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 ＜ポイント＞ 

 
■ 本稿では、2006 年の日本経済を読み解く上で重要と思われるキーワードを、筆者なりに

10 個選定し、解説してみたい。 

■ キーワードの選定に当たっては、マクロ景気指標に偏ることなく、今、経済社会の底流

で起こっている構造変化や質的変化に目を向けることに留意した。 

■ 10 のキーワードを列挙すると、以下のとおりである。 

①企業価値            ②内部統制 
③下流社会            ④競争力維持・強化のための戦略的投資 
⑤進化する携帯          ⑥産業用ロボット 
⑦地域ブランド          ⑧社会科見学 
⑨競争優位の源泉としての資源（リソース・ベース） 
⑩素材の時代 
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はじめに 

昨年後半以降、景気が踊り場を脱し息の長い景気回復局面に入ったことや、日本の「改革」

の進展やデフレ脱却期待を背景に日経平均株価が 5 年ぶりに 1 万 5000 円台を回復したことな

どから、日本経済に対する楽観論が広まっている。 
 確かに、マクロ景気指標で見れば、「日本経済は『バブル後』と呼ばれた時期を確実に抜け出

し」1、明るい局面にある。景気拡大局面の長さだけを見れば、2002 年 2 月に始まった今回の

景気拡大局面は、2006 年 4 月には「バブル景気」（1986 年 12 月から 51 ヵ月間）と並び、戦

後最長の「いざなぎ景気」（1965 年 11 月から 51 ヵ月間）に迫ることになる。長らく自信喪失

に陥っていた日本の企業や個人が、景気回復で自信を取り戻しつつあることは大変喜ばしいこ

とである。 
 しかし、循環的な景気指標が回復してきた一方で、今の日本経済は構造的、質的な側面では

これまでと全く違った新たな世界に突入しつつあることを見逃すべきではない。たとえば、企

業の利益率や家計の雇用・所得環境がかつての景気回復期同様に改善したとしても、少し前ま

で当たり前だった「一流企業を卒業した男性ならそれなりの企業に就職でき、定年まで勤め上

げれば年金をもらってそれなりにゆとりある老後が保障された時代」はもはや過去のものとな

り、二度と戻ってこないと思われる。 
 本稿では、2006 年の日本経済を読み解く上で重要と思われるキーワードを、マクロの景気動

向に偏ることなく、経済社会の底流にある構造変化や質的変化に目を向けながら、筆者なりに

10 個列挙し、解説してみたい。文中、10 個のキーワードとそれに準じる重要用語をゴシック

体で示した。 
 
 
１．企業価値 

 筆者は、1 年前の同レポート（TBR 産業経済の論点 No.05-2）「2005 年日本経済を読み解く

12 のキーワード」の中で、「Ｍ＆Ａ」を掲げた。予想通り、昨年は春先にライブドアとフジテ

レビによるニッポン放送を舞台にした敵対的買収騒動が起こったのを皮切りに、Ｍ＆Ａコンサ

ルティング（村上ファンド）による阪神電鉄株の大量取得、楽天によるＴＢＳ株の大量取得な

ど、数多くのＭ＆Ａを仕掛ける動きが大きな騒動として報じられた。こうした中で、2005 年は

Ｍ＆Ａや敵対的買収という言葉が庶民の間に急速に広まった年になった。 
 実際に、日本におけるＭ＆Ａの件数（レコフ調べ）は近年増加傾向にあり、2005 年は前年比

23％増の 2713 件と過去最高を更新した（図表１）。別の調査（トムソンファイナンシャル調べ）

によれば、2005 年上半期の日本企業によるＭ＆Ａ件数は 1196 件（前年同期比 19％増）、取引

金額は 1088 億ドル強（前年同期比 2.2 倍）で、日本は件数、金額ともアメリカに次ぐ世界第 2
位になったとされる。「日本の文化にはＭ＆Ａは馴染まない」と言う人が多かったが、いつの間

にか日本もＭ＆Ａが当たり前の国になったわけである。 
 Ｍ＆Ａの普及や、それと同時に高まってきた「会社は誰のものか」「会社とは何か」といった

議論の結果として、2006 年は「企業価値」という言葉が重要なキーワードとなるだろう。 
新年早々の本年 1 月 16 日深夜、「ライブドア・ショック」（東京地検特捜部が同社に強制捜

