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■ 活況の米国で伸びる70社

─米国売上比率ランキング─ （→P39）

順
位

社名

米国売
上比率
（%）

予想

PER

（倍）

1

第一化成*

78.8

2

船井電機

69.9

─

3 フェニックスバイオ*

61.0

34.4

4

sMedio*

58.1

96.3

5

カルナバイオサイエンス*

55.7

─

6

ユークス

55.2

111.1

2.6

7 ホットリンク

54.4

─

8 リプロセル

53.5

─

近畿車輛*

47.2

─

10 ユニデンHD*

45.2

10.2

11 大日本住友製薬

44.9

32.7

12 田中精密工業*

9

43.4

12.0

13 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド* 43.0

19.3

14 タカタ

40.5

─

15 日産自動車

39.9
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米国のダウ平均株価は2万㌦に急接近し、日経平均株価も第2
次安倍政権が発足して以降の最高値２万0868円超えが見え
てきた。
「強い米国」復活へ歩み始めた今こそ投資の絶好機だ。
本誌：鈴木良英、中島順一郎、猪澤顕明、渡辺拓未、山田雄一郎、
山本直樹、松浦 大
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進行管理：下村 恵

1月20日に米国大統領
に就任するトランプ氏
の手腕に注目が集まる
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ホンダ
の

「らしさ」
と
効率化の間で
揺れる

限界
北米依存から脱却すべく各地域への権限委譲を進めてきた
ホンダだが、地域自立化に伴う問題に直面。日本が再び主導
権を発揮し、世界のホンダを牽引することはできるのか。

は前年比ほぼゼロ成長と鈍化

016年の米自動車市場全体

ＨＲＡで車両安全性能の開発を担

きた。
この慣例をシビックが破った。

術研究所︵研究所︶が開発を担って

日本にある製品開発子会社・本田技

ハイオ州のＮＳＸ専用工場が一手に

カー﹁ＮＳＸ﹂である。生産は米オ

た、2370万円の超高級スポーツ

車種はほかにもある。昨年に復活し

米国発でホンダを活気づけている

本誌：宮本夏実

が鮮明となった。そんな中、高い伸
当するエンジニア、ブライアン・オ

２
の米国販売は前期比3・2％増の1

び率を記録したのがホンダだ。昨年

だ。この車には先代までと決定的に

更新した。

63万台で、過去最高を2年連続で

らない技術力がついてきた﹂と自信

率が上がってきており、日本にも劣

る。シミュレーション技術や作業効

ものシミュレーション試験をしてい

ハラ氏は﹁ＨＲＡでは年間に何千回

同時に進めるホンダ初のチャレンジ

場、新しい技術で造るという三つを

﹁まったく新しい商品を、新しい工

米国現地のスタッフが任命された。

ている。開発、生産技術の責任者も

担い、日本を含む世界各国へ輸出し

15

代 目﹁シ ビ ッ ク﹂

その好調を牽引した車種が 年秋
に発売された

てを行う全 人の米国ホンダのベス

経営思想を世界で具現化してきた。

ある所で生産する﹂というホンダの
トエンジニアたち﹂
︵現地製造子会
社のホンダ オブ アメリカ マニュ
ファクチュアリングのトム・ショー
北米でホンダはアラバマ州やオハ

て、現地ニーズに即した車を生み出

生産、販売の各機能が一体感を持っ

北米ではこのように開発、購買、
イオ州など6州とカナダ、メキシコ

しており、ホンダグループ販売台数

プＣＯＯ︶だという。

北米型を横展開した
世界６極体制の頓挫

れを支えたのは﹁専用工場で組み立

ク・フィッシャー工場長は話す。そ

ができた﹂とＮＳＸ専用工場のマイ

を見せる。

段階から米国の研究開発会
社﹁ホンダＲ＆Ｄアメリカ
ズ﹂
︵ＨＲＡ︶が主導権を
握ったのだ。
ホンダの車種展開は、地
域ごとのニーズに応えるた
めの﹁地域専用車﹂と、世
界中で販売する﹁世界戦略
車﹂の2本柱で成り立って

