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2008年日本経済を読み解く10のキーワード
―この底流変化を見逃すな―

1．デフレ脱却

今回の景気拡大局面は 2002 年 2 月に始まって

以来、間もなく丸 6年がたつが、いまだにデフレ

傾向から脱却できていない。消費者物価指数（生

鮮食品を除くベース）は、原油価格上昇に伴うガ

ソリンや灯油など石油製品の高騰という押し上げ

要因により足元は前年比小幅プラスに転じている

ものの、基調として物価下落傾向を脱したとは今

なお言えない状況にある。

デフレを脱することができない最大の要因は、

物価に影響を与える賃金が弱含んでいることにあ

る。しかし、良好な雇用環境を背景に労働需給が

逼迫する中、事業拡張に伴う人材不足に悩む企業

が人材確保に積極的であるため、2008 年には賃

金は緩やかに上昇し、消費者物価も小幅ながら上

昇基調が定着することになろう。

弊社経済見通しによれば、物価の総合的な動

きを示す GDP デフレーターも 2008 年度には前

年度比 0.2 ％と、11 年ぶりにプラスに転じ、名目

成長率が実質成長率を上回る正常な姿に戻る見通

しである（図表 1）。デフレから抜け出すとはい

え、物価の上昇圧力は微弱であり、インフレ加速

を心配するような状況では全くない。

グローバルな競争が激化する中、賃金の上昇

ペースが緩慢である上、原材料価格が上昇しても、

中小企業など価格支配力の弱い企業は生産コスト

Point
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上昇分を価格に転嫁できないため、インフレ圧力

は限定的なものとなる。

日本経済全体としてはデフレ脱却とインフレ

がキーワードになるとはいえ、2008 年も川上イ

ンフレと川下デフレの共存という現象は残る。原

材料価格高騰を最終価格に転嫁できる企業とでき

ない企業との間の二極化が進み、業界再編が加速

すると見られる。

2008 年は、一般物価だけでなく、地価につい

ても土地デフレ脱却の年となりそうだ。2008 年 3

月末に発表される公示地価（国土交通省）は、前

年に続き大都市圏の地価上昇が鮮明になる可能性

が大きい。また、地方圏の地価については、土地

需要の高い場所と低い場所の二極化が進行しつつ

も、全体としての下落幅は縮小し、下げ止まり感

が出てこよう。

なお、不動産市況に関しては、今、世界中を

騒がせているサブプライムローン（米国の信用力

の低い個人向け住宅ローン）問題が追い風になる

可能性もあろう。足元では、世界的な信用収縮を

背景に外国人投資家による日本の不動産関連投資

は手控えられている。しかし、仮に外資ファンド

が、サブプライム問題の影響による損失が欧米よ

り相対的に小さい日本の割安な不動産に資金を振

り向けてくれば、都心の優良物件を中心に不動産

価格の押し上げ要因となる。もっとも、全般的な

不動産価格上昇は起こりえず、二極化が進む中で

の局所的な価格高騰になろうが、世の中のデフレ

ムードの払拭、インフレ期待の醸成に寄与する効

果はあるだろう。

上記のように、2008 年は日本経済が長年の悲

願であったデフレ脱却を果たす年となる。しかし、

その割には日本の景気と物価の姿はそれほど晴れ

やかなものにはならないだろう。

その理由は、「経済の体温が温まり、家計の懐も

温まり、先行きの成長期待が高まる中での物価上

昇」ではないからである。サブプライム問題の影

響により世界経済の減速が見込まれる中で、先行

きの企業収益への懸念から賃金が伸び悩む一方で、

2007年度・ 2008年度税制改正による家計負担の増

大（定率減税廃止と税源移譲に伴う住民税負担増、

年金保険料引き上げ）の影響が 2007 年後半から

2008 年前半に表面化してくる。加えて、原油・材

料価格上昇に伴う身の回りの商品・サービスの値

上げが相次いで実施されているため、家計の懐は

さびしい。可処分所得の減少とマインド悪化から

（前年度比、％） 
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図表１　2008 年度は 11 年ぶりに名実逆転

出所：内閣府「国民経済計算」、総務省「消費者物価指数」、2007 ・ 2008 年度は当社予測
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個人消費にはブレーキがかからざるを得ない。

つまり、インフレ率がプラスに転じても、賃金

や可処分所得の上昇につながる道筋が確保されて

いないため、経済全体にあまり良い結果をもたら

さない。2008 年は統計上のデフレ脱却は果たして

も、庶民の生活を見ればデフレ時代と同様、「生

活防衛」色の強い消費行動が残ることになろう。

2．M＆Aによる業界再編

企業の M ＆ A（合併・買収）は、過去数年、

世界的に拡大してきたが、足元では急ブレーキが

かかっている。英米調査会社ディールロジックの

集計によれば、2007 年下期の世界の M&A は半

期ベースで 9 期（4 年半）ぶりに前年同期を下回

ったとされる。減少の理由は言わずと知れたサブ

プライム問題の影響で、2007 年半ば以降、欧米

の金融市場が混乱し、買収ファンドによる LBO

ローン1 の調達が難しくなったからである。

しかし、日本企業が関係するM&Aについては、

2008 年も増加する可能性が高い。

その理由は、第一に、日本企業の間で、競争

力向上、シェア拡大、事業再編などのために

M&A を積極的に活用しようという姿勢が強まっ

ているからである。図表 2に示すように、日本企

業はM&Aに積極的に取り組む姿勢を鮮明にして

いる。主要企業の 88 ％が M&A に前向きで、か

つては否定的なイメージで見られがちだった

M&A が市民権を得たと言える。日本企業も、今

や設備投資と並ぶ経営戦略の一手法として明確に

位置付けている。

この結果、最近の日本企業のM&Aは、以前の

ような個別企業再生型の事例よりも、産業再編型

や成長指向型のM&A の事例が活発化している。

業界再編を加速するために、業界上位の企業が中

堅クラスを傘下に収めるといった動きが 2008 年

も活発化することが予想される。

第二に、世界的な産業再編の波が押し寄せる

中、日本企業と海外企業とのM&Aが一層増加す

るとみられる。

鉄鋼業界で 2006年、新興のミタルスチールが欧

州最大手のアルセロールを買収し、新日本製鐵の3

倍以上の生産量をもつ巨大企業が誕生したことは、

日本の産業界に大きな衝撃を与えた。世界最高水

準の技術力をもつ日本のトップ企業でも、海外勢

に買収されるリスクと規模の優位性の低下を意識

し、敵対的買収防衛のために規模拡大と企業価値

の向上を図らなければならない時代が到来した。

もちろん、日本企業は防戦一方ではなく、攻

めの M&A も講じている。例えば、2007 年は、

オリンパスによる英医療機器メーカー（ジャイラ

ス社）買収、松下電工によるインド最大の電材メ

ーカー（アンカー・エレクトリカルス社）買収な

どのように、海外企業を傘下に収めることで成長

への活路を見出そうとする企業によるM&Aが今

後も増えるに違いない。

第三に、世界の余剰資金をバックにした買収フ

ァンドの資金の日本上陸が予想されることである。

また、中東や中国など新興国の政府系ファンド

（SWF）2 の多くは、短期的収益を求める買収ファ

１　ファンドが企業を買収する際には、ファンドがもつ自己資金に加えて、その数倍規模の借入金を金融機関から相手先の資産を
担保にして調達して、買収額を膨らませることが多い。この手法をレバレッジドバイアウト（LBO）という。