査に入り、企業買収時期に関する虚偽の情報開示、子会社及び本体の粉飾決算の容疑がかけら

                                                  
1 内閣府『2005 年度経済財政白書』の巻頭で力強くこう宣言された。 
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れた）が起こったことで、「やはりＭ＆Ａは胡散臭いもの」と拒否反応を強める者も一部で出て

こよう。しかし、言うまでもなくＭ＆Ａ自体が悪いのではない。真の企業価値の向上に取り組

まず、不正な手段で時価総額を高めることに邁進したライブドアが行き詰ったことで、今後、

かえってＭ＆Ａや企業価値に対する正しい理解と冷静な議論が進むのではないだろうか。 
 会社は、株主などの資本提供者、経営者、従業員、取引先企業、顧客など多様な利害関係者

（ステークホルダー）の相互依存関係で成り立っているが、Ｍ＆Ａ（特に敵対的買収）が増え

ると、これら利害関係者間の対立が先鋭化する。昨年のライブドアや楽天による買収騒動など

で見られたように、当事者がそれぞれの視点や利害から自分たちの正当性を主張するだけで議

論は平行線のまま噛み合わず、感情論に終始することが多い。そこで必要になるのが、立場を

超えて誰もが判断材料として使える指標であり、その便利な指標として企業価値という考え方

が重視されてきたのである2。 
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図表１　　日本におけるＭ＆Ａ件数の推移

出所 ： レコフ資料より作成
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 ＝ ステークホルダーへの報酬
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図表２　　企業価値とは

出所 ： 経済産業省 「企業価値研究会」論点公開（2005.4.22）

                                                  
2 世代を超えて多くの人が子供時代に遊んだ経験のある盤ゲームのロングセラー商品「人生ゲーム」を販売す

る玩具メーカーのタカラは、2005 年 9 月、新作「人生ゲーム M&A」バージョンを発売した。そのキャッチコ

ピーには「M&A でオーナーになったら、企業価値を高めて敵対的買収から守り抜け！」というフレーズがある。

M&A や企業価値が庶民にもお馴染みの言葉になりつつあることを示す象徴的な事例と言えよう。 
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企業価値を議論の中心に置けば、企業価値最大化のために経営にとって組織の安定や経営の

継続性が重要と言えるし、同時にこれは結果として株主の利益にもなるといった議論が可能に

なる。また、かつては買収対象会社の経営陣が反対であるケースを「敵対的」買収と呼んでい

たが、現在では企業価値を高められそうな買収者は「敵対的」とは見なされなくなっている。 
 では、企業価値とは何か？ それは会社が生み出す将来の収益の現在価値の合計のことで、

