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１．高度成長の終焉

（１）国内外経済の激変

①高度成長の終焉

1970 年代初頭は 1960 年代半ばから続くいざな

ぎ景気の下にあって，順調な経済発展を遂げてい

た。しかし，1969 年以降インフレ抑制のための公

定歩合引き上げなど金融引き締めが行われたこと

もあり，万国博覧会による特需が終息した 1970

年の後半から景気は急速に冷え込みをみせ始め，

長期にわたって継続してきたいざなぎ景気は終息

に向かった。1960 年代から約 10 年間にわたって

続いてきた高度成長期の終わりでもあった。

1972 年には，交通ネットワークの拡充，工場の

地方分散，地方都市の整備などの地域開発による

列島改造景気で一時的に経済成長率が高まると

いった状況もみられたが，土木･建築や不動産に

偏った成長であったため，地価の急騰を招く結果

となった。加えて，いざなぎ景気後の不況期に金

融緩和政策が行われていたことなどから，これが

国内の物価上昇傾向を一層強めることにつながっ

たのであった。

1 9 7 0 年代初頭の変動相場制への移行とオイルショックは国内経済に大きな影

響を与え，エネルギー多消費型産業であった重化学工業を停滞させた。しかし，

その一方で電気機械などへの産業構造の転換をもたらし，内陸部へ工場立地が展

開するきっかけをつくったともいえる。

重化学工業の立地がほとんどなかった島根県は，鉄道網の整備の遅れなどの問

題はあったものの，その半面，立地環境が良好で地価や人件費が安いといったメ

リットもあった。こうしたことから，1970 年代から 1980 年代にかけて島根県に

多数の電気機械工場が立地することになる。この頃 , 島根県に進出した企業とし

ては，ホシザキ電機，オムロン，島根三洋電機，JMS，出雲村田製作所，島根富

士通などがあり，いずれもその後の島根県産業の発展にとって重要な役割を果た

してきたといえよう。

ただ，昨今では，電機メーカーの再編・合理化が進むなど，それまで時代の先

端産業であった電気機械にも停滞感がみられるようになっており，島根県経済に

も何らかの影響が出ている可能性が高い。これまでの産業集積や技術を活かし

た，新分野・新素材などへの取り組みが期待されるところである。

②変動相場制への移行とオイルショック

1970 年代の初頭にはわが国に大きな影響を与

えた国際的な変化があった。それは，為替レート

の変動相場制への移行と，第一次オイルショック

である。

戦後しばらくは 360 円 / ドルの固定相場であっ

た為替レートは，1972 年から 1973 年にかけての

資料：日本銀行，経済産業省資源エネルギー庁

年

図表 1 為替レートと原油価格（アラビア
ンライト公示価格）の推移
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島根県を中心とした産業発展の歴史

（昭和・平成編）
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変動相場制への移行で，円高が進んでいった。

さらに，1973 年 10 月にはイスラエルとアラブ

諸国との第四次中東戦争が勃発し，OPEC 諸国に

よる原油生産量削減，原油価格引き上げ，イスラ

エル支援国への原油輸出停止などによる第一次オ

イルショックが発生し原油価格が急騰したので

あった（図表 1）。

わが国では物価の高騰とともに，各種品物の買

いだめ・売り惜しみなどが横行し，原油に依存し

てきた産業界は大きなダメージを受けた。

（２）オイルショック期の各産業

①県内産業への影響

各産業とも原油価格高騰による影響は大きく，

特にその影響を直接受けることになった素材型業

種は，国内需要の低迷と国際競争力の大幅な低下

により，長期にわたって不振が続いた。例えば，

日立金属安来工場では，原油価格高騰に対しては

省資源・省エネルギーと原価低減策を強力に進め

ることで対応したものの，国内需要の減少などに

よって経営環境が悪化した。

また，国際競争などによる業績の悪化に苦しん

できた繊維業界にとって，オイルショックによる

影響はかつてないほど深刻なものとなった。島根

県内には主な繊維工場として大和紡績の出雲工

場，益田工場などがあったが，益田工場では化学

繊維の 50％減産が実施され，余剰人員の配置転

換等が行われた。出雲工場では 1976 年に老朽化・

非効率化した設備を撤去し，新しい設備の導入に

よってデニム生産を開始するなどの製品転換や合

理化が行われた。

島根県内には石油化学コンビナートなどの大規

模工場がなく，そういった意味では原油価格高騰

の影響を直接受ける産業はあまりなかったといえ

る。しかし，中小企業や工場が多く，国内需要の

低下と親会社の受注減が続く中，県内産業の多く

は厳しい状況にあったものと考えられる。

ただ，素材型業種が苦境に陥る一方で，自動

車，電気機械などの加工組立型業種はコストダウ

ンによる国際競争力の強化と欧米への輸出増に

よって不況を乗り切った。

さらに，原油価格の高騰は重厚長大産業から電

気機械工業などへの転換を促し，内陸部への工場

立地が進展するきっかけにもなった。例えば，重

厚長大産業は低コスト大量輸送を目的とした海上

輸送の必要性が高いが，道路輸送や空輸が可能な

電気機械などは，近隣に高速道路や空港があれば

立地することができる。このため，自然環境の良

さや敷地の安さ，労働力の豊富さなどから山陰地

域が工場立地拠点としてクローズアップされるこ

とになった。

②佐藤造機の経営破綻と再建

オイルショックの影響ではないものの，この時

期に県内有数の機械メーカーであった佐藤造機が

経営不振に陥った。高度成長期には農業における

生産技術の向上による米の生産高の飛躍的な拡大

に加え，所得水準の上昇などを背景とした食生活

の欧風化により，米の在庫が大幅に増加した。こ

うしたことを背景に，政府は 1970 年から本格的

な米の生産調整（減反政策）を開始，農家の農機

具購入意欲の減退へとつながった。

このような農機具の需要減に加え，この頃佐藤

造機が出荷していたバインダー（刈取機）にク

レームが付いたことが，同社にとってかなりのダ

メージとなった。佐藤造機は経営建て直しを目指

して三菱重工業との提携を強化したが，1971 年

に会社更生法の適用を受け倒産したのであった。

同社の倒産は数多くの関連企業を巻き込み，島根

県における戦後最大の倒産となった。

1973 年末に同社は更生計画の認可を受け，新

たな体制のもとで再建に取り組み始めた。その

際，生産と販売の一体化による合理化を図るた

め，1978 年（昭和 53 年）には農機具の販売会社

であった三菱機器販売株式会社との合併を計画，

1980 年になって佐藤造機と三菱機器販売は合併

し，三菱農機株式会社（本社：東出雲町[現：松

江市]）が誕生した。

（３）産業構造の変化

オイルショックによって日本経済は大きな影響

を受けた。中でも企業倒産は 1973 年頃から増加

し，倒産件数の増加のみならず，1 件あたりの負

債額が高まるなど大型倒産が増えていることがこ

の頃の企業倒産の特徴となっている。

当時の原油価格高騰によって最も大きなダメー

ジを受けたのは石油に直結した産業，すなわち，

石油を原材料とする石油精製，石油化学，エネル
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ギー多消費型の鉄鋼，窯業･土石，非鉄金属，お

