
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 21年度政策形成能力開発講座年度政策形成能力開発講座年度政策形成能力開発講座年度政策形成能力開発講座    検討結果報告書検討結果報告書検討結果報告書検討結果報告書 
 

 

 

検討テーマ：地域再生 ～ 地域資源を活用したものづくり～ 

 

「電気自動車関連産業の育成による地域経済の活性化」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａグループ） 

 

本 宮 市   斎 藤 由 美 子 

相 馬 市   佐 藤 英 光 

福 島 県    鈴 木 俊 二 

南 会 津 町    星 克 之 

福 島 県    吉 田 英 一 

 

 
 

 

 

 



1 

第１章第１章第１章第１章    はじめにはじめにはじめにはじめに 
 

第１節第１節第１節第１節    研究の背景と目的研究の背景と目的研究の背景と目的研究の背景と目的 

（１）研究の背景（１）研究の背景（１）研究の背景（１）研究の背景 

本研究の最大の目的は、表題において掲げたとおり、「地域再生」である。 

なぜ近年、地域再生の必要性が叫ばれているのか。その背景には、地域に活気が無くなったことが

原因ではないだろうか。では、なぜ地域に活気が無くなったのか。真っ先に浮かぶ理由として、過疎あ

るいは少子高齢化という言葉に代表されるように、人口が減少してきていることが挙げられる。 

大渕（1997）1は、その著書において、「将来に何とはなしに不安を感じているようなときに、人は好ん

で子どもをもとうとはしないであろう。明るい未来が約束されていなければ、人は安心して子どもをこの

世に送り出すことができない。」と指摘している。 

本県が直面しているのは、まさにここで指摘されている状況だといえるのではないか。今から 10 数

年前に指摘された、このような将来に対する漠然とした不安は、今なお深刻な問題として本県の経済

に暗い影を落としているといわざるを得ない。 

福島県で生まれた人が、福島県で育ち、県内に残り活躍できるならば地域に元気が生まれ、活気を

取り戻すことにつながる。そしてそのような活躍の場を維持するためには、生活基盤となる雇用を継続

的に確保していくことが必要不可欠である。 

こうした背景から、本論文においては、人材や企業を地域資源と捉え、人材の育成や産業振興、並

びに、そのことによる雇用の継続的な確保を実現するための政策について論じていくこととしたい。 
 

（（（（2）研究の）研究の）研究の）研究の目的目的目的目的 

アメリカ合衆国発の金融破綻に端を発した今般の経済不況により、日本でも全国的な経済不況が

起こっている状況にある。多くの産業で業績悪化による経費削減（従業員削減、業務縮小）が行われ、

福島県内でも、様々な産業で雇用が低迷し、いわゆる「派遣切り」に代表される非正規社員の解雇に

ついても、非常に深刻な事態となっている。 

本論文の問いは、「本県の持つ資源を活かしてこの苦境を打破できないか」ということである。 

数ある産業の中で経済波及効果の高い産業は何か、そして、福島県が強みをもつ産業分野は何で

あるかについて調査した結果、輸送用機器産業に代表される、自動車関連の産業が、東北でトップの

企業数、産業出荷額を誇っていることが明らかになった。 

また、今回の経済不況で、国内自動車メーカー各社が販売不振に陥ったことにより、在庫整理に行

き詰まりをおこし、生産縮小を余儀なくされるなど、自動車関連産業全体が大きなダメージを受けてい

る中、政府による補助金等の政策の効果もあって、燃費の良いハイブリット車に人気が集まり、その販

売台数において復調の兆しが見えてきている。 

国内の自動車及び自動車部品の工業出荷額をみると、その 40％以上が中部地方で占められてお

り、東北地方のシェアは、わずか 1.9％程度にしかすぎない2。しかしながら、こうした不況時には企業

の危機分散に対する意識が高まり、東北地方の自動車関連産業が伸びるチャンスと捉えることもでき

る。実際にトヨタ自動車は、東北を中部、北九州に次ぐ生産拠点とする構想を持っており3、関連する

企業においては、東北圏への新たな工場の立地等が計画されているところである4。 

これに加え、2009 年 6 月以降には、電気自動車の発売が相次ぐなど、次世代自動車とよばれる化

石燃料消費を抑えたハイブリット車や CO2 削減効果の高い電気自動車への関心が急激に高まりつ

つある点も見逃せない。 

本県を取り巻く、これらの好条件を有効に活用し、県内の企業再生・企業育成が出来ないだろうか

と考え、本論文では、「電気自動車関連産業を担う企業を育成して福島県の経済を活性化する。」とい

う基本的方針を設定した。 

本論文においては、この基本方針に基づき、電気自動車関連産業を担う企業の育成を通した、雇

用の創出を実現するための政策提言を行っていくこととする。 

                                                 
 
1 『少子化時代の日本経済』（日本放送出版協会,1997 年） 
2 「東北の自動車関連産業の集積・活性化に向けた調査報告」（東北経済産業局,2004 年 3 月）による。 
3 日本経済新聞（日本経済新聞社,2008 年 9 月 5 日）による。 
4 日本経済新聞（日本経済新聞社,2009 年 7 月 9 日）による。 
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第第第第 2節節節節    本論分の構成本論分の構成本論分の構成本論分の構成 

本論文は、本章を含めて 6 章により構成されている。 

第 2 章においては、各種の統計資料などから、本県がさらされている苦境と、それを打破しうる、本県

が持つ資源について整理し、本県は自動車関連産業において大きな強みを持っていることを指摘する。

また、この作業を通し、「自動車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎えている」こと、および、

「電気自動車向け部品供給に対応できる技術力を蓄積していく必要がある」ことを本県自動車関連産業

が進むべき方向性に関する仮説として導き出す。 

第 3 章においては、近い将来、自動車関連産業が東北圏で急速に集積していく可能性があり、大規

模な雇用の創出が期待できること、及びその中において本県が重要な役割を果たしうることを裏付ける、

数々の優位性を持っていることについて詳述する。 

また、これらの分析をとおし、本県自動車関連産業のあるべき姿として、「部品供給基地としての地位

を確保する」こと、及び「電気自動車へのシフトにも備える」ことの必要性を指摘するとともに、第 2 章にお

いて提示した仮説の妥当性についての検証を加える。 

第 4 章では、電気自動車関連産業の振興等に関する国、他県、本県及び民間レベルにおける事例

について分析する。 

第 5 章では、第 4 章で行った分析に基づき、今後福島県がとるべき戦略として、「電気自動車部品供

給基地としての地位の確立」と、「観光地での利用促進」の 2 点を提案し、これらの戦略実現について、

より具体的な政策の提言を行う。 

第 6 章においては、これまでの分析・検討の結果を総括するとともに、今後の研究課題を提示し、本

論文の結びとする。 



3 

第第第第 2章章章章    福島県の現状と今後の方向性福島県の現状と今後の方向性福島県の現状と今後の方向性福島県の現状と今後の方向性への仮説への仮説への仮説への仮説 

本章では、まず、第１節において、近年福島県が直面していると思われる苦境について概観し、本県に

おける地域再生を図るために解決すべきことについての問題提起を行う。続く第 2 節においては、これら

の問題を解決する上で活用しうる本県が持つ資源について分析を行う。そして、最後の第 3 節においては、

まず自動車関連産業そのものにおいて起こりつつある、あるいはすでに起こっている変化を把握し、その

上で本県自動車関連産業が進むべき方向性の仮説を導き出すこととする。 
 

 第１節第１節第１節第１節    本県がさらされている苦境本県がさらされている苦境本県がさらされている苦境本県がさらされている苦境 
 

（１）日本全体の経済不況（１）日本全体の経済不況（１）日本全体の経済不況（１）日本全体の経済不況 

すでに言及しているとおり、米国の大手自動車メーカーの破綻を契機とする自動車不況により、日

本全体が深刻な経済不況にさらされている。 

たとえば、日本銀行が 2009 年 10 月 1 日に発表した短観5によると、中小製造業の業況判断ＤＩ値

はマイナス 52 と、7 月 1 日発表の前回調査に比して 5 ポイントの改善が見られたものの、未だ業況

判断の先行きは暗いといえる。 

また、同資料において、中小製造業の売上高は前年度比 14%の減少、経常利益にいたっては、

実に 46.2%も減少していることが指摘されており、この不況によって国内の中小製造企業が受けた打

撃は非常に大きいことがわかる。 
 

（（（（2）福島県の情勢）福島県の情勢）福島県の情勢）福島県の情勢 

このような状況は、当然ながら我が県の産業にも暗い影を落としている。 

福島労働局の調査6によれば、本県の 2009 年 7 月の有効求人倍率は 0.34 倍と、過去最低の水準

であった前月と同率で推移しており、この値は前年同月を 0.35 ポイント下回るものである。 
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資料出所　有効求人倍率（季節調整値）：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」（左側目盛り）
資料出所　完全失業率　（季節調整値）：総務省統計局「労働力調査」（右側目盛り）

有効求人倍率(福島県)

０．４２

０．３４

５．７

完全失業率(全国)

有効求人倍率(全国)

 
（図表 1 有効求人倍率、完全失業率の推移7） 

 

特に、正社員における有効求人倍率は深刻で、2009 年 7 月時点で 0.15 倍と低迷し、同年 6 月に

事業所都合で失職した県内の正社員は 747 人と、集計を始めた昨年 10 月からの 9 カ月間で最多と

なった。 

また、非正規労働者については、2009 年 7 月 21 日現在、県内で昨年 10 月から今年 9 月までに

                                                 
 
5 「第 142 回 全国企業短期経済観測調査」（日本銀行,2009 年 10 月）

[http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/tk/yoshi/tk0909.htm]及び「第 141 回 全国企業短期経済観測調査」（日本銀行,2009 年

7 月）[http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/tk/yoshi/tk0906.htm]による。 
6 「最近の雇用失業情勢について」 （厚生労働省福島労働局,2009 年 8 月）

[http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/toukei_box/toukei_data/20090828koyo_situgyo_jyosei.xls]による。 
7 同資料より引用。 
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失職、または失職する見通しの非正規労働者は延べ 277 社・7,258 人であり、都道府県別では 8 番

目に多いことも指摘されている8。 

これらの事実から、我々が解決しなければならない問題は、全国的な経済不況に伴って過去最低

のレベルまで低迷している雇用情勢であると思われる。県内に十分な雇用の受け皿がなければ、「福

島県で生まれた人間が県内で活躍できる環境」の実現はありえない。地域に活気を取り戻すためには、

このような劣悪な雇用情勢を改善することのできる、新たな雇用を創出することが強く求められている。 
 

 

第第第第 2節節節節    本県が持つ資源本県が持つ資源本県が持つ資源本県が持つ資源 
 

（１）豊富な自動車関連企業（１）豊富な自動車関連企業（１）豊富な自動車関連企業（１）豊富な自動車関連企業 

本県が持つ資源の第一として、豊富な自動車関連企業の存在があげられる。 

インテリジェント・コスモス研究機構が平成 20 年 10 月に公表した資料9によれば、東北全体の自動

車関連の事業所数は 1,038 であり、そのうちの 280 事業所が本県に立地している。これは、東北全体

の自動車関連事業所数の 27%を占める値であり、山形県（同 22%）や、現時点において東北地域の

唯一の自動車組立工場である、関東自動車工業の工場が立地している岩手県（同 19%）を抑えて、

東北地域で第１位の立地数となっている。 
 

県名県名県名県名 企業数企業数企業数企業数 割合割合割合割合

青森県 62 6%

岩手県 199 19%

宮城県 169 16%

秋田県 104 10%

山形県 224 22%

福島県 280 27%

合計 1038 100%

27%

22%
19%

16%

10%
6%

福島県

山形県

岩手県

宮城県

秋田県

青森県

  
（図表 2 東北の自動車関連企業の県別割合） 

 

自動車関連産業はすそ野が広く、経済波及効果が大きいといわれており、本県に立地する自動車

関連企業を支援することにより、多くの雇用の創出が期待できる。 
 

                                                 
 
8 福島民報社サイト[http://www.minpo.jp/view.php?pageId=4107&mode=0&classId=&blockId=3665182&newsMode=article]によ

る。 
9 「東北の自動車関連企業マップ」（インテリジェント・コスモス研究機構,2008 年 10 月）による。 
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（（（（2）東北随一の自動車関連産業出荷額）東北随一の自動車関連産業出荷額）東北随一の自動車関連産業出荷額）東北随一の自動車関連産業出荷額 