株主に帰属する株主価値とステークホルダーに帰属する価値とに分配される（図表２参照）。企

業価値は将来収益の予測値であり、将来の様々な要因によって容易に変化しうるため、正確に

測定することは難しい。株価が現経営陣の生み出す将来収益を正しく予想して形成されている

とすれば、企業価値は株価に反映されるが、一般に、市場は完全ではないため、株価は企業価

値から乖離していることが多い（このことは、今回のライブドア・ショックを見れば明らかで

ある）。したがって、たとえば敵対的買収が企業価値を高めるかどうかの判断は、買収価格が株

価に比べてどれほど高いかという情報だけでなく、買収者の買収提案と現経営陣の経営提案の

内容の相対比較によって判断しなければならない。 
 新会社法の施行に伴い、「三角合併」を用いた買収の可能性が2007年に迫ったことを背景に、

2006 年の株主総会では、相当数の企業が買収防衛策の導入を提案すると見られている。このよ

うに、Ｍ＆Ａがどの企業にとっても経営上考慮すべき重要なテーマに浮上してきた今、会社組

織は企業価値を中心に据えて動く必要があることを肝に銘じる必要があろう。 
 
 
２．内部統制 

エンロン事件などの企業会計の不正防止策として、米国では 2002 年に企業会計改革法（サ

ーベンス・オクスレー法：略称ＳＯＸ法）が成立し、公開企業に内部統制強化と統制内容の情

報開示が義務付けられた。 
日本でも、2004 年に一部企業の有価証券報告書の虚偽記載が発覚し、その後も様々な企業不

祥事が続いたことから、内部統制を巡る議論が盛り上がり、金融庁企業会計審議会の内部統制

部会が 2005 年７月に日本版ＳＯＸ法の原案である「財務報告に係わる内部統制の評価及び監

査の基準（公開草案）」を発表、経済産業省も 2005 年 8 月末に「コーポレートガバナンス及び

リスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組について－構築及び開示のための指針」を発

表した。証券取引法の改正により、日本版ＳＯＸ法が 2008 年 1 月 1 日以降の終了事業年度か

ら適用される見通しであり、内部統制の状況を文書化して会計士が内容をチェックすることで

内部統制システムの適正さを確認することが義務付けられる予定だ。3 月決算上場会社にとっ

ては 2007 年 4 月開始の事業年度から遵守しなければならない。 
 このように内部統制の基準が整備されつつあるのを受けて、日本企業の内部統制に対する意

識も高まりつつある。東京証券取引所の「コーポレートガバナンスに関するアンケート調査（第

4 回）」（2005 年 7 月発表）によれば、コーポレートガバナンスの充実のために必要となる事項

として「内部統制機能の強化」と回答する企業が 84％にのぼっている。また、内部統制機能強

化の経営面の貢献については、「資本市場における信頼性の向上」（35％）、「過失・不正行為等

の防止」（27％）、「業務プロセスの効率性の向上」（24％）などを挙げている。 
 内部統制の制度化、導入の時期が迫る中、2006 年は、多くの公開企業が内部統制の整備に着

手することを迫られる年になるだろう。米国の事例から明らかなように、企業が実際に内部統
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制を再構築するためのコストや事務負担は大きい3。 
 しかし、企業経営にとって、内部統制は、法令遵守、不祥事防止といった守りの側面から必

要なだけでなく、企業が目標・戦略を達成し、競争優位を勝ちとるために必要不可欠な仕組み

である。この点を十分認識して、内部統制システムの構築に前向きに取り組むことが望まれる。 
 
 
３．下流社会 

三浦展『下流社会』（光文社新書、2005 年 9 月発刊）がベストセラーになっている。日本は、

所得格差が広がり、そのために学力格差が広がり、結果として階層格差が拡大・固定化し、「希

望格差」も拡大している。こうした現状をとらえて、三浦氏は、日本が今までのような「中流

社会」から「下流社会」に移行しつつあると指摘した。 
 日本がかつての「一億総中流社会」から、米国のような一部の上流エリートと多数の下流庶

民とに分化した階級社会へと変貌しつつあるとの指摘自体は、それほど目新しいものではない。

たとえば、佐藤俊樹『不平等社会日本』（中央公論新社、2000 年）は、親の職業や経済力が子

供の職業を決定するようになっていることを示し、日本の階級社会化を指摘していたし、山田

昌弘『希望格差社会』（筑摩書房、2004 年）は、勝ち組と負け組の格差が拡大する中で、日本

社会が将来に希望がもてる人と将来に絶望しているに分裂していくプロセスに入っていること

を指摘していた。 
しかし、日本の階層問題を消費や生活のスタイルと結びつけてここまでストレートに論じ

た一般向け書物は『下流社会』が初めてだ。それが多くの共感や衝撃と一部の拒否反応を巻

き起こしながらベストセラーになっているという事実こそが、多くの国民が階層格差社会の

到来に薄々気づいていたことや、自分が「中」から「下」に下降しつつあることを自覚して

いることを示唆する現象と言える。 
 現に、電通総研が 5 年に 1 度実施している「世界価値観調査」（2005 年調査）によれば、自

分の生活程度を「中の中」と考えている人の割合が 5 年前より減少する一方で「中の下」と「中

の上」が増加したほか、「上」、「下」がいずれも増えている。まさに日本人の生活意識の二極化、

中流の崩壊を裏づけるデータといえよう。 
 アジア諸国に目を転じると、中国、インド、ASEAN（東南アジア諸国連合）の都市部では

上昇志向の強い豊かな新中間層が勃興し、大きな市場を形成しつつある。これとは対照的に、

日本では中間層市場が縮小に向かっているのである。 
 ただ、日本国民はこうした所得格差の拡大を必ずしも悲観しておらず、むしろ支持している

ように見える。それは同じ電通総研の上記調査で、現在の幸福度、生活満足度を聞いた結果、

「幸せ」、「満足」という回答が 5 年前より増えていることに窺える。また、図表３が示す通り、

国民は将来目指すべき社会の姿として、5 年前も今も「貧富の差が少ない平等社会」より「自

由競争で成果に応じ分配される社会」を挙げており、中流の崩壊は国民自身が望んだ方向だと

言えなくもない。 
 このように、国内市場が「中流社会」から「階層社会」あるいは「下流社会」への変化して

いる以上、企業は従来のビジネスモデルの変更を迫られる。勝ち組でも負け組でもない中流が

社会の最大公約数で、ここを狙えば確実に儲かる時代は過去のものとなりつつある。 

                                                  
3 プライスウォーターハウス・クーパースによる米企業 100 社を対象にした調査によれば、内部統制の整備・

監査にかかった費用は、平均 10 億円とされる（出所：日本経済新聞 2005 年 4 月 22 日付）。 
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図表３　　日本の社会像（現在と将来目指すべき方向）