２　世界一の資産規模を誇る政府系ファンドであるアブダビ投資庁（ADIA）、中国当局が外貨準備の運用機関として2007年に設立
した中国投資有限責任公司などがある。

（単位：％） 
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図表２　日本企業のＭ＆Ａに対する姿勢

出所：日本経済新聞社「社長百人アンケート」（2006.3.23 付、2007.10.21 付）
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ンドではなく、超長期の分散投資を指向するとさ

れるが、やはり日本を投資対象として虎視耽々と

狙っているといわれ、その動向が注目される。

近年、日本の製造業の復活が報じられる中で、

日本の部材産業には高い技術力と収益力を誇る中

堅・中小企業が多く、投資対象として宝の山であ

ることが広く知られるようになったため、海外の

ファンドやメーカーが日本企業に食指を動かし始

めている。

第四に、2007 年 5 月の三角合併解禁の影響に

よるM&Aの活発化が予想される。昨年の解禁以

来、これまでに三角合併を使った外資による株式

交換方式のM&Aは、米シティグループによる日

興コーディアルグループの完全子会社化の 1件し

か行われていないが、これをもって三角合併解禁

のインパクトを軽く見てはならないだろう。外資

が株式交換方式で、日本企業を買収できるように

なったことは、外資によるM&Aとそれを防ごう

とする内資による企業防衛的なM&Aの双方を加

速することは間違いなく、この両方の動きにより

業界再編がいやがおうでも促進されることになる

だろう。

今や日本も、名実ともにM&A時代に突入して

いる。外圧のない閉鎖的な市場に安住していた企

業も、「井の中の蛙」のままではもはや生き残れ

ない。また、欧米流の買収防衛策を導入しても、

備えは万全とは言えない。有事の備えだけでなく、

平時においても従業員、顧客、地域住民など主要

なステークホルダーとの対話を欠かさず、時価総

額だけでなく企業の本源的な価値を上げるために

様々な施策を講じることが、究極的には最大の企

業防衛策になるのではないだろうか。

3．持続可能性

持続可能性とは、1980 年代にノルウェー初の女

性首相グロ・ハーレム・ブルントラントが述べた

言葉で、「未来の世代のニーズを損なわない範囲で、

現在のニーズを満たす」といった意味である。当

初は、地球環境の分野で用いられ、環境面で社

会・経済活動のあり方を見直し、豊かな環境を維

持しつつ、環境負荷の少ない社会をつくることを

強調するものであった。しかし、最近では、地球

レベルの環境問題のほか、国家レベルの経済・社

会システム、企業レベルの成長・存続など様々な

主体を対象として持続可能性が論じられるように

なっている。

まずは、国家レベルの持続可能性について見

てみよう。2008 年は、日本の社会システムや財

政システムの持続可能性に焦点が当たる可能性が

高い。福田内閣成立後の経済政策は、持続可能性

という観点からすれば、後退、逆行する動きが相

次いでいる。

例えば、医療保険制度については、政府・与党

は 2007 年 10 月、高齢者医療費の負担増の先送り

を決めた。2006 年に成立した医療改革関連法で、

2008 年 4 月からの 75 歳以上の高齢者を対象に

「後期高齢者医療制度」を新規導入することを決

めたが、これに伴い一部の高齢者に新たに保険料

負担を求める予定であった。ところが、昨年参院

選での自民党大敗後、早晩予想される衆院解散・

総選挙に向けて、大票田である高齢者層の負担増

は避けたいという思惑から、「激変緩和」という

名目で高齢者負担増は先延ばしされてしまった。

年金制度についても、4で後述するように、持

続可能な制度づくりに向けた世代間格差是正への

取り組みは全く手つかずのままである。

また、財政再建についても、地方の道路整備へ

の補助金の引き上げや余剰米の緊急買い上げなど

バラマキが目立ち、財政健全化路線は後退してい

る。2008 年度政府予算案は、新規国債発行額を 4

年連続で減額はしたものの、族議員からの圧力を

調整する旧来型の予算編成に逆戻りし、歳出削減

姿勢は緩んだ。理念なき数字合わせばかりが目立

ち、日本の社会システムの中長期な持続可能性確

保のための改革の方向性は残念ながら見えない。

一国の財政制度がどういう状況であれば持続可

能（破綻しない）と言えるかは、現時点での公債

残高と将来の毎期の財政状況に依存する。図表 3
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に示すように、公債残高が経済規模（GDP）より

も速いペースで累増しない限り、財政は破綻しな

い。

さらに、毎年のネットの収支（財政支出－税

収）がゼロであった場合でも、利払い費の大きさ

だけ追加的に公債発行しなければならないため、

公債増加のスピードは金利の高低に依存する。経

済成長率が金利よりも高ければ、公債残高の対

GDP 比は発散せず、財政は破綻しない。税収は

GDP と同じペースで増加すると考えられるため

である。したがって、日本のようにネット収支が

赤字の場合、財政破綻を回避するためには、金利

よりも成長率が十分に高いことが求められる。

政府はこれまで財政健全化シナリオの「公約」

として、プライマリーバランス（基礎的財政収支）3

を 2011 年度に黒字化するという目標を掲げてき

た。しかし、足元では財政規律が緩んでいるほか、

景気の先行き不透明感が強まる中、成長率見通し

が下振れして税収が伸び悩むことが響いて、2008

年 1 月に経済財政諮問会議が策定する経済財政運

営の中期指針ではプライマリーバランス黒字化の

時期が後ずれすることになった。

いったい、日本という国は、社会保障制度や

財政の持続可能性をどう確保していくのか。この

課題に福田内閣はどう取り組んでいくのか。2008

年以降、この点が厳しく問われることになろう。

金融市場がこの点に注目した場合は、長期金利の

上昇につながりかねないので注意を要する。社会

保障制度が将来的に維持できず、財政再建も無理

で財政赤字累増が続くとの見方が広がれば、市場

参加者の間で国家の財政運営や将来の政府債務の

償還可能性に疑問符がつけられ、国債価格の急落

（長期金利の急上昇）を招く恐れがある。

次に、企業レベルの持続可能性という概念も、

特に環境問題との関係で日々重要性が増してきて

いる。CSR（企業の社会的責任）が重視される中

で、地球環境の持続可能性が強調されるようにな

っているが、最近では、企業の環境対応策が地球

環境の持続可能性だけでなく、企業そのものの持

続可能性に大きな影響を与えるようになってい

る。環境問題は企業の製品やサービスを利用した

結果生じるものであるから、企業は環境問題の解

決に重要な役割を果たすべきだ。こうした考え方

が広がる中、企業は自らの持続的成長のために、

環境問題が生じにくい（または環境問題を改善す

る）製品・サービスの開発、提供を求められるよ

うになっている。

マイケル・ポーターら 4 は、従来型の「受動的

CSR」が善良な企業市民として活動し、企業が生

み出す不経済を抑制するものであるのに対し、そ

こから一歩踏み出し、社会と企業にユニークかつ

インパクトの大きいメリットをもたらす活動に集

中する「戦略的CSR」を推進することが競争優位

の源泉になると指摘し、その実例としてトヨタの

公債残高の対GDP比率 

時間 

公債残高の対GDP比率 

時間 

【 破綻しないケース 】 【 破綻するケース 】 

【 財政破綻の場合分け 】 

ネット収支 金利－成長率 財政破綻 
ゼロ マイナス しない 
ゼロ プラス する 
プラス マイナス しない 
プラス プラス ？ 
マイナス マイナス ？ 
マイナス プラス する 