よび石油タンカーを製造していた造船であった。

このように，オイルショックで大きな影響を受け

たのは主に製造業であり，国内の産業構造は製造

業からサービス業へのシフトが進んだ。

資料：通商産業大臣官房調査統計部「工業統計 5 0 年史」
経済産業省「工業統計表」

図表 2 製造品出荷額等からみた製造業
における業種構造の変化

（第一次オイルショック以降）

（全国）

（島根県）

年

年

また，産業構造の変化は，産業全体のみならず

製造業自体にもみられた。それは，繊維・衣服の

縮小に加え，鉄鋼，化学といった高度成長期に飛

躍的な発展を遂げた素材型業種の衰退と，これに

対する，輸送機械（輸送用機械），電気機械のウェ

イトの拡大である。

図表 2 は製造品出荷額からみた製造業における

業種別構成比の変化を示したものだが，全国にお

いてはまさに，このような変化が明確に現れてい

る。中でも 1970 年代から 1980 年代初頭にかけて

電気機械のウェイトが高まっていることが，製造

業における構造変化の大きな特徴といえる。

一方で，かつて最重要産業に位置付けられてい

た繊維産業は，その後の重化学工業の発達に伴い

ほぼ一貫して低下傾向で推移してきた。ただし，

島根県においては重工業の集積があまりみられな

かったため，繊維産業は比較的長期にわたって重

要産業になっていたと考えられる。

また，島根県では繊維産業の他に日立金属安来

工場に代表される鉄鋼，佐藤造機やオーエム製作

所を中心とした一般機械などのウェイトも比較的

高く，1970 年代初頭にはこれら 3業種に加え，飲

食料品の割合がいずれもほぼ 10 ～ 15％で拮抗し

ていた。しかしその後は，繊維や飲食料品の割合

は低下傾向で推移している。

これに対し，この頃から大幅にウェイトを高め

ているのが電気機械である。既に述べたように，

素材型から加工組立型へと産業の主流が変化する

中で重化学工業の進出はほとんどみられなくな

り，山陰地域や内陸部への電気機械工場の立地が

進むようになったことによる。

1980 年代半ばに電気機械の割合はそれまでの

主要 4 業種を上回り，以後も急速にウェイトを高

めた結果，2000 年代には島根県における製造業

のほぼ 4 割近くを占める最重要産業となった。

（４）197 0 年代の工場立地

1960 年代に続いて，1970 年代は島根県で数多

くの工場立地がみられる時期となっている。中で

も，電気機械を中心とした加工組立型業種の立地

が多数みられることが特徴である（図表 3）。

1970 年代初頭は，高度経済成長はほぼ終息に

向かっていたが，列島改造ブームによって再び盛

り上がりをみせていた時期であった。このため，
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年号
業
種

業
種

業
種

71 島根ナカバヤシ㈱ 出雲市 パ 70 島根松尾電子㈱ 平田市 電 70 ㈱永江印祥堂 松江市 そ

74 広島アルミニウム工業㈱大国工場 仁摩町 非 70 秦精工㈱ 安来市 機 70 キーパー㈱三隅工場 三隅町 金

77 オーエム金属工業㈱ 宍道町 鉄 70 ヒカワ精工㈱ 斐川町 輸 70 協和木工㈱浜田工場 浜田市 家

70 ホシザキ電機㈱島根第一工場 木次町 機 71 ㈱ひかわ 斐川町 食

72 ㈱さんれい製造 安来市 食

72 協栄金属工業㈱ 掛合町 金

71 ㈱ワイテック 石見工場 石見町 輸 73 城東化成㈱ 安来市 プ

72 ヒラタ精機㈱ 平田市 輸 74 ㈱木次ソーイングセンター 木次町 繊

72 ㈲にのせ電子 斐川町 電 77 帝人コードレ㈱島根工場 大田市 プ

72 ㈱ファデコ 伯太町 機

73 ㈱松崎製作所 大田市 電

73 ヨシワ工業㈱六日市工場 六日市町 輸

73 平和金属工業㈱島根事業所 金城町 電

74 ホシザキ電機㈱島根第二工場 木次町 電

75 ㈱明和 加茂町 電

76 島根三洋電機㈱ 木次町 電

76 三刀屋金属㈱ 三刀屋町 輸

76 大和ラヂヱーター工業㈱ 金城町 機

77 ㈱大勢シェル 東出雲町 機

77 菱農エンジニアリング㈱ 東出雲町 機

77 リョーノーファクトリー㈱（旧：菱農興産㈱） 東出雲町 機

78 ホシザキ電機㈱島根横田工場 横田町 機

78 ㈱JMS 出雲工場 出雲市 精

79 瑞穂工業㈱ 瑞穂町 輸

79 ㈱島根電子今福製作所 浜田市 電

1970
～79

その他業種素材型業種 加工組立型業種

71
オムロン スイッチアンドデ
バイス㈱出雲事業所

出雲市 電

全国的に加工組立型業種を中心とした工場立地が

みられた。また，工場立地の傾向として，1970 年

代前半に集中していることから，1973 年からの

オイルショックが工場立地へ何らかの影響を与え

た可能性もある。しかし，加工組立型業種につい

ては 1970 年代後半になっても多くの工場が立地

しており，重化学工業から加工組立型への構造変

化が，この時期の工場立地の増加に寄与したので

はないかと考えられる。

①素材型業種

1971 年（昭和 46 年），台紙を増やせるアルバム

として知られたフエルアルバムを製造していた大

阪のナカバヤシ株式会社が島根県に進出し，出雲
ひかわ

市の出雲工場，簸川郡佐田町（現：出雲市）の佐
いいし

田工場，飯石郡吉田村（現：雲南市）の吉田工場

の 3 工場を建設した。ちなみに，ナカバヤシは

1923 年（大正 12 年）に書籍の製本・修復などを

目的に創業した中林製本所が起源である。

島根県に進出したのは，好調なフエルアルバム

の専用工場の建設するためであった。1972 年に
かけや

は，飯石郡掛合町（現：雲南市）にファイルなど

の製造を行う掛合工場が建設されている。

次いで，1984 年には平田市（現：出雲市）に手

帳などの製造を目的に平田ナカバヤシ株式会社が

設立され，1989 年（平成元年）には同社出雲工場

に出雲ナカバヤシ株式会社が設立された。翌

1990 年には松江市に事務機器製造の松江ナカバ

ヤシ株式会社が設立されるなど，島根県内での拠

点が拡張されていった。

その後，2005 年（平成 17 年）になって，松江

ナカバヤシ，出雲ナカバヤシ，平田ナカバヤシの

図表 3 19 70 年（昭和 45 年）から 1979 年（昭和 54 年）までの主要工場の立地状況

食 食品・たばこ 窯 窯業・土石

繊 繊維・衣服 鉄 鉄鋼

木 木材・木製品 非 非鉄金属

家 家具・装備品 金 金属製品

パ パルプ・紙 機 一般機械

出 出版・印刷 電 電気機械

化 化学 輸 輸送機械

石 石油・石炭製品 精 精密機械

プ プラスチック製品 そ その他の製造業

ゴ ゴム製品

業種

注：1. 原則として 2 0 0 5 年時点で存続している工場のうち，従業者数 1 0 0 人以上のものが対象だが，一部に
1 0 0 人未満の工場も含む。

2. 社名は現在のものであるため，他の図表における社名の表記とは異なる場合がある。
3. 企業の創立と工場の設置年次が異なるため，複数個所に記述のある企業がある。
4. 同一企業で複数工場がある場合，工場別の設立年次を記載したものがある。
5. 合併・改組・再編などがあった場合，原則として当該企業に関連した最も古い創業年次を記載した。
6. 市町村名は原則として平成の大合併（2 0 0 3 ～ 2 0 0 5 年）以前のものを使用している。

