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はじめに 

自動車産業は、規模が巨大で関連する分野が幅広い産業であり、国民経済の

みならず、輸出及び海外生産を通じて他国の経済にも大きな影響を与えている。

今日の日本自動車産業は、アメリカ、ドイツと並んで世界の 3大自動車生産国

となり、世界の主要な自動車生産国、輸出国となった。しかし、日本の自動車

産業の発展の歴史から見ると、日本の自動車はアメリカ、ドイツに比べて発展

が遅れ、外部条件にも劣れが見える。このような自動車産業の発展はどのよう

な経緯をたどって現在まで発展していったのであろうか。 

これを明らかにするためには、日本の戦後自動車産業政策との関わりを検討

するうえ、日本の自動車文化も重要なキーワードであろう。本稿は日本代表的

なトヨタ自動車を例に、トヨタ自動車の発展経緯から、日本の自動車文化の発

展について明きからにする。今日、わが国の自動車産業は速い速度で発展して

いる。日本自動車文化を検討することを通じて、わが国の国情に合わせて、国

産ブランド自動車の今後の発展すべき道に参考になる点があると思われる。 

1、トヨタ自動車について 
トヨタ自動車の歴史というにが時間の経過とともに、トヨタ自動車の移り変

わってきた過程である。以下はその歴史経緯について説明してみる。 

1.1 トヨタ自動車の概観 

トヨタは 1937 年、トヨタ自動織機から分離して設立された。18 世紀、イギ

リスから始まった産業革命は、まず繊維工業が中核を担い、そこで集積された

富が新たな技術革新を産みだした。佐吉は織機の発明で、日本の技術革新をリ

ードし、資本を蓄えた。その資本が、やがて国内のトップ企業へと成長するこ

とになる自動車部門への準備となった。当時の政府は、軍事上の要請から、自

動車とくに軍用車の国産化をすすめるために、日本市場を支配していたアメリ

カ・ビッグ・スリーを締め出す目的で、「自動車製造事業法」を制定した。こ

の法律にもとづいてトヨタが許可会社となった。トヨタはまもなくやってきた

戦時体制下でのトラック量産化をすすめ製造技術を蓄積し、戦後の発展にむす

びつけることになる。 

第 2次大戦後、占領軍による民需転換の条件を機にトラック、乗用車の生産



を再開したが、49 年のドッヂ不況下で経営危機に陥ってしまう。これにより

工場の閉鎖などを余儀なくされた。この時、朝鮮戦争が勃発する。トヨタは特

需によるトラック、タンクローリー、ダンプ、ジープなど総計 4679 台、46 億

におよぶ発注があり、戦時中の経験と技術を活かし売上高を 49 年の倍に増加

させたのである。こうしてトヨタは、生産の再開を軌道に乗せ、戦前の生産水

準を回復し、「生産設備近代 5ヶ年計画」を策定、一挙に月産 2倍の 3000 台を

目標に、設備機械の導入を開始した。 

トヨタがこのように順調な発展をとげていくなかで、その発展要因として、

政府の政策、特定の戦時需要、自主開発研究、工員の養成などの要素があげら

れる。総じて言えば、ひとつは自身組合の変容であり、もうひとつは、国とし

ての政策上の整備で、これらはのちの高度成長期トヨタ発展の重要な要因をな

すものとなる。 

1.2 トヨタ自動車の発展経緯 

豊田自動織機製作所の中に「自動車部」が設けられた、１９３３年９月をト

ヨタの起点とすると、３年目の１９３５年末まで、喜一郎が生産したのは２０

台のトラックだけだった。「二·二六事件」が起きた翌１９３６年には１１４２

台、中日戦争が始まる１９３７年はその約４倍の４０１３台を作っている。そ

のときのトヨタの発展は日本政府の政策に関かった。例えば、商工省を中心と

する国産車擁護の方針と、軍部の意向に沿って１９３６年５月に公布された

「自動車製造事業法」は、貧弱な国産自動車業界を保護し、軍用自動車の自給

自足体制づくりを目指すのである。 

更に、第二次世界大戦が勃発した１９３９年から太平洋戦争２年目の１９４

２年までは毎年１５０００台から１６０００台を超す車を生産し続けた。その

ほとんどが軍用のトラックである。乗用車は、1938 年から商工省通達で製造

自体が原則として禁止されていた。トヨタが戦争特需で救われたのはこれだけ

ではない。ドッジ不況を契機に、トヨタの人員整理と大争議が始まり、1600

人の希望退職や蒲田の芝浦工場の閉鎖を含む会社再建案を発表したその２ヶ

月後の１９５０年６月、朝鮮戦争が勃発した。今度は米軍からトラックの注文

が殺到した。１９５０年７月の第一次特需で１０００台、翌月の第二次は２３

２９台、１９５１年３月の第三次特需で１３５０台の合計４６７９台、金額は



約３６億にも上った。自動車業界全体でも１０２８０台、約８２億円をもたら

した特需だったが、その半分近くをトヨタが占めていた。[1]
 