本県が自動車関連産業において持つ強みは、事業所数だけではない。東北各県の工業統計10に

よれば、2007 年における、輸送用機器の出荷額は東北全体で約 1 兆 3 千億円であり、そのうちの

36.6%にあたる 4,880 億円を本県立地の事業所が生産していることが明らかになっている。 
 

県名県名県名県名 輸送用機器出荷額（億円）輸送用機器出荷額（億円）輸送用機器出荷額（億円）輸送用機器出荷額（億円） 専有率専有率専有率専有率

青森県 227 1.7%

秋田県 413 3.1%

山形県 1,248 9.4%

宮城県 1,844 13.8%

岩手県 4,717 35.4%

福島県 4,880 36.6%

総計 13,329 100.0%
 

（図表 3 東北各県における輸送用機器出荷額（2007 年）） 

 

 
（図表 4 東北地域における自動車関連産業の製造出荷額推移（各県別・2001 年まで）11） 

 

 

近年においては、前述した関東自動車工業の自動車組立工場が立地している岩手県（4,717 億

円）に肉薄されているものの、それ以外の県における輸送用機器出荷額とは大きく水を開けている状

                                                 
10 「平成 19 年青森県の工業」（青森県,2008 年 11 月）[http://www6.pref.aomori.lg.jp/tokei/document_view.php?sheet_no=2363]、

秋田県サイト[http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1134607312376&SiteID=0]、「平成 19

年山形県の工業－工業統計調査結果報告書－」（山形県,2009 年 2 月）

[http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020052/tokei/h18kogyo.html]、「平成 19 年工業統計調査結果報告書」（宮城県,2009 年

3 月）[http://www.pref.miyagi.jp/toukei/toukeidata/syoukou/kougyou19K/kougyou_19.html]、「平成 19 年 (2007) 工業統計調査

報告書（概要）」（岩手県,作成年月不明）
[http://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/tyosaBtKekka.html;jsessionid=C8327835104D57DAA89CD65E076FC

F0E?searchJoken=I009]、及び「平成 19 年工業統計調査結果報告書」（福島県,2009 年 3 月）

[http://www.pref.fukushima.jp/toukei/html/01/gn.html]による。 
11 「東北の自動車関連産業の集積・活性化に向けた調査報告」（東北経済産業局,2004 年 3 月）より引用。 
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況は維持されており、東北随一の出荷額という強みを持つことは注目に値する。 
 

ここまでの分析により、本県には、地域再生のために活用可能な資源として「東北随一の出荷額を誇

る豊富な自動車関連企業」が存在することが明らかになった。次節においては、この事実に基づき、これ

らの資源を有効に活用するため、本県自動車関連産業の方向性に関する仮説を導き出すこととする。 
 

 

第第第第 3節節節節    本県自動車関連産業の方向性に関する仮説本県自動車関連産業の方向性に関する仮説本県自動車関連産業の方向性に関する仮説本県自動車関連産業の方向性に関する仮説 
 

（１）自動車関連産業そのものにお（１）自動車関連産業そのものにお（１）自動車関連産業そのものにお（１）自動車関連産業そのものにおける変化ける変化ける変化ける変化 

自動車関連産業そのものにおいて起こっている最大の変化として、ハイブリッドカーをはじめとする、

いわゆるエコカーの急速な普及が挙げられる。 

このような変化の背景には、長年指摘されている化石燃料の枯渇の懸念もさることながら、二酸化

炭素排出量削減に対する関心の世界的な高まりがあると思われる。現在においては過渡的な対応と

して、ガソリンと電気の両方を動力源として使用するハイブリッドカーが主流となっているが、今後はこ

のような関心の更なる高まりを受けて、電気自動車への対応が加速化されていくものと思われる。 
 

 
（図表 5 ハイブリッド車の販売台数と新車販売に占める割合12） 

 

このことは、自動車関連産業はこれまでのガソリン自動車から電気自動車への分水嶺を迎えている

ことを示しており、言い換えれば、自動車関連産業の機軸はエンジンから、組み込みソフトウェアやセ

ンサーなどのエレクトロニクス分野へと大きくシフトしていくことが予測される。 

本県自動車関連産業の持つ強みを、今後長期的に新たな雇用の創出に有効活用していくために

は、県内自動車関連企業もこのような変化に対応していくことが必要であると考えられる。 
 

仮説１：自動車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎えており、本県自動車関連企業も仮説１：自動車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎えており、本県自動車関連企業も仮説１：自動車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎えており、本県自動車関連企業も仮説１：自動車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎えており、本県自動車関連企業も

この変化に対応していく必要がある。この変化に対応していく必要がある。この変化に対応していく必要がある。この変化に対応していく必要がある。 
 

（（（（2）変化への対応の方向性）変化への対応の方向性）変化への対応の方向性）変化への対応の方向性 

では、本県自動車関連企業はこのような変化に対し、いかなる対応が求められているのか。 

本県自動車関連産業が東北随一の製造品出荷額を誇っていることについては上述のとおりである

が、ここにおいて最も注目すべき点は、本県には自動車組立工場が立地していないにもかかわらず、

東北トップレベルの地位を得ているということである。 

このことは、福島県が現状において自動車部品供給基地としての機能を担っていることを示してお

                                                 
 
12 時事通信社サイト[http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_eco_car-newsales-japan]より引用。 
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り、来るべき電気自動車普及期においてもこの地位を確保するために、電気自動車向けの部品供給

に対応できる技術力を今から蓄積していくことが、今本県自動車関連産業が進むべき方向性であると

言えるのではないか。 
 

仮説仮説仮説仮説 2：電気自動車向け部品供給に対応できる技術力を蓄積していく必要がある。：電気自動車向け部品供給に対応できる技術力を蓄積していく必要がある。：電気自動車向け部品供給に対応できる技術力を蓄積していく必要がある。：電気自動車向け部品供給に対応できる技術力を蓄積していく必要がある。 
 

 

次章以降においては、東北圏の自動車関連産業が持つ可能性や電気自動車に関する動向を分析し、

これら 2 つの仮説の妥当性について検証していく。 
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第第第第 3章章章章    自動車関連産業の動向自動車関連産業の動向自動車関連産業の動向自動車関連産業の動向 

本章では、まず、第１節において、東北圏の自動車関連産業が持つ可能性についての分析を行い、自

動車関連産業が、東北圏における長期的な雇用創出の受け皿となりうるかについて検証する。続く第 2 節

においては、そこで生み出されるであろう雇用創出効果に関し、本県がどの程度の恩恵を受ける可能性を

備えているのかについて、本県が持つ優位性という観点から分析を行う。そして、最後の第 3 節において

は、国内の自動車販売台数の推移と電気自動車に関する動向を分析し、今後の本県自動車関連産業の

あるべき姿を導き出すとともに、前章で設定した仮説の妥当性について検証を試みることとする。 
 

第１節第１節第１節第１節    東北圏の自動車東北圏の自動車東北圏の自動車東北圏の自動車関連関連関連関連産業が持つ可能性産業が持つ可能性産業が持つ可能性産業が持つ可能性 
 

（１）（１）（１）（１）東北東北東北東北圏圏圏圏への自動車関連産業の集積への自動車関連産業の集積への自動車関連産業の集積への自動車関連産業の集積 

東北圏の自動車関連産業がもつ可能性の第一として、自動車関連産業の急速な集積が挙げられ

る。 

我が国自動車メーカーの雄である、トヨタ自動車は、東北を中部、北九州に次ぐ第 3 の拠点として

育成していく方向性を打ち出しており13、それに呼応して、既に複数の企業が東北圏内に新たに立地

しているか、あるいは近い将来の立地を予定している。 
 

企業名企業名企業名企業名 主な事業内容主な事業内容主な事業内容主な事業内容 従業員数（見込み含む）従業員数（見込み含む）従業員数（見込み含む）従業員数（見込み含む）

セントラル自動車 自動車の製造 約1,200人

トヨタ自動車東北 小型ガソリンエンジンの製造 約500人

パナソニックEVエナジー ハイブリッド自動車向けニッケル水素電池の製造 約300人

アイシン高丘 鋳造部品の製造 約140人

関東自動車 自動車の製造 2220人

デンソー カーエアコンの製造 約400人
 

（図表 6 東北圏への自動車関連産業の立地状況と雇用創出効果14） 

 

 
（図表 7 トヨタ自動車グループの工場建設の動き15） 

                                                 
 
13 日本経済新聞（日本経済新聞社,2008 年 9 月 5 日）による。 
14 「宮城県内における企業誘致状況 （H19～H20） 【製造業のみ】」（宮城県,2009 年 3 月）

[http://www.pref.miyagi.jp/fukensui/fk-20-2/siryou8%20H20-fk-2.pdf]、岩手日報社サイト[http://www.iwate-

np.co.jp/economy/e200909/e0909191.html]、及び福島放送社サイト[http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=200803203]による。 
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自動車関連産業は非常に裾野が広いことから、これらの企業の立地はその従業員として直接的に

新たな雇用を生み出すだけでなく、そこに部品を供給する企業など多種多様なにおいても新たな雇

用がもたらされるため、このような自動車関連産業の集積による大規模な雇用の創出が期待できる。 
 

ここまでは、東北圏内における自動車関連産業が今後雇用創出の重要な受け皿となりうることを述べ

てきた。次節では、そこで生み出されるであろう雇用創出効果に関し、本県がどの程度の恩恵を受ける

可能性を備えているのかについて分析を行うこととする。 
 

 

第第第第 2節節節節    東北地域における福島県東北地域における福島県東北地域における福島県東北地域における福島県 
 

（１）（１）（１）（１）東北随一の自動車関連企業数・自動車関連出荷額東北随一の自動車関連企業数・自動車関連出荷額東北随一の自動車関連企業数・自動車関連出荷額東北随一の自動車関連企業数・自動車関連出荷額 

本県が備える可能性の第一は、やはり自動車関連企業数と自動車関連出荷額である。 

前章で述べたとおり、本県は、東北で随一の自動車関連企業数と自動車関連（輸送用機器）の出

荷額を誇っており、前者は本県における自動車関連企業の集積を、そして、後者はそれら企業のもつ

技術力（品質、価格競争力、納期の厳守）の高さを示しているものと思われる。 

本県は現状において確立しつつある自動車関連部品供給基地としての地位を今後より確かなもの

とするとともに、その裏づけとなる技術力の更なる向上を図ることにより、東北圏への自動車関連産業

の集積によりもたらされるであろう新たな雇用のうち多くの割合を占めることのできる可能性を秘めてい

ると考えられる。 

さらにもう一点注目すべきことは、本県における自動車関連企業の集積が、特定の地域に過度に集

中しているのではなく、浜通り、中通り、会津に分散して発生している点である。 

「東北の自動車関連企業マップ」（東北経済産業局,2008 年 10 月）を参考に作成した図表 8 を見る

と、喜多方・会津地域、広域中通り地域、県南地域、相双地域、およびいわき地域と大きく 5 つの地域

に分散して自動車関連企業の集積がなされていることがわかる。このことは、県内自動車関連産業が

発展することにより、広く県内のさまざまな地域において雇用創出の効果がもたらされることを示してい

る。 

この意味からも、本県において自動車関連産業の更なる集積を支援することは、大いに意義のある

ことであるといえる。 
 

 
（図表 8 福島県における自動車関連企業の集積） 

                                                                                                                                                                  
15 日本経済新聞（日本経済新聞社,2009 年 7 月 9 日）より引用。 

喜多方・会津地域 

広域中通り地域 

県南地域 

相双地域 

いわき地域 
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（（（（2）地理的優位性）地理的優位性）地理的優位性）地理的優位性 

本県が備える可能性の第二は、その立地条件である。本県は、本田技研工業や富士重工業などの

工場が立地する、あるいは立地を予定している群馬県や埼玉県などの関東地域と、関東自動車工業

やセントラル自動車の工場が立地する、あるいは立地を予定している岩手県や宮城県とのちょうど中

心に位置しており、これらの工場に向けた部品供給基地として非常に好条件にあるということがわかる。 

現状において、県内に自動車組み立て工場が立地していないにもかかわらず、本県が輸送用機器

で東北随一の出荷額を誇っているのも、このことによる部分が多いのではないかと考えられる。 

日本経済新聞社によれば、本県に立地が予定されているデンソーの新工場も、本県周辺に点在す

るこれらの工場に対するカーエアコン等の供給を見込んでいる（図表 9 参照）とのことである。 
 

 
（図表 9 デンソー社の新工場が供給を予定する工場16） 

 