に生産拠点を構える。北米の現地生

の4割、連結売上高の6割
︵ 年度︶
を稼ぐ屋台骨となっている。 年以

同時に、北米のような現地完結型

上の時間をかけて築いたホンダのグ
動車メーカーとして初めて、198

の体制を、アジアや中国などの各地

種の部品も8割が北米現地調達だ。

2年に4輪車現地生産を開始した歴

にも展開しようと悪戦苦闘してきた

ローバル経営の理想形でもある。

史ある地だ。
米国が先導して
﹁需要の

中でもオハイオ州の工場は日系自

の輸出拠点の役割も果たす。主要車

30 15

いる。たとえば、ピックア

1959年に現地販売会社
「アメリカン・ホンダ・モーター」
設立。以
降、２輪車から４輪車へと販売網を拡大していった

産比率は9割、 以上の国・地域へ
50

ップトラック﹁リッジライ
ン﹂は北米専用車、小型車
﹁ブリオ﹂はアジア専用車
である。これに対して小型
車﹁フ ィ ッ ト﹂ や セ ダ ン
﹁アコード﹂は世界戦略車
だ。世界で発売される世界
戦略車種について、従来は

70

10

70
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異なる点があった。車種開発の初期

2370万円の超高級スポーツカー
「ＮＳＸ」
が専用工場
（米オハイオ州）
で組み立てられる

深層リポート

ホンダの限界

重大事故時には12万人の避難を想定

最後の
選択

30

最終回

急斜面を切り開いて建てられた四
国電力の伊方原発
（上）
。反対運動
を続ける近藤さんと秦さん

発で事故が起きたらどう避
難しますかって？ 家にこ

もっとるほかないですよ。逃げる言
うたって、この年齢ではどうしよう
もないですから﹂
四国電力・伊方原子力発電所︵愛
媛県伊方町︶から約3㌔㍍。竜の背
骨のような佐田岬半島の稜線を挟ん
で宇和海に面した伊方町加周には、
集落を取り囲むように段々畑が広が
る。そこで伊予柑を収穫していた

よん

月が経過した。 月に同原発や伊方

原発3号機を再稼働させてから5カ

四国電力が2016年8月に伊方

を仰ぎ見た。

うにお願いします﹂と、原発の方角

電さんには、なるたけ事故がないよ

でん

一人暮らしだという女性は、
﹁四

せんもんで﹂

せん。私ら年寄りには声がかかりま

﹁避難訓練に参加したことはあり

ため息交じりにつぶやいた。

歳の高齢女性が、作業の手を止めて

80

町、市街地が ㌔㍍圏内にある八幡
浜市を訪問した田中俊一・原子力規
制委員会委員長は、重大事故時は慌
てて避難せず、
﹁屋内退避﹂が有効
との見解を示した。福島原発事故時
たきりの高齢者などが命を落とした

