
社会保障

林業 海面漁業 事業 従業 出荷 付加 国民年金 生活

産出額 漁獲量 所数 者数 額等 価値額 実収入 消費支出 給付額 保護費

億円 億円 千トン 千ヶ所 千人 千億円 千億円 万円 万円 億円 億円

2007 3,154 31.4 76.4 21.8 876.4 474.8 142.2 53.9 32.4 604 789

2009 2,976 28.7 70.2 19.7 801.5 344.3 87.9 52.7 30.8 506 1,011

2011 2,948 28.5 77.5 19.7 771.2 370.2 108.1 46.6 27.4 408 1,255

2013 3,084 ※26.0 81.0 17.2 789.1 420.0 124.8 59.9 35.2 313 1,317

(出所)愛知県『平成27年度刊愛知県統計年鑑』より作成。(注)※は2012年値。

表１　愛知県の産業と暮らしに関わる主要指標　

年次

農林水産業 鉱工業 　勤労者世帯　

農業
産出額

名古屋市１月当たり

１ はじめに

筆者は、世界経済危機を契機とする愛知の

自治体財政への影響1）、及び世界経済危機

と東日本大震災（以下、「二大危機」と称す）

による自動車産業集積地の課題についてすで

に報告してきた2）。その結論を要約すると、

前者は、愛知県においては行政と地元財界・

企業によって自動車産業特化構造が形成され、

自治体財政が自動車産業依存と法人市民税依

存構造のために、自動車産業の危機が自治体

財政危機に直結したというものであった。後

者は、２大危機により工場間をつなぐ社会的

インフラが切断される時、極度に効率性を重

視した生産システムは極めて脆弱な経済ステ

ムとなったことを指摘した。同時に地域の雇

用情勢からみれば、生産工場の国内・海外移

転は雇用の喪失、空洞化という重大な事態に

直面しているというのであった。

そこで、本稿は、2016年初頭の時点にたっ

て、２大危機以降の愛知を中心とする地域経

済の課題、並びに多国籍企業トヨタの世界戦

略の転換と地元地域経済との関連、を解明す

るものである。

２ 世界経済危機と東日本大震災以降の地域

経済の課題

(1)世界経済危機による自治体財政危機

マイナス傾向を示す産業と暮らしの指標

愛知の産業と暮らしの主要指標の特徴を、

統計からみてみよう（表１）。農林水産業の

産出額等は一様に減少傾向であり、2013年に

至りやや回復している。また、鉱工業の事業
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第Ⅱ部：名古屋大都市圏の構造と経済・社会構造の変化

