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【要約】 

広島という地域イメージは、共に世界遺産である「原爆ドーム」と「厳島神社（宮島）」に集約され

ている。これに特産品の「牡蠣」「もみじ饅頭」、食文化の「お好み焼き」、スポーツ文化の「広島東

洋カープ」などが加わる。その一方で、意外にこの広島イメージに貢献していないのが、戦前から

呉市、広島市などを中心に発展・進化してきた産業群である。 

特に自動車という商品は、日本の製品輸出額の約 20％を占める最大品目である。その自動車

関連産業で働く人は全国で約 480万人（中国地方で約 25万人）。量的にも質的にも、日本経済の

屋台骨を支えている。 

広島で発祥したマツダ（株）が国内外で生産する自動車は、日本の自動車会社が生産する総台

数の約 5.4％を占め、世界市場で一定のインパクトを得ている。そのマツダ工場（本社、防府）は一

工場あたりの生産規模が大きく、その分、地域との接点が質量ともに多く、相互に影響を受けやす

い構造になっている。 

一方で、いま世界の自動車市場環境は、これまでに経験したことのない大きな変革期を迎えて

いる。その裾野に広がる関連の取引会社グループには、それに合わせた大変革が求められている。 

この論文は、地域の共通目標の象徴として、広島市の中心部（旧広島市民球場跡地又はその周

辺）に独シュツットガルトのメルセデス・ベンツミュージアムをベンチマークにしたような「自動車博物

館」を創設し、広島に新たな自動車産業を核とした街づくりプロジェクトの基本的な考え方を提言す

るものである。 

この種の情報発信基地を創るということは、マツダ（株）とともに地域の人たちと、そこを訪れる人

たちが自動車産業の過去を学び、現在を知り、未来を築くということに大きく貢献する。その構想に

は、地域の基本的な考え方、在り方、思想・哲学などを含むグランドビジョンが必要になる。その際

には、産学官金が連携した取り組みが有効になる。 

ポスト・コロナ時代を迎えるいま、その総合計画の策定が急務ではないかと考える。的を射た壮

大な構想（グランドビジョン）というのは、時間の流れを超越し、延々と生き続けると考えるからである。 
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はじめに 

 

 広島県の商工労働局とひろしまブランド推進課の共同文書によると、広島ブランドの定義は「本

県の魅力ある観光地、特産品、歴史や文化、自然、産業など、数多くの地域資産から連想されるイ

メージの総体」ということになる。 

 この資料を分析すると、広島という地域イメージは、共に世界遺産である「原爆ドーム」と「厳島神

社（宮島）」に集約されている。これに特産品の「牡蠣」「もみじ饅頭」、食文化の「お好み焼き」、スポ

ーツ文化の「広島東洋カープ」などが加わる。これらはみな、50～100年以上をかけて少しずつ蓄

積されてきた広島イメージの基本要素である。 

 その一方で、意外に広島イメージに貢献していないのが、戦前から呉市、広島市などを中心に発

展・進化してきた産業群である。日経ビズテック（経済誌）によると、ここにダイシングソーなどを開発

したディスコ、ロータリーエンジンの実用化に成功したマツダなど、複数の会社が名を連ねる。軍用

長靴から競技用ボールへ、さらに自動車部品の開発・製造など、時代とともに事業内容を見直し、

変遷してきたモルテンなども広島を象徴する企業の一つである。 

 

1.1第一節 広島における自動車産業の位置づけ 

 

 自動車は、日本の製品輸出額の約 20％を占める最大品目である。自動車関連産業で働く人は

全国で約 480万人。量的にも質的にも、日本経済の屋台骨を支えている。 

 その日本の自動車大手 8社の 2021年上半期の生産・販売実績（別表１）によると、マツダの世

界販売は 71万 712台（全体の約 5.4％）。また世界生産は 60万 2790台（同 4.9％）、国内生産

は 41万 8604台（同 10、5％）だった。 

 さらにマツダ（株）が発行した第 155期（2020年 4月 1日～21年 3月 31日）の事業報告書によ

ると、各市場での販売台数/比率は、別表 2のようになる。 

 