資料：通産大臣官房調査統計部編・㈱日刊工業新聞社「1 9 9 6 ～ 1 9 9 7 年版全国工場通覧」
㈱データフォーラム編「工場ガイド」西日本版ⅠⅡ( 2 0 0 0 年)
各社のホームページ，ヒアリング調査など
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3 社が合併して設立されたのが，現在の島根ナカ

バヤシ株式会社である。

2008 年にはナカバヤシの佐田工場および掛合

工場が島根ナカバヤシの傘下に入った。また，ナ

カバヤシ吉田工場は島根ナカバヤシの掛合工場，

佐田工場に統合され，2006 年に閉鎖された。
にま

1974 年（昭和 49 年），邇摩郡仁摩町（現：大田

市）に広島アルミニウム工業株式会社が大国工場

を立地した。同社は 1921 年（大正 10 年）に広島

市でアルミ製品など金物を扱う田島倉造商店とし

て創業したが，戦後，東洋工業株式会社（現：マ

ツダ㈱）の協力工場としてアルミ鋳造による自動

車部品の分野へ参入し，各地に工場建設を計画す

る中で仁摩町への進出となったものである。

オーエム金属工業株式会社は，大和紡績の関連

会社であり県内の重要な機械工場の一つであった

オーエム製作所の鋳造部門を，1977 年（昭和 52

年）に分社化したものである。2009 年（平成 21

年）には最新の電気炉設備を導入し，グループ会

社のオーエム技研より加工部門を譲り受け，鋳造

から加工までの一貫生産体制を構築した。

②加工組立型業種

島根松尾電子

1970 年（昭和 45 年），大阪の松尾電機株式会社

が平田市にあった島根工場（1967 年に建設）を分

離・独立し，関連会社として設立したのが島根松

尾電子株式会社である。

松尾電機は 1949 年に松尾電機製作所として創

業した電子部品メーカーであり，コンデンサの将

来性を見込んで設立された。1959 年には日本で

初めてタンタルコンデンサ（材料にレアメタルの

タンタルを用いたもので，小型，安定性の高さ，

超寿命などが特徴）を製品化した。

同社が島根県に進出したのは，大阪近郊では土

地や労働力の確保が困難であったことによる。工

場用地の選定の際，協力工場の一つであった岡山

県の金光電子製作所から島根県の簸川郡平田町

（現：出雲市）の紹介を受けたことが進出のきっ

かけとなった。島根工場はフィルムコンデンサの

専門工場として，1967 年から稼働を開始した。

なお，島根工場が独立採算の子会社となったの

は，同工場の本社への依存体質と生産性の改善を

目的としたものである。

ヒカワ精工

1970 年に京都の日進製作所の関連会社として，

家庭用ミシン部品や二輪自動車のエンジン部品製
ひかわ

造を目的に簸川郡斐川町（現：出雲市）に設立さ

れたのが，ヒカワ精工株式会社である。

なお，日進製作所は 1946 年（昭和 21 年）にミ

シン部品の専業メーカーとして創業したものであ

り，島根県に進出したのは積極的な誘致活動が

あったことに加え，日進製作所の創業者が島根県

出身であったことによるものと考えられる。

ホシザキ電機島根第一工場・第二工場

1970 年に，愛知県の星崎電機株式会社（現：ホ
きすき

シザキ電機㈱）が大原郡木次町（現：雲南市）に

進出した。木次町は県の工場誘致政策を受けて，

1960 年代半ばから他町村に先駆けて企業誘致に

取り組んでいた。

星崎電機は三菱電機名古屋製作所で働いていた
しげとし

木次町出身の坂本薫俊が，1947年（昭和22年）に

独立して創業したものである。星崎電機の創業以

前には，日本ミシン製造株式会社（現：ブラザー

工業㈱）の社長と共同で 1945 年からブラザー電

機部という名称の電機事業を開始し，名古屋市南

区星崎町では星崎木材という製材工場を経営する

など様々な事業を手がけていた。

1957 年（昭和 32 年）には同社は自社開発によ

るジュースの自動販売機（紙コップ式で“街のオ

アシス”とネーミングされた）の製造を開始した

ところ，当時の大ヒット商品となった。わが国に

おける食品分野での自動販売機の草分けともいえ

るジュース自動販売機の成功をきっかけに，星崎

電機はアイスクリーム，コーヒー，氷，牛乳など

各種の自動販売機を開発し，いずれもヒット商品

となったのであった。

ところが，ジュースの自動販売機は 1962 年に

日本に進出したコカ･コーラのボトル飲料の影響

などを受けて，停滞傾向をみせるようになり，星

崎電機も倒産の危機に陥った。その際，星崎電機

の新たな主力製品となったのが，ジュース自動販

売機の冷凍技術をベースに開発した製氷機であ

る。国内の製氷機の第 1 号となった同社の製氷機

は，その後の中核事業となっていった。

こうして売り出した同社製氷機は，次第に需要

が高まるようになり，新たな工場建設の必要性が

5
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出てくる中で，創業者の坂本氏が郷里木次町の過

疎対策として企業斡旋等を引き受けていたことも

あって，木次町への進出が決定した。

こうして，島根県における星崎電機の最初の工

場は 1969 年に着工し，1970 年（昭和 45 年）初頭

に完成した。これが島根第一工場である。島根第

一工場での生産開始以降，予想を上回る業績とな

り，新たな工場の計画が持ち上がったが，第一工

場の敷地には余裕がなかったことから，木次町内

に新たな工場を建設することになり，1974 年（昭

和 49 年）に第二工場が完成した。

ホシザキ電機島根横田工場

県内では木次町同様に，労働力流出による過疎

に悩んでいた自治体に仁多郡横田町（現：奥出雲

町）があった。町内に整備した工業団地への誘致

もうまくいかなかったことから，木次町に進出し

ていた星崎電機に工場立地の依頼が行われた。

こうして，1978 年（昭和 53 年）に星崎冷器株

式会社（後：ホシザキ冷器㈱）が設立され，横田

町に本社工場の建設が行われた。星崎電機の横田

工場ではなく別会社を設立したのは，税金などの

面で横田町へのメリットを考慮したためだといわ

れている。

星崎冷器の工場は 1979 年に完成し，同年半ば

から操業を開始した。なお，1996 年（平成 8 年）

にホシザキ冷器はホシザキ電機に吸収合併され，

ホシザキ電機の横田工場（現：島根横田工場）と

なった。

オムロン出雲

各種センサやスイッチなどの制御機器，電子部

品，健康医療機器などを製造しているオムロン株

式会社は，1933 年（昭和 8年）に大阪で創業した

立石電機製作所が起源であり，1944 年（昭和 19

年）に国内初のマイクロスイッチの製造を開始し

たことで知られる。

戦時中に空襲によって大阪工場を焼失した立石

電機製作所は，戦後，京都工場を拠点として活動

を開始し，医療機器，半導体，電子制御装置など

の分野へと進出していった。これらの需要増によ

り同社は製造拠点の拡充を目指して全国各地に生

