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Point
❶  東日本大震災の被災地は、基幹部品・素材の工場の集積地だったため、直接被害を受けなかった地

域においても、これら部材を原材料として使うセクターで広く生産や経済活動に支障をきたした。
❷  震災によって、日本の製造業のビジネス環境は構造的に悪化した。具体的には、①電力供給の制約、

②法人減税の見送り、③ TPP（環太平洋経済連携協定）への参加検討先送り、④大地震再来への
備え、⑤放射能汚染の懸念、安全・安心の日本ブランド低下とインフラ輸出への打撃、などによっ
て企業が日本に生産拠点を置く場合のコストとカントリーリスクが高まり、「ものづくり日本」の
ブランドが傷ついた。

❸  新興国市場の開拓や立地分散のために、今後、企業の海外生産シフトが加速することは避けられな
い。しかし、東北・北関東に数多く立地する基幹部品・素材の工場に関しては、海外シフトを安易
に進めるべきでない。東日本が基幹部材の「世界の工場」としての地位を失えば、地域の雇用が減
少して経済活力が低下するばかりでなく、日本のものづくりが競争力を失ってしまう。

❹  震災で生じた部品や素材のサプライチェーンの寸断が長引けば、世界のメーカーは日本製部品に依
存することにリスクを感じ、代替調達先への切り替えを検討する。製造業の空洞化回避のため、国
を挙げてサプライチェーンの修復を急ぐべきである。

❺  持続的な雇用を生み出す産業が地域に育って初めて、復興が実現する。今回の国難を転機として東
北 ･ 北関東を再生し、新しい日本を創ることを表明した復興ビジョンを早急に打ち出す必要がある。

❻  復興のシンボルとなるテーマを掲げ、内外から優良企業、優秀人材、投資マネーを呼び込むことが
重要である。

はじめに
東日本大震災は 2 万 7 千人を超える死者・行方

不明者、15 兆〜 25 兆円に上る甚大な社会インフ
ラ、住宅、工場などの被災をもたらした。福島第
一原子力発電所の事故もからみ、被災地の生活再

建、産業復興は長く困難な道のりになると予想さ
れる。

3・11 を境に日本経済の風景は一変した。電力
不足に伴う計画停電・節電、原発事故による身体
の安全への不安など、日本の人々の生活は一変し
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たが、日本の産業の有様も一変した。本稿では、
大震災が日本の製造業にもたらした変化と、もの
づくり復興のための課題について考察してみたい。

産業の成り立ちを変えるインパクト
今回の震災で被害が深刻だった東北 3 県（岩手、

宮城、福島県）の経済規模は日本の GDP の 4％程
度に過ぎないが、東日本大震災は日本経済に甚大
な影響をもたらした。

この背景には、今回の被災地が重要な部品・素
材の工場の集積地で、広く国内外の企業に製品供
給の影響が及んでいること、地震のみだった阪神・
淡路大震災と違って津波と福島第一原発の事故が
重なる複合的な危機であること、原発被災に伴い
東京電力管内が電力供給不足に陥ったことなどの
要因がある。東京電力管内の GDP シェアは 41％
もあるから、全国の GDP の約 5 割に当たる地域
が震災の影響を受けたことになる（図表 1）。

各民間予測機関が発表する経済見通しは、先行
き不確定要因が多いため予測数値にはバラツキが
あるが、共通点がある。それは、未曾有の被害で
2011 年度前半の GDP（国内総生産）は大幅に下
押しされるが、2011 年度後半以降は巨額の復興需
要が GDP を押し上げ、震災のマイナスの影響を
ほとんど相殺するか、お釣りがくるというシナリ
オだ。

こうした見通しだけ見ると、当面の厳しさを我
慢してしのげば、元のビジネス環境に復帰できる
という印象を受けやすいが、実はそうではない。
GDP の動きが仮にその通りになっても、今回の震

