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要約 

 

近年日本は失われた 20 年と呼ばれる深刻な経済低迷期にある。 

購買力平価ベースの GDP は、かつてはアメリカに次いで世界 2 位であったが、今や中

国、インドに次ぐ 4 位に甘んじている。また、日本経済の特徴として自動車による影響の

大きさが、GDP 増減率に対する寄与度の高さがある。 

自動車産業の影響力係数の大きさ、産業別就業者割合からも影響の大きさがわかる。 

つまり、こうした現状を打破するためには日本の経済に大きく寄与する自動車産業の発

展が必要不可欠であると考えた。 

さらに国内では自動車総数が飽和状態に近づき需要が落ち込み、海外では新興諸国メー

カーの台頭、円高、価格競争の激化により苦戦が強いられているにも関わらずシェアを維

持しているが、GDP 増加率が低いのが現状である。 

そこで我々は自動車産業には新たな強みが必要であると考えた。 

こうした現状を踏まえ、我々は新たな取り組みである次世代自動車への国内の潜在需

要、そして海外の将来的な市場拡大に着目した。 

そこで次世代自動車について現状分析をした結果、法律や組織、アクションプランによ

って次世代自動車を推進し、成果は出始めているものの、完全な移行には至っていないこ

とが分かった。しかし、国内に次世代自動車産業を発展させることができれば、近年国内

外で規制が厳しくなりつつある環境問題、燃料枯渇問題に対応することができる。将来的

にはスマートグリッド構想により、自動車業界のみならず多分野において恩恵を享受する

ことができる。以上の需要を喚起する最初の過程として、日本が世界の次世代自動車市場

においてリーディングカントリーとなり、次世代自動車を市場に送り出すことが必要であ

るという考えに至った。そのためには、新興諸国の低価格戦略に対抗しうる競争力を持つ、

つまり高付加価値品を創出することが必要であると考えた。 

また高付加価値を創出する背景にはイノベーションがあり、イノベーションを促進する

環境を作り出す手段として産業クラスター形成がある。クラスターとはマイケル・E・ポ

ーターによって示された産業集積概念である。クラスターにはイノベーション効果のほか

に外部経済効果と連鎖的発展効果がある。 

以上を踏まえ、我々は次世代自動車産業クラスターを形成することを提案する。 

また、我々は次世代自動車の中でも特に EV,HV,PHV に着目し、これらを構成する自動

車産業、電池産業が重要であると考えた。世界中が開発に取り組む次世代自動車産業を日

本のリーディング産業とするためには、スピーディな発展が重要であり、既存の自動車産

業クラスターがある東海地域には電池産業が不足しており、かつての地域完結型クラスタ

ーにおける限界に直面している。 

これらを踏まえ、次世代自動車産業クラスターの構成地域として世界的にも特殊な構造

をしている自動車産業クラスターがある東海地域を、そして、東海地域と距離的にも近く、

電池産業が集積している関西地域に着目した。関西地域は電池産業自体の規模が大きくな

いが故に主力産業とはいえず、近年の地域経済も停滞している。 
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したがって電池産業規模を拡大するためには、次世代自動車産業クラスターの構成員と

して東海地域と連携することで、win-win 関係を築いていくべきであると我々は考えた。 

以上を踏まえて、我々は東海地域と関西地域を連携することを目標とした「統括機関」

を中部経済連合会、近畿経済連合会、による地元企業の協力、地域内の大学、各経済産業、

コンサルティング会社、消費者団体を中心に新設することを政策提言とする。 

統括機関の主な役割として、長期的なビジョンを提示した下で、中小企業も巻き込んだ

情報交換の場の提供、地域を越えた産学連携の強化を掲げる。これにより、中小企業の次

世代技術を早期に把握、人材育成の強化など、イノベーション環境を整備することができ

る。 

 また、これらの政策を施行し、各経済連合会という民間主体の組織が運営していくこと

で、自由度が拡大し、各中小企業、大学等の末端から情報を発信し、スピード感をより高

めることを可能とする。 

さらに地域間連携により、適切な「競争」と｢協調｣の均衡を保つことで、円滑な情報交換

が行われ、次世代自動車に最適な環境を創造することが統括機関の役割である。 

こうした統括機関がもたらす効果によってイノベーション、ひいては高付加価値品の創出

が見込まれる。 

このようなプロセスを経て次世代自動車産業において高付加価値という強みを手に入れ

ることが自動車産業の発展につながり、ひいては日本の経済成長に繋がると考えた。 
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はじめに 

近年、リーマンショックに端を発する世界同時不況、そして 2011 年に日本を襲った東

日本大震災の影響から、現在まで日本が維持してきた経済地盤が揺らぎはじめている。同

時に、日本の製造業、とりわけその根幹をなす自動車産業の環境は厳しさを増している。 

2011 年に発生した問題だけでも、東日本大震災による生産停止、長期的円高等、そし

て増産を計画した矢先に発生したタイの洪水による生産停止、欧州財政危機の再燃など枚

挙にいとまがない。 

こうした苦しい状況に置かれている日本、そしてその核をなす自動車産業のより一層の

発展、そして自動車産業の発展が今後の日本の成長に繋がることを期待し、政策提言をす

る。 

 

 

最後になったが、本稿の作成にあたりご多忙にも関わらず研究を温かく見守りご指導し

てくださった多和田眞教授をはじめ多くの方々に、この場をお借りして厚く御礼申し上げ

たい。 
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第 1 章 現状分析 

第 1 節 日本の現状 
 

 1950年代中盤から 1970年序盤までの実質GDP増減率が 6～10%２と高水準で移行した

高度経済成長期以降、バブル崩壊、リーマンショック、そして 2011 年 3 月に日本列島を

襲った東日本大震災などを背景に、日本の成長は鈍化傾向にある。 

図 1 は世界各国の購買力平価ベース３の GDP 推移を示している。1980 年以降日本は世

界 2 位の GDP を維持してきたが、2000 年に中国に、2010 年にはインドに追い抜かれ、

現在日本の GDP は世界 4 位の水準に相対的に後退していることがわかる。  

さらに図 2 は 2000 年から 2011 年までの BRICS と日本の GDP 成長率の推移を示して

おり、中国、インドといった経済新興国諸国と比較し、日本の GDP 成長率は高いとはい

えない状況であることがわかる。 

 

図 1 世界各国の GDP 推移 単位：10億 US ドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：IMF 「World Economic Outlook(2011 年 9月版)」より作成 

                                                      
２厚生労働省 厚生労働白書～国民保健・会年金制度実現から半世紀～より  
３購買力平価とは、為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まるという購買力平価説
を元に計算された交換比率であり、物価水準に左右されず正確な評価ができると言われている 
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図 2 日本、BRICS の GDP成長率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：IMF 「World Economic Outlook(2011 年 4月版)」より作成 

 

ここで、日本の GDP 成長に寄与している要因に着目すると、図 3 から、輸送機械産業

が GDP 増減率に対する寄与度が一番大きく、図 4 をみると、2000 年から 2007 年までの

GDP 伸び率に対して実に 1.1%が自動車の寄与度であることがわかる。この現状は図 5 か

ら見てとれるように、輸送機械産業の約 97%を自動車産業が占めていることからも理解で

きる。 

次に日本国内への影響力の大きい産業を、影響力係数を用いてピックアップする。影響

力係数とは、簡潔に述べると各産業の影響力を係数化したものであり、その係数が１を超

えるほど生産波及が大きいということを意味する。 

図 6 をみると、自動車産業の日本全体への影響力係数は 1.51 とトップであり、さらに

日本全体の影響力係数上位 10 位にランクインする産業の内、事務用品産業以外の産業は

自動車産業と密接に関わっている。 

また、日本国内の産業別就業者数割合を見てみると、図 7 より製造業に従事する労働者

の割合が 16.3％と小売、卸売業に従事する労働者の割合（17.0％ ）に次いで大きいこと

が分かる。自動車産業に焦点を当ててみると、自動車産業に従事する労働者の割合は労働

者総数の約 8％を占めている。４ 

このような現状を踏まえ、我々は日本における経済成長の停滞を打破するためには、輸

送機械産業、その中でも特に自動車産業の発展が効果的であると考えた。 

同時に自動車産業の衰退が日本経済に深刻な影響を与えるのではないか考え、主力産業

である自動車産業の発展が必要であるという前提の元に議論を進めていく。 

                                                      
４  出所：日本自動車工業会「日本の自動車工業」より 
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図 3 GDP 増減率に対する寄与度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：内閣府「平成 21 年度年次経済財政報告書」より引用 

 

図 4 GDP 伸び率(00 年→07 年)に対する自動車の寄与度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：経済産業省「日本の産業をめぐる現状と課題」より引用 
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図 5 国内輸送機械産業の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：経済産業省「最近の中部地域の自動車産業の生産等の動向について（2011 年

10 月 ）」より引用 

 

図 6 日本全体の影響力係数上位 10産業 

 

 

 

 

 

資料出所：総務省統計局 「平成 17年産業連関表 34部門表」「平成 17年産業連関表 108

部門表」より作成 

 

図 7 産業別就業者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：総務省統計局「産業別就業者数」より作成 

 

産業別就業者割合

3.9%7.9% 16.3% 5.5% 17.0% 6.0% 10.6% 5.9% 26.9%

農業・林業 建設業

製造業 運輸業・郵便業

卸売業・小売業 宿泊業・飲食サービス業

医療福祉 サービス業

その他

1 自動車 1.518708 6 情報・通信機器1.136887
2 事務用品 1.403467 7 一般機械 1.136191
3 鉄鋼 1.365863 8 電子部品 1.115752
4 その他の輸送機械1.185441 9 電気機械 1.104132
5 化学製品 1.142931 10 金属部品 1.096967
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第2節 自動車産業の現状 
 

前節でも述べたように、自動車産業の日本経済における影響は大きく、より一層の発展

が望まれる。このような背景を踏まえ本節では自動車産業のおかれている現状を述べる。 

第1項 国内自動車市場の現状 

はじめに国内自動車市場の現状に着目する。図 8 をみると、1965 年以降急激に増加し

続けてきた自動車保有台数は、2000 年以降その勢いは弱まり、2007 年を境に停滞してい

る。また、図 9 をみると、2005 年まで横ばいだった国内自動車販売台数も、2005 年をピ

ークに減尐の一途をたどっており、これらの状況から国内における自動車保有総数は飽和

状態に近づきつつあり、買い替え需要が新規需要よりも重要になってきていると言う事が

いえる。 

 