デンソーの新工場の着工については、今般の自動車不況の影響等から、その着工を当面延期する

旨の発表17が 2009 年 3 月になされており、今後の先行きに不透明感があるが、自動車工場が立地す

る、あるいは立地が予定されている近県にちょうどはさまれる位置にあるという事実はかわらない。この

ような恵まれた立地条件を活かし、これらの工場に向けた部品供給基地としての福島県を今後さらに

強く打ち出していくことができると考えられる。 
 

（（（（3）県内大学の）県内大学の）県内大学の）県内大学の技術技術技術技術シーズシーズシーズシーズ 

本県が備える第三の可能性は、県内大学の技術シーズである。自動車関連産業に活用可能な技

術シーズを持つ大学として福島大学、日本大学工学部、会津大学、いわき明星大学の 4 校が挙げら

れる。 
 

①福島大学①福島大学①福島大学①福島大学（リチウムイオン二次電池）（リチウムイオン二次電池）（リチウムイオン二次電池）（リチウムイオン二次電池） 

福島大学においては、生田准教授が中心となってエネルギー資源の有効利用と環境負荷低減

のための新規二次電池（リチウムイオン二次電池）の開発と高性能化に関する研究が行われている
18。同氏は、将来のエネルギー環境問題解決のためには、電気自動車等に用いる大容量の電池の

開発が望まれており、高いエネルギー密度を有するリチウムイオン二次電池が非常に有効であると

指摘19しており、その高性能化に向けた新たな電極材料の開発に取り組んでいる。 
 

 

                                                 
 
16 日本経済新聞（日本経済新聞社,2008 年 3 月 20 日）より引用。 
17 河北新報社サイト[http://jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2009/03/20090313t62006.htm]による。 
18 福島大学サイト[http://www.fukushima-u.ac.jp/symbiosis/industry01/index.html]による。 
19 同サイト[http://www.sss.fukushima-u.ac.jp/welcome/download/38]による。 
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②日本大学工学部（触覚センサー）②日本大学工学部（触覚センサー）②日本大学工学部（触覚センサー）②日本大学工学部（触覚センサー） 

日本大学工学部においては、触覚センサーの医療分野での活用について、尾股教授を中心と

した「遠隔診断や遠隔治療における触覚技術の開発、外科手術ロボットにおける触覚特性のセンシ

ングと伝送、触覚情報を視覚情報と聴覚情報とに融合した真のバーチャル・リアリティー・システムの

開発など、積極的な研究開発が行われて」20おり、数多くの特許を取得するとともに、それらの技術

を用いた触覚センサーのプロトタイプが複数の病院において利用されるなど、多くの成果が日々生

み出されている。 

現状においては、医療分野における利用に特化した研究が進められているが、今後急速に進む

と思われる高齢化社会に対応した、「高齢者にやさしい車」や、事故を自動的に回避する機能を備

えるなどの「より安全な車」の開発ニーズが高まることも予想され、医療分野で蓄積された高度なセ

ンサー技術をこれらの自動車開発に流用することも可能であると考えられる。 
 

③会津大学（組み込みソフトウェア）③会津大学（組み込みソフトウェア）③会津大学（組み込みソフトウェア）③会津大学（組み込みソフトウェア） 

会津大学は専門的なコンピュータ教育・研究環境を備えた日本初の大学であり、国内外を問わ

ず優秀なコンピュータ研究者・技術者人材を数多く募り、各種コンピュータ関連の高度な研究が、

1993 年の開学以来連綿と続けられている。 

電気自動車の分野においては、すでに指摘したとおり、組み込みソフトウェアやセンサーなどの

エレクトロニクス技術の活用が大きく進むことが予想されており、会津大学が培った長年の研究成果

や、その研究をとおして育成された数々の優秀なコンピュータ人材は、今後の電気自動車の高付

加価値化に活用可能であると考えられる。 
 

④いわき明星大学（ソーラーカー）④いわき明星大学（ソーラーカー）④いわき明星大学（ソーラーカー）④いわき明星大学（ソーラーカー） 

いわき明星大学においては、システムデザイン工学科の桜井教授を中心とした、ソーラーカーや

自動車の衝突安全・予防安全の研究がなされている21。 

特にソーラーカーについては、大学の講義の一環として実際の走行が可能なソーラーカーを、車

体の設計から製作まで、すべて学生たちの力で作り上げ、ワールドソーラーカーラリーに出走する

など、精力的な研究活動がなされている。 

ソーラーカーは、とりもなおさず電気自動車であり、その技術の多くは電気自動車の開発に応用

可能であると考えられる。 
 

いわき明星大学 桜井研究室
ソーラーカー開発

福島大学 生田教授
車載バッテリ（リチウムイオン
２次電池）の高性能化につい

て研究

日本大学工学部
尾股教授

センサーの開発

会津大学

ソフトウェア開発

 
（図表 10 福島県内大学の技術シーズ） 

 

このように、福島県内に立地する複数の大学において、電気自動車に流用可能な技術シーズが存

在しており、それらの中には、すでに実用化レベルにまで達しているものも多く含まれていることがわ

                                                 
 
20 日本大学工学部サイト[http://www.ee.ce.nihon-u.ac.jp/~omata/theme/haptic.html]より引用。 
21 いわき明星大学サイト[http://www.iwakimu.ac.jp/department/staff/sakurai_toshiaki.html]及び

[http://www.iwakimu.ac.jp/department/sysd/curriculum3-01.html]による。 
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かる。これらの技術は、電気自動車が普及期を迎えた際の、本県による部品供給基地としての地位獲

得をさらに確実なものにしていくうえで重要な鍵になりうると考えられる。 

ここまで指摘してきたとおり、本県には、（１）東北随一の自動車関連企業数・自動車関連出荷額、（2）

地理的優位性、（3）県内大学のシーズといった自動車関連産業の分野での優位性が数多く備わってお

り、今後予想される東北圏内における自動車関連産業の集積により生み出されるであろう雇用創出効果

の多くの部分を得ることのできる可能性を持っているといえるのではないか。 
 

 

第第第第 3節節節節    自動車自動車自動車自動車関連関連関連関連産業の動向産業の動向産業の動向産業の動向 
 

（１）既存自動車（１）既存自動車（１）既存自動車（１）既存自動車関連関連関連関連産業の動向産業の動向産業の動向産業の動向    ～国内自動車販売台数に見られる復調の兆し～～国内自動車販売台数に見られる復調の兆し～～国内自動車販売台数に見られる復調の兆し～～国内自動車販売台数に見られる復調の兆し～ 

自動車関連産業が米国発の自動車不況により大きな打撃を受けたことは上述のとおりであるが、こ

のような中、少しずつではあるが、すでに明るい兆しが見え始めていることも事実である。 

日本自動車販売協会連合会の発表22によれば日本国内における新車販売台数（登録車）が、対前

年度比において、2 月連続で増加に転じたことが明らかになっている。 

2008 年 8 月ごろから急激に販売台数の減少が進み、2009 年 2 月には、対前年度比で 32.4%も減

少していたが、それをピークとして徐々に減少幅が小さくなり、2009 年 8 月は 2.3%、同 9 月において

は、3.5%の増加に転じている。 

比較対象としている前年度の値が急激に販売台数の減少が進んだ以降のものであり、必ずしも楽

観は出来ないが、「4 月に実施されたエコカー購入に伴う自動車取得税などの減税に加え、6 月１9 日

からは新車購入補助金の申請受付が始まり、需要回復の追い風となった。」23、「政府によるエコカー

減税や新車購入時の補助金制度の効果が浸透してきた。」24などと、自動車販売台数における復調の

兆しが見えること、及び、これが政府のエコカー減税や新車購入時の補助金制度が奏功したものであ

るとの分析を、同連合会による 8 月末時点の発表を受けて新聞各紙が報じている。 
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(図表 11 新車販売台数（登録車）対前年度比の推移（2008 年 1 月～2009 年 9 月）) 

 

このように、わずかではあるが、国内における自動車の販売台数は復調の兆しを見せており、この

効果は今後徐々に自動車部品などの自動車関連産業へも波及していくことが強く期待される。 
 

（（（（2）電気自動車に関する動向）電気自動車に関する動向）電気自動車に関する動向）電気自動車に関する動向    ～電気自動車販売が活発化～～電気自動車販売が活発化～～電気自動車販売が活発化～～電気自動車販売が活発化～ 

三菱自動車工業が「i-MiEV（アイミーブ）」を、富士重工業が「プラグイン ステラ」をそれぞれ 6 月に

                                                 
 
22 日本自動車販売協会連合会サイト[http://www.jada.or.jp/contents/data/type/index12.php]による。 
23 日本工業新聞新社サイト[http://www.business-i.jp/news/flash-page/news/200908030091a.nwc]による。 
24 日本経済新聞社サイト[http://www-local.nikkei.co.jp/keiki/news/20090901d1d0102j01.html]による。 

(%) 
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発表し、その後 8 月には日産自動車が「リーフ」を発表するなど、今年度に入って国内自動車メー

カー各社において、電気自動車販売が急速に活発化している。 

各社はそれぞれ「09 年度の販売台数は、法人ユーザーや自治体などを中心に約 1,400 台の見込

み。25」（i-MiEV）、「2009 年度は 170 台程度の供給を計画している。26」（プラグイン ステラ）と、販売

見込みを立てている。この状況の中で、日産自動車の社長であるゴーン氏は、「2020 年にはＥＶの世

界需要は、市場全体の 10％にあたる 600 万台程度になる。27」との見通しを述べている。 

このような各社の見通し（特に日産自動車見通し）が正確なものであるかどうかについては、現時点

で我々が判断することは非常に難しいが、国内自動車製造各社が電気自動車の製造・販売に本格的

に参入を始めたことは間違いなく、今後普及が進んでいくことは明らかなようである。 
 

（（（（3）本県自動車関連産業のあるべき姿）本県自動車関連産業のあるべき姿）本県自動車関連産業のあるべき姿）本県自動車関連産業のあるべき姿 

以上のような状況を受けて、本県自動車関連産業のあるべき姿として以下の 2 点を導き出した。 
 

①部品供給基地としての地位を確保する①部品供給基地としての地位を確保する①部品供給基地としての地位を確保する①部品供給基地としての地位を確保する 

まず、第一には、部品供給基地としての地位を確保することである。国内の自動車販売台数にお

いて復調の兆しが見え始めていることから、今後とも県内の自動車関連企業は自動車関連産業に

取り組み続け、東北が自動車関連産業の国内第三の拠点となった際に、部品供給基地としての地

位を確保できるように技術力を維持・向上していくべきである。 
 

②電気自動車へのシフトに②電気自動車へのシフトに②電気自動車へのシフトに②電気自動車へのシフトに備える備える備える備える 

そして第二には、電気自動車へのシフトに備えるということである。特に現在見られつつある復調

の兆しは、エコカーへの関心の高まりを反映したものであると考えられている。 

このことは、需要者の持つ、自動車に対するニーズが、従来のガソリン自動車から、ハイブリッド

車に代表される、環境に優しい車へと、大きな転換点を迎えていることを意味しており、仮説１「自動

車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎えており、本県自動車関連企業もこの変化に対

応していく必要がある。」を支持するものである。 

また、国内自動車製造各社が電気自動車の製造・販売に本腰を入れ始めていることは事実であ

り、将来的に電気自動車のシェアが増加することが予測される。そのため、それに向けた新たな技

術力の獲得に今から取り組むべきであることを表しており、仮説 2「電気自動車向け部品供給に対

応できる技術力を蓄積していく必要がある。」と一致するものである。 
 

次章以降においては、ここまでで提示した本県自動車関連産業のあるべき姿を実現するために必要と

考えられる政策について検討を加えていく。

                                                 
 
25 日経 BP 社サイト[http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090605/1026811/]などによる。 
26 Impress Watch 社サイト[http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20090604_212457.html]などによる。 
27 日本工業新聞新社社サイト[http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200908310008a.nwc]などによる。 
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第第第第 4章章章章    自動車関連産業育成に向けた取り組み事例分析自動車関連産業育成に向けた取り組み事例分析自動車関連産業育成に向けた取り組み事例分析自動車関連産業育成に向けた取り組み事例分析 