＜表 1＞ 

国内自動車大手 8社の 2021年上半期の生産・販売実績 

社名 世界販売 世界生産 国内生産/拠点数 

トヨタ 500万 4625 451万 7187 155万 8436/11工場 

ホンダ 236万 7330 213万 3756 31万 6493/9工場 

日産 219万 6965 186万 8640 28万 4597/5工場 

スズキ 143万 8828 148万 4525 45万 1330/5工場 

マツダ 71万 0712 60万 2790 41万 8604/2工場 

ダイハツ 48万 4223 79万 8012 49万 6261/4工場 

スバル 46万 9955 37万 9385 24万 2324/3工場 

三菱自 46万 2059 51万 5152 22万 4117/5工場 

合計 1313万 4697 1229万 9447 399万 2162/44拠点 

（単位：台） 
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＜表 2＞ 

第 155期 マツダの地域別販売台数 

地域 台数 比率 

日本 176千台 13.7％ 

北米 403千台 31.3％ 

欧州 178千台 13.8％ 

中国 228千台 17.7％ 

その他市場 301千台 23.4％ 

合計 1,287千台 100％ 

（台数：千台以下四捨五入） 

 

 

 この二つの図表（数字）に、さらに筆者の考察を加えると、広島に本社を置くマツダ（株）の市場環

境の特徴は、次のようになる。 

① 国内外でマツダ（株）が生産する自動車は、日本の自動車会社が生産する総台数の約 5.4％

を占め、世界市場で一定のインパクト（認知）を得ている。 

② 特に、国内 2工場（本社工場、防府工場）で生産される台数は、国内の自動車生産の約 10．

5％を占め、国内で工場が分散している他 7社の自動車会社（別表 1）に比べ、工場周辺地域に

及ぼす影響が相対的に大きいと考えられる。 

③ マツダの国内販売は、海外を含む市場全体の 13.7％を占めるに留まり、生産台数比に対して

国内でのプレゼンスが相対的に低く、同 86.3％を占める海外でのプレゼンスが相対的に高い。 

④ 販売台数で見ると、マツダ（株）の最大の市場は北米（31.3％）である。 

上記 4つの特徴を総合し、これを地域（広島県）として考察してみると「マツダ（株）の工場は一工

場あたりの生産規模が大きく、その分、地域との接点が質量ともに多く、相互に影響を受けやすい」

ということになる。これを現象的に記すと、地域経済がマツダの好不調の波をもろに受けやすいとい

うことになる。 

ここで、相互に影響を与え合うことの象徴として、地域とマツダ（株）の人的接点（人の繋がり）に

ついて考察しておく。 

マツダＯＢ会（退職者の会）は、広島県を中心に 46支部が設けられ、2021年 5月時点で 1万

5046人の会員が登録されている。その幹事たちはこれまで、マツダ社内で定期的に発行されてい

る「マイ・マツダ」を手渡しで全会員に届けていた。しかしコロナ禍の影響により、21年 7月からはオ

ンラインで配信するようになった。こうして、現役社員とＯＢが必要な会社情報を共有している。また

マツダ労働組合のホームページも、最初のページで＜組合員専用＞と＜ＯＢ専用＞に分かれ、両

者に基本的な扱いの差を設けていない。 

 各地域のＯＢ会の活動も活発で、例えば、呉昭和地区ＯＢ会は、自らの設立 20周年記念事業と

して、車イス対応の福祉車両を県立障害者療育支援センターに寄贈した。また別のＯＢ会支部で

は、結成 25周年記念行事として、島根県の神楽団を招いたイベントを開催し、地域の人たちを楽

しませた。 
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 他にも地域との交流を目的とした親睦会、ゴルフコンペ、イベントなどが日常的に行われ、マツダ

出身の大学教員（100人前後）による地域研究会なども定期的に開催されていた。しかしこれらの

活動は、2020年以降のコロナ禍の影響により、現在は中止又は自粛状態になっている。ただ、そ

の構造に変化は見られない。 

また現在、多数の市・町民（主にＯＢ）が町内会などの役員を担っている。このように一企業と地

域が密接に関わり合っている社会組織は、国内にほとんど存在しない。地域＋マツダの強みを考

えてみるとき、国内他社に比べ、この点は特徴的である。もちろん海外では、その種の例を見な

い。 

そうなると、地域とマツダ（株）を一体化して考えるという発想が生まれてくる。そのことは、同時に

自動車産業を核とする地域イメージの構築・推進が必要不可欠であることも意味している。 

 

1.2第二節 10年後に向けた地域の変革 

 

