
はじめに－トヨタ企業体・自動車産業集積と

環伊勢湾大都市圏－

周知のように、数年前からアメリカに始ま

る金融危機は、2008年9月のリーマン・ブラ

ザーズの経営破綻によって決定的な瞬間を迎

え、瞬く間にグローバル経済を巻き込み世界

同時不況に発展した。そしてこの事態は、日

本有数の自動車産業の集積地域である愛知・

東海圏経済にいわゆる「トヨタ・ショック」

として跳ね返った。その理由の一つは、1990

年代以降、トヨタ企業グループは驚くべきグ

ローバル展開をしていたが、そのグローバル

戦略もこの地域にグループ企業をも含めて分

厚い中枢管理機能・研究開発機能等の集積を

基礎に展開してきたということがある。いわ

ばトヨタ企業体はこの地域を「根拠地」とし

て堅持しながら発展してきたといってよい。

もう一つは、2007年以降、トヨタは国内生産

より海外生産が上回ることになるが、ただ国

内生産もその６割が輸出に向けられていて、

輸出相手国も欧米が中心であったという。ち

なみに名古屋港は、新世紀に入って日本 大

の貿易取引港に発展するが、そのうちの３分

の２は輸出（その３割が自動車）であり、そ

れも中国・アジアへの伸びが大きくなってい

た全国的な傾向とは異なった特徴を示してお

り、その輸出先もアメリカが中心で、この間、

愛知・東海経済圏は北米経済に深くビルトイ

ンされてきたという（関下稔・有賀敏之編

『東海経済と日本経済の再編成』同文館、20

09、4-17頁参照）。こうした事情から、日本

経済をも襲ったアメリカ発の世界不況の影響

がとりわけ強くこの地域に現れたのであり、

改めて新世紀の初頭には日本 大の「ものづ

くり」中心地を誇っていた愛知・東海経済圏

が「＜自動車産業＞首都」化から脱却出来て

いなかったことを再認識させたのである。

ところでこの地域におけるトヨタ・自動車

産業の分厚い集積は、愛知・東海圏経済や産

業の動向に大きな影響を持つだけではなく、

自治体行財政、地域社会・生活、地方政治、

地域・都市（空間）構造の変化や、都市計画・

地域公共政策等への計り知れない影響とイン

パクトを与えてきた。その意味で名古屋（な

いし「環伊勢湾」）大都市圏研究において

「トヨタ企業体と地域経済・地域社会」（調

査）研究という視点を欠くことは出来ない。

補－１．「トヨタ企業体・自動車産業集積と

都市」調査研究の展開

トヨタが売上高で新日鉄を抜き、文字通り

主要な経営指標で日本の製造業のトップメー

カーにのし上がったのは1978年からであるが、

以来、多少の紆余曲折はあるにせよ絶えず安

定した経営基盤を誇り、ＧＭなどに続く世界

のビッグ・スリーに並ぶ自動車産業のトップ・

グループにまでに発展してきた。このため

「ジャスト・イン・タイム」や「カンバン方

式」という用語で代表される「トヨタ的生産

方式」やその経営システム、労務管理、労使

関係と労働意欲、労働生活等についての研究

（いわゆる「日本的経営論」）は、企業経営

研究や労務管理論・労働社会学等の領域では

早くから展開されてきた。

その一方、トヨタ企業体が世界の有数企業

として成長しながら、本社機能も含めて研究

開発・国内工場や主要なグループ・関連企業

のほとんどが、愛知県、なかんずく西三河地

域への集中立地・集積を続けてきたことの意

味を問う研究は必ずしも多くはなかった。し

かし、1970年代から80年代を対象にして「ト

ヨタ的生産方式」を成り立たしている空間的
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条件（＝「トヨタと豊田」の関係）を、いわ