産子会社を設立していく中で，1971 年にマイク

ロスイッチ専門工場として出雲市に設立したのが

出雲立石電機株式会社（現：オムロン スイッチ

アンドデバイス㈱出雲事業所）である。

なお，立石電機では戦後の再スタート時からオ

ムロンという商標を使い始めるが，これは同社所
おむろ

在地の地名が御室であったことによるものであ

り，1990 年（平成 2年）に立石電機からオムロン

株式会社への社名変更を行った。

ヒラタ精機

1972 年（昭和 47 年），広島の東洋工業株式会社

（現：マツダ㈱）の関連会社であった自動車部品

メーカーのマツダ精機株式会社が平田市に進出し

た。マツダ精機の前身は 1933 年（昭和 8 年）に

創業した広島鉄管工業株式会社である。

マツダ精機は東洋工業の子会社として，主にト

ランスミッションなど自動車部品の製造を行って

いたが，2001 年に広島県呉市の自動車部品メー

カー株式会社音戸工作所に株式譲渡され，同社の

傘下に入った。この年，マツダ精機はヒラタ精機

株式会社へと社名変更した。

平和金属工業島根事業所

1973 年（昭和 48 年），那賀郡金城町（現：浜田

市）に大阪の平和金属工業株式会社が進出した。

三菱電機の協力工場としてトランジスタ，ダイ

オードなど半導体部品の製造が目的であった。

1973 年半ばには工場が完成，電子事業部（後：デ

バイス事業部）島根工場として操業を開始した。

ところが，2010 年になって，半導体事業を取り

巻く環境変化や事業不振などから島根工場は閉鎖

された。その後，次世代型自動車の需要増に伴

い，平和金属工業は自動車向け電子モジュールの

プレス部品製造を行うため，島根工場の跡地に再

び工場を設置することになった。それまでの工場

に比べ従業者規模などは縮小したものの，20 1 1

年には平和金属工業の島根事業所として稼働を再

開している。

明和

1969 年（昭和 44 年）にオーエム電器株式会社

の加茂工場が，大原郡加茂町（現：雲南市）に立

地した。ちなみに，オーエム電器は 1966 年に電

気機器の製造を目的に，オーエム製作所によって

設立された子会社である。同社加茂工場は，県内
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でも工業化が進まなかった加茂町で，戦後になっ

て誘致した 2 工場のうちの一つであり，主として

コンデンサの製造を行うことが目的であった。

1975 年になって加茂工場は明和電器株式会社

としてオーエム電器から独立，1989 年（平成元

年）に現社名である株式会社明和へ改称した。

島根三洋電機

1976 年（昭和 51 年）に，島根県および木次町

の誘致により，鳥取三洋電機株式会社（1966 年

[昭和 41 年]設立，現：三洋テクノソリューショ

ンズ鳥取㈱）の 100％出資子会社として設立され

たのが，島根三洋工業株式会社である。

当初は旧木次中学校において仮操業を行ってい

たが，1977 年初頭には木次拠点工業団地内の新

工場が完成し，本格操業を開始した。事業を開始

して間もない頃は卓上ステレオ，ラジカセなど主

にオーディオ機器を中心とした生産を行っていた

が，後に OA 機器や情報機器の分野に参入した。

1985 年の円高不況以降は国内企業の海外進出

により売上が減少していく中で，同社は親会社の

鳥取三洋電機への 100％依存から脱却し，独自に

海外との取引を開始した。2003 年には三洋電機

の 100％出資子会社となり，2006 年に社名を島根

三洋電機株式会社へと変更，各種電子機器や太陽

電池セルなどを中心とした事業を行っている。

JMS 出雲工場

1978 年（昭和 53 年），出雲市に広島の株式会社

日本メディカルサプライ（現：㈱ JMS）が進出し

た。日本メディカルサプライは土谷病院の医師で

あった土谷太郎によって，安全衛生に優れたディ

スポーザブル（使い捨て）タイプの医療器具の製

造を目的に，1965 年（昭和 40 年）に設立された

ものである。

時代の流れもあってディスポーザブル医療器具

の需要は拡大の一途をたどったため，同社は新工

場の建設を計画し，1977 年に島根県と出雲市か

ら持ち込まれた工場誘致に応じたのであった。

出雲工場は 19 7 8 年半ばから操業を開始した。

同工場は点滴用器具など輸液セットの製造を主力

としており，同社の技術を結集した最新鋭工場で

あった。また，この工場での製造設備や生産量は

全国一の規模を誇っていた。

いまふく

島根電子今福製作所

1973 年（昭和 48 年），浜田市に三菱電機の協力

工場として，半導体生産を目的とした島根電子株

式会社が創業した。1978 年には島根電子に LED

（発光ダイオード）の事業部門が設置され，大手

メーカー向け LED モジュールの組立工場が稼働

開始した。1979 年（昭和 54 年）になって，この

LED 事業部門が島根電子から独立して設立された

のが，株式会社島根電子今福製作所である。

その後，本体の島根電子は，主な供給先であっ

たルネサステクノロジ（三菱電機と日立製作所の

合弁会社）が 2006 年に生産部門を海外へ移転す

る方針を公表したため，経営の継続が困難になる

見通しとなり 2007 年に解散した。

なお，島根電子今福製作所は LED 事業を中心に

現在も活動を続けている。

③その他業種

1969 年（昭和 44 年）に工場誘致に取り組んで

いた那賀郡三隅町（現：浜田市）に進出したのが，

自動車や機械向けオイルシール，ゴム部品などを

製造するキーパー株式会社である。三隅町へ進出

したのは，自然環境の良さや広島方面へのアクセ

ス性の高さなどが評価された結果である。

1970 年に浜田市に進出した協和木工株式会社

は，1948 年に広島市で木製家具などの製造を目

的に創業した山三木工が起源である。浜田市には

古くから地元の木材を活用した加工業が集積して

おり，こうした木製品の拠点であったことも協和

木工が進出した理由の一つとみられる。

島根県の中でも山間部に位置し，農林業の他に

ほとんど産業がなかった飯石郡掛合町（現：雲南

市）に，県の斡旋もあって 1970 年に進出したの

が，大阪の機械部品メーカー室金属製作所であ

る。当時，周辺にはこれほどの規模の工場はなく

地域の産業発展に大いに寄与したが，室金属製作

所は放漫経営によって 1971 年に倒産した。その

後，同工場の事業を存続するために，1972 年に地

元の有志によって設立されたのが協栄金属工業株

式会社である。同社は室金属製作所掛合工場の従

業員を中心に，それまで培ってきた技術を継承し

て事業を開始した。誘致企業の倒産という事態を

克服し，地元資本による新工場を実現した掛合町

の事例は，県内でも珍しいものであった。
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２．1980 年代の経済と産業