図 8 車種別の自動車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：自動車検査登録情報協会「自動車保有台数推移表」より引用  

 

図 9 国内の自動車販売台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：日本自動車工業会「自動車統計速報 2000年 1月号～2010 年 1月号」より作成  
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第2項 海外自動車市場の現状 

次に海外自動車市場に目を向けると、図 10 から、2000 年、2009 年と大きな変化があ

ることが分かる。 

それは中国、韓国といった新興国メーカーの台頭である。2000 年にはメーカー別総生

産台数トップ 20 にランクインしていた韓国、中国メーカーが 2 社だったのにと比較し、

2009 年には 5 社に増加している。 

こうした自動車新興国が台頭し、長期的な円高の進行により日本の自動車メーカーは苦

しい状況に立たされている。 

しかし、世界自動車生産台数が増加する一方で日本車がシェアを維持することが出来ているた

め、相対的に生産台数が上昇していることが図 11、12 から読み取れる。 

 

図 10 メーカー別総生産台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：OICA production statistics 

 

図 11 国別自動車販売台数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：九州経済産業局「世界の自動車産業の現状」より引用 

2000 年 

 

順位 メーカー 総生産台数
1 GM（米） 8,133,375
2 Ford（米） 7,322,951
3 トヨタ（日） 5,954,723
4 VW（独） 5,106,749
5 クライスラー（米） 4,666,640
6 PSAプジョー・シトロエン（仏） 2,879,422
7 フィアット（仏） 2,641,444
8 日産（日） 2,628,783
9 ルノー（仏） 2,514,897
10 ホンダ（日） 2,505,256
11 現代(韓) 2,488,321
12 三菱（日） 1,827,186
13 スズキ（日） 1,457,056
14 マツダ（日） 925,876
15 BMW（独） 834,628
16 アフトワズ（露） 755,997
17 大宇（韓） 716,250
18 富士重工業（日） 581,035
19 いすゞ（日） 539,085
20 ガズ（露） 227,673

2009 年 

 

順位 メーカー 総生産台数
1 トヨタ（日） 7,234,439
2 GM（米） 6,459,053
3 VW（独） 6,067,208
4 Ford（米） 4,685,394
5 現代(韓) 4,645,776
6 PSAプジョー・シトロエン（仏） 3,042,311
7 ホンダ（日） 3,012,637
8 日産（日） 2,744,562
9 フィアット（仏） 2,460,222
10 スズキ（日） 2,387,537
11 ルノー（仏） 2,296,009
12 ダイムラー（独） 1,447,953
13 長安汽車（中） 1,425,777
14 BMW（独） 1,258,417
15 マツダ（日） 984,520
16 クライスラー（米） 959,070
17 三菱（日） 802,463
18 北京汽車（中） 684,534
19 タタ・モーターズ（印） 672,045
20 東風汽車（中） 663,262
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図 12 世界自動車生産台数と日本車のシェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：経済産業省「日本の産業を巡る現状と課題」より引用 

第3節 問題意識 
第１，２節を踏まえると、日本の経済成長のためには GDP 増加率に対する寄与度の高

い自動車産業のさらなる発展が効果的である。 

しかし、国内では自動車総数が飽和状態に近づき需要が落ち込み、海外においては新興

諸国の台頭、円高、価格競争の激化により苦戦が強いられている。 

このような現状の中シェアを維持している日本の自動車産業は健闘しているといえる。 

ただ、この健闘にもかかわらず日本の経済を大きく成長させるには至らない状況であ

り、我々はこれを問題意識とする。 

こういった現状を踏まえ、今後自動車産業がさらなる発展をしていくためには新たな取

り組みが必要であると考える。 
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第2章  次世代自動車産業 

前章を踏まえ、我々は次世代自動車への国内の潜在需要、そして海外の将来的な市場拡

大の可能性に着目する。 

この章では次世代自動車産業について述べていく。 

 

第1節 次世代自動車の歴史、現状と将来 

第1項 次世代自動車産業の歴史的背景５ 

本項ではまず次世代自動車産業の現状に至るまでの歴史的背景について言及していく。 

現状を述べる前に今回我々が数ある次世代自動車の中でも、既に実用化がなされており

他の次世代自動車と比較し実現可能性の高い電気自動車（EV）,プラグインハイブリッド

車（PHV）,ハイブリッド車（HV）に着目していることをここに述べ、そして今後本稿で

登場する次世代自動車とは EV、PHV、HV を指すということを断っておく。 

現在に至るまでに次世代自動車開発の機運が高まった時期は過去に 2 度あるが、その第

一の機運上昇のきっかけとなったのは 1970 年に米国カリフォルニア州で導入された本格

的な排ガス規制を発端とするマスキー法の制定である。 

内容としては 1975 年以降に製造する自動車の排気ガス中の一酸化炭素(CO)、炭化水素

(HC)の排出量を 1970-1971 年型の 1/10 以下にすること、1976 年以降に製造する自動車

の排気ガス中の窒素酸化物の排出量を 1970-1971 年型の 1/10 以下にすることをそれぞれ

義務付け、達成しない自動車は期限以降の販売を認めないという内容であった。 

しかし、技術の未熟であった当時、このマスキー法は自動車の排気ガス規制法として当

時世界一厳しいと揶揄され、その基準を満たすのは不可能とまで言われる始末であったた

め、自動車メーカーからの反発も強く、実施期間を待たず 1974 年に廃案となってしまっ

た。 

だが、この一連の騒動を機に自動車の排気ガスに対する問題意識への認識が広まり、実

際に EV を含む低燃費自動車開発のモチベーションを高める一因となった。 

そして第二の機運上昇のきっかけとなったのは同じく米国カリフォルニア州で提案さ

れた LEV 法６である。 

その内容は、1998 年までに無排気自動車の販売を開始することを目的に、カリフォル

ニア州内で販売台数の多い自動車メーカー7 社に対し、1998 年以降は販売台数の 2％、

2001 年に 5％、2003 年以降は 10％の LEV の販売を義務付けるものであった。LEV 法の

                                                      
５ 『世界低公害自動車を取り巻く現状の市場動向と 2010 年展望』（2003）矢野経済研究所 p7－p8 を参

考にした。 
６ Low Emission Vehicle Regulation 
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革新的ともいえる特徴は、従来の排気ガスが存在することを前提とした規制から、それを

越えた規制に踏み込んだことである。 

しかし、やはりマスキー法制定の際と同様に技術力が追い付かず、LEV 法の施行は延

期されたが、これを契機に自動車メーカーを含めた産官によるカリフォルニア・ヒューエ

ル・セル・パートナーシップ(CaFCP)が組織され、次世代自動車開発が本格化することと

なった。 

メーカー7 社は CaFCP での次世代自動車が開発されている猶予期間中は販売台数割合

に応じて電気自動車を 3750 台販売し、その猶予期間中に LEV 法に合致した自動車を販

売できる体制を整えることになっており、現在 CaFCP には、米国エネルギー省、運輸省

のほか、フォード、GM、ダイムラー・クライスラー、VW、トヨタ、ホンダ、日産、ヒ

ュンダイなどの自動車メーカー、シェル、BP，テキサコ等の石油メーカー、燃料インフ

ラ関連企業、燃料電池メーカー等が参加している。また、この LEV 法は 2003 年から実

施された ZEV 法７へと発展した。ZEV 法の内容は、カリフォルニア州内の販売台数の 2％

を無排出ガス車８、2％をハイブリッド自動車ないしガソリン改質燃料自動車、6％を低公

害自動車(燃料計の蒸発ガスがゼロ)とすることであり、自動車メーカー各社は対応を余儀

なくされ、その結果として次世代自動車の開発が急速に進み、現在のように次世代自動車

の一般向け実用化に問題のない程度まで技術は進歩した。また、日本でも 2001 年 7 月に

実用段階にある低公害自動車９を環境負荷の小さい自動車として位置づけ、2010 年までの

早い時期に 1000 万台以上普及させるというアクションプランを発表している。 

第2項 次世代自動車産業の現状 

次に、日本における次世代自動車産業の現状を述べていく。電気自動車の普及状況の程

度を見ると、図 13 のようにまだ世間一般に浸透しているとは言い難い状況である。 

 

図 13 電気自動車保有台数と生産台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：一般社団法人次世代自動車振興センター「電気自動車等保有・生産・販売台数

統計」より作成 

                                                      
７ Zero Emission Vehicle Regulation 
８電気自動車、水素ダイレクト燃料電池自動車 
９天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車 
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次に、トヨタ自動車のプリウスに代表されるハイブリッド自動車の普及状況を見てみると、図

14 からわかるように電気自動車と比較し格段に普及していることが分かる。 

これは HV の特性である充電が不要というお手軽感が人気を呼んだためだと思われる。 

図 14 ハイブリッド車保有台数と生産台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：一般社団法人次世代自動車振興センター「電気自動車等保有・生産・販売台数

統計」より作成 

 

次に、EV、PHV の普及においての至上命題となる必要不可欠充電スタンドの普及の現

状に目を向けると、図 15 からみてとれるように、急速充電器、普通充電器共に尐なくと

も 20km 圏内に 1 つは存在することが分かり、実際に EV、PHV を実用走行するにあたっ

て不具合がない程度にまで充電設備の設置が進んでいることがわかる 

 

図 15 普通・急速充電設置密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：次世代ものづくり基盤技術産業展（ポートメッセなごや）日産自動車株式会社 

 

 

 

講演資料：「電気自動車が作り出す未来 2011/8/11」より引用 
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また、導入期にある産業であるがゆえにインフラ面の整備、価格面の課題、そして消

