないだろうか。
新宅は、2011 年 2 月にもインドを訪問し、TATA Motors、TATA Consultancy Services な
どで調査した。TATA Consultancy Services のエンジニアリング・サービス部門は、日米欧
の大手自動車メーカーの製品開発の一部を受託している。彼らのエンジニアリング能力
が、自動車メーカーの開発コストやリードタイムの削減に大きく寄与している。また、
TATA Motors は低価格の乗用車である NANO を開発して世界を驚嘆させたが、そこでも
インド人エンジニア・チームが活躍していた。このように考えると、インドに進出する日
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系企業は、優秀なインド人のエンジニアをどのように雇用し、教育し、活躍の場を与えて
いくかが重要な鍵になってくると思われる。
日本の NC 工作機械は、今から 55 年前の 1956 年に牧野常造氏がインドを訪問したこと
によって始まった。牧野氏は「人、設備、環境が三位一体となることによって、そこから
作りだされる工作機械は、はじめて最高のクォリティが保証される。このことは、いつの
時代でも変わらない真理であると考える」(牧野, 1973, p. 156) と述べた。日本とインドの
人、設備、環境が三位一体となり、優れた製品、サービスを開発、提供することにより、
今後ともインドの発展に貢献することを願いたい。
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