（１）円高進行と産業への影響

1979 年にはイラン革命と OPEC による原油価格

の引き上げを背景とした第二次オイルショックが

発生し，エネルギー多消費型産業などに大きな影

響を与えた。また，1980 年代の日本経済にとっ

て，オイルショックとともに大きな影響を与えた

のが円高進行である。変動相場制への移行後に進

展した円高は，1980 年代初めには一旦落ち着き

を取り戻し，自動車や半導体を中心に輸出は再び

増加傾向にあった。しかし，これら輸出の急増に

より，日米貿易摩擦が表面化しつつあった。

この貿易不均衡を是正するために 1985 年にア

メリカのプラザホテルで開催されたのが，G 5

（Group of Five，先進 5ヵ国蔵相・中央銀行総裁会

議）であり，ドルの安定を狙った協調介入が決定

された。これは，実際には日本との貿易不均衡解

消のため円高ドル安誘導を狙ったものであり，こ

れ以降大幅な円高が進んでいくことになる。

この円高によって，1980 年代後半から 1990 年

代半ばにかけて輸出は伸び悩んだ（図表 4）。その

一方で，円高やその背景となった貿易摩擦は，国

内企業の海外展開を促すきっかけともなったので

ある。

（２）内需拡大とバブル経済

円高進行は当初，輸出産業を中心に国内経済に

停滞状況をもたらしたため，政府は経済対策を実

施するとともに公定歩合を段階的に引き下げ，

1987 年 2 月には史上最低の 2.5％とした。これに

より経済は回復に向かい，さらに，円高による輸

入品価格の低下は物価安定に寄与し，原材料コス

トの低減や消費支出の拡大にもつながった。

同年 10 月にはアメリカのニューヨーク市場で

株価大暴落（ブラックマンデー）が発生したが，

わが国への影響はそれほど大きなものにはなら

ず，物価の安定や金利水準の低下は住宅投資ブー

ムを引き起こした。また，地価など資産価格の上

昇期待から，土地や株などへの投資が過熱し，こ

うした土地への過大評価も住宅ブームに寄与し

年号
業
種

業
種

業
種

88 ダイワボウレーヨン㈱益田工場 益田市 化 83 ㈱出雲村田製作所 斐川町 電 87 マルハマ食品㈱レトルト工場 浜田市 食

84 シマネ益田電子㈱ 益田市 電 88 ㈱ボンニー 横田工場 益田市 繊

84 東洋アイテック㈱島根工場 宍道町 電

85 サン電子工業㈱出雲工場 出雲市 電

85 ヨシワ工業㈱初見工場 六日市町 輸

86 ホシザキ電機㈱島根本社工場 木次町 機

89 ㈱ハイレックス島根 浜田市 輸

その他業種素材型業種 加工組立型業種

1980
～89

資料：通産大臣官房調査統計部編・㈱日刊工業新聞社「1 9 9 6 ～ 1 9 9 7 年版全国工場通覧」
㈱データフォーラム編「工場ガイド」西日本版ⅠⅡ( 2 0 0 0 年)
各社のホームページ，ヒアリング調査など