費者に次世代自動車に関する正しい知識が浸透していないという現状もある。 

インフラ整備に関する課題の存在を裏付けるものとして次のようなアンケート調査の

結果がある。我慢できる充電時間に関するアンケート調査に対し、「30 分」と回答した

日本人が 37％、の「3～8時間」と回答した日本人は 19%で、前者は 9つの調査国中最も

多く、後者は最も尐なかったという結果が出た。１０しかし、別の調査では、実際に EV

使用者が充電時間を苦にすることはなかったという回答を得たという事実もある。１１ま

たこの問題に関しては、急速充電の普及や、距離次第ではフル充電しないといった「棲

み分け」による対応が可能である。 

価格面の課題は、大きく自動車本体に関わるコスト、充電インフラの設備に関わるコ

ストと 2つある。 

自動車本体のコストの問題に関しては、EVのコアとなる充電池（主にリチウムイオン

電池）の価格の高さがネックとなり、自動車本体価格を大きく押し上げている。 

EV にもガソリン車並みの価格を求める人が日本では 67％を占めるというアンケート

調査の結果もある１２。 

ここで自動車本体価格の例として、日産自動車が初めて市販化した電気自動車である

リーフをとりあげと、リーフの本体の価格は約 385万円１３であり、地方自治団体や国か

らの補助金が支給されることを考慮してもガソリン車と比較し決して安いとはいえない

状況である。 

また、充電インフラのコストも EV 普及の大きな障壁となっている。現在、一般的な

EV 用充電器の価格は 150 万程度であるといわれており、各ガソリンスタンド、コンビ

ニなど消費者が気軽に利用できるスポットに導入するには負担が重いのが現状である。 

しかし、こういった価格は、過去のテレビ、冷蔵庫、エアコン、そしてガソリン車と

同じく生産が拡大するにつれ経験曲線効果１４に基づいて下がっていくことが見込まれ

る。 

消費者の次世代自動車に関する認識に関わる課題だが、次世代自動車のパワー、充電時

間、走行距離、といった情報は非対称性であることが多い。これは次世代自動車の飛躍

的な性能向上に認識が追いつかず、従来の固定概念が染み付いているためだと思われ、

企業による CMなどの広報活動が必要となってくる。 

第3項 次世代自動車市場の見通し 

第 1 章第 2 節第 1 項で述べたように、国内自動車市場の今後の拠り所は買い替え需要で

ある。 

既存のガソリン車で爆発的な買い替え需要を生むには、飛躍的な燃費の向上、価格の引き

下げ、その他斬新な取り組みが必要となるが、次世代自動車に目を向けると、電気自動車

に「いち早く乗り換えたい」、「購入を検討しそう」と考えている消費者が 48％である１５と

のアンケート調査の結果がある。 

さらに国内だけでなく世界市場に目を向けると、図 16 から、次世代自動車の販売台数は

上昇の一途をたどっており、2020 年には 1200 万台を越える見通しとなっていることが

わかる。 

                                                      
１０ 2011 年 11 月 3 日中日新聞 10 面掲載記事より 
１１ 2011 年 10 月 21 日 日産自動車講演資料 電気自動車の時代～日産 LEAF が創りだす未来～より 
１２ 2011 年 11 月 3 日中日新聞 10 面掲載記事より 
１３ 日産自動車公式ホームページより 
１４ 経験曲線効果とは累積生産量が増加するに従って、単位コストが減尐するという経験法則である。 
１５  2011 年 11 月 3 日中日新聞 10 面掲載記事より 
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こうした国内外の市場を得るための前提として次世代自動車が市場に出回ることが必要

条件であることは言うまでもないだろう。 

また、図 16では次世代自動車販売台数の大半を占める車種はHV となっているが、PHV、

EV 市場にも図示された以上の市場拡大の可能性があることは次項で述べる。 

 

図 16 世界市場における次世代自動車販売台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：野村総合研究所 2010年「2020年までのエコカー販売市場を展望」より作成 

 

第4項 次世代自動車産業の可能性 

本項では次世代自動車が持つ可能性として、主に環境配慮型都市、いわゆるスマートシ

ティにおける次世代自動車の役割を取り上げる。 

スマートシティ構想において次世代自動車に搭載されているリチウムイオン電池は中

核的な役割を果たす。リチウムイオン電池の非常用電源としての役割は、東日本大震災後

にガソリン供給が十分でなかった被災地で活躍したことは記憶に新しい。 

EV 自体を蓄電池として機能させることで、電力需要、供給の安定化や、それに伴う夜

間電力の効率的利用によるコスト削減が可能となる。このような蓄電池としての機能は震

災以降注目されてきた電力不足の観点から今後の経済活動の効率化において大きな役割

を果たすと考えられる。加えてリモコン、スマートフォンにより遠隔からの充電ができる

装置、非接触型充電機など EV が抱える課題のうちの 1 つである充電面に関する技術の開

発が進んでおり、実現すれば EV 普及における大きな懸念となっている燃料切れ問題が現

在ほど致命的ではなくなるであろう。 

 さらに、スマートシティに多大な可能性を感じているのは自動車メーカーにとどまらな

い。近頃巷で話題となっているスマートハウス事業など、住宅を提供するハウジング業界

は勿論のこと、電機業界、さらには政府や電力会社でさえも将来への収益性に期待を寄せ

ている。特に、現在電機業界を取り巻く状況は非常に厳しく、電機業界が抱く次世代自動

車産業からの波及効果への期待は大きい。また、現在のスマートシティの市場規模は 170
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兆円と推定されているが、中長期的には 10 倍以上に拡大すると予測されており、次世代

自動車もその一翼を担うことで、さらなる発展につながると考えられる。このシステムを

日本で事業化、成功、そしてブランド化させることができれば、システムそのものを輸出、

付加価値を高めるといった販売方法が可能となり、海外需要も増えるのは必然の流れであ

る。 

第2節 次世代自動車産業発展により期待

できる効果 
 

第1項 燃料枯渇問題への対応 

近年、石油、石炭、天然ガスなど化石燃料の埋蔵量に関する議論は後を絶たないが、こ

れら化石燃料は図 17 からも見て取れる通り有限な資源であり、このままのペースで消費

し続ければ近い将来、あるいは、新たに油田等が発見開発されその総数が増加したとして

もいずれ枯渇してしまうという事実は確かなものである。しかし、そうした事実と同時に

エネルギー資源となる化石燃料は発展途上国を中心として人口が増加し、それに伴いエネ

ルギー需要が増加する中、今後も世界経済において不可欠なモノである、という事実もあ

り、これらの有効活用は永遠の課題である。 

 

図 17 世界のエネルギー資源可採年数 2008 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：経済産業省資源エネルギー庁「世界のエネルギー消費と供給」より作成 

 

日本に焦点を当てて考えてみると、図 18 から見てとれるように、日本のエネルギー自

給率は 14%と低く、もっぱら海外からの輸入に依存しており、国際情勢が悪化した際のエ

ネルギー獲得に関するリスクへの対応が課題となっている。 

また、2006 年に取りまとめられた「新国家エネルギー戦略」において、2030 年までに

運輸部門の石油依存度を 80%程度とすることを目指すといった目標が定められた。 
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図 18 国別エネルギー自給率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：IEA「Key World Energy STATISTICS 2011」より作成 

 

図 19 は石油の主な消費分野を表したものである。石油の総消費量の内、運輸部門にお

ける消費量は実に 3 分の 1 にまで達している。石油が有限な資源であり、運輸部門がそれ

らを主に消費している以上このガソリンを燃料として使用する機構を持つ従来の自動車

産業に対する風当たりは厳しい。また、従来の自動車産業は、自動車本体に問題が無くと

も燃料に関わる産業の情勢によって大きく影響を受ける特徴がある。その例として、原油

価格の高騰に伴うガソリン価格の高騰により自動車の買い控えがある。 

こうした国際的、そして日本、さらには自動車産業の抱える課題に対応していくために

は、再生可能エネルギーへの移行、または効率的なエネルギーの利用は重要なポイントと

なる。このようなポイントを次世代自動車はおさえている。特に EV は電気を燃料として

おり、電気は有限な資源、そして再生可能エネルギーのいずれからでも生み出せるため、

資源枯渇問題に対応していく際に適している。 

 

図 19 石油の主な消費分野 2005 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報（平成 17 年）」より作成 
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第2項 排気ガスを起因とした環境問題への対応 

石油枯渇問題と同様、CO2、メタンなどの排出ガス(温室効果ガス)の増加により引き起

こされる環境問題は世界規模の問題であり、異常気象や海面水位の上昇、生態系への悪影

響など様々な被害が世界各地で確認されている。 

こうした被害を受け、世界の国々は様々なルールを考案しこの問題への対応を図ってい

る。例えば京都議定書では、2008 年から 2012 年の期間で、先進国全体の温室効果ガス 6

種の合計排出量を尐なくとも 1990 年比 5%削減することを目的に設定し、国連気候変動

枠組条約第 15 回締約国会議（COP15）の「コペンハーゲン合意」では 2020 年に温室効

果ガスを 1990 年比 25％削減するとの目標を提出した。 

このような例からも国際的に排気ガスに対する問題意識は高まっており、もちろん日本

も例外ではない。 

ここで日本において CO2 がどういった過程を経て排出されているのか、ということに

ついて目を向ける。図 20 は CO2 排出量に占める各部門の割合である。CO2 総排出量の

うち、運輸部門の割合が約 3 割であることが分かる。さらに、運輸部門に着目してみると、

図 21 から自家用乗用車、自家用貨物車、営業用貨物車、バス、タクシーといった自動車

部門が運輸部門における CO2 総排出の内、実に 87.8％を占めている。つまり、自動車部

門におけるCO2排出量の削減がCO2総排出量、ひいては環境問題に与える影響は大きい。 

 

図 20 各部門における CO2排出量割合 2009 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：独立法人国立環境研究所「2009年度（平成 21年度）の温室効果ガス排出量（確

定値）について」より作成 

 

図 21 運輸部門における CO2 排出量割合 2009 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：エコドライブ普及推進協議会「運輸部門別二酸化炭素排出割合（輸送機関別）

2009年度」より作成 
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そして、前項でも述べたが、何の改善もせず人々が経済活動を行えば、今後世界の人口

が増加していくに伴い、CO2 排出量はさらに増加し、環境問題も悪化していくことは明ら

かである。我々はこうした現状において図 22 のように CO2 排出量の尐ない次世代自動車

には大きな存在価値があると考える。 

 

図 22 新車の CO2 排出量比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：次世代ものづくり基盤技術産業展（ポートメッセなごや）日産自動車株式会社

講演資料「電気自動車が作り出す未来 2011/8/11」より引用 

 