の避難の過程で大混乱が発生し、寝
ことを教訓に、田中委員長は、屋内
退避の効用を力説した。
だが、伊方原発で重大事故が起き

ほど安心できるものではない。むし
利すれば、伊方原発は稼働中止に追

3地裁のうち一つでも住民側が勝
と認識している﹂
︵同社︶
。

に向けた取り組みが進められている

治体において、さらなる実効性確保

かない。余震で屋内にいられない場

い自宅や集会所でじっとしているし

住民は、放射能の遮へい効果が乏し

ろ取り残された結果としての屋内退
い込まれる。そうなれば、昨年3月

合、野外で過ごすほかなくなり、被

避にならざるをえない││。伊方原

曝リスクはケタ違いに高くなる。
救援がやってくる保証もない。原

しかし、大地震や津波などと原発

の関西電力・高浜原発に続き2例目

事故が重なった複合災害の場合、当

となる。原発再稼働をめぐる攻防で

発事故の際には、県と県バス協会と

んな認識を強く抱いた。話を聞いた

初想定していた避難ができず、結果

ことになっているが、昨年4月に取

の協定に基づいてバスが駆け付ける

は、天王山ともいえる戦いだ。

性のあることが、昨年7月の避難計

的に屋内退避を余儀なくされる可能

り交わされた覚書によれば、県が実

裁判所の決定に際して大きな争点

画改定で明らかになった。伊方原発

となりそうなのが、事故時の避難計
画の実効性だ。

再稼働に反対する住民から運転差し

山、広島、大分の3地方裁判所で、

伊方原発をめぐっては現在、松

とが確認されている﹂と本誌に回答

会議で、具体的かつ合理的であるこ

原子力防災協議会や国の原子力防災

した避難計画について、
﹁伊方地域

様に即時避難を求められる。しか

人は、原発事故時、5㌔㍍圏内と同

た佐田岬半島西部の住民約4700

避難エリア﹂
︵上地図︶に区分され

もともとの避難計画では、
﹁予防

は限らないのだ。

の場合、バスが救援に駆け付けると

な放射性物質の放出を伴う重大事故

る、とされている。つまり、大規模

㍉ を下回る場合に協力を要請す

の一般公衆の被曝線量限度である1

施する被曝線量予測に基づき、平時

止め仮処分の申し立てがなされてい

している。
﹁避難計画は、国や愛媛

し、昨年7月の改定避難計画によれ

3号機再稼働直前のことだ。

る。住民側弁護団によれば、
﹁1月

県の防災訓練の評価結果なども踏ま

﹁原発のために、なぜ平穏な生活

四国電力は愛媛県や伊方町が策定

中とも予想される広島地裁を皮切り

えつつ、愛媛県や伊方町をはじめと

5km

宇和島市

大分県

避難先

わ る。 そ の 一 方

屋内退避に切り替

くなった場合は、

での避難ができな

に、自家用車や船

秦左子さん︵ ︶らとともに、毎月

てきた。福島原発事故以来、仲間の

て、長年にわたり原発に反対し続け

守る女の会﹂の中心メンバーとし

左︶は、
﹁八幡浜・原発から子どもを

近藤亨子さん︵ 、右㌻中段写真

設は、予防避難エ

した放射線防護施

で、屋内退避に適

10

62

日には、伊方原発の正門近くのゲ

60

ート前で抗議活動を続けている。
ちは、伊方原発近くの山林に米軍の

現地を案内してくれた近藤さんた
所、その収容能力

7号線の旧名取トンネルが崩落した

急時の唯一の避難道である国道19

ヘリコプターが墜落したことや、緊
そのため多くの

ない。

は859人分しか

リアにわずか5カ

11

陸路避難の
場合は愛媛
県松前町、
海路避難の
場合は大分
県18市町村
第1避難先
陸路避難の 候補は松山
場合は愛媛 市など13市
県松前町、 町。第2避難
海路避難の 先候補は今
場合は大分 治市など6市
県18市町村 町。山口県
は上関町内

4724人 12万1779人
5340人 11万6439人
合計

原発から ㌔㍍の八幡浜市に住む

を脅かされなければならないのか﹂

UPZ

伊予市

30km

な放出をきっかけ

射性物質の大規模

避難計画に重大な欠陥
やむなく屋内退避も

い﹂と口々に語った。

高齢者の多くは﹁避難などできな

30

ば、地震や津波などの複合災害や放

上関町

内子町
大洲市

PAZ

26人
0人
26人
ー
山口県

4724人 12万1753人
5340人 11万6413人
愛媛県

松前町

愛媛県

西予市

予防避難
エリア

（注）
PAZは
「予防的防護措置を準備する区域」で、重大事故が発生した
ら直ちに避難などを実施する区域。UPZは
「緊急時防護措置を準備す
る区域」で、事故が拡大する可能性を踏まえ、避難や屋内退避などを準
備する区域。予防避難エリアは、PAZ圏に準じた避難などの防護措置を
準備する区域。人口は2016年4月時点 （出所）伊方地域原子力防災協
議会資料を基に本誌作成

に、松山、大分の順で遠からず決定

─ 伊方原発の重大事故時の避難計画 ─
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「原

8

本誌：岡田広行

する︵原発から︶ ㌔㍍圏内の各自

12

10

原発

安全性に疑問が持たれる伊方、
泊原発。
地震
動の過小評価や活断層見落としの疑いも。

発周辺や ㌔㍍圏を訪ねてみて、そ

が出るだろう﹂という。

原発災害

た場合、屋内退避は選択肢といえる

地震
松山市

山口県

合計

UPZ 圏内 予防避難エリア
（半径おおむ （PAZ 圏以西
ね5～30km の佐田岬半
以内）
人口
島地域）
人口
PAZ 圏内
（半径おお
むね5km
以内）
人口
県名
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と
八幡浜市
伊方町

緊急連載
原発 最後の選択