図表３　持続可能な財政の条件

出所：井堀利宏（2007） 『「小さな政府」の落とし穴』

３　「借り入れを除く税収等の歳入」から「過去の借り入れに対する元利払いを除いた歳出」を差し引いて計算される。政策的支
出を新たな借金に頼らずに、その年度の税収等でまかなえているかどうかを示す指標となる。なお、仮にプライマリーバラン
スが均衡していても、金利＞成長率の場合は、公債の対GDP比は増加する点に注意を要する。

４　マイケル・ポーター、マークR．クラマー、村井裕訳「競争優位のCSR戦略」、『Diamond Harvard Business Review』2008年 1月
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ハイブリッドカー「プリウス」などを挙げている。

2008 年は、企業の持続可能性という観点から、

自社の生き残りのために戦略的 CSR に取り組む

ことにより競争力強化を図る企業が増えることだ

ろう。

4．年金改革

わが国の公的年金に対する信頼が揺らいでい

る。5,000 万件にのぼる年金記録が該当者不明にな

っていることが判明したほか、国民が納めた年金

保険料が社会保険庁職員によって横領されていた

ことなど、ずさんな管理の実態が明らかになった。

実は、年金記録に不備があることは、既に

1959 年に行政管理庁（現総務省）が社保庁を行政

監察した際の報告書で指摘されており、内部では

年金記録に重大な欠陥があることを認識しながら

何の手も打っていなかったことが判明している 5。

問題の隠蔽、先送り体質という日本の官僚組織の

悪い面が出た格好である。

こうした中、年金改革の議論の方は、2007 年

7 月の参院選で現行の年金制度を厳しく批判した

民主党が参院第一党に躍り出たことにより、すっ

かり停滞してしまった。政府・与党は参院選前の

通常国会で厚生年金と共済年金を統合する一元化

法案を提出していたが、国民年金を含めすべての

公的年金の一元化を提唱する民主党との溝が埋ま

らず、宙に浮いた状態が続いている。衆参ねじれ

国会が生んだ弊害の一つである。

ただし、年金改革の中の社会保険庁の改革に

ついてだけは、一定の進展が見られる。一連の不

祥事を受けて、社保庁の解体（六分割）が既に決

まっており、公的年金運営業務は 2010 年 1 月、

特殊法人「日本年金機構」に引き継がれる予定で

ある。現行の業務改革プログラムは、解体後の日

本年金機構に引き継がれるが、同機構設立までは

総務省所管の第三者機関「年金業務・社会保険庁

監視等委員会」がその実行状況をチェックするこ

とになっている。

社保庁改革はもちろん重要であり、単なる組

織の改編にとどまらず、決定的に不足していたガ

バナンス（統治能力）を回復させ、職員のモチベ

ーション向上を図り、国民が信頼することのでき

る年金実務執行体制を築き上げる必要がある。

しかし、社保庁の改革だけでは年金制度への

信頼を回復することはできないことも指摘した

い。消えた年金記録の解明に全力を挙げて取り組

むことや、社保庁を解体して正確かつ完全な年金

実務が行われるようにすることは、もちろん大切

なことである。しかし、これらはなすべき最低限

の措置であり、これだけでは国民年金の保険料未

納問題の背景にある年金不信は解消されない。社

保庁だけを悪者にし、怒りをあらわにするあまり、

年金制度の抱える本質的な問題への国民の注目度

が薄れてしまうことがあってはならない。

年金改革の最大の眼目は、世代間格差を是正

し、持続可能な仕組みをつくることである。

少子高齢化が進む中で、現制度のままでは勤労

者世帯の負担が耐えられない水準に上昇することは

各種試算から明白である。今後長期にわたって維持

可能な制度をつくるには給付総額の大幅削減が必要

不可欠であり、そのためには支給開始年齢の引き上

げと既に年金額が決まっている人にも支給額の引き

下げを求めることが不可避と考えられる。

年金制度を持続可能な仕組みにし、若者の年

金不信を解消するには、こうした抜本的な制度改

革により世代間格差の是正を図ることが必要不可

欠である。この観点からすれば、与野党がそれぞ

れ掲げている公的年金の一元化案は、制度間の格

差をなくすという点で意義あることではあるが、

いずれも上記の抜本改革にはほど遠いものであ

る。だが、ねじれ国会のあおりを受け、年金改革

についてはそうしたあまり本質的でない改革です

ら頓挫しているのが現実である。

年金制度の抜本改革は国民の将来の生活に関

５　朝日新聞 2007年 7月 21日付。岩瀬達哉「年金サボタージュの非道」『文芸春秋』2008年 1月。
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わる重要問題であり、総選挙で民意を問わねばな

らないほど不確実な課題ではない。年金を政争の

具にするようなことはやめ、与野党合同で協議会

をつくって改革案を話し合い、抜本改革に向け動

き出すことが望まれる。スウェーデンは 1998 年

に年金制度の抜本改革を行ったが、これは 1991

年以来、国会で各政党が議論を尽くして超党派合

意を成立させた上で実現したものである。わが国

もスウェーデンの改革に学ぶべきである。

5．ポスト京都議定書と環境経営

2008 年は先進国に温暖化ガス排出削減を義務付

けた京都議定書の実行期間がいよいよスタートす

るほか、7 月には北海道洞爺湖町で主要国首脳会

議（洞爺湖サミット）が開催され、地球温暖化に

関する取り組みなど環境問題が主要テーマとなる。

京都議定書や洞爺湖サミットだけではなく、

環境問題への取り組みは世界的な盛り上がりを見

せている。世界標準を狙う EUの化学物質規制は、

2008 年に一段と強化される。米国では秋に控え

る大統領選挙で温暖化対策が大きな争点の一つに

なる見込みで、次期政権は、排出権取引や新技術

投入などで欧州と主導権を争うくらいに環境対策

に注力してくることが確実である。

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4

次評価報告書」（2007 年）で、過去 100 年の気温

上昇の主因は人為的活動に起因するもので、気温

上昇により自然環境が多大な影響を受けているこ

とが科学的に示されたこと、2007 年のノーベル

平和賞を IPCC と温暖化対策を訴えてきたゴア前

米副大統領が受賞したことなどを背景として、環

境問題に対する世界の関心が一層高まっている。

こうした中、2008 年は何かにつけ環境問題に

焦点が当たり、企業の環境問題への取り組みが活

発化する年となろう。

日本は既にぎりぎりまで省エネ等を進めた国

であり、この先更に大幅な温暖化ガス排出削減を

迫られるのは理不尽だという議論が一部にある。

確かに、日本は先進国の中でも排出効率がトップ

クラスで、少ない排出量で経済活動を維持できる

国である。しかし、図表 4に見るように、日本は

経済発展に伴う排出効率の改善が相対的に緩やか

図表４　先進諸国における経済発展と排出効率の改善

（注）世界銀行“World Development Indicators”等より内閣府作成
出所：内閣府『世界経済の潮流 2007 年秋』
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で、ここ 20 年は改善が止まっている。日本が今