本章では、政策の検討に先立ち電気自動車関連産業の振興等に関する国、他県、本県及び民間レベ

ルにおける事例についてそれぞれ分析する。電気自動車関連産業の振興等に関しては、様々な主体が

すでに独自の取り組みを始めつつあり、これらの事例を分析することは、本県が今後進むべき政策の方向

性について、重要な示唆を与えてくれる。 
 

第１節第１節第１節第１節    国の取り組み国の取り組み国の取り組み国の取り組み 
 

（１）国全体（１）国全体（１）国全体（１）国全体 

経済産業省では、ＥV・pHV タウン構想事業を実施して、次世代自動車の普及促進を行なっている。 

｢ＥＶ・pHV タウン構想｣とは、｢低炭素社会づくり行動計画｣の取組方針にも位置付けられている、電

気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（pHV）の本格普及に向けた実証実験のためのモデル

事業である。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の初期需要を創出するためには、充電インフ

ラ整備や普及啓発などを集中的に行う必要があることから、まずはモデル地域を選定し、自治体、地

域企業等とも連携して EV、pHV の導入、環境整備を集中的に行い、普及モデルの確立を図り、全国

への展開を目指す事業である28。 

東京、神奈川、青森、新潟、福井、愛知、京都、長崎など 8 都府県が 21 年度の実施地域に選定さ

れた。青森県では、原子力発電や風力発電による充電で走行する EV・pHV の利用や次世代エネル

ギーパークや自然観光地での EV の活用を提案し、北国型 EV 導入モデルによる低炭素社会の実

現を目指している。 
 

（（（（2）東北経済産業局）東北経済産業局）東北経済産業局）東北経済産業局 

経済産業省東北経済産業局では平成 18 年度から平成 22 年度までの計画で、東北地域クラスタ

ー形成計画 ｢TOHOKU ものづくりコリドー｣を推進している。本計画はイノベーション創出能力の高い

技術・産業分野を核に、地域どうしがコリドー（回廊）を通じ緊密な連携を行なうことで新事業・新製品

を次々と生み出すイノベーティブな地域となることを目指している。 

クラスター形成のポテンシャルの高い 3 つの出口産業分野である自動車関連産業分野、半導体等

関連産業分野、医療・福祉機器関連産業分野をターゲットとして、｢北上川流域地域｣、｢広域仙台地

域｣、｢山形・米沢地域｣、｢広域郡山地域｣の産業集積地域を中心に計画を推進中である。 

自動車関連産業分野では平成 21 年度から 22 年度にかけて、イノベーション創出会議を開催して

いる。自動車の基本性能（｢走｣、｢曲｣、｢止｣）の向上に加え、｢安全｣、｢環境｣、｢快適｣等のコンセプトか

ら、今後求められる自動車とその関連技術について調査、検討を行い、東北発の技術提案、商品企

画開発を推進することが目的である。また、地域の基盤技術等の強みを活かした広域で取り組むべき

次世代の技術課題、研究開発テーマ等について検討することにより、東北地域の自動車関連分野の

イノベーション創出、研究開発力の向上、自動車分野のクラスター形成を目指している。この会議で、

次世代自動車を見据えた東北発の製品づくりに向けて｢環境｣、｢安全｣、｢快適｣の視点から 47 分野１

67 技術分野を抽出し、ニーズや参入可能性等との適合から、非接触充電、リチウムイオン電池、セン

サー・画像処理の 3 製品テーマに絞りこんだ。29
 

これら 3 製品テーマについて東北経済産業局において聞き取り調査した結果を以下にまとめる。 
 

①非接触充電①非接触充電①非接触充電①非接触充電 

非接触充電については、まだ実用段階ではなく、先行きが見えないこと、実用化にあたっては非

接触充電システムを組み込んだ道路などのインフラ整備が必要であり、莫大な費用がかかることか

ら、新たな社会システム構築に向けた実証事業と位置づけて、局所的な実験や、PR・技術の必要

性の啓発など、オープンな施策として取り組んでいる。図 12 は日野自動車が G8 北海道洞爺湖サ

ミットにシャトル・バスとして提供した非接触給電ハイブリッドバスである。路面等に設置した１次コイ

ルから床下搭載の 2次コイルへ大量かつ速やかに給電を行なうことで 屋根上に搭載したバッテリ

                                                 
 
28 「｢EV・pHV タウン｣の選定結果について」（経済産業省,2009 年 3 月）

[http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/downloadfiles/ev_phvtown/ev_result_press2.pdf]による。 
29 ｢東北地域産業クラスター計画について（TOHOKU ものづくりコリドー）｣（インテリジェント・コスモス研究機構,2006 年）による。 
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ーでの電気走行を可能としている30
。 

東北では、すでに青森（ＥＶ・pHV タウン指定）、秋田（低炭素社会に向けた技術発掘・社会シス

テム実証モデル事業）が取り組んでおり、東北経済産業局としては情報提供を、国全体としては、

NEDO が補助金を出すなどの支援を行っている。 

シーズとしては、東北大学の松木教授、佐藤教授が先進的な研究を行っており、それらとのマッ

チングを図りたいとも考えているとのことだった。 
 

（図表 12 非接触給電式ハイブリッドバス（日野自動車）31） 

②リチウムイオン電池②リチウムイオン電池②リチウムイオン電池②リチウムイオン電池 

リチウムイオン電池については、ハイブリッド車、電気自動車の電池として有望だが、電池そのも

のは自動車各社とも大手電機メーカーと組んで開発を進めており、中小企業が参入することは困難

である。また、パナソニック EV エナジー社が宮城県に進出しているが、あくまで工場としての位置

づけであり、研究開発は行わない方針であることからも参入が困難である。中小企業が入り込む余

地があるのは、耐久性向上や軽量化などの改良ニーズだと思われる。 

これらのニーズに対応した東北地域におけるシーズの有無については、まだ把握しておらず、今

後調査が必要である。東北大学で材料系の研究が進んでいるため、そこにシーズがあるのではな

いかとにらんでいる。 

センサー・画像処理については、センサーは画像処理関連に絞っても奥が深く、関連する技術

が多岐にわたっている。自動車メーカーは、人間の目の機能に非常に関心を持っており、東北大

学にはそれに対応するシーズが存在するため、これらと自動車関連産業をつなげていけないかと

考えている。 

リチウムイオン電池およびセンサー・画像処理の分野は事業化に結びつきやすい分野であると考

えており、非接触充電のようなオープンな取り組みではなく、関係者を制限したクローズドな研究会

を実施することで対応するつもりである。また、自動車のエレクトロニクス化が進むと、組み込みソフト

ウェアの技術が重要になるため、ぜひ医療機器・半導体だけでなく、組み込みソフトウェア技術分野

にも力を注ぐことを期待している。組み込みソフトウェアの分野は非常に重要だが、一方で、ほとん

                                                 
 
30 日野自動車プレスリリース（日野自動車,2008 年 6 月 17 日）

[http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/pressrelease/detail.php?id=204]による。 
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どブラックボックス化されていて、なかなか情報が出てこない分野であり、一緒にこの分野を開拓し

ていきたいと考えている。 

自動車分野でエレクトロニクス化が進むとこれまで自動車関連産業に関与していなかった企業・

産業が自動車関連産業に参入することが興りうる。センサー・画像処理の技術が自動車に取り込ま

れるようになる。その分野では組み込みソフトウェアの技術が必須であり、次はこの分野で協議会を

設立するなどの取り組みを進めていきたい。 

東北にどのような人材、企業、技術があるのかを明らかにしていきたい。補助金を投入して支援

することも検討しているとのことだった。 
 

第第第第 2節節節節    他県・民間企業の取り組み他県・民間企業の取り組み他県・民間企業の取り組み他県・民間企業の取り組み 

本節においては、全国的な電気自動車（次世代自動車）の普及推進及び充電インフラの整備に取組

んでいる事例について分析を行う。 
 

（１）神奈川県（１）神奈川県（１）神奈川県（１）神奈川県 

2006 年１１月に「かながわ電気自動車普及推進協議会」が設立され、2009 年度から 20１4 年度ま

でに県内 3，000 台の普及を目指す取り組みを発表した。 

普及推進の方策として、電気自動車導入時の補助金や自動車重量税・自動車取得税の免除、また

県直営有料駐車場の 50％程度割引、県内有料道路通行料の割引などの優遇措置が講じられている。 
 

富士重工業株式会社「プラグイン ステラ」            

  

三菱自動車工業株式会社「i-MiEV」 

 

（図表 13 補助対象車種32） 

 

急速充電器の整備についても、2009 年 7 月現在で 20 基が整備されており、今年度中には合計で

30 基以上の整備が見込まれている。また 2014 年度までには、100 基の整備を目指している。 

 

（（（（2）京都府）京都府）京都府）京都府 

2008 年 10 月に「京都府次世代自動車普及推進協議会」が設置された。また、2009 年 4 月には、

温室効果ガス削減に向け、「京都府電気自動車等の普及の促進に関する条例」が施行された。 

京都府及び京都市は、府市協調事業として市販されている電気自動車、プラグインハイブリッド自

動車を本格普及させるため、市内のタクシー事業者及びレンタカー事業者が導入する際の補助を行

うことを決定した。 

普及促進条例においては、電気自動車に対する自動車税優遇や取得税免除などの税制面での優

遇を行うと共に、駐車場を設置する事業者等に対しては、電気自動車が優先して駐車できる区画や、

設置や充電設備の設置を努力義務として定めるなど、電気自動車の普及促進に向けた取り組みが行

われている。 
 

（（（（3）北九州地域）北九州地域）北九州地域）北九州地域 

北九州地域における自動車・半導体産業の発展を図るため、平成 17 年 11 月産学官から構成する

「カーエレクトロニクス拠点構想検討委員会」を設置し、平成 18 年 8 月には「カーエレクトロニクス拠点

構想提言」を取りまとめた。 

                                                 
 
32 神奈川県サイト[http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/car/04ev/0432/yugusaku.html]より転載。 
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平成 19 年 7 月には拠点化推進の中核機関として「カー・エレクトロニクスセンター」設置し、平成 21

年 4 月には北九州私立大学、九州工業大学、早稲田大学の大学院及び北九州産業学術推進機構

が連携し「北九州学術研究都市連携大学院カーエレクトロニクスコース」を開設した。 

北九州市には、自動車産業振興課が設置されており、自動車関連産業への新規参入や事業拡大

を目指す企業へ、技術力向上・人材育成等への助成金を交付するなどの支援を行っている。 
 

（（（（4）民間企業）民間企業）民間企業）民間企業 

大手コンビニエンスストアのローソンは、三菱自動車の電気自動車である「i-MiEV」 7 台を、都心で

使用する業務用の車両として導入した。導入地域周辺の店舗駐車場に専用充電器も設け、同社の車

のほか一般顧客も無料で利用できるようになっている。200 ボルトで 80％充電するには約 7 時間を要

するとのことであり、その点においては、まだ改善の余地があるものの、電気自動車の普及を後押しし、

将来的には集客効果も見込まれている。 
 

 
（図表 14 コンビニエンスストアに設置された充電器33） 

 

 

第第第第 3節節節節    福島県福島県福島県福島県内内内内の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み 
 

（１）（１）（１）（１）福島県輸送用機械関連産業協議会福島県輸送用機械関連産業協議会福島県輸送用機械関連産業協議会福島県輸送用機械関連産業協議会 

福島県では自動車関連産業の集積を目指し、県内の企業や大学などが参加し、平成 19 年 4 月

25 日に福島県輸送用機械関連産業協議会が設立された。会員数は 347 で、東北 6 県で設立された

同様の産学官協議会の中では最大の会員数となっている。 

東北 6 県の協議会と会員数は以下のとおりである。 
 

各県の協議会 会員数 

いわて自動車関連産業集積促進協議会 232 

みやぎ自動車関連産業集積促進協議会 311 

山形県自動車産業振興会議 162 

青森県自動車関連産業振興協議会 99 

あきた自動車関連産業振興協議会 150 

福島県輸送用機械関連産業協議会 347 

（図表 15 東北 6 県の協議会と会員数） 

 

福島県内に生産拠点を持つ輸送用機械関連企業は約 400 社あり、協議会にはこのうち NOK や日

産自動車、IHI、福島製鋼など約 300 社が参加している。 

これまでの活動として、平成 19 年から毎年トヨタとの商談会を開き、東北の技術力の高さをアピー

ルしている。平成 21 年 5 月には、県内に本社や工場を持つ企業 40 社が参加して、トヨタ本社での商

談会を実施した。また、現在コスト・品質面から、関東自動車工業では自動車部品を名古屋から運ん

                                                 
 
33 東京新聞社サイト[http://www.tokyo-np.co.jp/article/car/news/CK2009080402000208.html]より転載。 
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でいる。東北地域の企業からの現地調達化も進めているため、今後は関東自動車工業との商談会も

