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[要 約] 

 世界金融危機等による景気後退は、国内自動車産業に深刻な影響を与えている。一方で

金融危機の前後では、収益構造の変化や環境対応車の隆盛など新たな動きがみられる。東

北地域の自動車産業は、九州に比べて進出工場が多い、自立性が十分でない、関東等の他

地域との取引が多いといった特徴があるが、東北地域への自動車産業の立地が自社の業績

向上につながると 6割以上の企業が考えており、自動車事業への更なる参入促進を進める

必要がある。また、東北地域の強みである電気機械産業等の産業集積を自動車産業振興に

活かす視点が必要なことに加えて、機械産業の自動車事業への参入ニーズが高いことから

積極的な参入支援を行う必要がある。さらに、東北地域の生産台数の増加に伴って、１次

サプライヤー等の新たな企業誘致が見込まれることから、「とうほく自動車産業集積連携会

議」等を活用した広域連携の取り組みの強化や東北地域の強みを活かした戦略的誘致を図

る必要がある。 

第Ⅰ章 調査の概要 

1.1 調査の目的 

 近年、自動車産業の立地が進む東北地域の自動車産業を対象として、九州の自動車産業

集積との比較を行いながら、東北地域の自動車産業振興に向けた展開方向性や立地可能性

について検討を行うことで、東北地地域の関係自治体における高度化に向けた産業振興施

策を立案する際の基礎資料に資することを目的として実施する。 

1.2 調査内容 

 本調査研究では、①東北地域の産業集積の現状分析②自動車業界の動向と生産拠点の展

開状況の分析③九州の自動車関連産業集積の発展過程等の分析④東北地域における自動車

関連産業集積の展開方向性及び検討⑤東北地域の自動車関連産業集積の可能性と今後の課

題の検討にかかる内容について調査を実施する。 

1.3 調査フロー 
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 本調査研究における調査報告書のながれを第Ⅰ章から第Ⅴ章までの章ごとにフローチャ

ートの形で示す。 

 