2、トヨタ自動車の企業文化 

トヨタは創業以来、もう八十年以上の発展史がある。トヨタは既に自身の文

化を形成した。その文化は自身の発展に巨大な動力になっている。文化は社会

を構成する人々によって習得·共有·伝達される行動様式ないし生活様式の総

体というものである。 

トヨタは企業として、自身の文化の形成も一日にしてならない。以下はトヨ

タ自動車の文化の形成と影響を説明してみる。 

2.1トヨタ自動車の産業文化の特徴 

この部分は以上のトヨタ自動車の発展の歴史を辿りながら、トヨタ自動車の

文化について述べる。 

戦時中から戦後までというトヨタ自動車の発展の創業期にあたって、トヨタ

自動車は様々な戦時下の研究開発を推進した。創業期の中で、トヨタ自動車の

文化を徐々に形成した。例えば、ディーゼル・エンジン、代用燃料、鍛造加工

技術、代用鋼などの研究があった。戦後、国内の自動車業界では、乗用車の生

産に関して外国メーカーとの技術提携が相次いで行われた。このような状況の

なかで、トヨタ自工は純国産技術による開発を表明したのである。トヨタ自工

にとって、豊田佐吉、喜一郎以来の自助努力による研究と創造の信念から、乗

用車を自主開発するのは当然のことであった。だからこそ、本格的乗用車トヨ

ペット・クラウンを登場した。トヨタは産業報国という考えに基づい、創業し

た。創業期の歴史を通じて、小さく収まることを嫌った佐吉の精神が、ともに

自動車織機の改良、開発に取り組んだ喜一郎を欧米に負けない自動車づくりへ

と向かわせたことはトヨタの文化の基になった。 

トヨタの経営理念「豊田綱領」はトヨタ自動車の文化を良く体現すると考え

る。以下は「豊田綱領」である。[2] 

一、上下一致、至誠業務に服し産業報国の実を挙げくべし 

二、研究と創造に心を致し常に時流に先んずべし 

三、華美を戒め質実剛健たるべし 



四、温情友愛の精神を発揮し家庭的美風を作興すべし  

五、神仏を尊崇し報恩感謝の生活を為すべし 

トヨタは会社を発展していく上で、始祖と創業者の発明とモノづくりに対す

る執念、つまり経営理念の継承であると考えられる。豊田綱領はトヨタの DNA

として、トヨタ基本理念、トヨタウェイ 2001 及びトヨタ 2010 年グローバルビ

ジョン：Innovation into the Future に再現されているが、今後はこれを具

現化していく組織的・技術的「仕組み」が世界一への最大の戦略課題である。 

そして、80 年代から 90 年代にかけて、トヨタは国内競争優位の確立と国際

企業への脱皮をみせていた。規模拡大にともなう官僚化、危機意識の希薄化、

創造力の欠如などの大企業病に対応するため、1992 年「自動車を通して豊か

な社会づくり」、「社会責任から社会貢献へ」、「良き企業市民」を標榜して「ト

ヨタ基本理念」を制定して組織改革に取組んでいた。トヨタは技術の自主開発

を重視すると同時に、常に同業と競争しながら情報の収集を重視する。トヨタ

の主なライバルは日産である。日産は日本での最初の自動車メーカーである。

トヨタ自動車の７５年史によって、カローラを開発している頃、トヨタ自販や

自工の首脳は、日産の大衆車開発状況をかなりの確度でつかんでいたというで

ある。日本のメーカーだけでなく、トヨタは世界の企業の情報を集めている。

情報をとったうえで、技術力の戦いがあるのである。日産からの挑戦は、換言

すればトヨタとの競争である。良い競争は企業にとって、自身の発展に動力を

供給するものである。トヨタと日産の戦いは、あらゆる時代に全ての排気量の

車において演じられた。例えば、「コロナｖｓブルーバード」「クラウンｖｓセ

ドリック、グロリア」「カローラｖｓサニー」と競い合い、熱気のある時代で

あった。 

人材の育成を重要視にした。トヨタは非常に技能者の養成を重視した。工員

養成のため、まずは短期養成工制度を作った。１９３９年４月には、政府が富

国強兵を目指して公布した「工場事業場技能者養成令」に基づいて、国から補

助金が出ることになった。トヨタは自身の工場内に技能者養成所を設置した。

そして、国策に沿って、ものづくりを担い、生産現場を支えるように育てられ

たことから、養成所出身の工員は「養成工」と言われ、１９３９年に入所した



１４、５歳の少年たちは「養成工一期生」と呼ばれた。彼たちもトヨタの旗本

と言われ、トヨタの繁栄を支えた。それ以来、トヨタは自身の伝統を守り、多

くのトヨタ工業学園の卒業生を養成した。 
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2.2 トヨタ自動車に対する企業文化の影響 