計画している。 
 

（２）（２）（２）（２）とうほく自動車産業集積連携会議とうほく自動車産業集積連携会議とうほく自動車産業集積連携会議とうほく自動車産業集積連携会議 

各県協議会の設立だけではなく、東北 6 県の協議会が参加する連携会議も設立されている。 

東北地域における産業界や経済界、大学支援機関、行政等が一体となって、自動車関連産業に

係る交流や連携の場を創出し、地域企業の技術力の向上等による自動車関連産業への進出や取り

引きの拡大、並びに自動車部品メーカー等の立地を促すことにより、自動車関連産業の振興とその集

積を図ることを目的として、東北 6 県の協議会が参加し、とうほく自動車産業集積連携会議が設立さ

れた。連携会議の主な取り組みとして、情報提供・共有、交流機会の創出、セミナーの開催、技術展

示商談会の開催、取引拡大の支援、研究開発の促進、6 県知事によるトップセールスを行なっている。 

 

（３）（３）（３）（３）高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合 

全国的な取り組みとして、高齢者向けの自動車開発も行われている。 

高齢者が運転しやすい安全な自動車の開発をめざし、平成 21 年 5 月に 35 道府県知事で構成さ

れる高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合が発足された。 

我が国は、2005 年に高齢化率 21％と、世界一の高齢社会に入り、今後もこれまで世界に例をみな

い速度で高齢化が進展している。高齢化の進展に伴い、65 歳以上の高齢ドライバーの数も急増し、

2004 年の約 800 万人から、2030 年には約 1,700 万人に達する見込みである。このような中、高齢ドラ

イバーが関わる自動車事故は年々増加しており（1998 年 5 万件 → 2008 年 10 万件）、現在では、

高齢者をできるだけ自動車の運転から遠ざける考えが強くなっている。34 

高齢ドライバーには、動体視力・聴力の低下、視野狭窄、反応時間にムラがあるなどの身体的特性

や集中力の低下など心理的特性があり、近年高齢者の運転による交通事故発生は倍増しているのが

現状である。自治体などでは高齢者に運転許可を返納するように求める動きも見られ、返納者はここ

5 年間で約 8 万人と増加している。一方で高齢者にとって自動車は買い物、通院など日常生活の足

として不可欠なものであり、特に交通機関が不十分な地域では自動車の依存度は年々高まる傾向に

ある。 

知事連合の事業計画では 2009～2010 年度を第 1 ステージとして、開発委員会の検討結果を踏ま

え 2010 年度をめどに、これに対応する新たな高齢者自動車のコンセプトカーを提案する。2011 年度

以降の第 2 ステージでは ITS（高度道路情報システム）などの交通インフラの革新と一体となった未来

カーの提案を検討する。 

平成 21 年 5 月には高齢者が安心して運転できる自動車開発のためのプロジェクト会議が開催され

た。会議で埼玉県の上田知事は、カーナビの活用で交通事故が減った事例を紹介した。埼玉県では

自動車メーカーのホンダや警察と連携してカーナビの走行データの分析から急ブレーキが多発する

場所を特定した。把握した急ブレーキの多発箇所では、街路樹や植え込みを刈りこんで見通しを良く

したり、路面に「追突注意」の文字を書いて注意喚起を行なうなどの安全対策を実施したところ、急ブ

レーキ回数が減少した。上田知事は「大したコストもかからず今すぐ実行できる対策だ」と述べ、他県

での実施を提唱した。35 

 

（４）（４）（４）（４）ふくしま工場長育成道場ふくしま工場長育成道場ふくしま工場長育成道場ふくしま工場長育成道場 

福島県の人材育成事業として、ふくしま工場長育成道場が行われている。 

製造業の競争力維持・強化のためには、製品を製造・開発するための技術・技能の高度化だけで

はなく、顧客のニーズに対応し得る QCD 等の生産プロセス面でのレベルアップも求められる。 

このため、県では福島県職業能力開発協会への委託により、生産現場における QCD の向上等を

目的に、名古屋工業大学工場長養成塾、株式会社デンソー技研センターの協力を得て、県内中小

企業を対象に、製造現場を統括する工場長に必要な要素を育成する「ふくしま工場長育成道場」を実

施する。 

                                                 
 
34 全国知事会サイト

[http://www.seisaku.nga.gr.jp/kohyo/kohyo_top.php?seq=2424&uri=%2Fsearch%2Fsearch.php%3Fbun%3D06]による 
35 インターネットインフィニティー社サイト[http://www.caremanagement.jp/index.php?action_news_detail=true&storyid=4462]による 
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工場長には生産管理能力・品質管理能力に加え、リーダーシップ力やマネジメント力などが求めら

れ、当道場では、ゼミや受講生の工場で行う実践などのカリキュラムを通じて、どこの製造現場にも共

通する問題に気づき、学び得た体験を自社の工場にあてはめ、問題の発見能力を高め「気づく力」と

「考え行動する力」を養うことに主眼がおかれている。36 

 

ここまで、本県を含めた様々な主体による電気自動車産業に対する取り組みについて述べてきた。次章

においては、これらを踏まえ、今後福島県は電気自動車関連産業の振興に向けて、どのように取り組んで

いくべきかについて論じていくこととする。

                                                 
 
36 福島県サイト[http://www.pref.fukushima.jp/syoko/jinzai/04_deve/I01.htm]による 
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第第第第 5章章章章    政策の提言政策の提言政策の提言政策の提言 

本章においては、これまでの検討や、本県を含めた様々な主体による電気自動車産業に対する取り組

み状況を踏まえ、自動車関連産業の振興をとおした、継続的な雇用の創出を図るために、本県が取るべき

戦略を示すとともに、その戦略を推進するために有効と思われる具体的な政策の提言を行っていく。 
 

第１節第１節第１節第１節    福島県がとるべき戦略福島県がとるべき戦略福島県がとるべき戦略福島県がとるべき戦略 

第 3 章第 3 節で自動車関連産業の動向を踏まえ、①部品供給基地としての地位の確保②電気自動

車へのシフトに備えることの 2 点を導き出しているが、ここでは国内自動車製造各社が電気自動車の製

造・販売に本格的に参入を始めており、福島県でとるべき戦略として電気自動車の部品供給基地として

の地位の確保と利用促進を支援するための政策について提言をおこなう。 
 

（１）電気自動車部品供給基地としての地位の確立（１）電気自動車部品供給基地としての地位の確立（１）電気自動車部品供給基地としての地位の確立（１）電気自動車部品供給基地としての地位の確立 

電気自動車については、現在自治体や企業向け販売から個人への販売が始まったばかりであり、

まだ本格的な生産体制の構築については今後の販売状況により決定されていくものと考えられる。 

東北に 2 つの生産拠点を持つ、トヨタ自動車の豊田章男社長は、2009 年 10 月 2 日に行われた、

日本記者クラブでの会見において、政府が掲げる温暖化ガス削減目標に言及し、「（政府が打ち出し

た目標に）ブレーキをかけるのではなく、アクセルを踏んでいく」と述べると共に、この目標を実現する

にあたって必要となる対策を「社内で現在、スタディー中」だと語ったと報じられている37。 

同報道では、「“脱石油社会”の到来は避けられず「電気自動車や燃料電池車などの投入を考えざ

るを得ない」とし、商品化を進めるハイブリッド車だけでなくあらゆる種類の環境対応車の開発・普及を

加速させる方針を強調した。」と指摘されている。  

現在の自動車産業をハイブリッド車で牽引するトヨタ自動車も電気自動車等への参入を検討し始め

ており本県はいち早く電気自動車関連の部品供給地としての地位を確保すべきである。 
 

（（（（2）観光地での利用促進）観光地での利用促進）観光地での利用促進）観光地での利用促進 

第 4 章第 2 節で述べたように神奈川県や民間企業等では、人口密度が高い地域での電気自動車

の普及促進やインフラ整備をすでに実施している。 

では、福島県での電気自動車の普及の現実性はどうであろうか。県内での電気自動車の普及は、

人口密集地が点在する形であり、首都圏のような急速充電設備の設置には費用面での課題がある。

また、広い県内の移動手段としての電気自動車は現段階では走行距離にも不安が残る。 

そこで、地域を限定した観光地での利用促進を図っていくことで、利用のための電気自動車の技術

向上と電気自動車という新たな観光資源を観光地で利用することで観光地振興にもつなげることがで

きるのではないだろうか。 

敢えて一般家庭への「普及」促進ではなく、観光地という特定地域での「利用」促進を図ることで電

気自動車の技術の向上のための政策とする。 
 

 

第２節第２節第２節第２節    地域特性を活かした政策提言地域特性を活かした政策提言地域特性を活かした政策提言地域特性を活かした政策提言 

ここでは、第１節で述べた福島県の取るべき戦略をより具体化した政策提言を進める。 
 

（１）（１）（１）（１）福島県の地域性を活かした電気自動車開発支援福島県の地域性を活かした電気自動車開発支援福島県の地域性を活かした電気自動車開発支援福島県の地域性を活かした電気自動車開発支援    ～部品供給基地としての福島県を目指して～～部品供給基地としての福島県を目指して～～部品供給基地としての福島県を目指して～～部品供給基地としての福島県を目指して～ 

①①①①県内企業の育成県内企業の育成県内企業の育成県内企業の育成 

東北地方では、トヨタ自動車の開発製造の関東自動車が 2,200 人体制で岩手県内に稼動して

おり、宮城県のセントラル自動車についても間もなく生産が開始される。福島県ではこのような新た

なマザー工場の誘致に固執することなく、現在福島県に存在する企業を「地域資源」として捉え、こ

れら企業の技術開発支援をとおして電気自動車部品生産が可能な企業の育成を図るべきであると

考える。 

                                                 
 
37 日本経済新聞社、日本経済新聞デジタルメディア社サイト

[http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091003AT1D0205O02102009.html]による。    
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a.地理的条件と気候を活かした研究地理的条件と気候を活かした研究地理的条件と気候を活かした研究地理的条件と気候を活かした研究開発開発開発開発の推進の推進の推進の推進 

福島県は、東北地方の一番南に位置し、東京からは 200ｋｍ圏内に位置している。さらに「地震や

台風による水害などの自然災害が少ないことで知られており、企業のリスクマネジメント上において国

内屈指の環境と高い評価を受けています。今後 30 年以内に震度 6 弱以上の揺れに見舞われる確率

は低いとされ、特に阿武隈高地の地盤は堅固で活断層も少なく、地震に対する安全性が極めて高

い」38といわれている。 

また、福島県は北海道、岩手県に次ぐ全国で第 3 位の面積を有しており、気候については会津、

中通り、浜通りそれぞれ気候に特徴がある。南から北へつらなる阿武隈山地と奥羽山脈によって分け

られる 3 つの地域から成る。 

会津地域は、日本海側の気候で、夏は山間部では涼しいが盆地では蒸し暑くなり、冬は積雪も多

い。中通りは、日本海側と太平洋側の気候の中間の気候である。夏は、盆地ではかなり蒸し暑くなり、

全国の最高気温を記録する日もあるが、冬は雪が降り積雪もある。浜通りは太平洋側の気候で、夏は

海からの涼しい風が吹き、他の 2 地域よりは過ごしやすく、冬は暖かく降雪はほとんどない地域である。   

以上のように首都圏からの距離、自然災害の少ない環境、そして夏の高温と冬の積雪と低温の特

徴ある気候である福島県は様々な条件に対応できる電気自動車の研究開発にも適していると言える。 

このような地理的条件を活かした、電気自動車に関する研究開発を推進していくべきである。 
 

b.県内県内県内県内大学等と大学等と大学等と大学等と企業企業企業企業の連携の連携の連携の連携による電気自動車の製造による電気自動車の製造による電気自動車の製造による電気自動車の製造支援支援支援支援 

前述の通り、いわき明星大学において、カリキュラムの一貫としてソーラーカーの設計・製造を行い、

全国的なレースに参加するなど、一部の大学においては、電気自動車の設計・製造技術は実際の走

行が可能なレベルに達してきているといえる。 

今後県内で電気自動車の技術開発を促進するためには、より多くの大学や高等専門学校、あるい

は企業が、技術や人材を提供する形で積極的に参画していくことが強く期待される。 

行政側としては、そのような積極的な参画が自然と行われ、互いに切磋琢磨することで、双方の技

術力の向上を生み出すような環境の整備を通して、県内大学等と企業の連携による電気自動車の製

造を支援していくべきであると考える。 

その際には、具体的な研究コンセプトを設定し、それに沿った研究・開発に対し、助成金を出すな

どの手法が有効であると考えられる。このような研究コンセプトの設定に当たっては、この取り組みに参

加する大学・企業等による検討組織による検討・合意が必要であるが、少子高齢化が進みつつある現

状や電気自動車の特性などを考慮し、以下の 2 つの方向性を例示する。 
 

【【【【高齢者にやさしい自動車開発高齢者にやさしい自動車開発高齢者にやさしい自動車開発高齢者にやさしい自動車開発】】】】 

福島県は「高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合」（全国 35 道府県）に参加しており、日