後も環境先進国として高い排出効率を維持するた

めには一層の努力が必要であろう。

京都議定書では、米国、豪州の離脱や途上国

が枠組みの外に置かれたことなどにより、削減目

標を課せられた国の総排出量が世界全体の 3割程

度にとどまった。京都議定書に続く温暖化ガス削

減の次期枠組み（ポスト京都議定書）では、全地

球規模の実効ある温暖化対策につながる枠組作成

を期待する声が大きい。

2007 年 12 月の国連気候変動枠組み条約締約国

会議（COP13）でポスト京都議定書の将来枠組に

ついての交渉の工程表「バリ・ロードマップ」が

採択されたことで、日米中など主要排出国全てが

参加する枠組みができた。先進国は洞爺湖サミッ

トからポスト京都の議論に本格的に着手すること

になる。2008 年 3 月には途上国も含めた主要排

出国が参加する閣僚会議が千葉で開催される。各

国の利害が対立する中、サミット議長国を務める

日本がどう指導力を発揮していくかに世界の注目

が集まることになる。

このように、政府間のポスト京都の温暖化ガス

削減の枠組みの議論は始まったばかりだが、多く

の企業は既にその先を見据えた環境対策に取り組

み始めている。日本経済新聞社の「環境経営度調

査（2007 年）」6 によれば、回答企業 904 社のうち

17 ％の 151 社が京都議定書の約束期間を超えた

2013 年度以降の温暖化ガス削減目標を設定してお

り、今後設定することが決まっている企業も 27％

（247 社）あった。排出権の利用を想定する企業も

増えており、同調査では製造業 58社、非製造業 9

社、電力 10社が排出権利用を実施済み、または実

施を予定・検討していると回答している。

業種別に見ると、特に製造業で先進的な取り

組みが目立つ。これは、グローバルな製造・販売

体制を築いている製造業では、環境対策に厳しい

欧州などで顧客が環境先進企業の商品を意識的に

選択する動きに接しているため、政府間協議の結

論を待たず、自発的に先を見据えた長期対策に動

き出しているものと考えられる。

企業にとって環境対応は、もはや余裕のある

企業がイメージアップのために取り組むものでは

なく、それなくしては一流企業として存続できな

いといった必須の経営課題となっている。かつて

は企業にとって静脈のような存在だった環境問題

が、今や企業の競争力を決める動脈になったと例

えることもできよう7。

排出権取引という仕組みで二酸化炭素排出に

値段がつけられたことに象徴されるように、企業

にとって地球温暖化対策はもはや単なる環境問題

ではなく、純然たる経済問題であり技術開発の問

題になりつつあることを自覚する必要があろう。

また、EUなどにおける環境規制の強化は、技

術力をもつ日本企業にとってはビジネスチャンス

でもある。欧州の厳しい環境規制導入に伴い、例

えば自動車の排ガス浄化フィルター等の特殊装置

関連、電力プラントの排煙脱硫、脱硝設備関連な

ど多くの分野で、高い技術力をもつ日本企業の商

品が高く評価され、大いに活躍している。環境先

進地域である欧州市場にまず参入し、高い評価を

得ることで、世界市場攻略に向けての足掛かりを

築こうとする企業の動きが今後も活発化するであ

ろう。

6．エコカー

環境問題への関心が高まる中で、各国・地域の

当局は排ガス規制など環境規制を強化している。

日本政府は、2015 年度末までに全重量区分で

平均 23.5 ％の燃費向上を求める厳しい燃費基準

を昨年策定している。

６　日経産業新聞 2007年 12月 21日付。
７　下川浩一・東海学園大学大学院教授は、米ビッグスリー（GM、フォード、ダイムラークライスラー）は、90年代前半に乗用
車開発に力を入れずライトトラックに集中したために、燃費経済性の高まりに対する対応が遅れたことが、今日の業績悪化を
招く一因になったと指摘している（「アジアパシフィック自動車フォーラム東京 2007」資料）。
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EU の欧州委員会は、2007 年 12 月、自動車メ