第3項 主要産業の創造への期待 

前項で述べたような現状を背景に、次世代自動車産業発展への取り組みは、近年になり

海外先進諸国でも行われ始めている。世界的な次世代自動車産業発展に向けた取り組みに

は、EV、HV などの政府が定めた特定の自動車の購入者に対して補助金を設けることで次

世代自動車購入のインセンティブを与えること、政府が主導となって次世代自動車産業発

展の為の予算を設けることなどがある。例えば欧州の自動車産業をリードするドイツで

は、2009 年から次世代自動車への買い替えの際に一律 2500 ユーロの補助金を拠出、

EV100 万台普及計画を始めとする『ゼロエミッション政策』に巨額の予算を投入すると

いった取り組みが検討されている。 

このような補助金政策や政府の取り組みは、アメリカや韓国など世界的な経済主要国で

も行われており、世界的な次世代自動車産業への注目度が伺える。一方日本においても多

数の機関が次世代自動車産業のロードマップを示しており、例えば経済産業省が「次世代

自動車戦略 2010」を公表している。この中に、「我が国の自動車関連産業は、内燃機関自

動車の開発・製造において技術的優位性を持ち、世界市場における競争力を確保してきた。

そのため、当面は世界市場の太宗を占めるであろう内燃機関自動車の技術的優位性を保持

することは、日本の産業政策にとっても重要である。一方で、自動車関連産業の外部環境

を踏まえれば、将来、次世代自動車が普及していくことは確実である。～略～ 既に市場

化が始まり、世界的にも開発・普及に向けた競争が激化している電気自動車、プラグイン・

ハイブリッド自動車に関しては、現時点では日本がバリューチェーン上、広い範囲で強み

を維持しているものの、海外企業もキャッチアップに向けた取り組みを強化しており、我

が国にとっても戦略の策定は緊急性を要する」１６とあることから、経済産業省は全体戦略

                                                      
１６  経済産業省「次世代自動車戦略 2010」（p4）より引用 
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で長期的な目標を示し、緊急性の観点からは電池戦略、資源戦略、インフラ整備戦略、シ

ステム戦略、国際標準化戦略といった青地図を描いていることが分かる。 

第4項 まとめ 

石油枯渇問題、排気ガスによる環境問題への対応を考える際、CO2 排出量、燃料といっ

た観点から次世代自動車は大きく現状の改善に貢献すると考えられ、さらに、次世代自動

車産業において日本が国際的な次世代自動車産業発展への機運は高まりを見せる中、世界

的な次世代自動車産業におけるリーディングカンパニーは存在しておらず、これは日本に

とって主力産業を創出する好機である。 

その中で日本が国際競争力を高めていく、さらには世界をリードしていく存在となるた

めには、迅速かつ効率的な次世代自動車産業発展に関わる開発、イノベーションが必要で

あると我々は考える。 

そこで、イノベーションを促進するための手段として我々は産業クラスターの形成を提案

する。 
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第3章  産業クラスター 

 第 2 章では次世代自動車産業クラスター形成といった提案をするにあたって、まず次世

代自動車産業に焦点を当てその現状などを述べた。第 3 章では産業クラスター形成に焦点

をあて、産業クラスターの定義、形成に伴う効果などを述べていく。                 

第1節  産業クラスターとは 
 

クラスターとはマイケル・E・ポーターによって示された産業集積概念である。ポータ

ーはクラスターを「特定分野における関連企業、専門性の高い供給業者、サービス提供者、

関連業界に属する企業、関連機関（大学、規格団体、業界団体など）が地理的に集中し、

競合しつつ同時に協力している状態」１７と定義している。 

クラスターの地理的広がりには明確な定義はなく、その規模は一都市程度の小さなものか

ら、国全体さらには隣接数か国に及ぶ大きなものまで、大小さまざまである。また、クラ

スターの形態についてもさまざまなバリエーションがあり、水平的関係のものもあれば、

垂直的関係のものもある。 

クラスターの経済効果は大きく三つに分類することができる。 

まず一つ目に、イノベーションの促進効果である。クラスターが存在するところには、

レベルの高い顧客が集まってくる。彼らはしばしば、企業に新しい製品のアイディアを提

供したり、問題解決に貢献したりすることでイノベーションの創出に大きな役割を果た

す。また、クラスターには関連・支援産業や専門知識・機関が集積し、相互に密接な連携

をもつネットワーク形成することにより、異なる産業間のシナジー効果が相まって競争と

協調のメカニズムによる活発なイノベーションの連鎖を引き起こし、新産業・新事業を生

み出す効果がある。 

二つ目に、外部経済効果である。簡潔に述べると、クラスターを構成する企業や産業の

生産性を向上させるという事である。産業集積によって、物流コストや取引コスト、在庫

コストの低下が抑えられ、最終費用を抑えることが可能となる。また、クラスター内には

特殊な専門性を持った労働者が集まることから、企業はこれらの人材に容易にアクセスす

ることができ、その結果生産性の向上が可能となる。さらに産業集積は行政にその地域が

重要だと認識させることで、資源や資金の集中的な投入が可能となる。 

最後に三つ目の連鎖的発展効果である。これは、上述した外部経済効果、イノベーショ

ン効果により、競争優位を獲得することで、その地域の連鎖的発展を可能にするというも

のである。その地域のブランド化や名声によってさらなる集積がおこり、それによりさら

なる競争優位の獲得が可能となる。こうした正のサイクルを作り出すことで、他に負けな

い圧倒的な競争優位を確立するという効果ができる。 

 

                                                      
１７マイケル・E・ポーター(1999)『競争戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社 P67 
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第2節  イノベーション 

第1項 クラスター形成の必要性 

経済がある程度成熟しており、さらにコストの高い国や地域においては、高付加価値の

創出によってブランド化をはかり、価格競争に対応するという目標を達成するために有用

かつ現実的な手段となるのがイノベーションである。 

イノベーションによる高付加価値の創出の必要性については、多くの研究・文献におい

て触れられており、平成 21 年版通商白書には、「内需を刺激するには魅力的な製品・サー

ビスが新たに提供されることも効果的である。その意味でもイノベーションの追求、結果

として生産性向上を図ることは重要である（P.168）」「日本の将来は他国には真似のでき

ない世界最高品質の商品やサービス（ナンバーワン）、独創的で個性的な商品やサービス

（オンリーワン）を常に生み出せるかどうかにかかっている（P.250）」とあり、さらに中

小企業白書 2009 年版には、「研究開発費が売上高に占める割合が高い企業（中小製造業）

ほど、営業利益率も高い傾向にある（P.44）」「イノベーションを実現し、売上高に占める

新製品の比率が一定程度高い中小企業ほど、売上高が増収傾向にある（P.45）」とある。 

従来産業集積といえば、中国をはじめとした東南アジア各国においてでも確認されてい

るような規模の経済性、関連企業の集積による物流コスト、取引コスト、在庫コストの削

減というメリットを求め企業が集まることを指したが、これらは生産現場モデル、オペレ

ーションに焦点をあてたものであった。 

しかし、現在グローバル化、交通革命、情報革命などにより輸送コストは以前と比較し

格段に低下しており、リアルタイムで情報収集を世界中から行うことも可能となってお

り、企業立地における地理的要因の重要性は希薄化したかのような印象を受けるが、実際

にはシアトルの IT・バイオ産業、オウルの IT・通信産業の例のように世界的に産業集積

はより加速している。 

こういった産業集積が加速する要因として、従来考えられていたような単純にコスト削

減といった要因に加えて、ポーターが提案した産業クラスター形成によるイノベーション

促進への期待といったことが考えられる。 

この背景には知識経済の進展がある。知識経済とは、土地、設備・工場などの物理的な

ハード面の資産ではなく、知識や人材からの観点に重きを置いた概念である。ポーターの

主張にもあるが、投入資源、情報、技術はグローバル化の恩恵を受けどこからでも入手で

きるが、専門化の進んだスキルや知識、レベルの高い顧客情報のような先進的な要素は地

理的な制約により流動性が低く、ロケーションは今もなお重要な戦略問題として存在し、

こういった知識ベースの生産要素こそがイノベーションに不可欠であり、産業クラスター

を形成する根拠となっている。 
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第2項 国内のイノベーションによる産業発展の歴史 

日本のイノベーションの歴史は主に戦後から始まる。1958 年、経済白書の中で初めて

イノベーションが「技術革新」と訳されて以来、国内にイノベーションという概念が浸透

していった。戦後日本は、アメリカのような国家主導型のイノベーション体系とは異なる

企業主導型のイノベーション体系を確立していった。 

この背景には、敗戦の影響を受け財政的な余裕がなく、企業に対して大量の国家予算の

投入が行われず、経営者主体の経営やメインバンク制度を導入することで企業が自らの資

金・技術によって製品開発を行うなどといった企業努力があった。 

そしてこういった企業努力によるイノベーション促進が 1955 年以降の高度経済成長か

ら 1974 年の経済成長率がマイナスに陥る約 20 年間の日本の平均経済成長率約 10％を支

えていた大きな要因である。 

企業主体によって創出されたイノベーションの代表例として、トヨタの「ジャスト・イ

ン・タイム・システム」、いわゆる「カンバン方式」という生産プロセス改善のイノベー

ションがある。生産プロセスにおける画期的なイノベーションの創出により、このシステ

ムを採用した企業は低コスト化を実現、製品の大量生産・大量消費に至り、日本の経済成

長を支えた。 

しかし、二度の石油危機や 1990 年代以降のバブル崩壊、アメリカ型のイノベーション

体系の台頭などにより日本の企業体制、企業主導型のイノベーション体系はその勢力を弱

め、20 世紀初頭にアメリカで起こった IT 革命に関しても、日本は何十年もの遅れをとっ

ている。 

この原因として、企業主導型の体系では IT 技術のグローバル化に対応できていなかっ

たことや、製造プロセスの改善による低コスト化だけでなく、新製品・新産業創出を可能

とするイノベーションに必要な産業構造自体の変化をもたらすことができなかったこと

が挙げられる。 

このような現状を踏まえ、現在では、アメリカを代表とする製造プロセスの改善かつ高

付加価値の新製品・新産業創出を可能とするイノベーション体系を求め、シリコンバレー

やリサーチトライアングル・フィンランド（オウル市）に代表される地域クラスターの創

成が目的とするイノベーション体系を引き起こす土壌として重要であるという考え方か

ら、文部科学省による「知的クラスター」事業と呼ばれる、国・地域のイニシアティブの

下で、大学をはじめとする公的研究機関等を核とし、地域内外から企業等も参画して構成

される技術革新システムの推奨や、経済産業省による「産業クラスター」事業が近年進め

られている。 

第3項 フィンランド・オウル市の例１８ 

ここでは、国家主導型イノベーション体系によって大きく経済成長することができたフ

ィンランドのオウル市の例を取り上げる。産業集積と新産業創出、イノベーションにより、

雇用の創出と他分野への波及効果を示すことがあげられる。 

オウル市でクラスター形成が取り組まれた背景には、フィンランドは木材と鉄鉱資源の

天然資源に恵まれており、1970 年頃までは木材加工や紙パルプ等といった木材関連産業

や機械・金属産業が主要な産業となっていった。しかし、その主産業の国際競争力は徐々

に低下していき、さらに追い討ちをかけるように 1990 年代初頭には欧州全体が景気低迷

に陥った。フィンランドでは 1978 年までは大学研究者と民間企業との共同研究、いわゆ

                                                      
１８ ｢中部地域における産業空洞化問題に関する調査研究～国際競争力の強化に向けて～｣ 財団法人中

部産業活性化センター政策（73 ページ）より引用 
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る産学連携が禁止されており、この時点では必ずしも大学の研究成果が事業化・商品化さ