ゆる「地域独占」形成のメカニズムと、それ

が地域自治体や地域社会にどのような諸帰結

をもたらしているか、いわゆる「企業城下町」

のバランス・シートをトータルに明らかにし

ようとする共同研究も生まれ、その代表的な

成果として、都丸泰助・窪田暁子・遠藤宏一

編『トヨタと地域社会－現代企業都市生活論

－』大月書店（1987）が公刊されている。こ

こでの共通する問題意識として、「企業都市・

企業城下町」論から「日本的経営」・「日本

型企業社会」論を焦点に据え、地域経済、農

業・農村の変貌、企業の「地域独占」の実相、

都市構造の変貌、地域生活・福祉やコミュニ

テイ、地方行財政や地方自治の変貌など、総

合的な企業都市論が展開されていた。

さらにまた、80年代後半から「日米貿易摩

擦」を背景に日本の製造業の海外現地生産が

本格的になるとともに、90年代にはトヨタ的

生産方式に代表される日本的生産方式につい

ても「リーン生産方式」として国際的にも議

論を呼び、それらが文化的環境の異なる欧米

先進国への移植可能性についての調査研究も

広範囲に展開され、様々な論争を呼んだ。

それらの代表的著作は、J.D.ウオマック他

（沢田博訳）『リーン生産方式が世界の自動

車産業をこう変える』経済界（1990）、安保

哲夫その他『アメリカに生きる日本的生産方

式』東洋経済新報社（1994）、小川英次編

『トヨタ生産方式の研究』日本経済新報社

（1994）、小川英次『アメリカ社会の中の日

系企業』東洋経済新報社（1991）、愛知労働

問題研究所編『変貌する世界企業トヨタ』新

日本出版社（1994）等があるが、それらの論

点は日本的経営・生産システムの特質は「人

的要素を重視する現場主義的なヒトとモノの

組織化と管理運営によって、格段に高い水準

の作業効率と品質管理が実現」できた。この

システムの強みの人間がらみの諸側面は日本

社会に特徴的な制度・慣習といった歴史的・

文化的特性と結びついているから、市民社会

が成立して歴史的・文化的環境の異なる欧米

の先進工業国でどこまで普遍化するかという

ものであったが、なかでも も包括的な議論

が安保哲夫ら（1994）の「適用」と｢適応」

のジレンマ・モデルであった。

こうした情勢を背景に、それまで「三河一

極集中生産体制」にもとづく「輸出依存型」

経営構造の中から世界的企業にまで成長を遂

げたトヨタ企業体も、90年代に入ると「国際

社会から信頼される良き企業市民」を掲げた

「企業理念」を公表し（1992年1月）、「日・

米・欧の三極構造」のグローバルな生産体制

への再編成を加速させることになる。そして

この段階のトヨタは「90年代戦略」として、

国内・国外で各300万台の販売を掲げること

になった。ところで、安保他（1994）ら日本

的経営の移植可能性の議論のなかで欠けてい

たもう一つの重要な論点としては、「適用」・

「適応」が展開される「場」の問題、つまり

企業の海外進出と地域性との関係＝日本型

「企業社会」を移植する上で企業の「立地選

択」がどのようになされているのかの問題で

あった。そこでこうした論点を具体的にトヨ

タの欧米進出に関して現地調査に基づいて明

らかにしようとしたのが、遠藤宏一「グロー

バル化のもとでの企業と地域－トヨタ企業体

のグローバル展開を事例に－」、『現代地域

政策論－国際化・地方分権化と地域経営－』

大月書店、1999所収（初出は大阪市立大学

『経営研究』で1996-97年にかけて３回連載）

である。特にそこでの問題意識と論点は＜元

来、資本主義企業には定住性はなく、局地的・

地域的閉鎖性を克服して、国民経済さらには

それをも越えた世界市場が問題であって、し

たがって（大）企業にとっては、「地域」は

それが必要とする限りでかかわりをもつ「停

泊地」としての意味をもつにすぎないものな

のか＞ということであり、海外進出をするト

ヨタ企業体にとっては豊田・西三河地域に

「根拠地」を持つことの意義と強みを考察し

ようとしたものであった。
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補－２．産業のグローバル化のさらなる展開