災はこの国の産業の成り立ちを変えてしまうほど
のインパクトがあったことを認識する必要がある。

基幹部材の生産基地を襲った震災
東北と北関東は、自動車や電機をはじめとする

メーカーに基幹部品や素材を供給する工場が数多
く集積している地域で、今回これらが広範に被災
した。この結果、HDD（ハードディスク駆動装置）
の基幹部品であるアルミニウム製基板、リチウム
イオン電池用のバインダー（接着剤）素材など、
日本企業が世界シェアの大半を占める多数の部品・
素材の供給がストップしてしまった。

このため、震災被害を受けなかった地域でも、
これらの部品・素材を原材料として使うセクター
で広く生産や経済活動に支障をきたすことになっ
た。広範囲のサプライチェーン（供給体制）の中
で製造に不可欠な部材の供給がストップしてしま
い、納品ができない事態が発生している。

例えば、大阪商工会議所のアンケート（3 月 24
日発表）によれば、88％の企業が東日本大震災の
被害・影響が既に出ているか、今後生じる懸念が
あると回答している。自動車業界では、自動車用
マイコンを生産するルネサスエレクトロニクス（世
界シェア 45%）の那珂工場が大きな被害を受けた
結果、内外の自動車メーカーが軒並み操業停止や
減産を余儀なくされている。

意外なところでは、JR 西日本も電車の一部運休
に追い込まれた。電車のモーターに使用される基
幹部品である直流電動機ブラシの工場が被災し、
同部品の供給がストップしたためである。

日本製部材の供給不足の影響は世界に及んでい
る。政府の試算によれば、震災で半導体関連の部
品・素材の供給が 1 カ月半止まると、世界で総額
約 40 兆円の生産・サービスの減少につながると
いう。

ビジネス環境は構造的に悪化
東日本大震災は日本の製造業のビジネス環境を

構造的に悪化させた。

図表 1　東日本大震災で影響を受けた地域の経済規模

（注）�2007 年度。東北の被害甚大 3県は岩手、宮城、福島。�
東京電力管轄地域は茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、
山梨、静岡（富士川以東）。

出所：内閣府「県民経済計算」より作成

県内総生産（兆円） 同シェア（％）
 東北 33.3 6.4 

 被害甚大 3 県 20.7 4.0 
 北海道 18.5 3.5 
 東京電力の管轄地域 212.5 40.9 
 その他 256.0 49.2 
 全国 520.2 100.0 
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具体的には、次に挙げた諸点が重要である。こ
れらによって、企業が日本に生産拠点を置く場合
のコストとカントリーリスクが高まり、ものづく
り日本のブランドが少なからず傷ついた。今後の
復興を考える上では、この点を十分認識して、し
かるべき方策を講じる必要がある。

①電力供給の制約
福島第一原発が被災した影響で、東日本は慢性

的な電力不足に直面することになった。
東京電力は供給力の増強を図ってはいるが、冷

房などで電気使用が急増する夏場の需給見通し（東
京電力管内）は最大需要 6,000 万キロワットに対
し供給力は 5,200 万キロワットと、供給不安が残
る見通しである（4 月 15 日時点）。こうした電力
供給不足は今後少なくとも 2 年間は続くと見られ
る。

政府は、東京電力と東北電力の館内の大口需要
家に対して日中に最大電力を 25％抑制する方針
で、東北・関東の大手企業は夏の電力の削減を迫
られる見通しである。

業種にもよるが、多くの製造業企業（特に自家
発電を持たない業者）にとって停電は大敵である。
例えば、半導体の工場では、停電になるとクリー

ンルームが機能しないため、生産ラインが止まり、
設備の洗浄などが必要になる。工程によっては再
開に 1 週間かかる。また、医薬品では無菌室で製
造する注射剤は停電すると滅菌作業を中断しなけ
ればならないため、電力の安定供給が確保されな
いと生産できない。