本大学工学部（郡山市）の触覚センサーや会津大学の組み込みソフトを利用した安全性の高い、

高齢者でも運転しやすい ソフト面の充実した自動車の開発促進することができる。 
 

【【【【超低価格で小型の自動車開発超低価格で小型の自動車開発超低価格で小型の自動車開発超低価格で小型の自動車開発】】】】 

電気自動車では、エンジン等の装置が不要となる分車内空間の自由度が増すといわれている。

このことにより、今までの形に捉われることなく、価格の安い小型化された自動車の開発も可能とな

ると思われる。 

少子高齢化が進むことにより、4～5 人乗りが当たり前だったこれまでの自動車のコンセプトが必

ずしも適切なものではなくなる可能性があり、そのようなニーズに対応した自動車として、超低価格

で小型の自動車の開発促進も、今後の電気自動車関連産業支援のひとつの方向性であると考え

られる。 
 

c.テストコースの提供テストコースの提供テストコースの提供テストコースの提供 

電気自動車の技術開発にはテストコースの確保が必要である。福島県二本松市にはエビスサーキ

ットと SS パークサーキットがある。エビスサーキットは二本松市塩沢の安達太良山の麓に位置し、近く

                                                 
 
38 福島県サイト[http://www4.pref.fukushima.jp/investment/04advantage/02.html]による。 
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には塩沢スキー場が営業していることから、雪国での使用を想定したテストコースに使用し、電気自動

車の開発促進につなげることが可能ではないだろうか。 

2 つのサーキットとも東北自動車道二本松インターから至近距離にあり、アクセスには便利な場所で

ある。 

行政のかかわり方としては、これらのサーキットを運営する企業に対し、テストコース提供への協力

依頼や、電気自動車の研究・開発のために当該サーキットをテストコースとして利用する場合の費用

補助をするなどの対応が考えられる。 
   

    【エビスサーキット】二本松市塩沢【エビスサーキット】二本松市塩沢【エビスサーキット】二本松市塩沢【エビスサーキット】二本松市塩沢 

東北自動車道二本松インターから約 10ｋｍ（車で 15 分）の距離にあり、7 つのコースを有し、ナイタ

ー設備もあり夜間走行も可能なサーキットである。 

・東コース  2,061ｍ（JAF、MFJ 公認コース） 

・西コース  2,103ｍ（JAF、MFJ 公認コース） 

・南コース  1,200ｍ 

・北コース  1,155ｍ 

・新峠コース 1,500ｍ 

・ドリフトランド 

・スクールコース 

 

【【【【SSSSSSSS    PPPPARKARKARKARK    CIRCUITCIRCUITCIRCUITCIRCUIT    】二本松市五月町】二本松市五月町】二本松市五月町】二本松市五月町 

東北自動車道二本松インターから約 10ｋｍ（車で 20 分）、本宮インターから約 13ｋｍ（車で約 25

分） 

・ターマックコース 1,215ｍ（JAF 国内コース１級取得） 

・ジムカーナコース  327ｍ 

・グラベルコース  2,500ｍ（未舗装） 
 

d.企業向け助成制度の導入・拡充企業向け助成制度の導入・拡充企業向け助成制度の導入・拡充企業向け助成制度の導入・拡充 

福島県ではすでに企業向けの様々な助成制度が導入されている。平成 20 年度福島県商工労働

行政施策の概要（平成 20 年度 4 月福島県商工労働部）から電気自動車への利用が可能なものを記

載する。 

これらの制度を今後も継続し、また、電気自動車関連産業を含む県内産業の振興をより確実なもの

としていくために、さらに拡充していくことが期待される。 

 
事業名事業名事業名事業名 金額（千円）金額（千円）金額（千円）金額（千円） 内容内容内容内容 

輸送用機械関連企業集積促進事業 6,152 トップセールスの展開、展示商談会、産学官連携による協議会の運営 

輸送用機械関連産業連携事業 2,500 「とうほく自動車産業集積連携会議」を活用した企業間交流と取引拡大 

半導体関連産業集積事業 7,8247 トップセールスの展開、産学官連携による協議会の運営等 

ふくしま産業応援ファンド設置事業 4,010,000 
(財)福島県産業振興センターに基金を設置し製造業集積や地域資源を

活用しながら経営革新や技術力の強化等を支援 

新事業創出促進支援事業  6,480 新規創出事業促進のため個人や企業に対しアイデア段階から支援 

ベンチャー企業等操業支援事業  9,005 優れたビジネスプランを有する企業家や中小企業者を支援 

中小企業制度資金貸付金  34,104,000 経営基盤の強化を図るため良質な資金提供を行なう 

戦略的地域産業高度化事業 3,1153 
立地企業と地場企業の問題解決と取引拡大や産産連携と産学官連携

の推進による地域経済の活性化を図る 

産学官連携高度製造技術人材育成事業  6,268 製造現場の中核となる人材育成のため産学官が連携して実施 

ものづくり高度化人材育成事業 425,615 高等技術専門校の改変し職業能力開発施設として整備する 

（図表 16 電気自動車への利用が可能な助成制度） 

 

②人材の育成と確保②人材の育成と確保②人材の育成と確保②人材の育成と確保 

電気自動車の開発が本県内においてより円滑に行なわれるようにするためには、新たな電気自

動車産業を担う人材の育成や確保（県内で育成した人材を県外に流出させない、あるいは、県外
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から優秀な人材が集まる環境作り）を図る必要がある。 

前述のとおり、福島県では「第１回ふくしま工場長育成道場」が 9 月から実施されている。福島県

職業能力開発協会への委託により、生産現場における QCD の向上等を目的に、名古屋工業大学

工場長養成塾、株式会社デンソー技研センターの協力を得て、県内中小企業を対象に、製造現場

を統括する工場長に必要な要素を育成するために開講したものである。 

今後は、特に新たな技術と知識の習得が必要な電気自動車関連産業の人材育成には、高校・

大学や企業、そして行政の間での協力が図られるべきである。以下に、これらの協力関係の方向性

を提示する。 
 

【高校と企業】【高校と企業】【高校と企業】【高校と企業】 

a.企業側の欲しい人材の育成企業側の欲しい人材の育成企業側の欲しい人材の育成企業側の欲しい人材の育成 

企業との連携により、その人材育成のためのカリキュラムも取り入れることで、必要とする技術系人

材の育成を図ることができる。 

日本の若者の理科離れ、技術者志向の学生の減少などが問題となっており、理科的な事象に興味

を示さない、理科の授業に対する理解度が低い生徒や学生が多く、社会人の中にも科学の基礎的な

素養を持っていないものが増えていると言われている。 

理科離れ対策や企業ニーズに対応した教育カリキュラムの実施など、教育機関における施策の実

施が望まれている。 
 

b.インターインターインターインターンンンンシップの充実シップの充実シップの充実シップの充実 

県内の高校においてはすでにインターンシップ事業は行なわれており、今後も職業意識を育成す

る上で積極的な活用を図っていくべきである。進学校においても、大学卒業後を視野に入れたイン

ターンシップへの生徒派遣に取り組むことで、目的意識を持った進学先の選択が可能となる。 

この施策推進のためには、企業においても学生を受け入れための体制整備などの負担が伴うこと

から、インターンシップへの積極的な取組を促すための啓発事業や、インターン受け入れ時の資金面

での助成といった、側面支援を目的とした施策との一体的な実施が求められる。 
 

c.教師の企業への派遣教師の企業への派遣教師の企業への派遣教師の企業への派遣 

企業の内容を把握、理解を行なうことで、より充実した生徒の就職指導を行なうことができる。企業

側においては、生徒向けだけでなく、教師向けのインターンシップ制度の創設を進める。 

県立高等技術専門校の高度化・再編が行われており、郡山、会津、浜３校並立での短期大学化が

進められている。テクノアカデミー郡山校では精密機械工学科、組込技術工学科が開設され、テクノ

アカデミー浜校では計測制御工学科が開設されるなど、時代のニーズに対応する産業人材を育成す

ることになっている。また、指導員についても県内企業や大学で研修を行うことでスキルアップを行っ

ている。 
 

【大学と企業】【大学と企業】【大学と企業】【大学と企業】 

d.大学への在職者派遣大学への在職者派遣大学への在職者派遣大学への在職者派遣 

研究や技術開発のために、大学や大学院への進学を希望する在職者の受け入れを行なう制度

（フェロー制度）を全県的に推進する。行政としては進学者への助成金の交付を図る。 

企業の技術者を受け入れることで、大学側は企業のニーズを知ることができ、共同研究開発への発

展も期待できる。 
 

e.大学での「ものづくり技術者養成講座」の大学での「ものづくり技術者養成講座」の大学での「ものづくり技術者養成講座」の大学での「ものづくり技術者養成講座」の開催開催開催開催 

大学の社会人向けの講座として専門知識の習得のための講座を開講する。 

産学官連携による産業人材育成プログラムとして「相双技塾 2009」、「いわきものづくり塾」や「しらか

わものづくり講習会」が開催されている。 

これらのプログラムにおいては、地域企業ニーズのアンケート調査を行い、多くの要望が寄せられた

技術分野がカリキュラムとして組み込まれている。また、各講座では大学教授や企業の技術者、ハイ

テクプラザや高等技術専門校の職員なと、産学官から講師を招聘し、最先端の技術を学べるように

なっている。大学や公設試験研究機関の持つ基礎知識や技術シーズを広く企業に周知することによ
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り、企業のスキルアップにもつながるものであり、今後このような取組をさらに強化することが必要であ

る。 
 

f.大学の持つシーズと企業のニーズのマッチング大学の持つシーズと企業のニーズのマッチング大学の持つシーズと企業のニーズのマッチング大学の持つシーズと企業のニーズのマッチング 

大学の持つ技術シーズと、企業が持つ技術ニーズのマッチングを図る必要がある。そのための対

応については、後述（次ページ③参照。）する。上記のような協力体制の実施機関として想定される高

校・大学を以下に示す。 

これらの教育機関のニーズを適切に取りまとめ、あるべき協力体制の方向性をより具体化していくこ

とが必要であると思われる。 
 

名称名称名称名称 所在地所在地所在地所在地 学部・学科学部・学科学部・学科学部・学科 

国立大学法人福島大学 福島市 共生システム理工学類 

公立大学法人会津大学 会津若松市 コンピュータ理工学部 

日本大学 郡山市 工学部 

いわき明星大学 いわき市 科学技術学部 

独立行政法人 

国立高等福島工業高等専門学校 
いわき市 

機械工学科・電気工学科・物質工学科・建設環境工学科・

コミュニケーション情報学科 

県立テクノアカデミー郡山 郡山市 
精密機械工学科・組込技術工学科 

機械制御システム科・電気制御システム科 

県立郡山高等技術専門校 郡山市 
機械制御システム科・電気制御システム科・情報制御シス

テム科・自動車整備科 

県立会津高等技術専門校 喜多方市 電気システム科・自動車実務科 

県立浜高等技術専門校 南相馬市 電子制御科・自動車整備科 

（図表 17 福島県内大学・高等専門学校・テクノアカデミー・高等技術専門学校39） 

 

【行政】 

g.専門組織の設置専門組織の設置専門組織の設置専門組織の設置 

産業の振興は決して他の業務の片手間にできることではない。産業の振興を行う行政の側にも、専

門の組織体制の整備が求められる。福島県を含む複数の自治体においては、すでに「産業人材育

成」に特化した組織が立ち上げられており、優れた産業人材の育成を目指した様々な施策が実施さ

れているが、広く浅く様々な産業人材を育成するのみでなく、さらに一歩進んで特定の産業分野 －

ここにおいては「電気自動車産業」－ の人材を重点的に育成するための組織の設置を提案する。 

たとえば、前述の北九州市においては、自動車産業への新規参入・事業拡大を目指す企業への

支援の実施、北九州産業学術推進機構カー・エレクトロニクスセンターの運営、連携大学院による教

育プログラムの展開などの取り組みを精力的に実施している。トヨタ自動車が標榜する、「第３の拠点」

として、東北地域を育成していくためには、時限的にでもそのような、電気自動車産業育成の専門組

織の設置が求められているものと思われる。そこにおいて求められる人材像については、後述する（③

参照。）。 
 

h.産学の調整の役割「人材育成協議会産学の調整の役割「人材育成協議会産学の調整の役割「人材育成協議会産学の調整の役割「人材育成協議会」」」」 

産学官が人材育成に関する共通の意見交換の場を設けることで、情報の共有と行政の役割を明確

にする。 

意見交換の場として、地域振興フォーラムや、ふくしまイブニングサロンが開催されている。 

地域振興フォーラムでは、シンポジウムや交流会を開催し、地域の振興・活性化の促進・支援を

行っている。また、ふくしまイブニングサロンでは、パネル討論や懇親会を開催している。今後このよう

な取組をさらに強化することが必要である。 
 

i.高校生対象のものづくりコンテスト高校生対象のものづくりコンテスト高校生対象のものづくりコンテスト高校生対象のものづくりコンテスト 

ものづくりへの興味を喚起するためにコンテストを開催し、将来の技術者の育成の機会とする。 

                                                 
39 福島県サイト[http://www4.pref.fukushima.jp/investment/04advantage/02.html]による。 
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コンテストへの参加を通して、電子、機械分野に興味を持ってもらうとともに、メカトロニクス分野の技