れていなかったが、1990 年代初頭の景気低迷を契機に、フィンランド政府が主導して大

学等の研究開発機能を活用した産学官連携の強化に取り組み、産業構造の変革が進められ

た。この結果、ノキア社にみられるように、モバイルテクノロジーを中心とした通信関係

のハイテク産業が創出された。さらに近年は、国の専門技術センタープログラムによる重

点振興分野の選択・育成や EU 内の大学連合を活用したマーケティングの実施等により、

IT 技術に関連したバイオテクノロジー産業やミクロ電子産業の集積も図られている。 

 ここでオウル市における人口の増減を見てみると、近年、高い伸び率を示していること

が分かる。 

 

図 23 オウル市の人口数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：オウル市公式 HP内「Population and Area」より作成 

 

オウル市における 1990 年までの取り組みは、木材関連産業に次ぐ新産業を創出する取

り組みを行ったステージで、エレクトロニクスやバイオテクノロジーを次世代技術と位置

づけ、1958 年に設立されたオウル大学を中心とした産学官連携による技術移転やベンチ

ャーによる起業家化を促し、これらの次世代技術の産業集積を行った時期である。1974

年には国の応用研究機関である「国立技術研究センター（VTT）」のオウル技術センター

が大学に隣接して設置された。ここでは企業化につながる応用研究を行っており、大学と

同様、研究者の成果を商品化へと結びつける役割を果たしている。1982 年にはオウル大

学と VTT を核として、「オウルテクノポリス」が整備された。これは、エレクトロニクス

産業、IT 産業等のベンチャー企業を支援するため、スカンジナビアで初めて設置されたサ

イエンスパークであり、現在、ノキア社のモバイル・テレコミュニケーションの各研究所

からベンチャー企業にいたるまで約 140 社のハイテク産業が集積し、約 3500 人が就業し

ている。 

 これらの拠点整備とともに、国・地域支援機関による研究開発や起業化のための支援強

化、オウル大学を中心とした産学官連携による技術移転促進がなされ、オウルは IT 産業

先進地としての基盤を築いていった。1990 年以降の取り組みとしては、政府が国内各地

域の重点振興産業分野の選択・育成を行うこととし、1994 年に「CoE プログラム」の取

り組みを始めた。これは産業集積のメリットを活かしながら、さらに進化・発展した産業

分野の集積を目指したものであり、例としてはモバイルテクノロジーを基軸とした情報産

業、医療技術、バイオテクノロジー分野があげられる。また、CoE プログラムにより、
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オウルは地域産業育成に関するアイデンティティを鮮明にでき、明確なターゲットに集中

して効果的な施策や産学官連携を行っている。 

 オウル大学では、大学側主体で何かの技術開発が行われた場合は、それを商業化するた

めに、テクノポリス内に 1994 年に設立されたオウルテック(インキュベーター)が大学と

企業の仲介を行い、実用化に先駆けて締結させている。また、EU 内の大学連合を構築し、

そのネットワークを活用して技術移転の分業体制を敷いている。これはオウルのモバイル

テクノロジーやバイオテクノロジー技術はEU全体でマーケティングを行っていることに

等しい。 

 オウル地域では新たな産学官連携を構築しており、ここではメディポリスを取りあげ

る。1990 年に設立された医療関連産業機関部門のサイエンスパークである。現在、医療

技術、医療ソフト、診断機器、バイオ関連企業の 57 社が入居し、約 500 人が働いている。

これは資金調達に問題を抱えるバイオベンチャー企業にとって、当地が行う研究室・実験

室や研究機関等の提供は効果的である。 

 また、2000 年から 2003 年を期間として、現在「i WELL」プロジェクトでは、ハイテ

クベースの福祉機器の研究開発に資金を投下し、それらの国際的起業を支援するために推

進されている。 

以上のオウルの事例から、国・市がオウルサイエンスパークを中心として集中的な支援

を行い、産学官結合と評されるほど強いネットワークを構築した点に特徴がある。そして

そのような集積がイノベーションを生み出し付加価値の高いものを作り上げてきた。した

がってイノベーションを起こすクラスター形成の位置を認識できる。 

第3節  まとめ 
 グローバル化、情報革命、交通革命による地域間の障壁の希薄化が進んだ近年であって

も、イノベーションを起こす際に重要なキーとなる専門化の進んだスキルや知識、レベル

の高い顧客情報のような先進的な要素は地理的な制約により流動性が低く、ロケーション

は今もなお重要な戦略問題として存在する。このことから産業クラスターの形成はイノベ

ーションを促進するための環境を作る手段となることがわかる。 

以上の観点から我々は産業クラスター形成を高付加価値品創出の手段として選択する。 
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第4章  クラスター分析 

第1節 はじめに 
 

以上の章で述べたように、我々は高付加価値品の創出を第一の目標とし、それにより国

内での買い替え需要に対応する手段として次世代自動車産業クラスターの形成を提案す

る。 

そして我々は次世代自動車産業クラスターの形成拠点として、次世代自動車産業に密接

な関係のある自動車産業の発達している東海地域、そして同じく電池産業の発達している

関西地域を選択する。 

本章では、東海地域と関西地域の現状、そして我々が東海地域、関西地域を次世代自動

車産業クラスター形成の拠点として選択するに至った背景を詳しく述べていく。 

第2節 東海地域に目を向ける 

第1項 東海地域の現状 

本項では東海地域の現状を述べていく。 

図 24 は、東海地域の中でも特に自動車産業が発達している愛知県の業種別製造品出荷

額等である。第 1 章でも輸送機械産業の GDP 増加率に対する寄与度が高いことを述べた

が、この輸送機械産業の中核となっているのが製造業出荷額 33 年連続 1 位である愛知県

を中心とした東海地域である。 

図 24 からも愛知県の業種別製造品出荷額等の割合にこういった現状が反映されている

ことを読み取ることが出来る。 
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図 24 業種別製造品出荷額等(平成 21年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：愛知県県民生活部統計課「平成 21年あいちの工業」より引用 

 

次に、既存の自動車本体を構築する各部品の構成比、そして各部品の地域別製造シェア

の現状を占めす。 

図 25 から、エンジン部品、その他部品、車体部品と懸架・制動部品、駆動・伝達及び

操縦部品の順に自動車本体の構成比が高いことがわかる。 

 

図 25 ガソリン車の部品構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：中部経済産業局 「2つの危機の影響と中部経済圏の将来像」より作成 

 

また、図 26 から、エンジン部品、内燃機関電装品、懸架・制動部品、駆動・伝達及び操

縦部品、その他部品、シャシー及び車体部品のいずれにおいても東海地域が高いシェアを

占めていることがわかる。 
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図 26 自動車部品の地域別シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：第 26 回国際学術シンポジウム（名古屋大学シンポジオンホール）中部経済産

業局講演資料「２つの危機の影響と中部経済圏の将来像」より作成 

 

また、具体的に東海地域に存在する自動車関連企業に着目すると、トヨタ自動車、本田

技研工業、三菱自動車などの完成車メーカーの他に、アイシン精機、デンソーなどが愛知

県三河地域を中心に分布している。そして同様に東海地域の自動車産業の周辺産業に着目

すると、図 27 から見てとれるように、金属製品・加工、化学、機械、ファインセラミッ

ク、電気・電子、IT 産業が存在し、自動車産業向けを中心とした多様な産業に生産財・サ

ービスを供給している。 

これらの産業のうち、金属製品・加工、化学、機械、ファインセラミックは域内完結型

のクラスターであるのに対して、電気・電子、IT 産業はその中心が関西・東海にあり、東

海地域の域外にあり、東海地域のモノづくり産業クラスターは域外、と広域的につながる

傾向が強い。また、グリーンモビリティ連携研究センターを持つなど自動車産業関連の研

究に強みを持つ名古屋大学や、名古屋工業大学など大学研究機関も存在する。 

このような現状から、愛知県を中心として東海地域にはトヨタ自動車を筆頭に巨大な自動

車産業クラスターが存在することがわかる。 
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図 27 東海における産業分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所:中部大学「東海地域の産業クラスターと発展の課題」より作成 

 

図 28 愛知県の産業構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：筆者作成 

第2項 東海地域における課題点 

次世代自動車の普及に伴い内燃機関とその周辺部品の占める割合が減尐する一方で、自

動車の電動化に必要となる部品が増加していく。このため、今後必要となるのが蓄電池、

 

 

現状の愛知県のクラスターは『ヒエラルキー（ピラミッド）型クラスター』 

トヨタ
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電気駆動・制御系、の技術である。しかし、東海地域においては電池、そして電池周辺産

業が未発達であり(図 24)、電池産業、自動車産業間の情報のフィードバックを効率的に図

ることが難しい。また、既存の自動車産業は地域完結型であり、トヨタを代表とする自動

車クラスターにも見られるように、産業内における企業間の縦の関係が強く、異産業間、

つまり横の連携が弱い。イノベーションを起こす際には横の連携もその要素として貢献す

るため、この点が現在の東海地域において不足していると考えられる。 

第3項 まとめ 

第 2章第 1節第 2 項でも述べたが、今後次世代自動車市場において主流となるのは HV・

PHVであるとの見通しであり、HV.PHVに関しては既存の自動車部品に加え蓄電池、モータ

ーなどハイブリッド関連の部品から車体本体が構築されているため、既存の自動車産業で

培った基盤をそのまま流用できる。 

また、電池の搭載に伴い車体本体の総重量が増加するため、ボディ、内装部品、基幹部

品、電装部品、ワイヤーハーネスなどあらゆる部品・部材の軽量化が今後の課題となるが、

軽量化・軽量部材の分野は、既に当地域の部品部材メーカー、加工メーカー等で積極的な

取り組みが展開されているように、東海地域の製造業にとって得意分野である。１９ 

加えて電気駆動・制御系においては、中部地域は既存のガソリン自動車の電子化を通じ

て技術蓄積を重ねた電装品メーカー、車載組み込みソフトウェア業の集積があり、次世代

自動車においてもそれらの蓄積した技術は十分に活かせると考える。２０ 

上記のように東海地域は次世代自動車生産に関わる部品や技術の分野において強みを

持っており、次世代自動車産業の拠点の構成員として適していると我々は考えた。 

 