3 〜 4 月に実施された計画停電は、一定時間内
の停電を対象地域に強いる方法で、企業の生産現
場に深刻なダメージを与えた。この反省から、計
画停電は今後原則実施しないと決まったことはさ
さやかな朗報だが、総量規制による節電が今後も
生産活動の足かせになることに変わりはない。企
業は、自家発電装置を増やす、交代で生産設備を
稼働させる、西日本などに拠点を移転するなどの
対策を講じているため、今夏の大規模停電は回避
できる見通しである。

しかし、日本、とりわけ関東圏は慢性的な電力
不足という途上国のようなインフラ環境を抱える
地域となった事実は厳然として残る。さらに、福
島第一原発事故の影響で九州電力が定期検査で停
止中の原発の稼働時期を延期するなど、今後西日
本にも電力不足が波及する懸念が高まっている。

電力使用量は鉱工業生産の動きと密接に関係す
るだけに（図表 2）、当面、電力供給がボトルネッ

図表 2　大口電力使用量と鉱工業生産
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出所：内閣府「景気動向指数」、経済産業省「鉱工業指数」より作成
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クとなって国内生産が抑圧されることは避けられ
ない。

②法人減税の見送り
日本の法人税の実効税率は 40.69％と、韓国

24.2％、シンガポール 17％など諸外国と比べて突
出して高いレベルに放置されている。これに対し、
政府は 2011 年度税制改正に法人税の 5％引き下げ
を盛り込んだほか、外資系企業の法人実効税率を
軽減する措置などを含む「アジア拠点化推進法案」
を今国会に提出していたが、これが震災の発生で
当面は棚上げされる見通しとなった。

③ 	TPP（環太平洋経済連携協定）への参加検討
先送り
世界で拡大しつつある FTA（自由貿易協定）の

網から日本が取り残されれば、日本の輸出企業は
圧倒的に不利になる。菅首相は今年 6 月までに
TPP 参加の可否の最終判断をする予定だったが、
震災を受けて先送りとなった。

仮に韓国が対米国、対 EU、対中国の FTA を発
効させ、日本が取り残された場合は、日本の輸出
は年間 112 億ドル（GDP の 0.2％）も失われる（奥
田聡・アジア経済研究所主任調査研究員の試算）。

日本が自由貿易の果実を得ようと思えば、FTA
を推進することは必要不可欠であるだけに、それ
を検討する余裕もなくなった現状は、ビジネス環
境にとって手痛い打撃である。

④大地震再来への備え
東日本大震災の発生は、日本で安全を確保しつ

つ安心して企業活動を続けるコストを急上昇させ
た。マグニチュード 9 の大地震に耐えられるよう
に諸施設の補強工事を行うとすれば、莫大な費用
が発生する。

日本が全国どこで大規模地震が起こってもおか
しくない地震列島であることが再認識されたこと
も企業行動に影響しよう。

例えば、半導体は元来、地震に弱い。電子回路

を焼き付ける装置はナノメートル単位で位置調整
がされており、振動でずれると生産不能になる。
こうしたセクターで日本立地を見直す動きが出る
可能性がある。

⑤放射能汚染の懸念
放射性物質汚染を嫌って、訪日外国人が激減

し、在日外国人の日本脱出が進んでいる。
貿易面では、日本からの食品の輸入を制限する

動きが広がっており、少なくとも 50 カ国・地域
が日本の食品の輸入に対して何らかの規制措置を
とっている（4 月 8 日時点）。海外の貨物船やタン
カーが東京湾への入港を取りやめる「抜港」も発
生している。

風評被害は工業製品にも広がっており、輸出相
手国の業者から「汚染されていないという証明書
がないと受け取れない」と拒否される事例が増え
ている。輸出業者には、事前に検査機関に放射性
物質検査を頼み証明書を取得する時間と費用が重
くのしかかる。

⑥	安全・安心の日本ブランド低下とインフラ輸出
への打撃
政府は新成長戦略の柱の一つに海外インフラ受

注を掲げ、原子力をはじめ電力、水処理、鉄道な
どのインフラ分野で、官民連携して海外受注獲得
に向けて動き始めていた。その矢先に深刻な原発
事故が発生したことで、「日本のものなら安全・安
心」という神話が崩れた。このことは日本のもの
づくりの国際競争力にボディーブローのように効
いてくる恐れがある。