第Ⅱ章 近年における自動車産業の現状 

2.1 世界経済の落ち込みと急激な生産調整 

 世界経済の安定的な成長によって支えられてきた我が国の経済は、世界的な金融危機の

発生によって景気後退を余儀なくされている。 

世界経済の縮小による需要の落ち込みが極めて急激であったことから、外需に多くを依

存する自動車産業は深刻な生産調整を迫られている。鉱工業生産指数の動きでみると、

2008 年 1 月に 129.0(2005=100)に達した乗用車(バス、トラック除く)の生産指数は、世界

金融危機後の 2009 年 2 月には 48.3 に落ち込むなど、生産水準が半分以下に激減する過去

に例をみない極めて急激な生産調整が行われている。 

現在は、需要の回復がある程度進んだことから生産も最悪期を脱して回復傾向にあるが、

依然として直近のピーク時の水準は回復できていないのが現状である。 

需要の低迷を受けて、設備投資計画は抑制傾向が続いており、大手自動車メーカー8 社

の 2009 年の設備投資計画は 2007 年実績を大きく下回っている。 

2.2 自動車産業における収益構造の変化 

 近年の我が国の自動車産業は、長期的に伸び悩む国内販売台数を補う形で海外輸出台数

が増加傾向にあり、輸出比率も一時期約 6 割に達するなど趨勢的に増加傾向にあった。 

 自動車産業における金融危機前後の大きな違いは、売上や収益について欧米諸国に代わ

って中国やインド等の新興国の需要に依存する「新興国シフト」が生じていることである。

先進国の経済成長率は、2009 年(予測)に戦後初めて△3.4%のマイナス成長に落ち込む一方

で、途上国全体は 2009 年(予測)においても 1.7%にとどまり、中国は依然として 8.5%の高

度成長を持続している。「新興国シフト」に伴って、新興国での収益性確保を目指した現地

生産や低価格車等の開発の動きは今後も加速し続ける可能性が高い。 

2.3 自動車産業を取り巻く新たな動き 

近年伸び悩みがみられた国内の自動車販売台数は、世界金融危機後に前年同期比で 20%

を超す大幅な減少に見舞われたが、政府によるエコカー支援策の効果もあり販売台数は直

近では回復基調にある。2009 年の車名別新車販売台数ランキングは、プリウスが初の 1

位に輝き、8 位にインサイトがランクインするなど環境対応車の隆盛がみられる。また、

ランキング内には、9 位のカローラを除き、スモールカーや軽自動車が軒並みランキング

を占める一方で、RV 車などのランキング入りはなく販売動向にも新たな変化がみられる。 
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 販売動向の変化を受けて、国内外の自動車メーカーによるハイブリット車(HEV)やプラ

グインハイブリット車(PEV)、電気自動車(EV)等の環境対応車の開発競争は激化している。 

自動車メーカーによる電気自動車の投入計画をみると、国内メーカーでは三菱自動車が

「アイ・ミーブ(i-MiEV)」の販売を 2009 年 7 月から開始したほか、日産自動車が 2010

年後半に「リーフ」を日米欧で投入し、トヨタ自動車が 2012 年を目途に米国で投入する

計画を持つ。海外では、GM が「シボレー・ボルト」を 2010 年末に販売予定のほか、VW

は 2013 年に同社初の EV である「イーアップ」を販売予定にしている。 

HEV 車や EV 車等の環境対応車の開発にあたっては、環境対応車の性能を大きく左右す

る二次電池開発の正否が大きな鍵を握る。自動車メーカーは余剰能力の発生につながる増

産投資は依然慎重だが、二次電池投資に対しては積極的な投資を続けている。 

 トヨタ自動車はパナソニックと共同出資会社であるパナソニック EV エナジーを設立し

積極的な投資を行っている。日産自動車は、NEC グループと共同出資を行いオートモー

ティブエナジーサプライを設立しているほか、海外では英国、ポルトガル、フランスでリ

チウムイオン電池の生産を行う。本田技研工業や三菱自動車なども共同出資会社を立ち上

げるなど、自動車メーカーと電機メーカー、電池メーカーとの産業間連携が進んでいる。 

 

第Ⅲ章 東北地域における自動車産業の現状 

3.1 東北地域における産業動向 

 東北６県の人口(国勢調査)は 1995 年を境に減少に転じていることから、全国に占める東

北地域のシェアは長期的に低下し、高齢化も全国を上回るスピードで進展している。 

 2006 年の産業大分類別の特化係数(事業所・企業統計調査)をみると、農林漁業の特化係

数が事業所数、従業者数ともに全国平均を大きく上回って最も高くなる一方で、製造業の

特化係数は、事業所数 0.74、従業者数 0.99 と全国平均である 1 を下回る。全国との比較

から、現状では東北地域が製造業全般について多数集積する地域ではないことがわかる。 

 製造業について、東北地域における中分類業種別の製造品出荷額等の特化係数(工業統

計)をみると、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、鉄鋼業等の基礎素材系の産業の特化

係数が全国平均の 1を大きく下回る一方で、情報通信機械器具製造業や電子部品・デバイ

ス製造業、精密機械器具製造業などが全国平均を大きく上回っており、機械関連産業の集

積規模が全国的にみて高いことがわかる。自動車産業が含まれる輸送用機械器具製造業に

ついては 1を大きく下回っており、東北地域全体として自動車産業が多数集積する状態に

は至っていないことがわかる。 

3.2 東北各県別の産業動向 
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 東北６県の製造業について、東北地域全体に占める割合をみると、福島県が 1/3 近くを