と自動車産業－1990年代後半から新世紀へ

新世紀にはいって、ヒト･モノ・カネが国

境を越えて移動するグローバル化がさらに加

速化した。浜矩子は、こうしたグローバル経

済では、カネがヒト、モノを引っぱり回し、

企業が成長しても、人々は幸せにならない。

国民国家も機能不全に陥っているとし（浜矩

子『新・国富論』岩波新書、2012）、また哲

学者の内田樹は、グローバル企業は「無国籍

企業」とし、企業の成長を優先するアベノミ

クスとナショナリズムを「『無国籍企業』の

ために国民に犠牲をしいるのは筋違い・・・」

という批判も生まれる段階を迎えた。

こうした段階になってトヨタ企業体の生産

等はどのような展開をみせてきたか。その輸

出と海外生産の特徴をみると、海外生産を本

格化した80年代後半から2000年代半ばにかけ

て欧米生産が大きく増加し、特に冒頭でも指

摘したように90年代-2000年代初頭にかけて

海外生産の過半は北米生産、その後欧州生産

も大きく増大させ（20％ほどへ）、先述のよ

うに2007年には国内生産より海外生産が上回

る。その後リーマン･ショック等などのもと

でアジア生産を急増させている（石井真一

「トヨタ自動車の輸出と海外生産の展開」大

阪市立大学『経営研究』Vol.64,NO.1,May 20

13より）。またこれと並行する形で、生産方

式、労働過程、人事・賃金制度の幅広い一連

の次元でトヨタ・システムに修正・変容が加

えられ、新トヨタシステムへと転換したとい

う研究もなされている（浅生卯一・猿田正機・

野原光・藤田栄史・山下東彦『社会環境の変

化と自動車生産システム－トヨタ・システム

は変わったのか－』法律文化社、1999）。

このようにトヨタ企業体はさらなるグロー

バル展開をみせる一方で、90年代から2000年

代にかけて生産の一極集中から愛知では東三

河地域への拡張と国内での九州・東北地方へ

の生産分散化（＝「全国化」）、あるいは東

海環状道路沿いでの関連産業立地集中（＝

「東海化」）なども進んでいる。また同時に、

第Ⅰ部１章でも述べたように、トヨタ企業体

は、地元の中部の財界活動の主役を占め、ま

た新世紀に入ると日経連会長職（豊田章一郎、

奥田碩）の財界活動にも責務を担うようになっ

ている。その意味で、ここで今日のトヨタ企

業体の「全国化」・「東海化」という意味は、

単なる工場の「全国的な立地展開」というだ

けでなくトータルな日本（そして中部等）の

政治・経済・社会体制におけるトータルな位

置と力という二重の意味づけで特徴づけてい

る。このようにトヨタ企業体のグローバル化

は、今日でもそれを単純に「無国籍企業」化

とは言えないように思える。ともあれこの段

階でトヨタの光と影を論じたものとして以下

をあげておく。

・雑誌『経済』2005年９月、「特集 世界企業トヨ

タを解剖する」（特に、林正樹「世界企業トヨタ

の実力」）

・中日新聞社経済部編『トヨタの世界』中日新聞社、

2007

・岡清彦『トヨタ 世界一の光と影』イソップ社、2

007

補－３．「トヨタ・ショック」以後

2008年秋に始まる東海・愛知経済を襲った

「トヨタ・ショック」は大きな議論を呼んだ。

トヨタは営業利益１兆円下方修正し戦後初め

て営業赤字となった。加えて2009-10年の米

国市場で大規模な品質・リコール問題もおき、

その信頼は揺らいだ。こうした過程の2009年、

トヨタでは14年ぶりに創業家への「大政奉還」

によって豊田章男に社長が交代し、生産・経

営体制の見直しがなされた（2009年「グロー

バル戦略の大幅な見直し方針」発表）。かく

してこうした事態が与える地域経済への影響