                                                      
１９ 「車の未来と裾野の広がりを考える懇親会」より 
２０ 「車の未来と裾野の広がりを考える懇親会」より 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 35 

第3節 関西地域に目を向ける 

第1項 関西地域の現状 

本項では関西地域の現状について述べていく。 

図 29 を見ると、東海地域が輸送機械産業への依存度が高い産業構造である状況に対し

て、関西地域はバランスのとれた産業構造であるといえる。 

また、関西地域においてリチウムイオン電池産業の属する電気機械器具産業の業種別出

荷額は 8％となっており、東海地域における自動車産業の属する輸送機器産業の業種別出

荷額割合と比較すると低い。 

また、関西地域においては、1996 年から 2006 年にかけて地域別 GDP 成長率が-6％と

なっており、地域別 GDP 成長率が 5％である東海地域２１と比較すると状況は芳しくない。 

 

図 29 関西地域の製造業業種別出荷額割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：経済産業省「2005年工業統計」より作成 

 

しかし、図 30 からも見て取れるように関西地域のリチウムイオン電池産業の国内市場

では 81%、世界市場におけるシェアは 23%となっており、さらに環境・エネルギー産業

を担う関連企業が、大阪・関西圏、特に大阪湾岸を中心に集積しており、大阪湾岸を中心

として相次いで電池の生産拠点が建設、または計画されていることから２２関西は世界の電

池工場へと変貌を遂げつつある。 

この背景には、電機機械・電池メーカー各社の本社・研究機関の立地、大学・研究人材

の充実、さらに高速道路や鉄道、港湾、空港等交通インフラ網の拡充等に加え、これら生

産拠点を支える部材や装置といった高度部材企業の存在が強みとして挙げられ、こういっ

た要素から成り立つ電池産業のクラスターが関西地域に存在することが分かる。 

                                                      
２１ 経済産業省 「日本の産業をめぐる現状と課題」より 
２２ INVEST OSAKA より 
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図 30 リチウムイオン電池の国内・世界市場における関西地域のシェア    

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：産業情報調査会調べ、経済産業省統計、近畿経済産業局統計より作成  

 

第2項 リチウムイオン電池産業の現状と見通し 

リチウムイオン電池は 1980 年代に日本人研究者が原理を発明し、91 年にソニーが世界

で初めて実用化した商品である。そして 2000 年以降、リチウムイオン電池の世界市場に

おいて三洋電機がトップシェアを堅持してきた。しかし、図 31 から 2010 には三洋電機

がサムスン SDI に追いつかれるなど、日本企業がシェアを縮小し韓国企業がシェアを拡大

していることがわかる。 

今後も三洋電機がパナソニックとの統合に伴い事業展開が足踏みし、当事業が赤字となる

中、サムスン SDI はさらなる増産を予定するなど、三洋電機のシェアはサムスン SDI の

シェアを下回り、両者の差は拡大する見通しである。その背景には、両国の通貨の為替レ

ートを起因とする価格競争の激化があり、日本の電池産業は付加価値の高い製品での差別

化を強いられることになった。また、現在の主要用途であるノート PC、携帯電話など情

報機器向け市場はすでに成熟期を迎えており、市場価格は年間で 2～3 割程度下落する見

通しである。２３ 

 このような環境下で、家庭用蓄電池と並んで期待値が高まっているのが、次世代自動車

用の電池である。図 32 から世界のリチウム電池市場では、2010 年を基点に車載用電池の

シェアが拡大し、2020 年には 35%にまで拡大する見通しであり、この分野への期待は大

きい。 

 

                                                      
２３  大和証券 CM データ p33 より 
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図 31 世界のリチウムイオン電池市場におけるメーカー別シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：会社四季報「業界地図 2012年版」より作成  

 

 

図 32 世界のリチウムイオン電池市場見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：大和証券「ダイワが選ぶ最新株式テーマ」より引用 
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第3項 まとめ 

次世代自動車産業を構成する産業として電池産業が自動車産業と同様に重要である。 

そのため我々は東海地域と同様電池産業のクラスターが存在し、東海地域との物理的距

離が近く、リチウム電池の国内市場において 81%、世界市場において 23％のシェアを持

つ関西地域は次世代自動車産業クラスター形成の拠点の構成員として適していると考え

る。 
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第5章  一大クラスター構想 

第1節 一大クラスター構想 

第1項 二つのクラスターを結びつける背景 

第 2 章第 2 節第 3 項でも述べたが、次世代自動車産業への取り組みは国内のみならず海

外でも行われており、開発においても世界中の自動車メーカーが力を注いでいるなど、現

在世界では次世代自動車産業界をリードするために熾烈な競争が繰り広げられている。そ

のため、開発のスピード、効率といった要素が重要になってくるが、自動車産業が既存す

る東海地域に電池産業を、電池産業が既存する関西地域に自動車産業を発達させ個々に自

己完結型クラスターを形成するのではなく、両者がお互いに連携し既存産業の技術、ノウ

ハウを共有しながら一大クラスターを形成することが最善策だと我々は考える。 

第2項 一大クラスターによる効果 

次世代自動車産業クラスターを形成する上で、東海地域の自動車産業と関西地域の電池

産業が協力するにあたって、次のような効果がある。 

まず一つ目に二つの産業集積の距離が近いことで情報のフィードバックが迅速に行え

ることである。 名古屋と大阪の直線距離は 138 ㎞であり、国内外の他の都市圏を結ぶ距

離と比較しても小さい。また、新幹線、高速道路が整備されているというインフラ面も強

みである。こうした地理的メリットは、今後東海地域の自動車産業が次世代自動車に新た

に必要とされる部品を研究・開発していく上で、関西地域の電池産業の情報をより早く入

手することを可能にすると考えられる。このことについては第 3 章第 2 節第 1 項でも、「知

識経済における投入資源、情報、技術はグローバル化によってどこからでも入手できるが、

専門化の進んだスキルや知識、レベルの高い顧客情報のような先進的な要素は地理的な制

約のもとに残され、ロケーションは今もなお重要な戦略問題として存在している。そして

こういった知識ベースの生産要素こそがイノベーションに不可欠であると考えている。」

と述べているように、関西地域で進む電池産業の高度な技術が、次世代自動車の新たな部

品開発により効率的に適応できると考える。 

さらに、関西地域における電池産業の市場として東海地域の自動車産業を、東海地域の

自動車産業の市場として、関西地域の電池産業を捉えると、片方の産業が発達し、市場が

拡大することでもう一方の産業も発達し、市場が拡大する。 

こういったプロセスを繰り返すことや、他地域からの新たな人材や知識が入り込むこと

で相乗効果を生み出し、その過程で産業内の競争が活発することから、イノベーションの

誘発、そして両地域の産業発展を誘発する。 
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結果次世代自動車産業全体としての迅速な発展をもたらすと考えられ、そしてこうした

次世代自動車産業の発展が国際的な次世代自動車産業のリーダーとしての地位を日本が

得ることに繋がる。 

また、自動車産業に着目すると、特定の地域内のみで完結している産業クラスターに起

こる知的ロックイン効果２４の予防という効果もある。 

幾度も述べてきたが、東海地方にはトヨタを核とした自動車産業クラスターが存在して

おり、域内の製造業における自動車産業の割合からもわかるように自動車産業に特化し、

半ば依存に近い形をとりつつ競争力を維持してきた。 

しかし海外の自動車メーカーの追い上げが背景にある現状で知的ロックイン効果が起

こってしまえば、東海地域の自動車産業がこれまで培ってきた競争力を維持し続けるのは

難しく、こういった状況を招かないためにも他地域の産業クラスターとの連携や人の交流

を行っていくことが必要だと考えられる。 

 そして電池産業に着目すると、リチウムイオン電池が半導体、液晶の二の舞になるのを

避けるため、経済産業省と大企業が一体となり、競争優位獲得に全力を注いでいる。この

ような動きは、企業は企業間連携や共同出資会社により積極的に進めているが、地域間の

連携は未だに見受けられない。このような課題の下、政策提言を進めていく。 

 

 

 

 

  

                                                      
２４過去に成功した地域がその成功体験に縛られることで、新たな考え方が生まれづらくなる状態に陥っ

てしまうこと 
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第6章  政策提言 

第1節 本章の目的 
前章までで次世代自動車産業クラスターを形成する理由、そして関西地域における電池

産業クラスターと東海地域の部品や車体といったその他のクラスターをまとめて一大次

世代自動車産業クラスターを形成する理由を述べた。 

我々は一大次世代自動車産業クラスターを形成する際に東海地域と関西地域を結び付

ける手段として、クラスターの統括機関の設置を提言する。 

本章ではこの統括機関の役割、そもそも機関とは何か、機関を設置する事によって将来

的に何がもたらされるのかといったテーマを TAMA 協会の例を交えて述べる。 

第2節 政策提言：機関の設置 
 

統括機関を設置する背景として、世界的に取り組みが活発な次世代自動車産業をリード

するための迅速な開発が必要であること、そしてそのためには電池、自動車産業間の協力

が必要不可欠であること、また、これまで東海地域と関西地域はそれぞれ域内での結びつ

きが強く、大手企業同士の連携はあるものの、地域全体としての交流が活発でなかったこ

とがある。 

そういった現状から我々はより広域的な交流をしていく必要性があると考え、この 2 地

域間の結びつきを深め、情報の共有を促すことを目的にこの機関の設立を提言する。 

しかしこれまで連携があまり行われてこなかった地域を結ぶ上では、お互いの地域の利

益追求が求められる。したがってどちらかの利益に偏らない相互利益を目的とする機関で

なければならない。このような前提のもと、我々はこの機関の主な構成員を各地域から選

出する。 

 

この機関をより機能的にするために、その地域に根差した企業の構成員を含む各地域の

経済連合会や、各地域の大学、コンサルティング会社、消費者団体等を考える。 

これらの構成員を選択した理由を次に述べる。 

地域の経済連合会を選択した理由としては地域の経済連合会が機関の一部となること

で、大企業から中小企業のニーズを把握することができること、両地域の技術情報を共有

し、他地域のさらなる技術発展につながることが望めることが挙げられる。 

また、経済連合会に含まれている金融機関、企業間の情報の共有により、効率的な資金

の循環が可能となることもある。 

そしてコンサルティング会社を選択した理由としては構成組織同士のマッチングをよ

り円滑にするためのコンサルティングとしての役割を果たすことがある。 
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さらに消費者団体の場合はこの機関の構成員となることで消費者ニーズに沿った研究