引き続き、『大都市制度と都市再生研究会』の研究成果を報告しています。今回は「第Ⅱ部：名古

屋大都市圏の構造と経済・社会構造の変化」の中の「世界経済危機・東日本大震災以降の地域経済の

課題とトヨタの動向」「補論：トヨタの「全国化」・グローバル化と地域経済・社会－その研究史総

括－」と「第Ⅲ部：サステイナブル都市再生への選択と政策課題」の「２.都市再生・環境再生の課

題」をお送りします。なお、今まで略称として研究会の名称を「大都市再生プラン研究会」としてい

２－１．世界経済危機・東日本大震災以降の地域経済の課題とトヨタの動向

梅原 浩次郎



07-08年度 07-09年度 07-10年度 07-11年度 07-12年度

決算 構成比 減収率 減収率 減収率 減収率 減収率 決算 構成比 減収額 減収率

22,073 100 4.5 5.4 △ 1.9 △ 2.1 △ 2.8 21,748 100 △ 325 △ 1.5

14,143 64.1 △ 5.1 △ 31.8 △ 34.5 △ 35.9 △ 33.6 9,976 45.9 △ 4,167 △ 29.5

6,304 28.6 △ 12.1 △ 67.1 △ 67.1 △ 67.8 △ 64.8 2,467 11.3 △ 3,837 △ 60.9

法人県民税 1,071 4.9 △ 14.9 △ 63.6 △ 55.4 △ 53.4 △ 49.0 539 2.5 △ 532 △ 49.7

法人事業税 5,233 23.7 △ 11.5 △ 67.8 △ 69.5 △ 70.7 △ 68.1 1,928 8.9 △ 3,305 △ 63.2

2,484 11.3 △ 12.4 119.1 92.2 70.2 75.6 3,933 18.1 1,449 58.3

9,802 100 △ 0.8 5.6 5.6 4.3 3.4 10,330 100 529 5.4

5,165 52.7 △ 0.0 △ 4.4 △ 7.8 △ 5.9 △ 5.7 4,882 47.3 △ 283 △ 5.5

1,072 10.9 △ 6.6 △ 31.8 △ 30.1 △ 31.8 △ 21.6 765 7.4 △ 307 △ 28.6

法人市民税 920 9.4 △ 8.0 △ 37.3 △ 35.4 △ 37.2 △ 25.7 612 5.9 △ 308 △ 33.5

事業所税 152 1.5 1.8 1.7 2.0 0.9 3.2 153 1.5 2 1.2

988 10.1 6.6 16.1 24.1 △ 4.8 △ 13.5 773 7.5 △ 215 △ 21.7

(出典)総務省決算カードより作成。

2007年度税収

愛
知
県

一般会計歳入

県税合計

法人２税

地方債

表２ 愛知県・名古屋市の税収変化
（単位:億円,％）

07-13年度比較

名
古
屋
市

一般会計歳入

市税合計

法人２税

地方債

                                      

区分

輸送機械 機械関連

歳入 市税 法人市民税 対歳入 対市税 市税 法人市民税

98.1 98.1 37,875 22,414 10,187 26.9 45.5 △ 10.6 △ 25.7

90.7 92.8 185,921 129,359 49,137 26.4 38.0 △ 8.1 △ 22.3

47.9 50.9 32,424 22,429 5,197 16.0 23.2 △ 6.1 △ 20.3

61.0 84.5 61,559 35,966 7,720 12.5 21.5 △ 1.2 △ 17.1

58.7 79.8 61,581 39,217 6,212 10.1 15.8 △ 0.8 △ 16.1

82.7 88.7 36,985 21,943 3,044 8.2 13.9 1.6 △ 13.6

市税 法人市民税 市税 法人市民税 市税 法人市民税 市税 法人市民税 市税 法人市民税

△ 42.4 △ 95.5 △ 38.0 △ 90.5 △ 36.2 △ 93.2 △ 38.4 △ 91.3 △ 38.2 △ 91.5

△ 34.9 △ 93.1 △ 33.0 △ 89.4 △ 33.6 △ 89.6 △ 33.8 △ 87.8 △ 32.8 △ 87.8

△ 30.5 △ 87.4 △ 25.7 △ 82.6 △ 26.6 △ 81.5 △ 27.8 △ 80.6 △ 27.6 △ 82.4

△ 15.1 △ 81.2 △ 13.7 △ 72.3 △ 9.2 △ 54.6 △ 7.3 △ 44.1 △ 2.8 △ 30.7

△ 11.0 △ 77.6 △ 10.8 △ 44.5 △ 10.8 △ 50.9 △ 9.0 △ 40.6 △ 4.0 △ 23.3

△ 7.9 △ 77.9 △ 11.5 △ 67.6 29.1 △ 46.6 28.2 △ 42.7 34.8 △ 7.4

表３ 輸送機械･機械関連特化度と税増減率

 都市

2007年特化度(％) 2007年度税収 税増減率

 税収額(百万円) 法人市民税(％)

対製造品出荷額等

07-08年度比(％)

西尾市 

都市

Ａ
群

田原市 

豊田市 

(出典)経済産業省｢工業統計表｣,総務省｢決算カード｣,各市｢決算書｣より筆者作成．
(注) ①Ａ群,Ｂ群の分類は本文参照.②機械関連は,一般機械,電気機械,情報通信,電子部品,輸送機械,精密機械の業種．

Ｂ
群

碧南市 

刈谷市 

安城市 

田原市

豊田市

碧南市

刈谷市

安城市

税増減率

西尾市

07-10年度比(％) 07-11年度比(％) 07-12年度比(％) 07-13年度比(％)07-09年度比(％)