ーカーに対する CO2 排出規制の新法案を発表し

た。同法案は、2012 年までに新車の CO2 排出量

を平均で 1km走行当たり 130g に抑える数値目標

（現行比で 2 割の削減）8 を設定し、達成できない

場合は 1g 超過につき最大 95 ユーロ（15,000 円強）

の制裁金を科すという厳しいものである。

また、米国でも、2007 年 12 月、自動車の燃費

基準を 2020 年までに約 40 ％改善させることなど

を柱とする「エネルギー独立・安全保障法案」に

ブッシュ大統領が署名し、同法が成立した 9。米

国で燃費基準が強化されるのは 32 年ぶりのこと

である。

こうした規制の強化を受けて、自動車メーカ

ーにとっては、高度な環境対応技術の実用化が生

き残りのための必須条件となっている。

燃費や排ガスに関する規制強化に加え、昨今

の原油価格高騰による燃料価格上昇もあいまっ

て、2008 年はハイブリッド車、低公害ディーゼ

ル車、水素自動車、電気自動車などの環境対応車

（エコカー）の開発競争にますます拍車がかかる

ことになろう。

エコカーの中で、これまで日本ではなじみの

少なかったディーゼル乗用車にも今年は注目が集

まりそうである。

ディーゼル車は、かつては排ガス規制クリア

のための排ガスの後処理にコストがかかったこと

や、東京都のディーゼル車NO作戦などの影響で

ディーゼル車が大気汚染の元凶といったイメージ

が定着したことなどから、日本ではほとんど普及

していなかった。

しかし、実はエンジンの燃焼効率が高いディ

ーゼルはガソリンエンジンより燃費が 3割程度良

く、走行中の CO2 排出量も約 2 割少ない。燃料

噴射の量やタイミングをきめ細かく制御して燃焼

を遅らせることで NO2 発生を低減する技術や、

排ガスに含まれる NO2 を除去する触媒技術が導

入されたことで、最近はクリーンディーゼル車

（旧世代ディーゼル車と区別してこう呼ばれる）

がエコカーとして脚光を浴びている。普及が先行

しているのは欧州で、新車販売の約半分をディー

ゼル車が占めており、特に高価格帯でディーゼル

車の人気が根強い。

2008 年はディーゼル車開発で後れを取った日

本車メーカーが巻き返しを開始する年となる。今

年秋に日産自動車が「エクストレイル」のディー

ゼルエンジン搭載車を発売予定であるほか、ホン

ダも 2009 年以降、クリーンディーゼル車を投入

する計画である。ダイムラーやフォルクスワーゲ

ンなども日本のディーゼル車市場の開拓に乗り出

しており、市場の拡大と競争の激化が予想される。

環境技術は一社だけでは対応が困難なほど高

い技術力と巨額の開発コストを要することから、

環境対策を背景とした自動車業界の合従連衡が進

むことにも注目したい。

トヨタといすゞが 2007 年 8 月にクリーンディ

ーゼルエンジンの共同開発を発表したが、これは

ハイブリッドで先行するトヨタがいすゞの持つデ

ィーゼル技術を狙った相互補完型の提携といえ

る。

異業種間の提携も活発化している。電池技術

はハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車など

電動車両に共通する基幹技術であるが、トヨタと

松下グループ、日産と NEC グループが各々共同

出資会社をつくってリチウムイオン電池の開発を

行うなど、自動車メーカーと電機メーカーとの提

携による開発が進んでいる。

エコカーづくりに関与する企業は、電機メー

８　この目標は、低燃費化で先行する日本車でも現時点でクリアしているのはトヨタ「プリウス」、ホンダ「ジャズ（日本名：フィ
ット）」など数車種だけとされる。

９　同法案が議会で可決されてホワイトハウスに送付される際、民主党を中心とする議員団は、その書類を「トヨタ・プリウス」
に乗せて運び、ハイブリッド技術の重要性や省エネと温暖化対策への意気込みを示した。
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カーのほか、素材、化学、精密機械メーカーなど

幅広い。例えば、最近では、車体の軽量化には東

レの炭素繊維が、省燃費タイヤ向け添加剤として

日本シリカ工業（東ソーのグループ会社）のシリ

カが、燃費性能だけでなく原料から廃棄まですべ

ての段階で CO2 排出の削減が図れるタイヤとし

て住友ゴム工業の石油外天然資源タイヤが、ハイ

ブリッド車のモーターで高い信頼性を発揮するセ

ンサーとして多摩川精機の角度センサーがそれぞ

れ使われるなど、自動車開発において部材メーカ

ーの果たす役割が増大している。

2008 年もエコカー開発をめぐって、様々な異

業種企業との間で環境技術を軸とした提携・再編

が進むことが予想される。

なお、自動車業界をめぐる 2008 年のキーワー

ドとして、エコカー（環境対応車）のほかに「低

価格車」が挙げられる。インドのタタ自動車が

3,000 ドルカーの発売を予告するなど、インドや

中国、東欧など新興国を主な対象とした超低価格

の小型乗用車の開発に各社が乗り出している。日

本メーカーも日産が 3,000 ドルカーの開発を表明

するなど低価格車への対応を急いでいる。

超低価格車では日本勢は苦戦を強いられそう

だが、今後の環境規制の導入と環境対応次第では

日本勢にも勝算があるかもしれない。インドなど

新興国でも欧州先進国並みの厳しい排ガス規制を

導入する動きがあり、将来的には新興国市場でも

先進国同様、高品質のエコカーが受け入れられる

可能性があるためである。

7．メタボ対策

2008 年春、国を挙げてのメタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群、通称「メタボ」）10対策

が始まる。厚生労働省は、2008 年 4 月から、企

業の健康保険組合や国民健康保険を運営する市区

町村に対し、メタボを予防・改善するための

「特定健診・保健指導」の採用を義務づける。特

定健診の対象となるのは、40 歳から 74 歳の被保

険者と被扶養者約 5,600 万人にのぼる。この健診

でメタボやその予備軍と判定された人は、特定保

健指導を受けることになる。厚生労働省の推定で

は、日本人の 40 歳から 74 歳の男性の 2人に 1人、

女性の 5 人に 1 人がメタボかその予備軍であり、

その総数は約 2,000 万人とされている（図表 5）。

特定健診と保健指導は、2006 年 6 月に成立し

た医療制度改革法に盛り込まれた生活習慣病の予

防策である。高脂血症や高血圧、糖尿病などの生

活習慣病の発症を招く恐れのあるメタボの該当者

や予備軍を減らし、医療費の伸びの抑制を図ろう

という政策である。厚生労働省では、2012 年度

　　　　　　　男性 　　　　　　　女性 　　　　　　　計 

人数（万人） 割合（％） 人数（万人） 割合（％） 人数（万人） 割合（％） 
　メタボリックシンドロームが 
　強く疑われる者 711 25.5 299 10.3 1,010 17.7 

　メタボリックシンドロームの 
　予備軍と考えられる者 

697 25.0 270 9.5 967 17.0 

　計（メタボ該当者・予備軍） 1,408 50.5 569 19.8 1,977 34.7 

図表５　メタボリックシンドロームおよびその予備軍の状況（40 ～ 74 歳）

出所：厚生労働省「平成 17年国民健康・栄養調査」、総務省「平成 17年国勢調査」より作成

10 日本内科学会など 8学会の委員で構成されたメタボリックシンドローム診断基準検討委員会が 2005 年に発表した定義と診断
基準によれば、内臓脂肪の蓄積があること（腹囲が男性 85cm以上、女性 90cm以上が基準値）が必須条件で、加えて、①血中
脂質異常（中性脂肪≧ 150mg/dl、HDLコレステロール＜ 40mg/dl）、②高血圧（収縮期血圧≧ 130 mmHg、拡張期血圧≧ 85
mmHg）、③高血糖（空腹時血糖≧ 110mg/dl）、の 3項目のうち 2つ以上該当すればメタボ、1つ該当しただけでもメタボ予備
軍とされる。
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末までにメタボおよびその予備軍を 10 ％、2015