開発も可能になるという理由がある。 

また両地域内の大学を選択した理由としては、これらを組み込むことにより、地域間産

学連携を行うことができるといったことがある。 

また、地域間産学連携の推進により高度な知識や研究成果を製品開発に適応でき、イノ

ベーションが生まれやすい環境が生まれるのではないかと我々は考える。 

一大クラスターの中の統括機関の位置関係を示すモデル図は図 33 の通りである。 

図で示した各地域の経済産業局と政府は、監視、助言等により地元企業を支援する。 

したがって、各経済産業局は、プロジェクトの内容やそれに伴う補助金の請求など産業側

の思惑をまとめ、政府に通達するだけの機関であり、これら公的な機関は補佐的な役割を

果たすもの、と位置づけする。 

こうした構成員からなる組織により個々の連携が促進されることで、イノベーションを

産業、消費者ニーズと結び付け高付加価値製品が創出されやすくなると我々は考える。 

また、統括機関の役割は具体的な方法と絡めて後に詳しく説明する。 

 

図 33 関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：筆者作成 
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第3節 TAMA 協会の例 
 

クラスター形成を推進する機関として、日本の産業クラスター形成の参考例として多摩地域

における例を「日本の産業クラスター戦略」２５を参考にして述べる。 

多摩地域にはかねてから NEC や東芝、富士通、日立製作所、カシオ、日野自動車、オリンパ

スといった大企業の有力生産工場や研究所に加え、理工系大学、中小企業がもとから多数集ま

っていが、企業間の連携は大手企業と下請け企業がほとんどで、製品開発を目的とした中小企

業同士の連携は尐なかった。産学連携も消極的で、集積しているという地域のクラスターとし

てのポテンシャルを活かしきれていなかった。 

そこで、クラスターのポテンシャルに目を付けた産学官 3 分野のメンバーがクラスター推進の

ための自主的な組織の設立を目指し、TAMA 準備会を 1997 年に発足した。これが TAMA ク

ラスター形成の大きなきっかけとなった。 

TAMA 協会の目的は、中小企業間の連携や大学との連携だけでなく、大企業と中小企業の連携

推進によって、眠っている技術シーズの発掘し、世界に通用する企業群の育成を目指すことで

ある。このような目的意識を持った TAMA 協会は多くの新規事業を立ち上げる目的で、TAMA

にある企業がどのような技術シーズ、市場ニーズをもつかを開示する TAMA WEB という会員

向け情報ネットワークを作ったり、中小中堅と大企業、大学や研究所の人々が気軽に交流でき

る月 1 回のインフォーマルな会合や、新しいビジネスや製品のアイディアを中小企業やベンチ

ャーが VC に発表するビジネスプランコンテストを行ったりしている。さらには中小、大企業、

大学、研究所が共同で技術開発をする地域コンソーシアム研究開発事業などの産学連携・企業

間連携を積極的に進める活動も行っている。活動についての詳細は、ベンチャーや中小企業の

新しい技術を審査することや、企業経験者からなる TAMA コーディネーター制度を導入し、

コーディネーターが中心となった専門家チームによる課題解決を図る経営コンサルティング

を行い、共同研究への連携を推進している例もある。また TAMA 協会は知識変換の場として

の機能を持つ。各種開発や施策の経験が豊富なエンジニアや経営の経験を持つ人材が中小企業

のイノベーションや実験を支援することを目的にして、施設や設備を共同利用することで、暗

黙知が形式知へと変換される表出化と、実際に実験をするという内面化が行われる。 

  

このような活動を行う TAMA 協会の運営は、会長に大学教授を置き、企業の役員や地方自治

体や金融機関の職員で構成されている。当初は製造業がほとんどであった会員構成も人材の交

流やマッチングが必要になるにつれ、人材紹介を専門とするサービス業も加え人的資源の連携

を進めたり、中小企業を効率的に募集するために信用金庫などの地域の金融機関も会員に加え

たりしている。大企業が加わることで技術開発から販売までというバリューチェーン全体を見

通した活動が可能となる。また集中的な資金の投入を行う官の役割も大きい。 

 産学官各分野のリーダーの起用をすることで、どれかに偏りがちにならないバランスのとれ

た推進機関となっていることが大きな特徴だ。TAMA 協会の強みは、成員開発企業にターゲッ

トを決め絞りこんだ努力をした点、自ら全てをやろうとせずに、地域の金融機関、人材紹介会

社、大企業など周囲の機関と柔軟に連携し、それぞれの強みや資産を生かした活動を進めてき

た点、産学官分野のリーダーでクラスター開発のチャンピオンの役目をする人材に恵まれてい

る点が挙げられている。 

こうした TAMA 協会の例を参考に次項以降で一大次世代自動車産業クラスタ－内における統

括機関の役割を示す。 

                                                      
２５ 石倉洋子・藤田昌久・前田昇・金井一賴・山崎朗『日本の産業クラスター戦略～地域における競争優

位の確立～』 有斐閣 
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第4節 機関の役割 

第1項 情報交換の場の提供 

ここでの情報交換は勿論、東海地域の企業・大学と、関西地域の企業・大学を中心に全て

の構成員によって行われる。その場合、各地域の企業を熟知している連合会が中心的な役

割を果たす。 

また地理的メリットを活用し、TAMA 協会を参考に頻度は月 1 回程度とする。企業から

詳細な情報、ニーズを積極的に発信することで、大企業・組織のみならず、中小企業にも

参入が容易となる場とするべきである。その理由は、企業間連携ではなく地域間連携にす

ることで、競争環境を生み出すためである。 

それにより、次世代自動車に応用可能な技術を持つ企業を早期に把握、採用し、イノベ

ーションの促進やコストダウンをもたらすことができる。また、特有の技術を持っていな

がらも活用、受注先に苦心している企業には、マッチングと多角化への斡旋がビジネスの

拡大に直結する。これは、企業のみならず、大学などの多分野から多面的な情報を交換す

ることで、活性化できる。これにより、次世代自動車で増加する部品だけでなく、減尐す

る部品を製造するメーカーにも活路を見出すことができる。マッチングを政府に報告し

て、実現可能性が高いとみなしたら、補助金を給付する。このシステムを通じてマッチン

グによるイノベーションを行う動機付けをさせ、政府側も良い政策を早期に把握できるメ

リットを享受できる。 

 以上のように、信頼関係構築のための密度の濃い face to face を通じて、第 3 章のクラ

スター適切な「競争」と｢協調｣の均衡を保つことで、円滑な情報交換が行われるのが望ま

しい。そのためにも連携に関する手続きの簡素化が必要となり、これも機関の果たす役割

として考えられる。 

 

第2項 産学連携の強化 

産学連携の強化に関しては、一大クラスター構造の下では、地域を越えた連携を前提と

する。したがって、各地域内での産学連携にとどまらず、東海地域の大学と関西地域の企

業、関西の大学と東海の企業との連携も容易になる。 

 しかし、現状として、産学連携は大企業と有名大学間でのみ行われ、地域完結型が多く、

中小企業も産学連携を望んでいるものの、連携はさほど進んでいない。 

 この産学連携において、前述のミスマッチを解消するために、組織の特徴を活用するこ

とができる。まず、各地域の企業は、地元企業に精通した各経済連合会に産学連携の要請

とニーズを公表する。大学は各研究室の研究内容、実績を統括機関に直接公表する。以上

を踏まえて統括機関を中心とし、中部経済連合会、関西経済連合会がデータ、規模、実現

可能性等を照合して効率的な産学のマッチングを行う。このように、政府等からの要請で

はなく企業、大学から精力的にニーズを提供することで、実現可能性と将来性を両立させ

た研究開発が可能となる。 

これにより、イノベーションが期待できる。とりわけ、「自動車」と｢電池｣を組み合わ

せることで高付加価値製品となる次世代自動車には好都合な環境である。さらに今後、ス

マートグリット等のシステムの一部へと発展を遂げれば、当分野への更なる参入、連携が

見込まれる。 

また、産学連携において、切り離せない課題は「人材育成」である。 
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人材育成の具体的な手段として、大学生を対象に単位認定の長期インターンシップを一