トヨタは自身の文化の受け継いだのを非常に重視する。その文化の影響は社

員の研修などの面に現れる。 

新入社員としてトヨタ工業学園で専門技術を学び始める。それと同時に、グ

ループ創業者の故郷で、新入社員研修を受ける。創業期の歴史を学ぶことは、

研修の中で重要な位置を占めている。それはモノづくりの基礎である。創業期

からの精神は引き継いでいかなければならない。研修の目的は会社のルーツを

知り、会社への帰属意識を高める。トヨタが強いのはグループの和、まとまり

がある。 

そして、トヨタ自動車の文化は自身の発展に巨大な動力になっている。トヨ

タ自動車は豊田自動織機、愛知製鋼、ジェイテクト、トヨタ車体、豊田通商、

アイシン精機、デンソウ、トヨタ紡織、東和不動産、豊田中央研究所、関東自

動車工業、豊田合成、日野自動車、ダイハツ工業のトヨタグループ、トヨタホ

ーム株式会社十五社を抱えている。[3]トヨタの文化を何より重んじる豊田の伝

統が、全部のグループ会社を一点に向かわせる求心力になるし、トヨタは大成

功を勝ち得った。 

3、日本の独特な自動車文化 
自動車というものは、いまや世界共通の基本的な道具のひとつとなった。そ

れと同時に、自動車文化を形成した。日本は世界に冠たる自動車大国であって、

日本の独特な自動車文化がある。その自動車文化は世界に注目された。以下は

日本の自動車文化の特徴と影響を別々に説明してみる。 

3.1 トヨタを代表とした日本の自動車文化の特徴 

日本の自動車産業の自動車産業の発展について考えて見ると、トヨタがその

典型な例である。トヨタのような戦前軍事を目的とした産業生産から戦後乗用

車産業の育成への転換が日本の自動車産業発展史上は長く続けている。自動車

文化の形成は一歩一歩完全なものになりつつある。それはトヨタ自動車文化の

形成を見て取ることができる。文化の形成は一日にしてならない。自動車文化

の形成は様々な要因が含まれている。日本自動車産業の発達には自動車メーカ



ーの積極的技術導入と設備投資、政府の保護・育成政策もあれば、日本人の創

設力、集団意識もある。 

3.1.1 政府の政策に依存した自動車産業とその文化 

戦後目覚ましい発展を遂げ、世界の自動車生産の約 3割を生産し世界一の日

本の自動車産業の発展においては、専業保護、産業育成などのための数多くの

政策が試みられてきたことは事実である。自動車産業は政府の政策に強く依存

した産業である。歴史上、日本政府が、自動車産業の重要性や波及性を正しく

認識し支援すれば、自動車産業の発展にとって大きな作用が期待される。 

戦後日本の自動車産業発展は、基本的に高い素質をもつ豊富な労働力の存在、

企業の旺盛な投資意欲、高い貯蓄率など民間部門の諸要因によって作り出され

たものであった。しかし、産業政策が産業発展、とくに産業化の初期段階にお

いて演じた役割も決して無視できるものではない。目覚しい発展を遂げた日本

の自動車産業においては、自動車メーカーの積極的技術導入と設備投資ととも

に、政府の保護・育成政策も大きな役割を果たしたのである。トヨタの発展史

から、日本の自動車の発展を見通すことができる。トヨタは産業報国という考

えに基づいて、創業した。また、自動車産業の発展は日本政府の政策に関した。

さっきにも述べたように、１９３６年５月に公布された「自動車製造事業法」

は、貧弱な国産自動車業界を保護し、軍用自動車の自給自足体制づくりを目指

すのである。そして、1930 年代後半から行われた一連の統制経済立法のひと

つの自動車製造事業法は、国防整備と産業発展を目的に自動車製造業の営業許

可制などを定めていた日本の法律である。この点から、日本の自動車産業の始

めは日本政府と密接な関係にある。そのことから見れば、日本の自動車産業の

生産拡大と育成強化は通産省の保護・育成政策によるところが大きいと思われ

る。 

3.1.2 集団意識に起因した自動車産業文化 

また、日本の自動車文化は日本の集団意識にかかわっている。1960 年代か

ら 1970 年代の高度経済成長期、その後 1980 年代末のバブル経済崩壊までの経

済成長期には、日本人の集団主義が経済成長に深く結びついていることが共通

に強調された。日本の高等成長を可能にした理由が日本人の勤勉さ、高い勤労

意欲が重要な理由として考えられる。深く考えてみれば、実際それは日本の企

業組織における集団主義的体質である。 



集団の魅力は集団凝集性という言葉で表現される。「集団」は、一体感を持

たせる働きかけ、「われわれ」というグループ意識を強調し、集団維持のため、

個人の行動のみならず、思想、考え方まで集団の力が入り込んでくるというよ