年度末までに 25 ％減らす目標を立てている。

特定健診受診率未達やメタボ該当者数の削減

目標未達の場合、健保組合などの保険者は後期高

齢者医療制度（2008 年 4 月に 75 歳以上の高齢者

だけを集めて発足する予定）への支援金を多く払

わされるというペナルティがあるため、取り組み

の促進が予想される。

メタボ対策開始に伴い、健診や保健指導、メ

タボ対策や健康をテーマにした商品・サービスの

事業機会の拡大が見込まれる。データを用いて広

く国民の健康状態や医療費を評価する仕組みが導

入され、特定健診・保健指導が義務づけられるこ

とは、産業界に大きなビジネスチャンスをもたら

すことが確実である。

日本政策投資銀行の試算によれば、特定健診

の新規の市場規模は約 800 億円から 1,400 億円、

保健指導の市場規模は、約 700 億円から 1,400 億

円程度と見込まれている（2008 年度、保健指導

の実施率の前提は厚生労働省が目標とする

45 ％）。

特定健診と保健指導の市場には、多くの病院

や診療所、健診機関等が参入を予定しているほか、

その代行ビジネスには、スポーツ用品メーカー、

フィットネスクラブ、情報サービスなど様々な異

業種の企業が進出する予定である。

広くメタボ対策関連市場を見渡せば、特定健

診・保健指導の導入に絡んで検体検査機器などの

計測機器、健診データ管理サービス、IT と測定

機器を活用して保健指導を支援するサービス等の

需要のほか、健康食品・サプリメント、肥満症治

療薬、健康機器、フィットネス事業、健康をキー

ワードとした商業施設など様々な分野の需要拡大

が見込まれ、多様な業種の企業がビジネスチャン

スの刈り取りを狙っている。

このように、2008 年は多くの企業がメタボ特

需に沸く年となるが、参入企業にはこれを一過性

のブームに終わらせず、高齢化社会を生きる国民

の健康増進に資する有望な新ビジネスとして、市

場の育成、拡大を図っていくことが期待される。

また、メタボビジネス花盛りの影の側面とし

て、国民にとって気がかりなことが 2点ある。

一つは、厚労省の定めたメタボの基準が適正

かどうかという点である。特定健診の結果、あま

りに多くの人が受診勧奨を受けることになれば、

この制度が病人をつくり出し、医療費を減らすど

ころか逆に膨張させる結果になりかねない。

もう一つは、特定健診・保健指導の実施により

蓄積され管理される個人の健康情報に関する大規

模なデータベースの取り扱いである。これが委託

業者等を通じて外部流出して、職場内や就職市場

での病歴による差別の発生等につながることのな

いよう、慎重な運営がなされることを期待したい。

8．社員のモチベーション

ここにきて、企業の人材戦略の手法に変化が

見られる。成果主義型の人事・賃金制度の導入と

いったハードのアプローチから、社員のモチベー

ションといったソフトの部分を重視したアプロー

チへと力点がシフトしつつある。

この背景には、景気回復が続き、新卒採用が

バブル期以来の売り手市場になるなど人材獲得競

争が激化する中で、社員に長く、気持ちよく働い

てもらうための施策を講じる企業が増えているこ

とがあるが、それだけではない。

バブル崩壊後の不況とグローバル競争の激化

を背景に、多くの日本企業では総人件費削減を中

心とした人事・賃金制度変更を行ってきたが、こ

の負の側面として、頑張っても処遇面で報われな

い社員が多くなってきた。例えば、バブル入社世

代の昇格が難しくなり、この世代の社員の間に評

価されないこと、面白い仕事ができないことへの

不満が高まっているといった、モチベーション低

下の問題を懸念する企業が多くなっている。こう

した中で、社員のモチベーションの向上なくして

は、経営改革もイノベーション強化も進まないこ

とを学習した企業が、モチベーション重視の施策

に動いているのである。
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金を渡してやる気にさせるのがインセンティ

ブであるのに対し、金を渡さずにやる気にさせる

のがモチベーションである。この意味で、厳しい

グローバル競争下で総人件費抑制姿勢をとらざる

を得ない企業にとって、社員のモチベーション向

上を図ることの重要性が一層高まっていると言う

こともできるだろう。

モチベーションに配慮して、大枠の人事・賃金

制度については成果主義をベースとしながらも長

期雇用を前提にした年功序列を組み合わせる企業

が増えつつある。例えば、入社 10 年目までは同

期社員間で処遇に差をつけない年功制とし、11年

目以降に成果主義を適用するといった制度をとる

企業が多くなっているが、これは成果主義のもと

で早期抜擢を行うと、抜擢されなかった多くの社

員のモチベーションが低下し人材育成がおろそか

になることを懸念する企業が多いためであろう。

同時に、若手社員の側での意識の変化も見逃

せない。日本能率協会が毎年 4月に行っている新

入社員の意識調査において、年功主義の企業を魅

力的と感じる人の割合は上昇傾向にあり、2007

年は 2001 年の調査開始以来初めて、年功主義を

好む人（49.1 ％）が実力主義を好む人（48.3 ％）

を上回った。

モチベーションの問題の難しいところは、同

じ企業、同じ事業部門でも、社員のモチベーショ

ンの状況は職種、担当業務、役職、年齢等によっ

て様々であるため、一律の解決策が存在しないと

いう点である。このため、各社が、現場の実情に

即したモチベーションの維持・向上策を模索して

いく必要がある。ここで一例として研究開発部門

のモチベーション問題を取り上げると、図表 6に

示すように、企業は、成果評価の難しさや、効率

重視でモチベーションまで配慮が行き届かないと

いった悩みを抱えている。

成果評価が困難なことは永遠の課題であり、

今に始まった問題ではないが、行き過ぎた効率重

視のあまり、人心の疲弊、モチベーション低下に

陥っている状況が散見されることが最近意識され

始めている。こうした反省から、ある輸送機器メ

ーカーでは、短縮し過ぎたリードタイムをあえて

1 週間伸ばすことで、戦略的な「遊び」を組み込

み、モチベーションの維持・向上を図っている。

このように、2008 年は、行き過ぎた成果主義

や効率重視の弊害を意識した企業が、社員のモチ

ベーション向上を図るために、各社各様のやり方

で組織や体制、制度の変革に取り組む年となる。

その過程で年功序列や終身雇用といった日本的雇

用慣行を部分的に復活させる動きが相次ぐことも

予想される。

研究開発部門の成果評価が難しい 

効率重視でモチベーションまで配慮が行き届かない 

キャリアパスを明示できない 

仕事の中身・テーマ設定が本人の希望と合わない 

人件費の抑制で、給与を上げることが困難になっている 

昔に比べてポストを与えられない 

その他 

67.8 

39.1 

23.6 

18.5 

17.3 

16.7 

6.0 

0 20 40 60 80 
（単位：％） 

図表６　社員のモチベーション向上のための取り組みの問題点・課題は何か？
（研究開発部門対象、複数選択可）

出所： 2006 年度経済産業省調査「企業のイノベーションマネジメントの現状と改善スキームに関する調査」
報告書（調査機関：研究産業協会）
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9．人材育成