大クラスター内に導入し、連携先に派遣し積極的な人材交流・交換を進める方法や、一大

クラスター内の企業の方が同じくクラスター内の研究室に直接出向いた共同研究などの

積極的な導入を提案する。 

第3項 機関への期待 

本項では、統括機関の導入、そしてその役割が果たされることによる影響を踏まえ我々の抱

く機関への期待を短・中期、長期に分割して述べていく。 

短・中期的には情報共有、産学連携の強化により電池、自動車両産業間でイノベーションが

創出される。そしてそれに伴い次世代自動車の増産と性能改善が期待できる。これは我々が問

題意識として述べたが、自動車産業において強みを持つ、といった面をカバーする。より高付

加価値な次世代自動車を製造することが、将来的な市場が広がると予測される海外市場での優

位性を確保できるからである。また国内では、次世代自動車の増産が可能となりコスト低下が

見込まれることで、経済的な面での消費者のニーズに応えることができる。そして、統括機関

を中心としたイノベーションによりクラスター内で充電設備などの環境を開発することで、消

費者の次世代自動車に対する購入意欲は高まる。このように我々は自動車販売台数が飽和状態

の国内において買い替え需要の取り込みを期待できると考える。 

長期的には、次世代自動車産業がスマートグリッド関連産業とロボット産業へと波及効果を

もたらすことが期待される。スマートグリッドでは次世代自動車を「移動手段」のみならず、

システムの一部に組み込むことができる。さらに、住宅業界、太陽電池、蓄電池、電力会社な

ど多業種にわたって恩恵がもたらされる。ロボット業界へと波及する効果としては、自動車メ

ーカーによる組み立てや溶接工程で使う産業ロボットで培った知見や、車体の制御技術が流用

でき、ロボットとの親和性は高い。ロボット産業の将来性を垣間見せた事象として、福島第一

原子力発電所に災害対応ロボットを投入し、人間が立ち入り不可能な危険地域において活躍し

たことは記憶に新しい。また、日常生活においても、人口の減尐や介護需要の増加に伴い、産

業用ロボットを含めた国内市場は 10 年の 1 兆円程度から 35 年には 10 兆円規模になると経済

産業省は見込んでいる。 

また、我々は将来的にその一大クラスター構造が発展することによりクラスター内に外

資企業を誘致、進出させ、海外特有の技術を取り入れることで「外圧的」競争環境、協力

関係から、イノベーションがもたらされるといったビジョンも抱いている。その誘致のた

めには、両経済連合会に海外支部を設置して、クラスター内の宣伝、マッチング支援をす

ることが必要となる。それにとどまらず、海外拠点同士の連携、海外拠点大学との連携を

通じて、一大クラスターを「知の拠点」とし、クラスター形成区域全体が国際都市的存在

となる可能性も秘めている。 

以上のように短・中期的には、自動車業界と電池業界のみが恩恵を享受しているように見え

るが、長期的に見ると波及効果は多分野に至る。 

そのため、経済連合会を組み入れ、多業種にわたって早期に参加してもらうことで、長期的

な展望が明確となってくる。クラスターの核となる統括機関の役割によって、次世代自動車に

よる自動車産業の新たな成長へとつながり、ひいては日本のさらなる成長へとつながるだろ

う。 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 46 

第5節 課題 
 

マッチングに対する政府補助金に対するデメリットが存在する。まず、政府が短期的な

利益を追求して採算の見込める事業にのみ補助する場合である。これは将来性のある事業

を見逃し、企業全体も目先の利益追求へ奔走する。結果としてイノベーションが起きにく

い環境を作る危険性も孕んでいる。したがって、ここでは具体的な予算額は不明だが慎重

かつ大胆な援助が必要となるであろう。 

 さらに、運営に関しての問題点もいくつか考えられる。まずは、地元志向の強い企業が

相手地域との連携を拒否する場合である。経済産業省が進めている産業クラスター計画は

各地方経済産業局を結節点として地方ブロック単位でプロジェクトを展開しており、今後

は柔軟な対応が必要となるからだ。次に、情報開示の程度等の知的所有権との兼ね合いで

ある。これは情報の過度な開示は知的所有権の侵害につながり、開示の程度が尐ないとマ

ッチングは困難となる。また、企業規模の大小にとらわれない平等な開示が求められ、機

関が中小企業の過度な開示を保護する態勢の構築も必要となる。 
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図２ 日本、BRICSの GDP成長率の推移 

IMF『World Economic Outlook(2011年 4月版)』より作成 

http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/weo/2011/04/index.htm(2011/9/25) 

 

図３ GDP増減率に対する寄与度 

内閣府『平成 21年度年次経済財政報告書』より引用 

http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je09/09.html(2011/10/10) 

 

図４ GDP伸び率(00 年→07年)に対する自動車の寄与度 

資料出所：経済産業省『日本の産業をめぐる現状と課題』より引用 

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100225a06j.pdf(2011/9

/28) 

 

図５ 輸送機械産業の内訳 

資料出所：経済産業省『最近の中部地域の自動車産業の生産等の動向について(2011年 10

月)』より引用 

http://www.chubu.meti.go.jp/jisedai_jidoushiya/pdf/201108doko.pdf(2011/11/2) 

 

図 34 日本全体の影響力係数上位 10産業 

資料出所：総務省統計局『平成 17年産業連関表 34部門表』『平成 17年産業連関表 108部

門表』より作成 

http://www.stat.go.jp/data/io/005index.htm(2011/10/6) 

 

図７ 産業別就業者割合 

資料出所：総務省統計局『産業別就業者数』より作成 

http://www.stat.go.jp/data/sekai/zuhyou/1203.xls(2011/11/15) 

 

図８ 車種別の自動車保有台数の推移 

資料出所：自動車検査登録情報協会『自動車保有台数推移表』より引用 

http://www.airia.or.jp/number/pdf/03_1.pdf(2011/10/17) 
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図９ 国内の自動車販売台数の推移 

資料出所：日本自動車工業会『自動車統計月報 2000年 1月号～2010年 1月号』より作成 

http://www.jama.or.jp/stats/m_report/index.html(2011/11/10) 

 

図 10 メーカー別総生産台数 

資料出所：OICA『production statistics』より作成 

http://oica.net/wp-content/uploads/2007/06/worldranking2000.pdf(2011/11/11) 

http://oica.net/wp-content/uploads/ranking-2009.pdf(2011/11/11) 

 

図 11 国別自動車販売台数推移 

資料出所：九州経済産業局『世界の自動車産業の現状』より引用 

http://www.kyushu.meti.go.jp/report/0903_car/01.pdf(2011/11/10) 

 

図 12 世界自動車生産台数と日本車のシェアの推移 

資料出所：経済産業省『日本の産業を巡る現状と課題』より引用 

http://www.meti.go.jp-committee-materials2-downloadfiles-g100225a06j.pdf(2011/1

1/15) 

 

図 13 電気自動車保有台数と生産台数 

資料出所：一般社団法人次世代自動車振興センター『電気自動車等保有・生産・販売台数

統計』より作成 

http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/data/index.html(2011/10/20) 

 

図 14 ハイブリッド自動車保有台数と生産台数 

資料出所：一般社団法人次世代自動車振興センター『電気自動車等保有・生産・販売台数

統計』作成 

http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/data/index.html(2011/10/20) 

 

図 15 普通・急速充電設置密度 

資料出所：次世代ものづくり基盤技術産業展(ポートメッセなごや) 

日産自動車株式会社講演資料『電気自動車が作り出す未来 2011/8/11』より引用

(2011/10/21) 

 

図 16 世界市場における次世代自動車販売台数の推移 

資料出所：野村総合研究所 2010年『2020年までのエコカー販売市場を展望』より作成 

http://www.nri.co.jp/news/2010/100315.html(2011/9/25) 

 

図 17 世界のエネルギー資源可採年数 2008年 

資料出所：経済産業省資源エネルギー庁『世界のエネルギー消費と供給』より作成 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/energy-in-japan/energy2010html/world/index.

htm(2011/10/28) 

 

図 18 国別エネルギー自給率 

資料出所：IEA『Key World Energy STATISTICS 2011』より作成 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/key_world_energy_stats.pdf(2011/11/

9) 

http://www.jama.or.jp/stats/m_report/index.html
http://oica.net/wp-content/uploads/2007/06/worldranking2000.pdf
http://oica.net/wp-content/uploads/ranking-2009.pdf
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http://www.nri.co.jp/news/2010/100315.html
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/energy-in-japan/energy2010html/world/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/energy-in-japan/energy2010html/world/index.htm
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/key_world_energy_stats.pdf
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図 19 石油の主な消費分野 2005年 

資料出所：資源エネルギー庁『資源・エネルギー統計年報(平成 17年)』 

http://www.jogmec.go.jp/recommend_library/using_oil/index.html(2011/11/7) 

 

図 20 各部門における CO2排出量割合 2009年 

資料出所：独立法人国立環境研究所『2009年度(平成 21年度)の温室効果ガス排出量(確定

値)について』より作成 

http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20110426/about.pdf(2011/10/10) 

 

図 21 運輸部門における CO2排出量割合 2009 年 

資料出所：エコドライブ普及推進協議会『運輸部門別二酸化炭素排出割合(輸送機関

別)2009年度』より作成 

http://www.ecodrive.jp/eco_kankyo.html(2011/11/11) 

 

図 22 新車の CO2排出量比 

資料出所：次世代ものづくり基盤技術産業展(ポートメッセなごや） 

日産自動車株式会社講演資料『電気自動車が作り出す未来 2011/8/11』より引用

(2011/10/21) 

 

図 23 オウル市の人口数の推移 

資料出所：オウル市公式 HP内『Population and Area』より作成 

http://www.ouka.fi/english/general/informationaboutoulu/population.htm(2011/11/

1) 

 

図 24 業種別製造品出荷額等(平成 21年) 

資料出所：愛知県県民生活部統計課『平成 21年あいちの工業』より引用 

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000037/37510/21kogyo.pdf(2011/9/28) 

 

図 25 ガソリン車の部品構成比 

資料出所：第 26回国際学術シンポジウム（名古屋大学シンポジオンホール） 

中部経済産業局講演資料『２つの危機の影響と中部経済圏の将来像』より作成

(2011/10/28) 

 

図 26 自動車部品の地域別シェア 

資料出所：第 26回国際学術シンポジウム（名古屋大学シンポジオンホール） 

中部経済産業局講演資料『２つの危機の影響と中部経済圏の将来像』より作成

(2011/10/28) 

 

図 27 東海における産業分布図 

資料出所：中部大学『東海地域の産業クラスターと発展の課題』より作成 

http://sanken.bais.chubu.ac.jp/project/2005_1.PDF(2011/9/25) 

 

図 28 愛知県の産業構造 

資料出所：筆者作成(2011/11/3） 

 

図 29 関西地域の製造業業種別出荷額割合 

http://www.jogmec.go.jp/recommend_library/using_oil/index.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20110426/about.pdf
http://www.ecodrive.jp/eco_kankyo.html
http://www.ouka.fi/english/general/informationaboutoulu/population.htm
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000037/37510/21kogyo.pdf
http://sanken.bais.chubu.ac.jp/project/2005_1.PDF
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資料出所：経済産業省『2005年工業統計』より作成 

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/souhatsu19/report.pdf(2011/11/5) 

 

図 30 リチウムイオン電池の国内・世界市場における関西地域のシェア 

資料出所：産業情報調査会、経済産業省統計、近畿経済産業局統計より作成 

http://www.sangyo-joho.co.jp/2009Lithium_panf.pdf(2011/11/17) 

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g60824b01j.pdf(2011/11/17) 

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/23FY_jyuutensesaku/jyuuten23_data.pdf(2011

/11/17) 

 

図 31 世界のリチウムイオン電池市場におけるメーカー別シェア 

資料出所：会社四季報『業界地図 2012年版』より作成(2011/11/12) 

 

図 32 世界のリチウムイオン電池市場見通し 

資料出所：大和証券『ダイワが選ぶ最新株式テーマ』  

http://www.daiwa.jp/products/pdf/equity/d-select01.pdf(2011/11/7) 

 

図 33 関係図 

資料出所：筆者作成(2011/11/15） 

 

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/souhatsu19/report.pdf
http://www.sangyo-joho.co.jp/2009Lithium_panf.pdf
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g60824b01j.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/23FY_jyuutensesaku/jyuuten23_data.pdf
http://www.daiwa.jp/products/pdf/equity/d-select01.pdf