占めて最も多く東北地域最大の製造業集積の基盤を持つ。次いで、宮城県、山形県が 2割

弱で続き、岩手県が 1割強程度を占めている。秋田県、青森県は東北地域全体に占める割

合はそれぞれ 1割弱であり、両県を合計しても福島県の半分強である。 

 東北６県別の製造品出荷額等にかかる特化係数をみると、例えば、岩手県は、木材・木

製品製造業に加えて、電子部品・デバイス製造業の特化係数が高く、電気機械関連産業の

集積が進んでいることがわかる。 

3.3 東北自動車関連産業の動向 

 近年、東北地域には自動車関連産業の集積が進んでいる。トヨタ自動車の完全子会社で

完成車メーカーのセントラル自動車は、宮城県大衡村に本社工場を移転する計画で 2011

年 1 月の稼働を目指している。新工場では、当面は現行の 12 万台の生産を継続予定だが、

36 万台の生産能力を持つ関東自動車工業岩手工場とあわせた生産体制で東北地域におけ

る年産 50 万台体制が整う。パナソニックとトヨタ自動車の共同出資会社であるパナソニッ

ク EV エナジー宮城工場は 2010 年 1 月に稼働を開始している。当初は HEV 車向けに 20 万台

のニッケル水素電池を生産する予定であったが、新型プリウスなどの売れ行きが良いこと

から 30 万台に上方修正され、2010 年 9 月に数十億円を投じて増設ラインを完成させる。

また、自動車用シートを製造するトヨタ紡織東北は 2011 年 1 月の稼働を目指して宮城工場

を建設中のほか、デンソー東日本田村工場は 2011 年 5 月稼働に向けた工場建設を決定する

など今後も大型投資が続く。さらに、計画中のアイシン高丘東北の鋳造部品工場やトヨタ

自動車東北のエンジン工場が本格稼働すれば、東北地域における自動車産業の拠点性は大

いに高まることが期待される。 

3.4 九州自動車関連産業の発展動向 

 生産能力が 150 万台に達する生産拠点へ発展を遂げた九州の自動車産業集積について、

日産自動車やトヨタ自動車九州等の完成車の生産拠点の立地状況や九州地域における自動

車生産台数や全国シェアの推移、九州への進出参入状況等について各種資料を活用しなが

ら整理する。 

 

第Ⅳ章 東北地域における自動車関連産業集積の分析 

4.1 東北地域における自動車関連産業集積の比較 

 本調査では、東北地域の自動車関連産業向けアンケートとともに、九州地域の自動車関

連産業向けアンケートを実施している。東北地域の回答は、資本金 1千万円以上 5千万円

未満の企業が最も多く、東北地域最大の製造業基盤を持つ福島県と山形県の企業が多く、
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両県で回答企業の過半数以上を占める。アンケート結果に基づいて比較を行うと、①東北