最近、日本企業の間で、人材育成に対する取

り組みが活発になっている。

企業内での人材育成が活発化している背景と

しては、第一に、短期的にはここ数年の景気回復

による人手不足感の強まり、中長期的には人口減

少社会突入に伴う労働力不足時代の到来を背景に

して、企業が優秀な人材確保のために人材育成投

資や教育・研修プログラム導入等に注力している

ことが挙げられる。

第二に、1990 年代後半以降、年功序列と終身雇

用の崩壊、組織のフラット化、新卒採用抑制と職

場の高齢化、成果主義導入に伴う個人主義の蔓延

などを背景に、かつて日本企業が得意としていた

指導伝承型のOJTが機能しなくなった結果、組織

で人が育たなくなった。このことへの危機感の強

まりが企業を人材育成重視へと駆り立てている。

第三に、多くの企業は、収益回復を第一命題

として人員削減を進めたために、従業員各人の仕

事の負荷が大きくなり、教育にまで手が回らなく

なっていたが、業績回復を果たした今、人材育成

による人的資本の強化で競争優位を築こうという

動きが強まっている。

第四に、昨今のM&Aの普及が日本企業に人の

重要さを再認識させた面がある点も指摘できよ

う。多くのM&Aが従業員の融合の難しさのため

に期待された成果を上げずに終わる事例を目にし

たことで、企業の競争力を支えるのは人材力であ

ることが再認識されつつある。買収においては対

象企業の設備や不動産の価値にばかり焦点が当た

るが、買収の成否を握るのは人材の価値である。

人のいなくなった企業には何の魅力もないのであ

り、M&A で最も気をつけるべきことは、優秀な

従業員が辞めないようにすることである。

ところで、日本企業は、元来、諸外国企業に

比べて人材育成に熱心と考えている者が多いが、

これは誤解である。人材育成のための研修投資に

関しては、欧米企業の方が熱心であり、日本企業

から見れば法外と思われるような時間と金額を人

材育成研修のために投じている11。実は日本企業

は、バブル期を除けば、従来、研修にあまりお金

をかけてこなかった。これは OJT で人が育つと

いう前提があったためであり、今日 OJT が崩壊

しているとすれば、研修投資の強化が喫緊の課題

ということになろう。

一般に、研修などの人的資本投資が企業業績

にどの程度反映しているかどうかを明確に測るこ

とは難しい。しかし、内閣府『2007 年度経済財

政白書』によれば、ROA（総資本利益率）と人的

資本投資時間割合の相関をみると、人的資本投資

が活発な企業では ROA が高い傾向がみられる

（図表 7）。一時点の分析であるため、因果関係は

明確にできないが、人材育成に積極的な企業では、

技能形成を通じて人的資本の質が向上して生産性

が高まり、収益力向上につながる好循環が起こっ

ている可能性があると白書は指摘している。

今日、人材の重要性が強調されているのは、

個々の企業においてだけではない。国や地域にと

っても優秀な人材をいかに確保するかが競争力強

化のための最重要課題となっている。人材が流動

化する中で人材獲得競争が激化すれば、すぐ辞め

るかもしれない従業員に対して自ら人材育成に取

り組まなくなると考えがちであるが、事実は逆で

ある。人材育成投資をして人が育つ環境を整備し

ないと人材をつなぎとめられないので、人材育成

を強化する動きが見られる。

ジョージ・メイソン大学公共政策大学院のリ

チャード・フロリダ教授は、著書『クリエイティ

ブ・クラスの世紀』の中で、今や国際競争力とい

う言葉はクリエイティブな才能を集め、引き寄せ、

11 高橋俊介（2006）『人が育つ会社をつくる』によれば、GEではクロトンビルの経営研修所だけで年間研修予算 120億円、技術
研修などを含めた研修全体では世界全体で年間 1,200億円を投じている。また、モトローラ、ルノーの両社では、全社員の年間
研修参加時間はほぼ40時間と、日本ではまず考えられない長さだという。



経営センサー　2008.1･2

経済・産業／トピックス

36

経済・産業／トピックス

36

引き止める力という意味が中心になっていると述

べている。

日本の地域産業振興に目を転じても、優秀な

人材の確保が最大のテーマとなっている。関満

博・一橋大学大学院教授は、最近の企業の工場立

地について、比較的人材が豊富な地域である北海

道にアイシン精機、デンソーなどが進出した例を

挙げて、かつてのように港湾、交通条件、安い人

件費などが最優先されるのではなく、人材がポイ

ントになってきていると指摘している12。更に、

地域産業振興の現場では、「人材育成」が最大の

課題であるとし、企業家、経営者、中間管理者、

技術者のほか、地域産業を牽引する地域プロデュ

ーサー、地域中小企業の後継者など様々な領域の

人材を育成することが必要と述べている13。

国の政策も人材重視にシフトしている。地域経

済振興策はかつては工業団地造成や試験研究機関

建設など箱モノ整備が中心だったが、今日では経

産省と文科省の各クラスター事業で産学官連携が

推進され、組織の壁を越えた人脈形成に重点が置

かれるようになっている。また、2008 年度の中小

企業庁の中小企業政策では、「ヒト」の潜在力の

発揮が三本柱の一つに据えられ、中小企業におけ

る人材能力の向上のための施策が盛り込まれた。

このように、2008 年は、国、地域、大企業、

中小企業のいずれにおいても、様々な場面、様々

な領域で人材育成への取り組みが活発化すること

が予想される。

10．グローバル生産の新展開

わが国製造業は、従来、日本で売れたものを

海外に持ち出す形でグローバル化を進めてきた。

国内で培った技術、製造、販売ノウハウを海外に

持ち出すため、ある製品の海外市場での販売は日

本市場より何年か後になるのが普通だった。

ところが近年は、家電や自動車メーカー等で、

世界同時発売を指向する動きが増えてきた。例え

ば、松下電器は、数年前から、主要な戦略製品で

世界同時発売と垂直立ち上げ（発売後早い時期に

なるべく多くの製品を販売すること）を推進して

いる。競合モデルが登場する前にできるだけ拡販

することで、売り上げと収益の最大化を図るのが

狙いである。

自動車でも、ホンダが 2007 年秋発売した新型

フィットは、最初からグローバルカーとして開発

されたもので、日本での量産開始後、速やかに海

高収益企業（n＝225） 

その他企業（n＝291） 

6.7 

12.7 

34.2 

38.8 

25.8 

25.4 

33.3 

23.0 

人的資本投資時間　5％未満（n＝52） 5～10％未満（n＝190） 

10～15％未満（n＝132） 15％以上（n＝142） 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
（％） 

図表７　　人的資本投資と業績パフォーマンスの関係
～ ROAが高い企業では人的資本投資が活発な傾向あり～

（備考）・内閣府（2007）「企業の新しい成長戦略に関するアンケート」、日経NEEDSにより作成。
・高収益とはROA5 ％以上、その他は 5％未満の企業を指す。

出所：内閣府『2007 年度経済財政白書』

12 関満博（2007）「地域産業振興は『人材育成』の時代」、日本評論社『経済セミナー』2007年 12月。
13 関満博（2007）『地域産業振興の人材育成塾』新評論。
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外生産を立ち上げる予定だ。日産は、グローバル

な新車立ち上げ期間短縮を支援する施設を今年本

格稼働させている。

これらの事例で注目すべきは、内外での生

産・販売の時期が同時に近づいたことだけではな

い。「まずは国内」という商品開発ではなく、始

めから世界を見据えた商品開発へとマーケティン

グ戦略の転換が見られることにこそ注目したい。

最近では、自動車各社は、特定モデルでは日本向

けバージョンをつくらず、いきなり欧米向けバー

ジョンをつくって欧米で先行販売した後に、それ

を日本にも供給するやり方に踏み切っている14。

これを見て、「ついに日本メーカー自身が日本

市場を軽視するようになった」「ジャパン・パッ

シングここに極まれり」などと嘆くべきではない

だろう。日本企業のグローバル生産が新たなステ

ージに入ったと評価すべきである。国内市場に安

住していたのでは、携帯電話のように、高機能化

には成功しても世界の市場では落ちこぼれてしま

いかねないからである。

これまで携帯端末やコンピュータ関連機器の

分野では、日本メーカーが、世界第二の、ほど

ほどに大きくて魅力的な国内市場に安住してい

るうちに世界の市場から取り残されてしまうと

いう現象15 が頻繁に起こってきた。これらの製品

では韓国や台湾のメーカーが世界市場をリード

しているが、この背景には韓台の企業は自国の

市場が小さいため、最初から世界市場を目指さ

ざるを得なかったという事情もある。

また、2006 年の名目 GDP（ドルベース）のラ

【 わが国製造業企業の海外生産比率 】 【 日本企業の営業利益に占める海外比率 】 
（％） （％） 

（年度） （年度） 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3
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製造業 