術力を向上することを目指す。また、ものづくりの楽しさを体験する機会にもなりうる。 
 

③シーズとニーズのマッチング③シーズとニーズのマッチング③シーズとニーズのマッチング③シーズとニーズのマッチング 

かつて企業は、技術開発を自前で行うのが当然であると考え、技術者の中には、他社からの技術

の導入を毛嫌いする傾向（NIH 症候群）さえ見られたという。しかし時代は変わった。近年においては、

他社や大学との連携や技術移転を通した、社外の技術や知識の活用に積極的に取り組む企業が増

えている。 

チェスブロウ(2004)
40は、これまで多くの企業で見られた、主に自社内部による研究や製品開発のモ

デルを「クローズド・イノベーション」と名づけ、その限界を指摘するとともに、新たな研究や製品開発の

モデルとして、社外の資源を積極的に活用する「オープン・イノベーション」を提唱し、さまざまな産業

分野において、今後企業が持続的に成長を続けていくためには、この新たなモデルへの移行が求め

られていると指摘している。 

このような状況において、特に中小企業は、一般的に資力に乏しく、自力での技術開発や新製品

開発のリスクを負うことが困難であり、すでに完成している他社や大学の技術や製品を導入し、自社の

技術力の向上あるいは補完につなげることが選択肢の一つと考えられるようになった。 

福島県には、第 3 章第 2 節（3）で述べたように福島大学でのリチウムイオン二次電池、日本大学工

学部で触覚センサー、会津大学での組み込みソフトウェア、いわき明星大学のソーラーカーなど 4 つ

の大学で電気自動車に活用可能な技術を持つ研究が行なわれている。その大学の持つシーズと企

業とのニーズのマッチングを行うことで、また、それらのシーズについて技術移転を受けた企業が連携

することによって、電気自動車関連の技術開発を促進することができる。 
 

a.専門的人材の配置専門的人材の配置専門的人材の配置専門的人材の配置 

大学が持つシーズと企業が持つニーズのマッチングや、企業連携においては、それに関与する大

学や企業の持つ技術や知識に関するさまざまな情報がやりとりされることとなる。 

それらの技術が適切に権利化され、管理されていなければ、場合によっては後の特許取得などの

権利化の障害となったり、他社による模倣に対して法的手段を講ずることが困難になるなどの危険性

がある。 

しかしながら、多くの中小企業においては、知的財産権に関する認識が高くないことも事実であり、

そのことに起因する大学と企業、あるいは企業間でのトラブルの発生が懸念される。 

行政が関与する施策に参加したことが原因で、権利化の障害や他社による模倣の危険性といったリ

スクを抱えさせてしまうことだけは絶対に避けなければならない。 

そのような状況の発生を回避するために、「②人材の育成と確保」においてすでに提案した、電気

自動車産業の人材を重点的に育成するための組織には、弁理士や知的財産管理技能士などの知的

財産権に関する専門的な知識をもった人材の配置を提案する。 

本県においても、同趣旨の対応として、医療機器関連の産業育成のために、産業創出課に薬剤師

を 1 名配置している。これは、医療機器の製造販売に関する承認を受けるためには、薬事法に関する

知識が必要不可欠であることによるものである。 

上述のとおり、大学や企業の間における技術情報のやりとりにおいては、知的財産権に関する知識

が必要不可欠であり、医療機器関連の産業育成の場合と同様に、弁理士や知的財産管理技能士な

どが、強く求められるものと考えられる。 
 

b.出会いの場の出会いの場の出会いの場の出会いの場の提供提供提供提供 

行政としては、大学のシーズと企業のニーズの点と点を結び、新たな技術と商品としての価値を生

み出す場を提供すべきである。県内には福島県ハイテクプラザ（郡山市）や（財）福島県産業振興セン

ター（福島市）がある。 

そして、シーズとニーズのマッチングをとおして、新たに企業同士のニーズとニーズの情報も蓄積さ

れていくことが予想される。個々に存在する部品と部品を結びつけることで、景気や海外との競争にも

勝つことのできる独自の技術が構築されると考えられる。 

                                                 
40 『OPEN INNOVATION』（大前恵一郎訳, 産業能率大学出版部, 2004） 
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c.補助補助補助補助・・・・助成助成助成助成制度の拡充制度の拡充制度の拡充制度の拡充 

また、技術開発に対しては補助金や助成金などの金銭面での支援を図るべきである。 
 

（（（（2）観光地での利用促進）観光地での利用促進）観光地での利用促進）観光地での利用促進    ～福島県の美しい景色を排気ガスで汚さない観光スタイルの提案～～福島県の美しい景色を排気ガスで汚さない観光スタイルの提案～～福島県の美しい景色を排気ガスで汚さない観光スタイルの提案～～福島県の美しい景色を排気ガスで汚さない観光スタイルの提案～ 

福島県の調べによれば41、本県の観光客入込数は、平成 19 年は全県で約 5,694 万人であると報

告されている。そのうち会津地域全体では、約 1,591 万人で全県の 30％の入込数となっており、さら

に詳しく見ると磐梯・猪苗代は 570 万人で全県の 10％を占める福島県の主要観光地である。 

この磐梯山、猪苗代湖は磐梯朝日国立公園内にあり、山岳信仰の地として名高い山形県出羽三山

から、原始性の高い朝日連峰、飯豊連峰を経て、吾妻山までを抱える我が国で 3 番目に大きな国立

公園である。登山上級者から初心者まで楽しめる多様な山々と、多彩な湖沼と森が織りなす雄大で変

化に富んだ美しい景観が魅力で、磐梯山や猪苗代湖周辺は、首都圏からのアクセスも良いことから多

くの人々が訪れており、登山、ハイキング、温泉浴、スキー、湖水浴など幅広い楽しみ方ができる観光

地である。 

このように、「うつくしまふくしま」のキャッチフレーズに象徴されるとおり、本県には美しい自然が無

数に存在する。これらの自然を、その美しさを損なわずに、あるいは、自分たちが生まれ出きたときより

もさらに美しい形で後世に残すことが、いま福島県に住むすべての者に課せられた使命なのではない

だろうか。 

これらのことから、本論文においては、「福島県の美しい景色を排気ガスで汚さない観光スタイル」を

提案する。この新たな観光スタイルを定着させ、エコカーやエコバスでの観光モデル地区として電気

自動車の利用を促進することが、本県がとるべきもうひとつの戦略である。 
 

                                             
（図表 18 裏磐梯の美しい自然42） 

 

①①①①レンタカーへの支援レンタカーへの支援レンタカーへの支援レンタカーへの支援 

現在の電気自動車が１回当たりの充電で走行できる距離は、たとえば三菱自動車の i-MiEV の場

合で約 160km となっており43、エアコンの使用など、電力消費が増加する場合を考慮すると

100km から 120km 程度が目安とされている。 

2008 年に三菱自動車がおこなった調査 44では、「日本国内での 1 日あたりの平均走行距

離は平日で 90％の人が 40km 未満、休日は 80％の人が 60km 未満」であると指摘されてお

り、その結果を見る限りにおいては、現在の電気自動車の航続可能距離は 100km を越えて

おり、県内観光用途での実用性は十分であると考えられる。 

このようにすでに市販されている電気自動車での来訪を促進するとともに、電車やガソリン自動車

で観光地を訪れる観光客に対しては、特に福島県で技術開発された電気自動車をレンタカーとして

利用してもらうために、導入に際しての支援を行なう。 

                                                 
 
41 「福島県観光客入込状況平成 19 年分」（福島県商工労政部観光交流局観光課,2008 年）

[http://www.pref.fukushima.jp/kanko/stat/h19irikomi.pdf]による。 

 
42 写真協力 大塚正博氏（本宮市） 

43 三菱自動車サイト[http://www.ev-life.com/allofev/vol01/index02.html]による。 

44 三菱自動車サイト[http://www.ev-life.com/allofev/vol01/index02.html]による。 
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電車から降りて、電気自動車をレンタルしてもらうことやガソリン車での観光客には指定の駐車場に

車を預け、福島県内で技術開発した電気自動車に乗り換えてもらう。レンタカーとして利用促進する

ことで、さらなる技術の開発と電気自動車に乗ることできる観光地としての観光振興にもつなげること

ができる。 
 

②②②②急速充電設備の配置急速充電設備の配置急速充電設備の配置急速充電設備の配置 

電気自動車の普及にあたり、充電インフラの整備は重要な課題となってくる。観光地には電気自

動車に急速充電ができる充電設備が必要となる。急速充電設備については、観光施設やガソリンス

タンド、コンビニエンスストアなどに設置する際に、電源立地県であることを活かして資金援助を電力

会社との連携をとりながら促進することが考えられる。 

また、下記のように充電には最低でも約 30 分は必要なため、その時間を利用して観光や買い物を

楽しんでもらうことで観光地の振興も図ることができる。 

 
充電方式充電方式充電方式充電方式     電源電源電源電源     充電時間充電時間充電時間充電時間 ****    

普通充電 
AC200V（１5A） 約 7 時間（満充電） 

AC100V（１5A） 約 14 時間（満充電） 

急速充電 
三相 200V 50ｋｗ 

（急速充電器側の電源） 
約 30 分（80％） 

   ＊パワーダウン警告灯点灯後からの充電時間 

（図表 19 充電時間の目安 45） 

 

この充電時間の目安は走行距離でも前述の i-MiEV の場合であるが、移動中の充電方式として 

は急速充電方式が必須の条件である。電気料金については充電１回当たり昼間で 450 円、夜間で 

150 円程度となっている。46
 

充電器については、NEC グループの株式会社高砂製作所（本社：神奈川県川崎市）が、電気自

動車（以下ＥＶ）用の急速充電器を製品化し、2009 年 5 月 28 日より販売活動を開始しており、すで

に東京電力株式会社に試作機を納入している。福島県は東京電力の電源立地県であり、設置に

当たり協力体制をとることが可能ではないだろうか。 

急速充電器については、別のメーカーであるが、市販価格は 350 万円、設置工事費にはおおよ

そ 150 万円かかる。47
 

 

③③③③観光産業向け電気バス導入補助観光産業向け電気バス導入補助観光産業向け電気バス導入補助観光産業向け電気バス導入補助 

裏磐梯高原へのバスの乗り入れについては、電気バスの導入を推進する。また、福島空港や新

幹線の駅からこの観光地まではエコカーのシンボルとして電気バスを導入する。  

ケーブルやプラグなどを使わずに充電できる非接触充電技術の車載化が加速している。路面に

設置する一次コイルと、車載する二次コイルを一定の距離まで近づけ、一次コイル側に電力を発生

させることで電磁誘導（コイルの中の磁界が変化するとコイルに電流が流れる現象）を起こし、車載

する二次コイルを介してバッテリーに電力を蓄積する。非接触充電技術は、泥や水などの汚れには

強い。充電中、金属物質などによる電磁誘導の阻害さえなければ充電は正常に行われる。 

 とりわけバスに対する非接触充電システムの搭載は各地で実験が進んでいる。走行区間が定まっ

ているバスであれば走行距離や安全性についても確保することができ、環境配慮へのアピールにも

なる。非接触充電バスの実証実験は、千葉県佐倉市ユーカリが丘の地域巡回バスで行われたほか

都バスや羽田空港内の連絡バスなどでも行われている。 

裏磐梯、桧原湖にもこの非接触充電型のバスの導入を観光バスとして購入するために、補助金の

支給を行う。 
 

④④④④電気自動車レースの開催電気自動車レースの開催電気自動車レースの開催電気自動車レースの開催 

電気自動車の技術向上と観光地振興を図るために桧原湖畔や磐梯山周辺を一周するレースを

開催する。このレースでは、従来のような時間の早さを競うものではなく、燃費や距離や安全性など

                                                 
45 三菱自動車サイト[http://www.ev-life.com/]による。 
46 三菱自動車サイト[http://www.ev-life.com/]による。 
47 テクノアソシエーツ社サイト[http://www.e2a.jp/event/090723.shtml]による。 
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を競う大会とする。 