所数、従業者数も激減し、出荷額等は2013年

になりやや復調している。暮らしに関しては、

勤労者世帯の実収入及び消費支出は激減しつ

つ、2013年に回復している。この回復の裏に

は、企業、階層間における格差を見ておく必

要があろう。社会保障支出は、国民年金給付

額が大幅に減少し、この間の生活困難に伴い

生活保護費は激増している。2008年のリーマ

ン・ショックを契機とする世界経済危機によ

る産業と暮らし向きが停滞し、指標のいくつ

かはマイナス傾向を余儀なくさせられている

ことを示している。

世界経済危機と自治体財政危機

2008年と2011年の２大危機は、愛知県下の

製造業と地域社会にも大きな影響を与えた。

住民の福祉の増進を任務とする地方自治体に

とって、その財政危機は深刻であった（表２）。

世界経済危機前のデータが2007年度決算であ

り、これに対する減収率を示している。愛知

県税合計では、2013年度になっても30％もし

くはそれを超える落ち込みであり、従前ほど

に回復していない。2007年当時に、一般会計

歳入に占める県税合計は64％であり、うち法
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人２税はその２分の１に迫っていた。しかし、

法人２税の減収率は2013年度で07年度比60％

に落ち込んだままで、減収額も3千8百億円超

となっている。一方、名古屋市税合計の落ち

込みは2013年度の比較で△5.5％程度である。

市税の中で法人２税の占める割合は10％強と

低い割合であり、この点では県税と比べて大

きな違いがある。それでも法人２税の落ち込

みは３百億円であり、決して小さくはない。

ところでトヨタ関連自治体について、自治

体財政が自動車産業に依存し、産業の危機が

自治体財政に大きな影響を及ぼしている構図

についても報告してきた。その際に、当該都

市にとって自動車産業、もしくは自動車産業

を含む機械関連産業の製造品出荷額等が製造

業全体に占める割合を特化度として、愛知県

内35市を類別した（当時は決算値での捕捉が

時間的に遅れるため、予算データを使用）。

表３のＡ群、Ｂ群の分類基準は、概括的に言

えばＡ群（田原市・豊田市の2市）は、2007

年の輸送機械、機械関連の特化度が大(90％

以上)、2007-09年度の減収率は大（法人市民

税90％以上減、市税30％以上減）である。Ｂ

群（碧南市・刈谷市・安城市・西尾市の4市）

は、2007年の輸送機械、機械関連の特化度が

中(90％未満)、2007-09年度の減収率は中

（法人市民税90％未満減、市税30％未満減）

である。2007-13年度比を見れば、一目瞭然

であるが、Ａ群の田原、豊田両市の法人市民

税は依然として91.5％、87.8％に大きく低下

したままである。Ｂ群の碧南市の法人市民税

は82.4％とＡ群に近い落ち込み状況を示して

いる。

2)東日本大震災によるトヨタの産業活動と課

題

東日本大震災とトヨタの産業活動

トヨタは、東日本大震災発生の直前に、新

経営指針「トヨタグローバルビジョン」（20

11年3月9日）を発表した。「リーマン・ショッ

ク後の大幅赤字や大規模リコール（無料の回

収・修理）問題から『学んだ』と述べ、販売

台数を追わない発想の転換を強調した」と報

じられた。それにも関わらず、同ビジョンは、

2015年に1000万台の大台に乗せることをめざ

した。そのために、円高水準が続くなかでは

「理屈では日本での生産はあり得ない」とし

て、「新興国が主戦場」と強調していた

（「中日新聞」2011年3月10日）。その２日

後に大震災が発生する。地震・津波・原発事

故の影響は、トヨタの産業活動においても極

めて深刻であった。大震災発生と同時に自動

車・部品メーカーの生産拠点はすべて操業停

止となった。工場損傷、計画停電、物流停滞

は、生産の復元を困難にさせた。

第1に、東日本太平洋岸の広範な地域経済

社会と住民生活を崩壊させる危機的状況を引

き起こした。

①地震・津波・原発事故は、地域住民の生

活を一変させた。原発事故は、広範囲に住民

の避難を余儀なくさせ、周辺の農業、漁業、

産業活動への放射能汚染の影響は計り知れな

い。②原発事故は、発電量の大幅低下となり、

大戦期ないしは高度成長期初期以来の「計画

停電」という事態を生み出した。

第２に、トヨタ系工場の全面操業停止を引

き起こした。①大震災発生と同時に自動車・

部品メーカーの生産拠点はすべて操業停止と

なった。②家屋・工場、道路、港湾、電気、

ガソリン等に関するインフラが広範囲に崩壊

した。工場損傷、計画停電、物流停滞は、生

産の復元を困難にさせた。③部品供給ネット

ワークの広域化は自動車等の部品調達を困難

にさせ、かつジャストインタイムによる手持

ち部品の少なさは工場の生産停止・停滞をよ

り深刻にさせた。トヨタが使う部品は１台当

たり2～3万点あり、延べ80万点ほどを使用し

ている。１点でも欠けると完成品はできない。

同年3月末時点で、500部品が調達困難とされ

た。④2007年新潟中越沖地震の際に、自動車

業界はエンジン部品製造会社リケンを応援再

開させたが、「地域支援より工場復旧が先か

と批判を受け」た。今回はそうした批判から

学習したとされる側面と、不足する部品点数
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の多さのため早期復旧はとても適わなかった