海外進出製造業 

31.830.629.929.729.129.0

24.2
23.0

24.523.8

21.8

20.2

31.0

29.5
29.1

26.827.4
26.5

17.516.716.215.6
14.614.3

11.811.411.6
10.4 11.0

図表８　日本企業のグローバル生産は新局面へ

（注）集計対象は地域別営業損益が比較可能な 3月期の上場
企業。

出所：各年の日本経済新聞社調査をもとに作成

（注）・ 2006 年度は予測値
・製造業の海外生産比率は、現地法人売上高／（現地法人売
上高＋国内法人売上高）
・海外進出製造業の数値は、現地法人売上高／（現地法人売
上高＋本社企業売上高）

出所：経済産業省「海外事業活動動向調査」、
財務省「法人企業統計年報」

14 例えば、日産「デュアリス」は欧州向けに開発したものを日本に逆輸入している。ホンダ「CR-V」は北米向けに開発したものを世
界展開した。また、６で挙げた日産「エクストレイル」も、既に欧州で先行してディーゼルエンジン搭載車が販売されている。

15 たとえば、携帯電話市場は、特異な環境にある日本市場の中だけで高機能化競争が繰り広げられた結果、製品は高度な進化を
遂げたものの、世界で需要のある規格やデザイン、コスト競争力は十分育たず、日本メーカーは世界市場の中では存在感は薄
く、取り残されている。この現象は、大陸と隔絶されていたため、動植物が独自の進化を遂げた「ガラパゴス諸島」になぞら
えられ、しばしば「ガラパゴス現象」と呼ばれている。
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ンキングを見ると、日本は米国に次いで第 2位で

あるが、世界全体に占める日本の割合は 9.1 ％と

24 年ぶりに 10 ％を割り込み、ピーク時の 1994

年と比べて半減している。日本の名目 GDP は

2010 年頃には中国に抜かれ、2030 年までにはイ

ンドにも抜かれる見通しである 16。さらに、市場

為替レートではなく購買力平価で換算した名目

GDP の国際比較では、既に日本は中国、インド

より小さく、世界第 4位となっている。多くの日

本人が枕詞のように使ってきた「世界第二の経済

大国」というフレーズの賞味期限は、実は残りわ

ずかなのである。

2008 年は、拡大する世界市場と人口減少で伸

び悩む国内市場をにらんで、今後、日本のものづ

くり企業が「まずは国内」ではなく「始めから世

界」に挑む動きがますます鮮明になるに違いない。

16 国民 1人当たりGDPのランキングでも日本は2006年にOECD加盟 30カ国の中で18位と下位に沈んでおり、経済の規模だけ
でなく質（生活水準）の面でも日本の国際的地位が低下している。

【補足】
1 年前にも筆者は本誌（2007 年 1 ・ 2 月号）で「2007 年日本経済を読み解く 10 のキーワード」を発表し

た。その後 1年が経過した今、そこで挙げたキーワードの振り返りを以下に付表としてまとめた。
昨年初に筆者が提示した 10 のキーワードが、実際に昨年の日本経済の出来事や情勢、変化の背後にある本

質などを的確に予見するものであったかどうか？　その判断は読者に委ねたい。

2007年初に提示したキーワード 2007年中の状況コメント キーワード関連の新聞記事件数 
　　　　（過去2年、単位：件） 

① IT関連の在庫 2007年前半は、電子部品・デバイスなどIT関連財の在庫調整が主因と IT and 在庫調整 
なって鉱工業生産が弱含んだが、在庫調整の一巡に伴い、年後半は 2006 2007
生産が増加基調に戻った。 79 95

② 人手不足経済 人口減少社会の到来や景気拡大の長期化に伴い、企業における人手 人手不足 or 労働力不足 
不足感が強まった。人材不足を背景に、社員にできるだけ長く働いて 2006 2007
もらうため、職場定着対策を講じる企業が目立った。 1,238 1,476

③ 非正規社員の地位向上 2008年4月から改正パートタイム法が施行され、正社員と非正社員との （非正社員 or 非正規社員）and 格差 
処遇格差の是正が求められることに。これを先取りして、2007年は 2006 2007
パート等の正社員化を図る企業が相次いだ。 287 413

④ 三角合併 2007年5月の三角合併解禁に伴い、自社株を使った株式交換という 三角合併 
手段を使って外国企業による日本企業買収が相次ぐか注目された。 2006 2007
しかし、外資によるTOB型のM&Aは不発。三角合併解禁前に企業 232 515
側の防衛策が強化されたこともその一因。 

⑤ バイオエタノール燃料対応車 2007年4月より首都圏50箇所のガソリンスタンドでバイオガソリンの バイオエタノール and 燃料 and 車 
試験販売が開始された。2008年度には100箇所、2009年度には1000 2006 2007
箇所に対象を広げ、2010年度から全国的に本格導入される予定。 155 294

⑥ CGM（消費者作成メディア） 2007年は「ユーチューブ」などの動画共有サービスの利用者が爆発的 CGM
に増大したが、これはCGM（Consumer Generated Media、消費者生成 2006 2007
メディア）の一種である。同じくCGMの一種であるブログ、SNS（ソーシ 15 26
ャルネットワーキングサービスもますます普及した。 

⑦ 品質改善 近年の相次ぐ製品事故 やリコール問題で日本製品に対する信頼性が 品質改善 or 品質問題 or 品質管理 
揺らいでいることに危機感を募らせた企業が、品質改善に本腰を入れ 2006 2007
て取り組む動きが広範にみられた。 1,661 2,449

⑧ 社員旅行、社内運動会 社員同士のつながりや一体感が希薄になってきたことに対する企業側 社員旅行 or 社内旅行 or 社内運動会 
の危機感の高まりを背景に、社員の交流促進と一体感の醸成を狙って 2006 2007
社員旅行や社内運動会等の社内イベントを実施する企業が目立った。 98 141

⑨ ソフトパワー 米ハリウッド映画が日本のアニメやマンガが持つストーリーの豊かさ、 ソフトパワー 
キャラクターやデザインの魅力に気づき、それらを原作として取り込も 2006 2007
うとする動きが活発化するなど、「クール・ジャパン」という言葉で称さ 90 127
れる日本のソフトパワーに注目が集まった。 

⑩ 理科離れ、工学部離れ 文部科学省が小学校5・6 年生を対象に、理科の授業の観察・実験 理科（理系、理工、工学部）離れ 
を支援する「理科支援員」を配置する制度を2007 年度から開始。年末 2006 2007
にはOECDの学習到達度調査（PISA）2006年版が発表され、日本の 294 300
理科の学力低下、科学への興味・関心の低さが改めて示された。 

付表「2007 年日本経済を読み解く 10 のキーワード」（2007 年 1月発表）の振り返り

（注） * 記事件数は、日経、朝日、毎日、読売、産経の５紙の当該キーワードを含む記事の年間件数（「日経テレコン 21」による）