また、今回の原発事故の拡大では人災の側面も
指摘されており、日本のシステム面の弱さが露呈
した形である。このことのイメージダウンが、原
子力発電のみならず他のインフラ分野でも海外展
開に影響することが懸念される。

加速する海外生産シフト
ジェトロが 2011 年 3 月発表した「日本企業の

東日本大震災は日本の製造業に何をもたらしたのか
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海外事業展開に関するアンケート調査」によれば、
製造業では今後（3 年間程度）海外での事業規模
の拡大を図ると回答した企業が全体の 79％に達し
ている（図表 3）。企業が海外生産比率の引き上げ
を図っていることは、内閣府の「企業行動に関す
るアンケート調査」でも確認できる（海外生産比
率は 2010 年度実績見込みの 18％から 2015 年度
には 21.4％に上昇する見通し）。

このように、日本企業は東日本大震災前から、
海外生産シフトを積極的に進めている。リーマン・
ショック後の円高への対応のためばかりではな
い。ビジネスの主戦場がかつての先進国市場から
新興国市場にシフトしていることに対応して、日
本企業は新興国内需の取り込みを図るため、消費
地の近くで生産する「地産地消」を推進している
のである。

前項で見たように、今回の震災発生により、日
本に生産拠点を置くことのコストとリスクが増大
したため、今後日本企業の海外生産シフトが一段
と加速することは間違いない。

基幹部材の安易な海外シフトは問題
日本は世界と離れては生きていけない。日本で

大地震が起こったからといって、海外企業が歩み

を止めてくれることはない。競争の舞台はあくま
で世界であるから、日本企業の海外生産シフトは
今後も止まらないであろうし、また止めるべきで
はない。特に、コモディティ化した製品の量産工
場は海外に移して、「メイド・イン・ジャパン」で
はなく「メイド・バイ・ジャパン」の事業展開を
図る必要があろう。

さらに、今回の被害の教訓として、重要な部材
の生産拠点が特定の地域に偏らないように立地分
散を図る観点からも、海外生産移転が進むことが
予想される。

しかし、基幹部材に関しては、生産拠点の海外
シフトを安易に進めるべきでないと考えられる。
これは地域の経済、雇用に及ぼす影響が大きい上、
日本企業のものづくり競争力の低下につながる恐
れがあるからである。

もう 1 つ、災害で断絶したサプライチェーンを
復旧させるスピードの点では、国内立地に優位性
があることも忘れるべきではない。今回の震災で
も、ユーザー企業が被災した部品・素材工場の復
旧に協力したり、地場企業同士が不足している機
器や計測器を融通し合うなどした結果、驚くほど
早く生産を再開できた企業が少なくない。海外に
工場があった場合、これほどの現場の士気や対応
力、助け合いの精神を期待することはできない。
海外拠点への生産移転はリスク分散には役立つが、
被災時の復旧が難しくなることに留意すべきだろ
う。

日本のものづくりの空洞化リスク
前述したような震災後の日本のビジネス環境の

悪化を踏まえれば、現在、わが国製造業はかつて
ないほど深刻な空洞化の危機に直面している。震
災で生じた部品や素材のサプライチェーンの寸断
が長引けば、世界のメーカーは日本製部品に依存
することにリスクを感じ、代替調達先への切り替
えを検討するだろう。日本の部材メーカーが工場
の海外移転を考えたり、日本の完成品メーカーが
部材の発注の一部を海外メーカーに切り替える動

図表 3　 製造業企業の海外での今後（3 年間程度）
の事業展開

事業規模の縮小、
撤退が必要と考えている
0.3%

今後とも海外への
投資は行わない
3.9％ その他・無回答

2.2％

現状を維持する
14.4％

事業規模の拡大を図る
79.2％

出所： ジェトロ「日本企業の海外事業展開に関する
アンケート調査」（2011年3月）
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きも出てこよう。
これまで日本勢の後塵を拝していた韓国などア