ものと考えられる（「日本経済新聞」2011年

3月19日、21日、30日）。

第３に、トヨタの生産停止による国内外へ

の影響である。①愛知のトヨタ本体及び中部

企業や中部経済にも打撃を及ぼし、生産機能

はマヒ状態となる。トヨタは、「中部、九州、

東北の３拠点体制に変わりはない」とするが、

工場の全面再開は見えない。同年4月中下旬

(18～27日)にかけて全工場で生産再開となる

が、通常生産の5割稼動に過ぎない。広い裾

野を持つ下請け企業への打撃も大きい。②東

南アジアの生産縮小、北米生産の7割減産、

中国でも部品不足で3～5割の操業など、影響

は世界に広がった3）。部品供給の広域ネッ

トワークが切断されると、手の打ちようがな

い。リーマン・ショックを契機とするトヨタ

ショックからの痛手から再出発するはずのそ

の時期に、再度致命的な打撃を受けることに

なった。

トヨタ系工場の東北進出と部品供給の広域

ネットワーク

問題は、大震災時の危機的事態である。広

域的な産業活動の展開を、ジャストインタイ

ムで長期持続させることのリスクを有してい

た。例えば「おのおのの企業が部品や材料の

在庫を極力削減すべく、サプライチェーンマ

ネジメントを基に効率性を追求してきた日本

企業の姿勢は、残念ながら裏目に出た」、

「極度に効率性を重視した日本全体の生産シ

ステムのもろさが露呈した」、と指摘された

（藤田昌久「日本経済新聞」2011年3月30日）。

災害リスク分散をねらったはずの広域的展開

は、実は災害に対して極めて脆弱性を有して

いたのである。

それではトヨタ自身は、部品供給の広域ネッ

トワークをどう考えているのかをみてみよう。

豊田章男社長は、2011年4月1日「中部、九州、

東北という３拠点体制に変わりはない」と述

べる。4月22日には、正常化は2011年11月以

降と今後の計画を発表し、同席した副社長

(新美篤志)は、「災害によって特定地域から

の部品供給が断絶すると今回のような事態に

なるため『各地域での（部品調達などの）完

結性を進める必要性があるかもしれない」と

述べる。また同じ日副社長(佐々木真一)は

「海外現地調達比率を引き上げる」「現地で

完結したモノづくりを進める必要があり、仕

入先にも海外に進出してもらえるように検討

したい」と述べ、リスクを分散する意向を示

したとされる4）。

国内では３拠点体制の堅持と拠点毎の完結

性を進める、海外においても現地での完結し

たモノづくりを進める、とのことである。こ

れに対し、「日経」編集委員は、なお次の疑

問を呈している。「部品の在庫を極限まで減

らす『ジャストインタイム』。それは効率的

な経営を約束してくれる手法である一方、大

災害が来るとアキレス腱にもなりうる可能性

を秘めていた。だが、自動車や電機メーカー

が、このやり方を捨てることは恐らくない。

『有事の際に費用がかかっても、平時から部

品在庫をたくさん持つより効率がいい（トヨ

タ幹部）と、企業にはわかっているからだ』」

（「日本経済新聞」2011年5月3日）。発言者

の真偽はともかく、拠点毎の、あるいは海外

現地での「完結性」のあるモノづくり、言い

かえれば地域における自立的発展の方向を採

用しない限り、問題解決は進まないことが明

確になったといえる5）。

以後、トヨタは「海外現地調達比率を引き

上げる」「現地で完結したモノづくりを進め

る」 (「日本経済新聞」2011年4月)方向へ突

き進む 。国内では３拠点体制の堅持と拠点

毎の完結性を進め、海外でも現地での完結し

たモノづくりを進める、というのである。愛

知で雇用を確保してきた側からみれば、生産

工場の国内・海外移転は雇用の喪失、空洞化

の面からいっそう重大な事態を抱えることに

なる。

３．多国籍企業トヨタの経営戦略転換と地元

地域経済
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(1) トヨタの経営戦略転換と経営組織の再編

―「トヨタグローバルビジョン」

トヨタの経営戦略の転換点を押さえておき

たい。まずは、先にふれた「トヨタグローバ