図表 5 1 9 8 0 年（昭和 5 5 年）から 19 8 9 年（平成元年）までの主要工場の立地状況

食 食品・たばこ 窯 窯業・土石

繊 繊維・衣服 鉄 鉄鋼

木 木材・木製品 非 非鉄金属

家 家具・装備品 金 金属製品

パ パルプ・紙 機 一般機械

出 出版・印刷 電 電気機械

化 化学 輸 輸送機械

石 石油・石炭製品 精 精密機械

プ プラスチック製品 そ その他の製造業

ゴ ゴム製品

業種
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（兆円）

資料：財務省「外国貿易概況」

図表 4 1 9 7 0 年代以降の輸出入動向（全国）

年
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た。さらに，円高ドル安によって海外投資家によ

る円資産への投資が活発化し，日本国内への資金

流入が，資産価格を押し上げた。

このような中で起きてくるのがバブル景気と呼

ばれた空前の好景気であった。これ以降，1990 年

代の初頭に至るまで消費や設備投資が活発に行わ

れ，好景気が継続することになる。

（３）198 0 年代の工場立地

円高に伴う不況，その後のバブル景気と，1980

年代は大きな経済変動があったが，こうした不安

定な状況を背景に，この時期の工場立地は 1970

年代に比べかなり減少している（図表 5）。ただ，

そうした中でも，電気機械など加工組立型業種に

はそれなりの立地がみられ，県内産業における加

工組立型業種のウェイトは一層高まった。

①素材型業種

旧出雲製織石見人絹工場として稼働開始した大

和紡績株式会社益田工場は，スフを中心とした化

学繊維工場として大和紡績の繊維事業を支えてき

た。中でも，水で縮むというスフの大きな欠点を

改良し，染色性・吸湿性に優れ，繊維が柔らかい

といった特徴を持つポリノジック繊維は，同工場

の中核製品となっていた。しかし，オイルショッ

クによる原料・燃料の価格高騰による採算性の悪

化や合成繊維や綿など代替繊維との競合は，ポリ

ノジック繊維を生産中止に追い込んだ。

その後，益田工場は大幅な合理化に取り組んだ

が，それにもかかわらず化学繊維事業の収益力は

改善せず，独立採算による合理化とコストダウン

を目的に，益田工場は 1982 年に分離・独立しダ

イワボウ益田株式会社（本社：大阪）となった。

ところが，独立後も円高の進展による輸出減な

どから業績は改善せず，一時はスフ事業からの撤

退の可能性もあったが，地元益田市への影響など

が考慮された結果，製販一体の完全別会社として

再スタートすることになった。

こうして，1988 年（昭和 63 年）に設立された

のが，大阪に本社を置き益田工場を生産拠点とす

るダイワボウレーヨン株式会社である。なお，現

在国内でレーヨン製造を行っているのは，ダイワ

ボウレーヨンと大阪のオーミケンシ（1917 年に

近江絹綿㈱として創業）の 2 社のみである。

②加工組立型業種

出雲村田製作所

簸川郡斐川町（現：出雲市）は，1960 年代初め

から地域経済の振興と新たな就労の場の確保を目

的に企業誘致を進めてきた。1973 年（昭和 48 年）

には初の大型工場誘致となった島根住電精機株式

会社の進出が内定し，大いに期待されたが，第一

次オイルショックの影響から中止となる。斐川町

はこれに代わる大型優良企業の進出を目指す中，

既に大田市にイワミ電子工業株式会社を設立して

いた村田製作所が，有力な誘致対象となった。

1970 年代の後半頃から世界的なコンデンサ需

要の高まりを受けて株式会社村田製作所の売上高

は拡大傾向で推移し（図表 6），同社はコンデンサ

の増産を進めていた。1981 年には株式会社福井

村田製作所に新鋭工場が増設されたが，それでも

コンデンサ需要の増大に対応できず，新工場の建

設が必要な状況となっていた。

こうした状況下にあって，斐川町の積極的な誘

致活動もあり，1983 年（昭和 58 年）に村田製作

所の進出が決定，株式会社出雲村田製作所が設立

されたのであった。

当初，出雲村田製作所は 1985 年の操業開始を

目標としていたが，需要の急増から操業を 1 年早

めることになった。こうして，1984 年初頭には工

場が完成し，同年半ばから操業を開始した。

資料：村田製作所 5 0 年史編纂委員会「不思議な石ころ
の半世紀 村田製作所 5 0 年史」

年

図表 6 村田製作所の売上高（単独決算）
の推移
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東洋アイテック島根工場

1984 年，大阪の東洋電子工業株式会社が八束

郡宍道町（現：松江市）に進出し，主に技術開発

を行う株式会社島根東洋ベンチャービジネスを設

立した。ちなみに，東洋電子工業は 1951 年（昭

和 26 年）にアルミ機器などの製造を行う東洋興

業株式会社として創業し，その後，医療機器，電

子部品，ビデオ用機器などの製造に参入していっ

た。島根県に進出した 1984 年からはビデオカメ

ラ用機器の製造を開始している。

島根東洋ベンチャービジネスは後に東洋シマネ

株式会社に社名変更したが，2000 年になって親

会社の東洋電子工業が東洋アイテック株式会社へ

と社名変更し，翌年から子会社の統合を進めた。

このため，2002 年（平成 14 年）に子会社の一つ

であった東洋資材センター（1983 年に東洋セイ

ビ電子㈱として設立）とともに，東洋シマネが東

洋アイテックに統合され，東洋シマネ宍道工場

は，東洋アイテック島根工場となった。

ホシザキ電機島根本社工場

ホシザキ電機は 1970 年に島根県に第一工場を

立地して以降，第二工場の設置や星崎冷器の設立

など島根県内の製造拠点を拡大していた。

このような中で，1986 年（昭和 61 年）には FA

（工場自動化）システムを導入した新鋭の島根本

社工場が，木次町（現：雲南市）の工業団地内に

建設された。それまでの第一工場，第二工場に比

べ広大な敷地を活かした大規模工場となった島根

本社工場では，同社の主力製品である全自動製氷

機，および食器洗浄機の製造を行っている。

③その他業種

1932 年（昭和 7年）に浜田市で醤油醸造からス

タートした有限会社浜崎商店（現：マルハマ食品

㈱）は，調味料などの製造を開始，1976 年には惣

菜分野へ参入した。その後，加工食品部門を強化

するため，新工場の建設を開始し，1987 年（昭和

62 年）に惣菜部をレトルト部に変更するととも

に，新工場へ移転した。これが，マルハマ食品の

レトルト工場である。

1988 年には大阪の縫製メーカーである株式会

社ボンニー（1960 年創業）の横田工場が益田市に

立地した。島根県内には 1968 年に立地した益田

工場があったが，1997 年（平成 9年）になって本

社機能を横田工場に移転，2002 年には益田工場

の生産システムをすべて横田工場に集約した。

３．低成長時代

（１）バブル景気後の産業

1980 年代後半からのバブル景気はわが国の経

済・産業を活発化させ，1990年（平成2年）に入っ

ても引き続き経済は好調を維持していた。このた

め，1980 年代後半から 1990 年代にかけて全国の

実質経済成長率はピークで７％近い水準に達する

ほどであり，島根県の経済も全国同様に順調で

1988 年度（昭和 63 年度）の実質経済成長率は 6

％近くまで上昇した（図表 7）。

しかし，この頃から土地投機の過熱といった問

題が生じ始めていた。加えて，それまで世界経済

をリードしてきたアメリカの景気後退，8 月のイ

ラクのクウェート侵攻を発端に翌年初頭まで続い

注： 1. 全国は 1980 年までは 68SNA(1990 年基準)，
1981 年以降は 93SNA(20 00 年基準，固定基
準方式) による，暦年値。

2. 島根県は 1990 年度までは 68SNA( 1 99 0 年基
準)，1991 ～ 96 年度までは 93SNA(1995 年基
準)，1997 年度以降は 93SNA(2000 年基準)に
よる，年度値。

資料：内閣府「国民経済計算年報」「県民経済計
算年報」，島根県「島根県県民経済計算」

図表 7 実質経済成長率の推移

年(年度)
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た湾岸戦争，10 月の東西ドイツの統一，1991 年