うな特徴を持っている。そういう血のつながらない意識が、日本人の精神の奥

深くに潜んでいる。 

トヨタの強さの秘密は全員が一丸となる結束力を見せてきたというのであ

る。また、それはトヨタの経営理念「豊田綱領」の「上下一致、至誠業務に服

し産業報国の実を挙げくべし」というのに当てはまるだろう。日本の自動車文

化日本的企業システムの根幹の集団意識、ひいては日本企業文化に起因するこ

とがわかった。 

3.2 日本の自動車文化の役割 

日本の自動車文化は自動車産業の発展に巨大な動力になっている。日本人は

技術の自主開発を重視して、自身の伝統文化を受け継いだ。日本政府の政策も

相まって、日本の自動車産業は全面的に発展している。２０１１年時点で日本

の自動車関連企業数は、完成車メーカーが 14 社、ユニット・機能部品・内外

装品などを納める一次部品企業が約８００社、単一部品・プレス・金型鋳鍛造

品を一次部品企業に供給している二次部品企業が約４０００社、金属部品・樹

脂部品を二次部品企業に供給している三次部品企業が約２万社あり、合計する

と２万５０００社から構成されている。自動車関連の従業員数は、関連部門を

含めた人数で約５３２万人におよび、日本の全就業人口の８。７%、製造業人

口の４９。６%を占める巨大産業となっている。[4] 

4．日本の自動車文化からの示唆 
近年、中国自動車市場が急拡大している。国産ブランド自動車は市場シェア

が大きく増加した。日本自動車文化を検討しながら、国産ブランド自動車の今

後の発展すべき道に参考になる点があると思われる。 

第一に、日本自動車の発展事例から自動車産業は政府の政策に強く依存した

産業であるとわかった。中国政府は、自動車産業を発展させるために、企業の

ニーズを踏まえ、政策上による援助が必要ではないか。。また、産学官連携に

よる研究開発を整備し、研究開発法人の機能強化を図るために、国家戦略との

連動性をより高めるべきである。 



第二に、イノベーション創出に寄与する人材を育成するのが重要である。高

校の理工系人材の育成、グローバルに活躍できる人材、新しいビジネスモデル

を構想できる人材などは産業発展にとって不可欠である。技術の自主開発につ

いて、わが国は日本など先進国と技術力、人材資源に比べて差が見られる。さ

らに、自動車のアフターサービスの悪さなど問題もある。我が国の自動車メー

カーは技術の海外依存から抜け出し、自主設計車を生み出し、独自の人材によ

る技術の蓄積に努めるべきだと考える。 

終わりに 
自動車文化は自動車の集団によって作られるが、同時に個々の人間も環境と

いう形で、不断に文化に適応、学習させられていると考えられる。本稿は日本

代表的なトヨタ自動車を例に、トヨタ自動車の発展経緯から、日本の自動車文

化の発展について明きからにする。 

トヨタ自動車の発展経緯を通じて、特定の戦時需要、自主開発研究などの要

素がわかった。トヨタ自動車の企業文化は、トヨタの経営理念「豊田綱領」が

始終を貫いている。トヨタ自動車は「トヨタ基本理念」を制定して組織改革に

取組んでいた。技術の自主開発を重視すると同時に、常に同業と競争しながら

情報の収集を重視する。さらに、人材の育成を重要視にした。 

トヨタを例に従え日本の自動車産業を分析する。日本の自動車産業は政府の

政策に強く依存した産業であり、日本の自動車産業の発展経緯から、自動車産

業の発展は日本政府の政策支援によりところが大きいことが明きからである。

また、日本の自動車文化は日本の集団意識にかかわっている。その点はトヨタ

の強さの秘密と一致している。 

以上のように、中国自動車の発展すべき道に大きく示唆した。産学官連携に

よる研究開発の整備とイノベーション創出に寄与する人材の育成が重要であ

る。今後トヨタをはじめとしての日本の自動車文化の分析を踏まえながら、そ

の突破口を見出してみたい。 
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[1] 李穎秋．豊田伝．中信出版社．2007．P71 

[2] 郭威. 豊田文化：为百年企業奠基.販売と市場.2011 年第 8 期.P70 

[3] トヨタグループ会社概要.http://www.toyota.co.jp/jpn/company/histo 

ry/75years/data/conditions/company/group/profiles.html 

[4]  自動車産業.http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB 
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