 一方で、世界の自動車市場環境は、これまでに経験したことのない大きな変革期を迎えている。

いまや脱炭素社会の実現は、人類共通の課題である。特に、その製造過程と商品そのものから相

当量の温室効果ガスを排出する自動車産業の対応は、世界的なガス削減計画のなかで主要な一

翼を担う。 

 現在、世界の既存の自動車会社と新規の参入会社が、量産で実用化を可能にしている動力タイ

プは、次の 4つである。 

① 電気自動車（ＥＶ） 

② 燃料電池車（ＦＣＶ） 

③ プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ） 

④ ハイブリッド車（ＨＶ） 

上記①と②は、排出ガスゼロ、③と④は排出ガスを大きく削減する方法である。あくまで最終目

標は①と②になるが、それまでの一時期は③と④で段階的にしのいでいこうという考え方である。そ

れぞれ一長一短があり、すでに社会インフラ整備などを含む膨大な移行コスト負担が大きな課題

になっている。 

これらの具体化については、すでに各国政府が独自の計画を作成し、発表している。ところが、

2020年からその動きが急加速してきた。例えば 2020年 11月。英国政府はこれまで「35年まで」と

していたガソリン車とディーゼル車の新規販売の禁止時期を「30年まで」とする前倒し計画を発表

した。 

さらに 2021年 8月。米バイデン政権は、2030年に新車販売の 50％を電気自動車などの電動

車にするという新目標を発表した。この場合、重要なのは、英国政府が上記③と④を従来計画通り

35年までとしているのに対し、米国政府は電動車に③と④を含まないという点である。 
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日本政府及び各自動車会社からすると、これは想定をはるかに超える高い壁になる。これまで

日本政府は「35年までに新車販売のすべてを電動車（③と④含む）にする」という方針だったから

である。 

この際、大切なポイントは、マツダ（株）にとって北米は最大の市場であり、同国での規制・基準を

着実にクリアしていかなければならないという点である。またその一方で、世界の自動車市場は、各

国の社会インフラ、市場成熟度などがそれぞれ異なり、そのことにも対応していかなければならな

い。各国のエネルギー事情、インフラ事情などによっては、30年以降も 10年単位の一定期間、①

と②以外の自動車が必要になってくる可能性もある。 

ここまでが、いま広島の産業界の核となるマツダ（株）が直面している世界の市場環境である。実

は、そのことが地域に与える影響は甚大である。現行のガソリン車から上記①と②に移行するに当

たっては、その裾野に広がる関連の取引会社グループにそれに合わせた変革が求められるからで

ある。その対策（新規投資など）については、地元の金融機関が大きな役割を果たす。 

そのマツダ関連の業務に従事する人の人口は、中国地方で約 25万に及ぶとされており、その

多くが広島県に集中している。その周辺家族まで含めると、その人口は 55万人レベルにまで膨れ

上がる。 

このように自動車業界はいま、100年に一度と言われる大きな転換点にさしかかっている。おそ

らくこれまでマツダ（株）が乗り越えてきた数々の試練と同じような形で、現在の難局に対処していく

のは困難な時代に入ってきていると考えられる。この際、必要なのは、地域を挙げた新たな自動車

産業社会の構築と実現である。 

 

1.3第三節 広島市中心部に自動車文化の発信基地を創る 

 

  世界中の街に、人々が生活するための器／形（ハード）がある。そして人々が日々生きていくため

の姿／行動（ソフト）がある。その組み合わせのバランスによって、世界中に二つと同じ街は存在し

ない。 

いま多くの人が頭のなかに浮かべる主たる広島イメージは、広島平和記念公園内の慰霊碑から

原爆ドームを望む線上のビジュアルに代表されている。これと同じ視点を持つならば、パリの凱旋

門やエッフェル塔、ニューヨークのタイムズスクエアや自由の女神、シドニーのオペラ座、シンガポ

ールのマーライオンなどが同じ役割を果たしている。 

 ただ、広島市を県庁所在地とする広島県（特に県西部地域）に対する他者からのイメージは、現

時点、県・市民が求めているものとは、完全には一致していないように思われる。その理由は、現在

のイメージはあくまで第二次世界戦争の敗戦に伴う「負のイメージ」を核にしているからである。や

はり未来に向け、その中心部付近に建設的で明るいイメージを想起させるものがあることが望まし

い。 

 この点を考察していく上で、参考になると思われるのが、同じ敗戦国・ドイツ第三の都市シュツット

ガルトである。その都市の在り方を、本論を進めていくための一例として取り上げてみたい。 
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 周知のように、1886年カール・ベンツが内燃機関を搭載したガソリン自動車を世に出したのが、