末のソ連崩壊など，世界情勢は激変していた。

このような世界情勢の変化は，外需の縮小につ

ながることになった。さらに，1989 年半ばからイ

ンフレ抑制策として公定歩合が引き上げられ，

1990 年半ばにはバブル景気前の水準を上回る 6％

となった。同時に，政府は土地投機による地価高

騰の沈静化を図るため，金融機関の土地関連融資

に対する総量規制を行い，1991 年に地価税を導

入するなど土地税制の見直しを行った。

これらの強力な景気引き締め策によって，1990

年から 1991 年にかけて資産価格は下落し，消費

や住宅投資の伸び悩み，設備投資の抑制などによ

り，国内需要は急速に低下していった。

この後は，わが国の経済成長率が大幅に低下

し，低成長時代へと入っていくことになる。た

だ，この頃からパーソナルコンピュータや情報通

信機器の普及が始まり，電気機械や情報通信産業

の発展がみられたことは，唯一の明るい材料で

あったといえよう（図表 8）。

（２）19 9 0 年代以降の工場立地

1990 年代になると，バブル崩壊による国内需

要の低迷によって企業の生産活動は大きな打撃を

受ける。さらに，円高や貿易摩擦を背景とした海

外進出の加速は，国内への工場立地を減少させる

ことにつながった。

ただ，島根県における工場立地はそれまでに比

べて特に減少しているわけではなく，1980 年代

と同程度の工場立地がみられる（図表 9）。これら

の中には，単に企業合併による新企業の設立や既

存企業の工場増設もあるが，新たな電気機械メー

カーの進出などもあり，島根県産業の発展に寄与

してきた。

①素材型業種

1995 年（平成 7年）に株式会社日立メタルプレ

シジョン，株式会社安来精密，山陰金属工業株式

会社，安来ハガネ運輸株式会社，株式会社ワイエ

スエスの 5 社が合併して，株式会社安来製作所が

設立された。設立に参加した 5 社はいずれも日立

金属の 100％出資による協力会社であり，安来工

場の製品に関わる事業を行っていた。

このうち，日立メタルプレシジョンは 1970 年

（昭和 45 年）に日立金属安来工場の精密鋳造部門

として事業を開始し，1975 年に分離独立した。

安来精密は 1976 年（昭和 51 年）に日立金属の

協力工場として，各種精密機器用部品の製造を行

うことを目的に設立された。

山陰金属工業は 1957 年（昭和 32 年）に鳥取県

米子市で創業し，1972 年に日立金属安来工場内

に移転した。同社の事業は帯鋼の熱処理や並接合

金の製造が中心であった。

ワイエスエスは 1973 年（昭和 48 年）に日立金

属安来工場の福利厚生施設管理を主としたサービ

ス部門が独立し，株式会社ワイエスエスサービス

として発足したものである。福利厚生サービスの

他，電子部品の組立・加工なども行ってきた。

これらが合併して設立された安来製作所は，本

社を日立金属安来工場内に設置し，各社をそのま

ま事業部として存続するなどユニークな事業形態
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鉱工業

ハード

ソフト

情報通信

注： 上記のハード，ソフト，情報通信は，以下に示
す鉱工業生産指数および第 3 次産業活動指数の
個別品目を加重平均して算出したもの。
・ハード：通信機械，電子部品，半導体素子，集

積回路，半導体部品，電子計算機
・ソフト：情報サービス業
・情報通信：固定電気通信業，移動通信業

資料：経済産業省「鉱工業指数年報」「第３次産業
活動指数」

図表 8 エレクトロニクス・情報通信関
連産業の生産指数

（全国，1985 年 =100）

年
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年号
業
種

業
種

業
種

95 ㈱日立金属安来製作所 安来市 鉄 90 JUKI松江㈱宍道工場 宍道町 機 90 島根イーグル㈱ 掛合町 ゴ

90 菱南電装㈱出雲工場 出雲市 電 90 ㈱日宝シマネ 松江市 プ

90 ㈱島根富士通 斐川町 電 90 島根ナカバヤシ㈱松江工場 松江市 家

94 ホシザキ電機㈱島根第三工場 木次町 機 91 ㈱MAC 六日市町 繊

97 島根島津㈱ 斐川町 精

2005 ㈱日立メタルプレシジョン 安来事業所 安来市 機

2005 ㈱日立メタルプレシジョン 恵乃島事業所 安来市 機 2009 瑞穂テキスタイル㈱ 瑞穂町 繊

その他業種

1990
以降

素材型業種 加工組立型業種

97
島根県合板協同組合 浜田針
葉樹林工場

浜田市 木

をとっている。各社の特徴を活かしながら組織を

一体化することで市場拡大とコスト削減を同時に

目指す合理化手法の一つとして注目された。

設立以後も 1998 年に株式会社ハット，2001 年

に松本鉄工株式会社，2004 年に株式会社クスノ

キ，2007 年に株式会社ハイメックを合併して規

模を拡大している。2009 年には日立金属安来工

場の設備保全部門を統合し，2012 年に社名を株

式会社日立金属安来製作所へと改称した。

②加工組立型業種

島根富士通

1990 年代に島根県に進出した企業・工場のう

ち，最も重要なものの一つが 1990 年に設立され

た株式会社島根富士通だといえよう。島根富士通

は出雲村田製作所に続いて，斐川町（現：出雲市）

への大規模工場の進出となった。1993 年時点で

の出雲村田製作所の生産額は 290 億円，島根富士

通の生産額 400 億円となっており，同年の斐川町

の製造品出荷額が約 840 億円であることから考え

れば，これら二つの事業所が斐川町の製造業に占

める割合は相当に大きいことがわかる。

当時，斐川町は出雲村田製作所の進出後も大型

企業を誘致すべく活動を続けていたが，その際の

有力候補として挙がっていたのが総合通信機器や

OA 機器などのトップメーカーである富士通株式

会社の半導体工場であり，1979 年から同社との

折衝が続けられていた。

その背景には，当時の富士通の社長が旧制松江

高等学校の出身（生まれは兵庫県）であり，第二

の故郷ともいえる島根県の工業化促進のため，工

場進出を計画していたことがあった。ただ，1979

年頃には国内外での半導体需要が急増しており，

短期間での工場立地と稼働開始が求められたが，

島根県ではこの条件をクリアできず，結局富士通

の半導体工場は岩手県に進出することになったの

である。

しかし，その後も斐川町は粘り強く富士通との

交渉を継続したところ，1982 年になって富士通

の斐川町への進出がほぼ内定したのであった。

1984 年には斐川町への進出が最終決定し，1985

年に工場用地の造成が完了，その翌年から富士通

の半導体工場の建設が着工した。

ところがその頃，日米半導体摩擦や円高による

不況が発生していたこともあり，斐川町での工場

建設は無期延期となった。この間，富士通側は生

産品目の見直しを行い，1989 年になって半導体

ではなくパーソナルコンピュータの専門工場とし

て建設されることが決定した。

1989 年末には株式会社島根富士通が設立され，

1990 年初頭から工場の建設が開始された。こう

して，1990 年の後半になってようやく工場が完

成し，パーソナルコンピュータの初出荷が行われ

たのであった。

島根島津

島根島津株式会社は，京都の精密機器・電気機

器メーカーである株式会社島津製作所が，19 9 7

資料：通産大臣官房調査統計部編・㈱日刊工業新聞社「1 9 9 6 ～ 1 9 9 7 年版全国工場通覧」
㈱データフォーラム編「工場ガイド」西日本版ⅠⅡ( 2 0 0 0 年)
各社のホームページ，ヒアリング調査など