例えば、１時間での走行距離や１回当たりの充電で走行できる距離などで行なう。環境に負荷の

かからない電気自動車と景観の美しいこの地ならではのレースの開催となる。 

そして、レースの参加を通して電気自動車の技術開発が促進されることになり、技術の向上と観

光地振興を実現できる。 
 

ここまで提案してきた施策の関連図を次ページ以降に示す。 

サーキット運営企業サーキット運営企業サーキット運営企業サーキット運営企業

行政行政行政行政

（（（（1）①県内企業の育成）①県内企業の育成）①県内企業の育成）①県内企業の育成

・・・・企業向け助成制度の導入・拡充　（企業向け助成制度の導入・拡充　（企業向け助成制度の導入・拡充　（企業向け助成制度の導入・拡充　（1））））-①①①①-d

・テストコースの提供　（・テストコースの提供　（・テストコースの提供　（・テストコースの提供　（1））））-①①①①-c

大学大学大学大学

・電気自動車の製造・電気自動車の製造・電気自動車の製造・電気自動車の製造 （（（（1））））-①①①①-b

企業企業企業企業

・地理的条件と気候を活かした研究開発・地理的条件と気候を活かした研究開発・地理的条件と気候を活かした研究開発・地理的条件と気候を活かした研究開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1））））-①①①①-a

・・・・電気自動車の製造電気自動車の製造電気自動車の製造電気自動車の製造 （（（（1））））-①①①①-b

サーキット提供への協力依頼サーキット提供への協力依頼サーキット提供への協力依頼サーキット提供への協力依頼

テストコースとして提供テストコースとして提供テストコースとして提供テストコースとして提供

電気自動車の共同研電気自動車の共同研電気自動車の共同研電気自動車の共同研

究・共同開発究・共同開発究・共同開発究・共同開発

共同研究への助成共同研究への助成共同研究への助成共同研究への助成

 

（図表 20 県内企業の育成に関する政策体系） 
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企業企業企業企業

大学大学大学大学

高校高校高校高校

行政行政行政行政

（（（（1）②人材の育成と確保／③ニーズとシーズのマッチング）②人材の育成と確保／③ニーズとシーズのマッチング）②人材の育成と確保／③ニーズとシーズのマッチング）②人材の育成と確保／③ニーズとシーズのマッチング

・・・・シーズとニーズのマッチング支援シーズとニーズのマッチング支援シーズとニーズのマッチング支援シーズとニーズのマッチング支援
　（出会いの場の提供、補助・助成制度の拡充）　　（出会いの場の提供、補助・助成制度の拡充）　　（出会いの場の提供、補助・助成制度の拡充）　　（出会いの場の提供、補助・助成制度の拡充）　 (1)-②②②②-f・③・⑤・③・⑤・③・⑤・③・⑤
・人材育成協議会の設置・人材育成協議会の設置・人材育成協議会の設置・人材育成協議会の設置 （（（（1））））-②②②②-h

・・・・ものづくりコンテストの開催　（ものづくりコンテストの開催　（ものづくりコンテストの開催　（ものづくりコンテストの開催　（1））））-②②②②-i

・企業側のほしい人材の育成・企業側のほしい人材の育成・企業側のほしい人材の育成・企業側のほしい人材の育成 （（（（1））））-②②②②-a
・・・・教師の企業への派遣教師の企業への派遣教師の企業への派遣教師の企業への派遣 （（（（1））））-②②②②-c

・インターンシップの充実・インターンシップの充実・インターンシップの充実・インターンシップの充実 （（（（1））））-②②②②-b・・・・c
・・・・大学への在職者派遣大学への在職者派遣大学への在職者派遣大学への在職者派遣 （（（（1））））-②②②②-d

・ものづくり技術者養成講座の開催・ものづくり技術者養成講座の開催・ものづくり技術者養成講座の開催・ものづくり技術者養成講座の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1））））-②②②②-e 

・・・・在職者派遣の受け入れ制度在職者派遣の受け入れ制度在職者派遣の受け入れ制度在職者派遣の受け入れ制度
　（フェロー制度）の創設　（フェロー制度）の創設　（フェロー制度）の創設　（フェロー制度）の創設 （（（（1））））-②②②②-d

人材面での連携・情報共有人材面での連携・情報共有人材面での連携・情報共有人材面での連携・情報共有

・電気自動車産業育成の専門組織　・電気自動車産業育成の専門組織　・電気自動車産業育成の専門組織　・電気自動車産業育成の専門組織　 (1)-②②②②-g

・・・・知的財産活用の専門的人材　知的財産活用の専門的人材　知的財産活用の専門的人材　知的財産活用の専門的人材　 (1)-③③③③-a

専門組織・人材による支援専門組織・人材による支援専門組織・人材による支援専門組織・人材による支援

 

（図表 21 人材の育成と確保及びニーズとシーズのマッチングに関する政策体系） 
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・・・・レンタカーへの支援　（２）レンタカーへの支援　（２）レンタカーへの支援　（２）レンタカーへの支援　（２）-①①①①
・・・・急速充電設備の配置急速充電設備の配置急速充電設備の配置急速充電設備の配置 （２）（２）（２）（２）-②②②②
・・・・観光産業向け電気バス導入補助（２）観光産業向け電気バス導入補助（２）観光産業向け電気バス導入補助（２）観光産業向け電気バス導入補助（２）-③③③③
・電気自動車レースの開催　（２）・電気自動車レースの開催　（２）・電気自動車レースの開催　（２）・電気自動車レースの開催　（２）-④④④④

行政行政行政行政

観光バス会社観光バス会社観光バス会社観光バス会社

（２）観光地での電気自動車の利用促進（２）観光地での電気自動車の利用促進（２）観光地での電気自動車の利用促進（２）観光地での電気自動車の利用促進

観光客観光客観光客観光客

旅行代理店旅行代理店旅行代理店旅行代理店

美しい景色を排気ガスで美しい景色を排気ガスで美しい景色を排気ガスで美しい景色を排気ガスで
汚さない観光スタイルの提案汚さない観光スタイルの提案汚さない観光スタイルの提案汚さない観光スタイルの提案

レンタカー会社レンタカー会社レンタカー会社レンタカー会社

導入支援・補助導入支援・補助導入支援・補助導入支援・補助

電気自動車リース電気自動車リース電気自動車リース電気自動車リース 電力会社電力会社電力会社電力会社

充電器設置協力依頼充電器設置協力依頼充電器設置協力依頼充電器設置協力依頼

充電器提供充電器提供充電器提供充電器提供

観光時に利用観光時に利用観光時に利用観光時に利用

電気自動車レース電気自動車レース電気自動車レース電気自動車レース

電力会社電力会社電力会社電力会社

共同でレースに参加共同でレースに参加共同でレースに参加共同でレースに参加

大学・専門学校・大学・専門学校・大学・専門学校・大学・専門学校・
高校高校高校高校

観戦ツアーに観戦ツアーに観戦ツアーに観戦ツアーに
参加参加参加参加

 

(図表 22 観光地での電気自動車の利用促進に関する政策体系) 
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第第第第 6章章章章    まとめまとめまとめまとめ        
 

第１節第１節第１節第１節    まとめまとめまとめまとめ 

ここまで、電気自動車を担う企業の育成を通した、本県における雇用創出の可能性について検討して

きた。 

まず第２章において本県のおかれている現状として、有効求人倍率の低迷などの苦境にさらされてい

る一方で、東北随一の自動車関連産業数と自動車関連産業出荷額を誇っている事実を指摘した。 

それらの事実を本県が持つ資源と捉え、①自動車関連産業全体として電気自動車への分水嶺を迎え

ており、本県自動車関連企業もこの変化に対応していくべきである、及び②電気自動車向け部品供給

に対応できる技術力を蓄積していく必要性がある、という２つの仮説を設定した。 

続く第３章においては、東北圏が自動車製造における国内第３の拠点と目されており、すでに自動車

関連産業の進出が始まっていること、その中において本県は地理的状況・大学における技術シーズの

観点から、非常に優位性があり、東北圏における自動車関連産業の集積による雇用創出効果の恩恵の

多くの部分を享受しうる可能性を秘めていることを明らかにした。 

そして、これらの可能性があること、自動車需要に復調の兆しが見えていること、及び、電気自動車に

対し大手自動車メーカーが積極的な姿勢を見せていることなどは、我々が設定した２つの仮説と、その

方向性を一にするものであることを示した。 

第４章において電気自動車関連産業に対する国内行政機関や民間企業の様々な取り組みに触れ、

それらを参考に、第５章において本県がとるべき戦略とそれらを体現するための政策提言を行った。 

我々が本論文において導き出した政策は大きく２つの類型に分かれる。 

第一に、部品供給基地としての福島県を目指した、「福島県の地域性を活かした電気自動車開発支

援」である。本県の地域特性を活かした電気自動車の開発等を通して、県内企業や人材の育成を図る

必要があることを述べた。 

第二に、福島県の美しい景色を排気ガスで汚さない観光スタイルの提案を通した、「観光地での利用

促進」である。レンタカー会社や、観光産業の企業における電気自動車・バスの導入を促進し、本県を

観光で訪れるお客様にその積極的な利用を促すことで、環境に配慮する本県の姿を強く印象付けると

共に、電気自動車レースの開催などを通して、さらなる観光客の増加を目指すことの必要性を指摘した。 

そしてこれらの政策の目的をより確実に達成するための重要な要素として、政策を推進する行政の側

における「専門組織の設置」や「専門的人材の配置」を忘れてはならない。 

産業の振興は決して他の業務の片手間にできることではなく、また、大学が持つシーズと企業が持つ

ニーズのマッチングや、企業連携においては、それに関与する大学や企業の持つ技術や知識に関する

さまざまな情報がやりとりされることとなるため、特定産業を振興するための専門組織の設置と知的財産

権に関する専門的な知識をもった人材の配置は必要不可欠であることを、改めて強く認識しなければな

らない。 

継続的な雇用創出

福島県の地域性を活かした福島県の地域性を活かした福島県の地域性を活かした福島県の地域性を活かした
電気自動車開発支援電気自動車開発支援電気自動車開発支援電気自動車開発支援

観光地での利用促進観光地での利用促進観光地での利用促進観光地での利用促進

・特定産業振興の専門組織
・知的財産に関する専門的人材

 

（図表 23 関連施策推進イメージ） 
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これらの専門組織や専門的人材が下支えし、電気自動車開発支援や観光地での利用促進のための政

策が実施されることを強く期待される。 
 

第２節第２節第２節第２節    終わりに終わりに終わりに終わりに 

この 3 ヶ月間の研修期間中にも、マスコミでは連日電気自動車関連の情報が流れていた。エコカー元

年、鳩山首相が国連気候変動サミットで温室効果ガスを 2020 年までに１990 年比 25%削減する中期目

標を表明したことなどの環境意識の高まりがあり、電気自動車関連産業への追い風が吹いていることを

感じた。 

また、日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会が 2009 年１0 月１日発表し

た軽自動車を含めた 9 月の国内新車販売台数は、前年同月比 0・2％増の 47 万 78１9 台となり、2008

年 7 月以来１4 カ月ぶりに増加に転じた。エコカー減税や新車の購入補助制度といった政府の支援策

が奏功した48。このように自動車関連産業復調の兆しも出てきている。 

自動車関連産業は今回のリーマンショックの影響で大打撃を受けた。しかし、その経済波及効果は他

の産業に比べ大きく、福島県が自動車関連産業出荷額 4,880 億円（平成１9 年）で東北一を誇っている

が、東北全体でも全国の自動車関連産業の 1.9％を担っているにすぎない。全国の 40％を担う中部地

方が大きな影響を受けている現在、東北はこれからに期待することができる。 

福島県は、このチャンスを活かして今後の県内産業振興や雇用創出の起爆剤として、電気自動車関

連産業の育成による地域経済の活性化を図るべきと考えられる。本論文で述べてきた政策の実施により、

多くの雇用が創出され、福島県で生まれた人が、福島県で育ち、県内に残り活躍できる環境が整備され

てくことを強く期待して、本論文の結びとする。 

                                                 
 
48 「福島民友新聞社」2009 年 10 月 2 日付け記事より。 