自動車産業のはじまりと言ってもよい。その舞台となったシュツットガルトは、メルセデス・ベンツの

生まれ故郷であり、同時に自動車産業発祥の地である。 

 そのシュツットガルトは、元来から、ネッカー川の畔の緩やかな丘陵が織りなす緑豊かなパノラマ

や、シュロス広場に代表される宮殿都市の面影を残す落ち着いた街である。その街の中心にある

のがガラスとアルミパネルに囲まれた美しい外観を有し、螺旋状の動線で構成される「メルセデス・

ベンツミュージアム」である。 

この建築物がシュツットガルトを代表する景観になっている。それと同時に、館内では自動車に

関するあらゆる情報が学べる。そのため、現在はコロナ禍の影響によって少し事情が異なるもの

の、まるでインフラ装置のように、世界中からこのミュージアムのあるシュツットガルトに人が集まって

くるという構造になっている。 

 この形が教えてくれるものは、自動車産業がただ単に地域に富をもたらしてくれるというだけでな

く、モビリティの拡大とその恩恵をもって地域を整備し、工業、文化、教育などの多方面から社会貢

献を果たしていくということである。 

 もちろんベンツとマツダではその内容や事情が異なる。しかし、その本質（構造）のところは同じで

ある。つまりシュツットガルトにできて、広島にできないという理由は乏しい。因みにシュツットガルト

と広島には、多くの共通点がある。それは自動車産業の街というだけでなく、他に次の 3つがある。 

① 街の基本構造、人口規模が似ている。 

② 古くからの歴史的な背景（宮殿都市／城下町）がある。 

③ 中心部に川が流れる。 

特に広島の街には 6つの川が流れており、川の上に構築物を建てにくいことから、長期 

にわたって景観が変わりにくいという特徴がある。 

 そこで、私は、広島市の中心部（旧広島市民球場跡地又はその周辺）にシュツットガルトのメルセ

デス・ベンツミュージアムをベンチマークにしたような「自動車博物館」を創設し、広島に新たな自動

車産業を核にした街づくりプロジェクトを提言する。 

 その目的の一つは、広島という地域が、末永く自動車産業を核として発展し続けるという決意・覚

悟を示す形（宣言）を創るということにある。 

 

1.4第四節 広島市の都市整備計画との連動 

 

 その「自動車博物館」の創設にあたっては、第三セクター方式など様々なアプローチが考えられ

る。そのきっかけを作るために、まずマツダ（株）とその関連会社が主体となって基本計画を策定

し、それを広島県や広島市など地方自治体側に持ち掛けるという進め方も有効になる。そこに新鮮

なアイデアを注入するため、若者や専門家をメンバーに入れた産学連携プロジェクトを取り込むこ

とにも意義がある。この際、そのベースになるのが国や地方自治体が推進する各種の都市整備計

画法に基づく行政主体の具体化計画である。 
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現在の広島市中心部は、1950年に公布、施行された広島平和記念都市建設法などに基づい

