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何故、本格的な工業化の波は北海道ま
で来なかったのか？ 

苫小牧を中心とした自動車産業振興と
途上国との類似点は？ 

アグロベース産業の可能性は？ 



 開発経済学の系譜 
 工業化論の系譜 
 北海道開発の歴史 
 北海道の工業化 
 工業化の波は北海道に達したか 
 北海道における製造業の位置付け 
 北海道の輸出入 
 自動車産業の振興 
 アグロベース産業、食品産業 
 終わりに 

 
 



 ミュルダール：逆流効果と波及効果  
 3大経済圏への逆流効果とその後の波及効果 
 （日本） 
 均衡成長と不均衡成長（地域間、産業間、官民） 
  北海道内の産業間均衡成長を標榜（近年） 
 プレビッシュ＝シンガー・テーゼ： 
  １次産品交易条件の長期的悪化 
  →輸入代替工業化 
  中心・周辺理論 
 ハーシュマン：後方連関効果 
 



 経済発展＝工業化（かつては） 
 輸入代替工業化VS輸出指向工業化 
 工業化の波：  
  後発性利益（ガーシェンクロン） 
  雁行形態論（赤松要） 
  キャッチアップ論（末廣昭） 
 メインプレーヤーの明示 
  地場企業か多国籍企業か 
  外生的か内生的か  



 開拓使設立（1869年） 
 移住、国土開発、北辺の防衛 
 札幌農学校設立（1875年） 
 北海道庁設立（1886年） 
 北海道拓殖銀行設立（1900年） 
 主導産業の推移 
 漁業→農業（1900年）→工業（1920年） 
 工業の中心 
 鉄鋼、紙パルプ（本州企業の進出） 
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出所：総務省統計局 



 戦時中の自給自足体制 
 →エネルギーと食糧の供給基地へ 
 戦後の貿易自由化、国際化により主導産業
の競争力低下 

 途上国経済との類似性 
 1950年代後半からのエネルギー転換 
  石炭→石油 
 高度経済成長と北海道 
  工業化の波に乗り遅れる（2回） 

 



 就業人口からみる製造業の地位 
 一部の大企業（工場）はあるが集積が無い 
 新日鉄住金室蘭、日本製鋼所、王子製紙等 
 工業化の波は北海道に届かず 
  苫小牧東部開発 
  機械工業 
 自動車産業振興 
 アグロベース産業 
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出所：総務省「国勢調査」。2107年は北海道庁経済部。 



 1971年マスタープラン 
 石油化学コンビナートを計画 
 1973年の石油危機 
 1970年代初：産業構造の変化 
 資源節約型、加工組立型、知識集約型 
 重厚長大から軽薄短小  
 重化学工業化の波は北海道に届かず 



 電機産業での波及 
  西日本へ拡大（九州＝シリコンアイランド） 
  関東から東北へ 
 1985年以降の急速な円高 
 国内再配置から海外進出へ 
 機械工業の波も北海道には届かず 
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価　　額 前年比
対全国
構成比

391,981 105.7% 0.5%

1,205,794 133.2% 1.6%

1,597,775 125.2% 1.0%

△ 813,813 - -

78,286,457 111.8%

75,379,231 114.1%

153,665,688 112.9%

2,907,226 -
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出所：函館税関ホームページ 
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1973年 ダイナックス           
1984年 いすゞ                     
1991年 トヨタ北海道＊         
2006年 アイシン北海道＊        
       三和油化工業＊         
       佐藤商事＊            
       三五北海道＊                 
2007年 松江エンジニアリング＊          
       岡谷岩井北海道＊ 
       ウメトク＊ 
       デンソーエレクトロニクス 
       光生アルミ北海道＊ 
＊は愛知県から苫小牧市へ進出      
          
          



2008年 むろらん東郷 
       北海道スメルティングテクノロジー＊ 
2011年 大岡技研 
2012年 メイトク北海道 
       シーヴイテック北海道＊ 
2013年 新東工業＊ 
2014年 不二電子工業 
2015年 シーケービー 
       荻窪金型製作所 
       アイエスケー 
  
出所：北海道自動車産業集積促進協議会「北海道自動車集積促進   
アクションプラン（2017-2020）」平成29年6月。 
 

 



 集積が無い（弱い後方連関） 
 自社生産（トヨタ北海道、第5工場）→コスト↑ 
 大企業による地場企業の育成→コスト↑ 
  技術者の派遣（佐藤鋳工） 
  インターンシップ 
  研修会 
 追随型の投資（主に愛知県から） 
  バンドワゴン効果 
 途上国への多国籍企業の進出と類似 



 技術力はあるが、コスト競争力がない 
 安定的量産体制を持っていない 
 QCD全般 
 受注に対する意欲に欠ける 
 2016年、道内調達率20.6%へ（上位6社）、
374億円/1820億円 

 設備等を入れると30.3%、 
 711億円/2343億円 
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出所：北海道自動車産業集積促進協議会「北海道自動車集積促進アクショ 
    ンプラン（2017-2020）」平成29年6月。日本経済新聞2017年9月15日。 



 厚みのない集積と弱い後方連関効果 
 →九州では域内からの調達が７０％に 
 集積の拡大、地場企業の育成は長期的な観
点から 

 外生的発展 
 先進地域から後進地域への拡散 
 中心から周辺 
 道外企業主導 
  



 アグロベース産業 （NAIC型） 
 東南アジアでのゴム、パーム油等 
 地方資源型産業、食料品産業 
 原材料の道内調達 
 食関連輸出1000億円（2018年の目標） 
 加工食品、特に菓子類の増加 
 チョコレートメーカーの海外展開（事例） 
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出所：函館税関ホームページ 
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出所：函館税関ホームページ 



道内資源を道内企業が活用 
高付加価値化 
北海道ブランド 
内生的発展 
 地域主導型の分散型工業化 
 独自性が高い（差別化） 



 後発の工業化 
  機械工業での寡占状態の中での工業化 
  企業誘致（FDIに類似） 
  加工組立型産業での国内外での競争激化 
  どこまで集積が進むのか、時間はかかる 
 アグロベース産業、食品関連産業の可能性 
 東南アジア（マレーシアなど）で観察してきた
工業化と北海道の工業化の類似性 
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