ルビジョン」（2011年3月9日）である。「リー

マン・ショック後の大幅な販売の落ち込みな

ど、経営環境の悪化や一連のリコール問題を

経験し、（略）企業のあるべき姿を明らかに

したもの」と、される6）。当時、会長（張

富士夫）は、海外事業の展開を総括して、今

後のグローバル経営戦略の推進について述べ

ている。要約すれば、トヨタ設立からの50年

間は国内での生産・販売を中心としてきたが、

1986・87年以後の25年間はグローバルな事業

展開を行ってきた。特に2000年代後半は海外

生産台数が国内生産を上回る状況になり、欧

米が主要なマーケットの時代から新興国へと

大きな変化が起きている。しかし、経営戦略

の原点は、昭和30～40年代の経営形態によっ

て培われてきた。「豊田市及び近隣を中心と

した範囲内に工場があり、市場ニーズに素早

く対応できる体制で生産が行われていた。

（略）現在、全世界に50の生産拠点があるが、

どこでどのような車種をいかに効率的に生産

するかについては、トヨタの原点に立ち戻っ

て、常に考えている。」ここには海外生産が

国内のそれを上回るグローバル展開への展開

を迎えていること、その中でも本社とその近

在に多くの工場が存在する意味を明確に述べ

ている。

同時にもう一つ重要なことを指摘している。

「これまで、会社は経営者と従業員が一体と

なって運営していくという認識があったが、

米国において事業を行う中で、株主を第一義

的に考えていることを理解した」としている。

労使一体の思想から、「会社は株主のもの」

への転換宣言である。そして2年後の2013年4

月には、「トヨタグローバルビジョン」実現

に向けた新体制がスタートする。自動車事業

を、①Lexus International、②第１トヨタ

（北米・欧州・日本を担当）、③第２トヨタ

（中国・豪亜中近東・アフリカ・中南米を担

当）、④ユニットセンター（ユニット技術開

発・生産企画・生産技術製造）の４つのビジ

ネスユニットに分ける。「事業・収益責任を

明確化し、より現場に近い事業責任者が現地

現物で迅速に意思決定する」というのである
7）。さらに3年後の2016年4月には、経営組

織を４つのビジネスユニットから製品群ごと

に７つのカンパニー体制へ再編したのである
8）。その目的は、①開発から製造までの一

体となったクルマづくり、人材育成の実践、

②意思決定の迅速化・完結化、③将来を見据

えた中長期ビジョン・経営戦略策定機能の強

化をあげている。年間販売台数1000万台前後

の壁を超え、「商品力強化と組織を率いる人

材育成に重点的に取り組む」とのことである。

「異次元金融緩和」以降のトヨタの動向

それではこうした中でのトヨタの動向をもう

少し踏み込んでみてみよう。「トヨタグロー

バルビジョン」実現に向けた新体制がスター

トした2013年4月には、異次元金融緩和が実

施された。これとの関連である。この点では、

吉田敬一の「日本型グローバル化と中小企業

問題」が重要である9）。吉田は、円安・ド

ル高が急速に進行したが、日本車の「ドル表

示価格は引き下げなかった」。「例えば、対

米輸出台数が10台から9台へと1割減少しても、

１台のドル表示価格が３万ドルのままであれ

ば、12年の売上金額は30万ドルから27万ドル

へと減額されるが、円に転換すると（筆者注：

1ドルが80円から100円に円安が進むと）2400

万円から2700万円へと逆に12.5％の増収効果

が発生する。」「大企業の場合には、海外現

地法人からの利益送金が大きく、円安の下で

はドル送金される金額の円表示金額がさらに

膨らみ、大幅な増益現象が加味される。その

結果、企業内部に蓄積された内部留保は14年

3月末には304兆円で過去 高を記録し、リー

マン・ショック前の08年3月比で32兆円も増

えた。」と指摘する。企業サイドから発信す

る「日経ビジネス」(2014.12.26)でも、「企

業の内部留保をどうはき出させるか」との論
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説が掲載される状況である。