て整備されている。具体的には、広島平和記念公園の原爆資料館から慰霊碑、原爆ドームを結ぶ

南北軸。さらに市街地を貫く平和大通りの東西軸。この二つの軸が垂直に交叉する象徴的な十字

軸を中心にしてデルタへと街路が格子状に広がっている。 

しかし近年、こういう戦後復興型の都市計画だけでは、新たな社会変化に対応できないという側

面も出てきた。急速な情報化への対応、国際化への対応、バリアフリーなど少子高齢化への対応

など、都市に求められる機能が刻々と変化しているからである。 

広島市では、2003年に「広島駅周辺地区」、2018年に「広島紙屋町・八丁堀地区」がそれぞれ

国の都市再生緊急整備地域に指定され、さらに 2020年には、この両地区を統合した形で、広島

都心地域を広域で整備する特別都市再生緊急整備地域に指定された。これらの法律の下では、

減税などを含め、各種の法的規制が緩和される。 

現在、これらの法律が活用され、複数の整備計画プロジェクトが完了、進行、立案中である。そ

のなかに都市計画道路（東部線、広島高速５号線）、地元の広島銀行本店ビル、大手のフルサー

ビスホテル、複合ビルなどの建設、JR広島駅南口・北口周辺の整備、同駅ビルの建て替え、中央

公園サッカースタジアムの建設、旧広島市民球場跡地の整備などが含まれている。 

現時点、それらのなかに「自動車博物館」の具体化計画は含まれていない。ただ本論の「はじめ

に」と「第一節」で論じたように、この計画なくして適切に広島の一帯地域を表現したことにはならな

い。 

広島は、日本で有数の自動車産業を核にした街である。それを正しく表現するためには、その

歴史、構造、日常のすべてが理解できる公開プレゼンテーションの場を創ることが不可欠である。

しかもその施設は、誰でも楽しめ、同時に学習効果の機能を果たすものであることが望ましい。 

幸いにして、2022年 1月 30日に創立 102周年を迎えるマツダ（株）には、自動車の「過去」「現

在」「未来」を語れる膨大な資料が遺されている。また、原爆投下直後から地域とともに歩んできた

ときの貴重な資料も多く存在する。これらの遺産（資料）は、マツダ（株）のものであると同時に、それ

を支え続けた広島市民・県民をはじめとする地域の人たちのものでもある。 

この種の情報発信基地を創るということは、マツダ（株）とともに地域の人たちが過去を学び、現

在を知り、未来を築くということに繋がる。そして、そのことは未来の道を切り開く唯一無二の道にな

る。 

このことを経済的視点から平易に言い換えるなら、広島という地域は、マツダ（株）が造る商品（自

動車）を世界中の人々に販売し、そのお客から代金を頂戴し、それを地域に還流させることを中心

にして成り立っている。そのことを都市づくり計画に正しく反映させることは、地域社会の責務である

と考える。 

 

1.5第五節 壮大なグランドビジョン（まとめに代えて） 

 

 この論文のまとめに代えて、大切な視点を記しておきたい。 
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 現在すでに完了、進行している各事業プロジェクトは、それぞれ時代のニーズに合ったものであ

り、ムダなものは何一つないと考えられる。その一方で、私たちは、そのムダのない効率的な空間

づくりが、広島らしさを阻害してしまう可能性についても留意しておかなければならない。 

例えば、現在の各整備計画がすべて滞りなく完了したとしても、これを全体として眺めてみると、

東京や大阪の街角とほとんど区別がつかないという可能性がある。つまり個別プロジェクトとして捉

えてみると、それぞれ目的を達成しているのに、全体として観ると、広島らしい特徴がほとんど出て

いないというような問題である。 

この際、都市の機能的価値というのは一時的に達成されるものの、その一方で、長期スパンで見

たソフト面でのブランド価値、全体としての存在価値が希薄になるという問題が残る。都市ブランド

の観点で言えば、都市の全体イメージに貢献しないビジュアル構築物を“景観ゴミ”と呼ぶことさえ

ある。欧州の多くの都市では、この全体プランが一つの考え方でうまくコントロールされている。 

私は、こういう構想の底辺に流れる基本的な考え方、思想・哲学のことを“グランドビジョン”と呼

んでいる。グランドビジョンなき個別計画というのは、長期にわたって機能を維持し続けることができ

ない。なぜなら周囲の状況が変化した時点で、当初計画していた機能が十分に発揮できなくなる

可能性があるからである。現に、日本中にその種の構築物が建っている。そこに全体の芯を貫く壮

大なビジョンが存在しないからである。 

広島県は第一次～第三次産業が、比較的バランス良く育まれてきた土地柄である。その中心部

付近に創設される「自動車博物館」というのは、広島という地域が拠って立つ考え方や思想をベー

スにした全体（総合）計画と、それを支える 10年、100年後を見据えた壮大な構想（グランドビジョ

ン）を提示する場になることが期待される。 

現在、広島市は中央公園（中区）にある市営の 7施設（中央図書館、こども図書館、こども文化

科学館、青少年センターなど）の再配置計画を推進中である。この再配置（移転含む）の方向性

は、これから市議会都市活性化対策特別委員会で報告され、関係団体や議会の意見などを踏ま

えて、具体案が決まる。これら一連の作業のなかには、官民の役割分担の可能性なども検討に含

まれる。この動きは、大きなチャンスの一つになると考えられる。 

住みやすい豊かな“自動車産業の街”というのは、一自動車会社が社員の叡智を結集して創り

出すものではない。その地域に住む町民、市民、県民、そして地方自治体などが一体となって創り

出すものである。 

この論文での提言は、広島を訪れる人々が、歴史的な二つの世界遺産（原爆ドームと厳島神

社）とともに、自動車の過去、現在、未来に思いを巡らせる「自動車博物館」を回遊し、広島という地

域の全貌を知るという仕組みづくりの一環になる。 

ポスト・コロナ時代を迎えるいま、その総合計画の策定が急務ではないかと考える。的を射た壮

大な構想（グランドビジョン）というのは、時間の流れを超越し、延々と生き続けると考えるからであ

る。 
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