ジアの部材メーカーにとっては、今は日本勢から
シェアを奪って成長する絶好の機会である。また、
アジア各国の政府は高い技術力をもつ日本企業を
誘致するチャンスととらえており、例えばタイは
震災をきっかけに自国に生産拠点を移す日本企業
向けの投資優遇策を準備している。

もちろん、日本メーカーは、不足する部品・材
料の代替調達源の確保など、現場の対応力や瞬発
力を発揮して生産再開を急ぎ、懸命に供給責任を
果たそうとしている。しかし、こうした努力にも
かかわらず、サプライチェーン復旧にはなお時間
を要する部材も多い。何とか生産を再開できる体
制にこぎ着けても、港湾や空港などのインフラが
復旧していないために従来通り出荷できないケー
スもある。船舶向け厚板やエネルギー輸送用鋼管
では、工場は復旧しても、港湾岸壁のクレーンが
損傷したために輸出が再開できないところがある
という。

基幹部材の生産拠点としての地位を死守せよ
仮に、基幹部材の発注が海外の部材メーカーに

いったん流れてしまえば、日本の工場が生産を再
開しても、これまでの地位を取り戻すことは難し
い。ものづくりの国際分業ネットワークの中でひ
とたび日本企業抜きのサプライチェーンが形成さ
れてしまえば、以後日本企業に注文が戻ってこな
い恐れがあるのだ。阪神大震災で壊滅的な被災を
受けた神戸港は 2 年後に修復されたが、その間に

東アジアの国際港としての機能は韓国 ･ 釜山港な
どに奪われ、再びかつての地位を取り戻すことは
なかった。

東北・北関東にある部材産業の集積は、日本の
製造業の競争力の源泉であり、これを神戸港の二
の舞にしてはならない。東日本が基幹部材の「世
界の工場」としての地位を失えば、地域の雇用が
減少して経済活力が低下するばかりでなく、日本
のものづくりが空洞化し、産業競争力を失ってし
まう。基幹部材の生産拠点としての日本の地位を
維持するために、一刻も早くサプライチェーンを
復旧し、世界のメーカーに対して供給責任を果た
すことが求められる。個々の企業の自助努力に任
せるだけでなく、政府主導でインフラの復旧に全
力で取り組み、金融・税制面での各種支援策、電
力の安定供給支援策を講じるなど、国を挙げてサ
プライチェーンの修復を急ぐべきであろう。

早急に復興ビジョンを打ち出せ
多くの識者が指摘しているように、堤防や道

路、住宅、町並みなどを復元するだけでは、真の
復興にはつながらない。壊れた土木施設を元に戻
したとしても、失われた人命や生活や産業活動は
帰ってこない。

今後数年間にわたり、被災地域にはインフラ復
興、住宅建設などの公共事業を中心とする復興需
要が大規模に発生する。内閣府の試算によれば、
2011 年度 5 〜 8 兆円、2012 年度 6 〜 9.5 兆円の
復興需要が出てくる見通しである（図表 4）。しか
し、被災地が公共事業頼み、建設業依存の状態を

図表 4　東日本大震災のマクロ経済への影響試算（内閣府）

＊�上記は 3年再建シナリオ。5年再建シナリオの場合は、2011 年度前半 1.5 ～ 2.5 兆円、同後半 2.5 ～ 3.75 兆円、2012 年度
4.75 ～ 7.5 兆円、2013 年度 3.5 ～ 5.75 兆円と試算されている。

出所：内閣府「東北地方太平洋沖地震のマクロ経済的影響の分析」（2011 年 3月）をもとに作成

ストック 社会資本・住宅・企業設備などの直接被害額…16 兆～ 25 兆円

フロー

実質 GDP への影響（単位：兆円）
2011 年度 2012 年度 2013 年度前半 後半

企業設備の損壊に伴う生産減 ▲ 0.5 ～▲ 1.25 ▲ 0.5 ～▲ 1.25 ▲ 1.25 ～▲ 2.25 ▲ 1.25 ～▲ 2.25
サプライチェーンを通じた生産減 ▲ 0.25 − − −
計画停電など電力供給制約の影響 算出せず
インフラなどの復興需要＊ 2 ～ 3 3 ～ 5 6 ～ 9.5 5 ～ 7.75