(2) トヨタの世界戦略と国内工場の果たす役

割

トヨタから見た国内工場の存在理由

東日本大震災後にトヨタが掲げた「国内30

0台レベルの生産を維持」することについて

は、アニュアルレポートのなかでも、「『日

本ならでは』の新技術・新工法を開発し、日

本の生産現場で量産化する技術を確立して世

界に展開することが、トヨタの中長期の成長

ならびに日本の産業の高度化、世界経済の発

展にも寄与できるものと考えています」と記

されている。トヨタの豊田章男社長は、「約

1000万台の世界生産の中で、海外で生産する

700万台の生産の質を高めるために、国内の3

00万台の生産規模は欠かせない」と述べた10）。

この点について、先に紹介した吉田敬一は、

以下の３点を指摘する。①海外生産拠点は年

間20万台が基本ユニットであり、グローバル

な需給調整機能を維持するために日本国内か

らの輸出能力を確保するため。②世界有数の

市場である国内需要への対応。③母工場機能。

それは新モデルの企画・開発・量産化に至る

問題点の解消であり、少量多品種生産の高級

品の生産機能であり、先端技術を駆使した新

発想のモデルの開発拠点の役割、と指摘する
11）。以上は、いずれもグローバルな視点を

踏まえたうえでのトヨタから見た日本の国内

工場の存在理由である。

国内で雇用と生活を守ること

近のニュースは、厳しい局面を写し出し

ている。その１：「家庭の預貯金や株は 高

…でも」「単身20代の６割 資産ゼロ」

「『黒田緩和』３年 広がる格差」（中日新

聞2016年4月4日）。カネとモノは国境を越え

て自由に移動するが、労働者は自国に定住す

る。こうした点から言えば、雇用の国内確保

の視点は不可欠である。グローバル企業と国

民経済の利益は、この点において対立するこ

とになる。若者に希望の未来が見えなくなる

時、社会は不安定な事態を迎えることになろ

う。その２：「製造業、景況感が悪化」「大

企業 新興国不安映す（日銀３月短観）」。

新興国経済の減速と円高の進行、訪日客の需

要の伸びが鈍り、６四半期ぶりに悪化した、

との報道（日本経済新聞2016年4月1日夕刊）

である。国民生活の実需に基づく産業が構築

されることが必要である。「与党、財政出動

求める声」が出ているとの報道があるが、そ

れでは本質的な解決には進まない。

４．まとめ

以上から、重要と思われる２点を記してま

とめとしたい。

第１に、２大危機が愛知の産業活動を通し

て、地域経済に及ぼした影響は甚大であった。

その指標を愛知県下の自治体財政の税収入の

面からみても減少額は大きく、2007年度から

13年度の6年間を経てもなお落ち込みは大き

いとみることができる。自動車産業に依存し

てきたことの負の遺産である。

第２に、トヨタの産業活動のあり方は、ト

ヨタ自身の問題であると同時に、その及ぼす

影響力の大きさからして、地域社会全体の問

題でもある。つまり社会的存在としてのトヨ

タは、単に株主にのみその責を果たすのでは

なく、積極的に地域社会に対する社会的責任

を果たすべきと考える。

補足 熊本地震により「トヨタ、全国で生産停止へ」

（「中日新聞」2016年4月18日）

2016年4月14日、熊本地震が発生。「部品供給の

広域ネットワーク」の項で指摘した部品供給の完

結性を強めるとしていたトヨタは、またもや同じ

過ちを繰り返した。トヨタ系部品メーカーが被災

し、ドア部品（ドアチェック）が供給できなくなっ

た。「手のひら大でかさばらないため輸送コスト

が安く、愛知県や東北地方のトヨタの車両工場に

も遠隔地のアイシン九州から送っていた」とのこ

と。「集中生産によるコスト削減」が招いた結果

である。
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