地域は九州地域に比べて工場の割合が高く本社の割合が低い。②東北地域は鋳造、機械加

工の割合が高く、組み付け、表面処理、樹脂成形の割合が低い。③東北地域の販売先は東

北域外のメーカーが多いのに対して、九州地域の販売先は域内の進出メーカーが多い。④

東北地域は、財務、関連サービス、営業、研究開発、人事の機能や部門を持つ割合が九州

に比べて低い。⑤地域内外の取引について東北地域は現状維持である割合が九州比べて高

い。⑥東北の回答企業は進出企業の割合が高く、地場企業の割合が低い。⑦東北地域にお

いて、2000 年以降に自動車事業を開始した企業の割合は九州に比べて低い。⑧東北地域の

回答企業の進出や参入のきっかけは、事業拡大や親会社(本社)の要請である比率が高く、

自ら売り込みを行って参入する割合が低い。⑨東北地域の自動車関連産業の課題は人材育

成、生産技術力強化、コスト削減の順であり、九州とも同様の結果である。九州に比べて

経営の自立、他産業進出、営業力強化、生産技術力強化を課題として強く認識している。

⑩東北地域の回答企業は、人材育成支援を最も有効な行政施策と考えているが、九州に比

べると人材育成支援、産業動向・新技術セミナー、大学等との連携、営業機能支援などの

行政支援を有効と考える割合が高い。 

4.2 東北地域の機械関連産業が自動車産業振興に果たす役割 

 東北地域は、3.1 東北地域の産業動向において示した各種データからも明らかなように、

電気機械関連産業(情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、精密機械器具製

造業等)を中心とした産業集積を形成しているが、産業構造のグローバル化や国際競争の激

化の中で近年は伸び悩みがみられるなど、今後一層の産業競争力強化が迫られている。東

北地域の自動車産業振興を考える上で、電気機械関連産業集積によって築かれた有形・無

形の資産を最大限活用することが望まれることから、本調査では東北地域の機械関連産業

を対象としたアンケート調査を行っている。 

 アンケート結果の主な特徴は、①東北域内外取引ともに減少傾向がみられる。②自動車

事業に既に参入している 4割弱の企業を除いた 6割の企業のうち、約半分の企業が参入へ

の取り組みを行い関心を持っているなど、機械関連産業の自動車関連事業への参入ニーズ

は相当程度ある。③機械関連産業が自動車事業へ参入する際のボトルネックは、コスト対

応、知識ノウハウ、品質管理の順である。④東北地域における自動車関連産業の立地につ

いて、過半数の企業が現在又は将来自社の事業にプラスの影響があると答えている。 

 自動車事業参入への積極性が高いことが伺えるが、一方で自動車産業と電気機械産業の

生産には大きな違いが指摘されている。主なものとして、受注生産、１個流し、品質保証

への対応があげられており、これらのスタイルに適応することが自動車事業参入に向けた
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条件のひとつになる。 

 自動車事業への参入を地場企業が果たすことは時間やコスト、人材、設備など様々な面

から一般的にはかなりの困難を伴う。一方で東北地域には電気機械関連メーカー等の集積

があり、かなりの企業が完成車メーカーや部品メーカーとの取引を行っている。東北地域

の自動車産業振興を検討する際には、自動車メーカーとの直接取引を推進するだけでなく、

既存の電機メーカーとの取引を介した間接的な自動車向け取引が地場企業の振興に果たす

役割についても重視すべきである。 

 また、長年にわたって築かれてきた東北地域の機械関連産業集積が、地域に対して直接

的間接的にプラスの効果を与えることを認識すべきである。例えば、工場が閉鎖された電

子部品メーカー出身の技術者が自動車産業振興にかかる講座の講師を務め、産学連携の窓

口となる大学研究所の教授に転身するなど地域振興に大きな役割を果たしている。 

4.3 企業ヒアリング結果のポイント 

 東北及び九州両地域について、アンケートに回答した企業を対象にヒアリング調査を実

施している。両地域へのヒアリング調査を通じて得られたのは、世界同時不況の影響によ

って 2009 年の初頭には多くの企業で売上が激減したことである。現在の稼働率や売上水準

は、個々の企業によって異なるが、自動車以外の事業の開拓や他系列メーカーとの取引拡

大、顧客への積極的な提案営業、さらには付加価値の高い製品分野へのシフト、大学との

産学連携などを通じて売上向上を図っていることが示される。 

九州特有の理由として、ダイハツ九州中津工場の生産拡大が続いていることから、同企

業との取引を行う企業の中では、前年比でプラスの売上を達成している企業もある。また、

従来から九州外との取引を進めていた企業では、九州地域における自動車生産の増加によ

って九州内の取引が拡大する動きがみられることも九州の企業の特徴である。進出工場に

ついても、本社工場以上に九州内の進出工場や子会社の生産が拡大する動きも見受けられ、

企業経営上の点から今後何らかの対応が必要になるケースも考えられる。 

 一方で、海外を含めて輸出を行っている企業などでは稼働率が依然としてピーク時を下

回る企業も見受けられ、将来的にも回復はないとする考え方が主導的になっている。 

 東北では、様々な業種の企業が自動車事業へ参入するケースがみられる。参入の際は、

基板実装など電機メーカーとの取引によって培ったノウハウを活かした例がみられる。ま

た、東北地域の産業集積の大きな特徴であるが、福島県に立地する企業の中では関東地方

向けに取引を行う企業も多い。九州地域でも同様の例はみられるが、自動車事業への参入

に対して、経営者は自動車事業自体に参入したいと考えているのでなく、販売先の分散と

いう経営上の必要性から自動車事業への参入を希望している場合も多い。 
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4.4 自動車産業振興を目指す行政機関等の取り組み 