東日本大震災は日本の製造業に何をもたらしたのか



経営センサー　2011.5
1616

抜け出せないうちは、復興したことにはならな
い。持続的な雇用を生み出せる産業が地域に育っ
て初めて復興と言える。

つまり、東日本が元気を取り戻すためには、こ
の地に内外の優良企業が集まる環境を整え、新た
な産業を呼び込み、人々が働く場を得て自力で生
活できる地域を再生する必要がある。

そのためには、今回の国難を転機として東北 ･
北関東を再生し、新しい日本を創ることを表明し
た復興ビジョンを早急に打ち出すことが何より重
要だ。

復興ビジョンがなぜ重要か。第一に、人々の心
を未来に向かせ、国民全体が被災地の再生に総力
を結集し、新しい日本を創っていく覚悟を何年も
持続させるためには、復興の旗印が不可欠だから
である。未曾有の震災後の被災者支援や復旧で発
揮された日本人の規律正しさ、助け合いの精神、
強い連帯感を、今後長期戦となる復興の過程でも
活かしていくためには、皆で一体となって頑張ろ
うといった曖昧なスローガンでは駄目である。国
民が奮い立ち、心を一つにできるような明確な復
興ビジョンが共有されなければならない。

第二に、従来あった施設の単なる復元やパッチ
ワーク的な復旧といった（政治的に軋轢が少ない
が、真の復興につながらない）方向に流れるのを
避け、「復興特区」の創設等により前例にとらわれ
ない新発想の地域開発を推進していくにはビジョ
ンが必要である。

第三に、復興ビジョンの早急な提示は、日本の
空洞化の阻止につながる。海外メーカーの日本離
れ、サプライチェーンからの日本外しの動きを食
い止めるためには、「危ない国」「衰退国」という
風評を吹き飛ばすような前向きなビジョンを掲げ、

東日本の復興が新しい日本の姿であると内外に発
信しなければならない。「日本人は本気だ」「日本
は再び奇跡の復興を果たすに違いない」と外国人
に思わせることが、空洞化回避の近道と言えよう。

復興のシンボルとなるテーマは何か
被災地は、高度な部品・素材産業の集積のほか、

新エネルギー、有機 EL、医療など層の厚い学術
研究拠点、海外で高値で売れる農産物や水産物な
ど、日本の産業の宝庫のような地域資源をもつ地
域である。これらの資源を核として地域に根差し
た新産業を育成し、内外から優良企業、優秀人材、
投資マネーを呼び込むには、シンボルとなるテー
マを高らかに掲げることが重要である。

具体的なテーマの候補としては、再生可能エネ
ルギーやスマートグリッドを活用したエネルギー
効率の高い街づくり、世界一の高度防災都市、21
世紀の高齢化社会のモデルとなるコンパクトシ
ティー、海洋資源開発の一大拠点、農業・水産業
と他産業との連携による新型産業育成などが考え
られる。

長期的なテーマとしては未曾有の被災経験を逆
手にとった地域開発も有力な選択肢となろう。
1960 年代に深刻な産業公害で悪名高かった北九州
市は、20 年超の歳月をかけて徹底的な公害克服に
取り組んだ結果、今では環境都市として日本一と
の定評を得るにいたった。光化学スモッグ、水俣
病を克服する過程の経験が、日本の環境技術や水
処理技術の飛躍的な発展に寄与した歴史もある。

国のリーダーにより、被災地域と日本が復興し
ていく手ごたえを感じられるようなビジョンが一
刻も早く示され、情熱あふれる人々や企業の活力
を引き出してくれることを強く希望したい。

経済・産業