図表 9 1 9 9 0 年（平成 2 年）以降の主要工場の立地状況

食 食品・たばこ 窯 窯業・土石

繊 繊維・衣服 鉄 鉄鋼

木 木材・木製品 非 非鉄金属

家 家具・装備品 金 金属製品

パ パルプ・紙 機 一般機械

出 出版・印刷 電 電気機械

化 化学 輸 輸送機械

石 石油・石炭製品 精 精密機械

プ プラスチック製品 そ その他の製造業

ゴ ゴム製品

業種

12
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年（平成 9 年）に汎用医療機器の製造を目的に設

立した子会社である。

親会社の島津製作所は 1875 年（明治 8 年）に，

京都の島津源蔵が理化学機器の製造を開始したこ

とに始まる。これ以降，各種理化学機器を中心

に，国産初のエックス線装置の開発や蓄電池の製

造などを行い，蓄電池については島津源蔵の頭文

字をとって「ジーエス」または「GS」の商標を用

いた標準型蓄電池を製造していた。

これ以降，同氏の開発した優れた性能で長寿命

な蓄電池に対する需要が急増していったことか

ら，1917 年（大正 6年）には蓄電池事業を分離し

て法人化し，日本電池株式会社を設立することに

なる（現：㈱ジーエス・ユアサ コーポレーショ

ン）。

また，同年，理化学機器を中心とした従来の事

業についても法人化し，株式会社島津製作所が設

立された。島津製作所は理化学機器から発展した

分析機器，測定機器，材料試験機器に加え，エッ

クス線装置の開発をきっかけとした超音波診断装

置，生化学分析装置など医療用機器の分野も拡大

し，さらには繊維機械，真空機器などといった産

業用機械も手がけるなど，技術開発力の高さを活

かして様々な分野へ参入した。

同社の生産拠点については，京都や関東などに

工場を立地していたが，1995 年の阪神大震災に

よる影響もあったためか，これ以降，災害時のリ

スクを低減するために生産拠点の分散化を計画

し，新たな進出先として選ばれたのが簸川郡斐川

町（現：出雲市）であった。

全国各地の候補地の中から斐川町が選ばれたの

は，地価が安く労働力の確保が容易であったこ

と，近隣に空港があって高速道路網の整備も見込

めるなど，物流面でのメリットがあったことによ

るものである。また，斐川町には既に島根富士

通，出雲村田製作所など有力な加工組立型業種が

立地しており，加工組立型業種の立地基盤が整っ

ていたことも，島津製作所の進出に寄与した可能

性がある。

島根島津は 1998 年から本格操業を開始し，医

療機器の製造を行ってきた。また，2009 年（平成

21年）には新工場が完成し，汎用医療用機器の一

貫生産体制を構築するなど生産能力の拡充を図っ

ている。

日立メタルプレシジョン

1995 年（平成 7年）に設立された安来製作所の

母体となった企業のうち，旧日立メタルプレシ

ジョンと旧安来精密という，いずれも精密鋳造

品・精密部品を製造していた企業が，2005 年に分

離独立して新たに設立されたのが，株式会社日立

メタルプレシジョンである。

これに伴い，旧日立メタルプレシジョンは同社
えのしま

の安来工場，旧安来精密が同社恵乃島工場とし

て，2 工場体制で各種の精密鋳造品や精密部品な

どの製造を行っている。

③その他業種

1990 年に東京のイーグル工業株式会社の関連

会社として，飯石郡掛合町（現：雲南市）に設立

されたのが島根イーグル株式会社である。イーグ

ル工業は流体用メカニカルシール，パッキンなど

の製造を目的に，1964 年（昭和 39 年）に設立さ

れた日本シールオール株式会社が起源であり，

1978 年に現社名に改称している。

島根イーグルは，自動車エアコン用のコンプ

レッサーのガス漏れを防ぐ密封シールの製造を目

的に設立されたものである。その後，イーグル工

業は島根イーグルの工場を増設し，自動車エアコ

ン用シールの生産を国内外の工場から順次島根

イーグルに移管しており，イーグル工業における

自動車向けシール部品の重要な製造拠点の一つと

なっている。

株式会社日宝シマネは大阪のプラスチックメー

カーである株式会社日宝が，1990 年（平成 2 年）

に松江市に設立した関連会社である。日宝は

1971 年（昭和 46 年）に自転車用プラスチック部

品の製造を目的に創業した個人企業が起源であ

り，日宝シマネを設立したのは，取引先が島根県

に移転したことによるものである。同社は OA 機

器，食品容器，厨房機器，医療機器など多くの分

野にプラスチック製品を供給しており，プラス

チック金型，金属製品の製造なども行っている。

2009 年（平成 21 年）に創業した瑞穂テキスタ

イル株式会社は，大阪のアパレルメーカーであっ

たシオタニ株式会社の瑞穂工場が前身である。シ

オタニは 1955 年に個人企業の塩谷織布工場とし
おおち

て創業し，事業を拡大する中で邑智郡瑞穂町

（現：邑南町）に瑞穂工場を立地した。しかし，安

13
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価な海外製品との競合が激化し，佐賀県にあった

工場を閉鎖するなどのリストラを行ったものの業

績の悪化が続き，2009 年に倒産した。その際，瑞

穂工場については新たに取引先などによって新会

社が立ち上げられ，瑞穂テキスタイルとして再ス

タートを切ることになったものである。

４．島根県産業の総括

島根県はいわゆる大都市圏からは離れており，

地理的・気候的な制約条件もあって鉄道網の整備

が遅れるなどのデメリットがあり，中国地域の中

でも鳥取県とともに工業化が遅れ気味であった。

ただ，そうした中でも島根県産業の大きな特徴

として，古くから行われていた「たたら製鉄」が

あり，同様にたたら製鉄が行われていた中国地域

の他県に比べても随一の生産量を誇っていた。こ

うした製鉄業の流れを汲むのが日立金属安来工場

であり，わが国の製鉄業のほとんどが海外技術の

導入による高炉製鉄である中で，古来からの地場

産業がそのまま近代的工場生産へと移行した数少

ない例だといえよう。

また，明治時代から大正時代にかけては，同じ

中国地域の中でも山陽側ほどの工業化の進展はみ

られなかったが，繊維，製紙，窯業（瓦），木材・

木製品など島根県特有の産業の発達もあった。こ

のうち，繊維については県外大資本の進出もあっ

て，現在に至るまで大規模工場が稼働するなど，

県内でも比較的発展を遂げた分野であった。

このような島根県の産業が，全国に比べて大き

く遅れをとるようになるのが，昭和時代に入って

からの重化学工業の発展期であろう。戦前・戦後

の産業発展期には，太平洋沿岸部を中心に大規

模な石油精製施設などが立地するようになり，さ

らに高度成長期には石油化学コンビナートが出現

した。これら石油化学や石油精製などを中心とし

た重化学工業は，当時の先端産業として時代を

リードしていたが，島根県にはこうした産業の集

積はほとんどなかった。

また，初期の高度成長期をリードした産業とし

ては石油化学とともに，自動車，一般機械などの

加工組立型業種がある。島根県には佐藤造機や

オーエム製作所など歴史のある有力な機械機器

メーカーは存在していたが，加工組立型を中心と

した産業の盛り上がりにも今一つ欠けていた。

このような島根県産業を大きく転換させるきっ

かけとなったのが，電気機械の進出である。エネ

ルギー多消費型で製品がかさばるため立地場所が

限られる重化学工業に比べ，電気機械は立地場所

を選ばず，地価が安く環境のよい地域に工場を展

開することができる。このため，島根県内に電気

機械工場が多数立地することになった。

この背景には島根県が積極的な企業誘致を行っ

たこともあるが，それまで石油化学コンビナート

など目立った大規模工場がなかったため，工場敷

地や環境などの制約要因が少なく，かえって県内

への工場立地に有利に働いた可能性がある。

いずれにせよ，電気機器，半導体，コンピュー

タなど多分野にまたがる電気機械工場の立地によ

り，島根県は時代の先端分野を擁する県として生

まれ変わることになったのである。

ただ，急成長を続けてきた電気機械も，このと

ころ停滞感がみられるようになってきたが，その

一方で，日立金属安来工場では同社の技術を生か

して航空機関連製品向けの素材の供給を行ってお

り，さらに最終加工を行うための新工場が建設さ

れるなどの明るい話題もある。今後の安定した成

長に向けて，新分野への進出や新素材の開発な

ど，現在の産業構造や技術を活かした展開が期待

されるところである。
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