は重大な危機感を与えた。ちなみに、『週刊

ダイヤモンド』2009/2/14号の特集＜トヨタ

と東海三県「共倒れ」の構図＞で、共立総合

研究所の試算が示され、そこでは愛知の輸送

機械産業が10％減産すると愛知10万人、岐阜

9,626人、三重3,003人の失業者の発生、経済

成長率は愛知4.4％、岐阜1.2％、三重0.3％
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の低下（尚、当時愛知県内生産に占める輸送

機械比率は21.2％、東海三県内では16.5％）

とされていた。

だがトヨタ企業体は、こうしたリーマン・

ショックなどを受けて、アジア生産を急増さ

せるなどの戦略もとり、その後はＶ字回復を

遂げて行く。こうしてトヨタは新興国市場拡

大に伴い、先進国市場対応と新興国市場対応

とを同時並行して一つの企業内で行う組織体

制が求められることから、2013年４月に４つ

のビジネスユニットへの組織再編を実施し、

それぞれ組織が独立して迅速な意思決定を可

能にする体制をとるとしている。こうした新

体制・新組織とともに、さらには国内生産30

0万台維持の公約を掲げ、豊田・愛知を単な

る生産拠点として位置づけるのではなく、生

産機能と結びついた「新技術・新工法の開発

拠点」と位置づけ（＝過去30年間維持してき

た「ものづくりの核心と伝承を伝えるベース」）、

こうした生産革新がグローバル企業化しても

その競争力を維持する必須の要素だとみてい

る。

かくしてこうした現在のトヨタ企業体の方

針について、あらためていま色々な評価と議

論が起きている。ちなみに後掲＜塩見・梅原

2011＞では、愛知県経済圏については（その

V字回復は）、単なる以前の地域の再現では

ない（→「過去のようではないトヨタ、過去

のようではない自動車産業特化構造」）とし

て、特に編者の塩見治人は、トヨタ・ショッ

クは「トヨタのＧＭ化の帰結（＝ＧＭ化の悲

劇、すなわち「輸出型グローバル企業から、

ＧＭ並みの現地生産型グローバル化）」であ

り、「トヨタのＧＭ化」は愛知経済の「デト

ロイト化」（＝縮小均衡をめざす「スモール・

トヨタ」の日本版）であると断じている。そ

の一方、同書の執筆者の一人である井上泰夫

は、「トヨタ・ショックとは・・・外的（＝

米国経済のバブル崩壊）、内的（トヨタ内部

の積極主義）という二面性」の結果であり

「今回の危機はあくまでトヨタ・ショックで

あり、まだトヨタクライシスではない」とも

して、やや異なったニアンスでの評価をして

いる。

ともあれ、これまで「トヨタ企業体にとっ

て＜地域＞は単なる停泊地なのではなく、＜

根拠地＞を持つという強みのうえで、さらな

るグローバル化や地方進出を可能にしている」

（遠藤1999）という評価は今後も妥当性を持

つのか、名古屋圏の大都市再生プランの構想

でトヨタ・自動車産業の存在と展開をどう位

置づけるかは大きな課題である。

なお、トヨタ・ショック後の論議としては

以下を参照。

・関下稔・有賀敏之編著『東海地域と日本経済の再

編成』同文館出版、2009

・『週刊 ダイヤモンド』2009/2/14、「検証！トヨ

タ 強伝説」

・塩見治人・梅原浩次郎編『トヨタショックと愛知

経済－トヨタ伝説と現実』晃洋書房2011

・丹部宣彦・岡村徹也・山口博史編著『豊田とトヨ

タ－産業グローバル化先進地域の現在－』東信堂、

2014

・中日新聞社経済部篇『時流の先へ トヨタの系譜』

中日新聞社、2015
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