 東北各県では、自動車産業振興に向けた行政機関の積極的な取り組みが行われている。

岩手県では、自動車関連コーディネータ、アドバイザーの配置や工程改善指導の実施など

自動車事業参入に向けた取り組みに加えて、「いわてデジタルエンジニア育成センター」や

「ものづくり・ソフトウエア融合テクノロジーセンター」(仮称)の整備を通じて、設計人

材の養成や組み込みソフトの開発を行うことを目指している。 

 また、2007 年 5 月に東北６県が参加する広域連携の取り組みである「とうほく自動車産

業集積連携会議」が設立されている。同会議では、①情報共有②セミナー交流会③技術展

示商談会④取引拡大支援⑤研究開発促進等の活動を通じて自動車関連産業の一大集積拠点

の形成を目指している。 

4.5 東北地域における自動車産業集積の立地可能性 

 自動車関連企業向けアンケート及び機械関連産業向けアンケートでは、東北地域への自

動車産業の立地による自社の影響について、それぞれ 6 割以上、5 割以上の企業がプラス

を見込むなど企業側の期待は大きい。一方で、東北地域への進出を計画する大手自動車(部

品)メーカーのうち、現時点ではパナソニック EV エナジーが稼働を開始したばかりで、そ

の他の大型案件については本格稼働に至っていないため、地元メーカーへの影響について

は、設備や据え付けメーカーに限定されているのが現状である。今後、セントラル自動車

やトヨタ紡織東北宮城工場、デンソー東日本田村工場などが稼働すれば、地元企業の業績

底上げにつながり、事業拡張による立地につながる可能性も十分ある。 

さらに、2011 年にセントラル自動車が稼働することで、東北地域における自動車生産の

50 万台体制が整う。1次サプライヤーの進出は 50 万台到達が一つの目安になるとの意見も

あり、今後１次サプライヤー等のさらなる誘致が実現する可能性もある。 

 また、岩手県における取り組みによって設計人材の調達が可能になることで、河西工業

の開発センターの立地が決まるなど設計開発拠点の誘致が進みつつある。岩手県内では、

関東自動車工業開発センター東北の立地が決まったほか、同様の取り組みは宮城県でも積

極的に行われており、今後設計・開発部門の誘致が加速する可能性がある。 

 

第Ⅴ章 東北地域における自動車関連産業振興の方向性 

5.1 自動車関連産業の更なる参入促進 

 アンケート調査から東北地域への自動車関連産業の進出形態は、本社ではなく工場での

進出が多く、地場企業よりも進出企業の場合が多いことがわかっている。工場や進出企業

は本社や地場企業に比べて営業機能などを欠くことが多く、営業機能支援に対するニーズ
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も高いことから、営業機能支援施策の強化が求められる。 

 また、九州地域では行政施策による自動車事業への参入支援によって参入に成功した企

業の事例がみられるものの、東北地域では自動車事業への参入支援プログラムによって参

入に成功した事例はほとんどない。自動車関連産業の誘致が続くなど参入に向けたチャン

スは広がっているため、今後は東北地域全体のさらなる参入支援プログラムの強化を行い

成功事例の増加を図ることが求められる。 

 さらに、東北地域は首都圏等と比較してサービス業なども含めた産業全体の層が薄く、

真面目に黙々と働く人材特性があることから、大都市圏に比べて人材の定着率が高いケー

スも多く、インセンティブを活かした人材登用制度なども機能しやすい状況にある。これ

らの地域の持つ人材特性を活かして教育現場を含めた人材育成の強化や企業経営における

人材管理のあり方を考える機会を設けることを通じて更なる参入促進につなげる。 

5.2 地域の強みを活かした自動車産業振興 

東北地域には歴史的に電気機械関連産業が産業集積を形成していることから、これら既

存メーカーの技術、ノウハウ、人材等を最大限活かした自動車関連産業集積を形成するこ

とが求められる。実施にあたっては、既存メーカー出身技術者等の講座、セミナー等への

積極的な活用、自動車事業に関する知識やノウハウの取得に重点を置いた機械関連産業の

自動車事業への円滑な参入に向けた支援プログラムの作成等があげられる。 

また、前述したように、自動車メーカーと地元企業との直接取引の推進による自動車産

業振興を図るだけでなく、東北地域内にある既存の電機メーカーとの間接的な取引による

自動車事業への参入推進を図る方策についても検討を行う必要がある。 

5.3 戦略的誘致の推進 

 完成車メーカーと地場企業が直接取引を行うことは殆ど不可能なため、生産台数 50 万台

を見据えた１次サプライヤーの戦略的誘致を進める必要がある。 

 東北地域の企業アンケート結果から、東北地域は高速道路が東西南北に走るなど道路イ

ンフラに関する優位性が高い。高速道路網の整備は、定時性確保や広域的取引を可能にす

るなど他地域に対する優位性を持つため、企業誘致活動に積極的に活かす必要がある。 

 完成車メーカーや１次サプライヤーの誘致には、東北大学などの知の集積拠点の存在が

大きなプラス要素になる可能性がある。電気自動車やコンパクトカーなど自動車産業のト

レンドを見据えた産業集積の展開が東北地域において促進されるために、東北大学等の知

の集積拠点との産学連携の促進を図る必要がある。 

さらに、地場企業では参入が難しい設計・開発部門について岩手県や宮城県等の施策に

よる積極的な人材育成を活かして製造部門より上流の部門の誘致を東北地域全体で進める。
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設計開発部門の誘致によって、将来的には設計開発から生産につながる一貫生産体制の構

築を目指す。 

5.4 広域連携による地域ポテンシャルの底上げ 

 東北各県が置かれている状況や環境は異なるため、自動車産業振興や企業誘致に向けた

東北地域の全体レベルを底上げし、東北地域共通のインフラとして強化するために、「とう

ほく自動車産業集積連携会議」の機能強化を通じて広域連携の促進を図る必要がある。東

北大学や岩手大学などでも近年産業振興につながる様々な取り組みを行うなど、自動車産

業振興の活性化を図るために大学と行政との密接な連携が必要不可欠になっており、「とう

ほく自動車産業集積連携会議」を大学と行政のさらなる連携促進の場とすべきである。 

 各県別産業中分類業種別特化係数でみたように東北各県はそれぞれ異なった産業構造を

持つ。例えば、山形県は、鋳造メーカーなど他県にない特性を持つ産業集積を形成してお

り、他県の誘致活動においても大いに活用することを提案する。 

5.5 東北自動車関連産業集積の今後の展開方向性と課題 

 東北地域は、ハイブリット車向けニッケル水素電池を製造するパナソニック EV エナジー

が立地し、関東自動車工業岩手工場ではコンパクトカーが生産されるなど、環境負荷の少

ない車や製品が生産されていることから、今後環境対応車や小型車が生産される自動車産

業の先進地を目指すべきである。 

 本調査の中では、海外取引について、世界同時不況の影響もあり今後必要と考えている

とのヒアリング意見が多くあったが、実際にはどこから手を付ければ良いかわからないと

いった意見が大半であり、現時点で最優先に取りかかるべきとの考えも少数である。地場

の自動車部品メーカーにとって、海外取引は経営資源の点からも難しいのは事実であるが、

国内需要が落ち込み海外需要の伸びが高まっている中では、将来的には海外取引を行わざ

るを得ない状況も想定され、今後に向けた課題といえる。 
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