～　貧富の差が少ない平等社会か、自由競争で成果に応じて分配される社会か　～

0

 
 昨年は、トヨタ自動車の「レクサス」に限らず、ファッション、ウイスキー、住宅・別荘、

ホテル、旅行、金融など多くの分野で富裕層向け超高級商品が投入され、予想を超える売上げ

を収めたものが少なくない。これを、日本の脱デフレ、バブル再燃の兆しとだけとらえるのは

皮相な見方だと思う。この現象の背後には、日本の階層社会化で多くの中流が下流に転落しつ

つある中、これまでの「一億総中流」狙いのビジネスが成り立たなくなったという事情がある。 
 2006 年は、膨大な中流向けに安くて良い商品を大量に売るという従来のモデルから、限られ

た富裕層向けに高額な商品を売るモデルへの転換に取り組む企業が一段と増えると予想される。 
一方で、増大する下流層については、現状、攻めあぐねている企業が多いように見える。ボ

リュームゾーンを制するためには、購買力の低い下流層を無視するわけにはいかない。消費意

欲が低いとされる下流層をいかに攻略するかが今後の課題となろう。 
 
 
４．競争力維持・強化のための戦略的投資 

 冒頭で述べたように、本稿では循環的なマクロ景気にとらわれたキーワード選定はしないつ

もりだが、新年のお決まり事であるので、ここで経済成長率見通しについて簡単に触れた後に、

マクロ景気関連として設備投資に関するキーワードを１つ掲げることにしたい。 
 東レ経営研究所では、2005 年度の実質ＧＤＰ成長率は 2.7％と 2000 年度（2.8％）以来の高

い伸びとなり、2006 年度はやや鈍化するものの 2.2％の成長が可能と予想している（図表４、

図表５）。 
 足元の経済成長の原動力は、外需ではなく国内民間需要である。過剰債務・過剰設備の解消

と企業収益の拡大を受けて設備投資は増加基調を続ける。また、雇用・所得環境の改善と株価

上昇の資産効果が追い風となって、個人消費も増加基調を維持する。企業部門の明るさが家計

部門に波及し、設備投資と個人消費という民需の両輪が出そろったことで、息の長い景気回復
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が可能となった。 
家計部門では、定率減税の半減と社会保障負担増による可処分所得の減少という逆風が吹く

ため、いくらマインドが好転しているからといっても 2006 年度の個人消費は 2005 年度ほどの

高い伸びは期待できない。したがって、今後の民需の回復力を決める鍵は設備投資が握ってい

る。 

図表４　　2005・2006年度の日本経済見通し
  （前年度比、％)

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
(実  績) (実  績) (予  測) (予  測)

 実質ＧＤＰ 2.3 1.7 2.7 2.2

 個人消費 0.8 1.7 2.0 1.2
 民間住宅投資 △ 0.0 1.7 △ 1.3 1.0
 民間企業設備投資 7.0 5.4 7.7 7.2
 公共投資 △ 9.5 △ 12.4 △ 2.1 △ 6.1
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの純輸出（寄与度） 0.8 0.5 0.1 0.3

 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出 9.7 11.4 7.0 7.3
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入 3.2 8.7 7.4 6.5

 名目ＧＤＰ 1.0 0.5 1.6 1.5
 ＧＤＰデフレーター △ 1.2 △ 1.2 △ 1.1 △ 0.7
 鉱工業生産 3.5 4.1 1.4 4.1
 消費者物価（生鮮食品を除く総合） △ 0.2 △ 0.2 0.0 0.3
 完全失業率（％） 5.1 4.6 4.3 4.1
 米国実質ＧＤＰ成長率  (暦年) 2.7 4.2 3.7 3.7

出所 ： 実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2005年12月改定）
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０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ (年度)

（前年度比、％）

個人消費

外需

公需

実質ＧＤＰ

予測

（注）・数字は、実質ＧＤＰ成長率
　　　・「その他民需」は、住宅投資および民間在庫投資
出所：内閣府「国民経済計算」、2005・2006年度は当社予測

図表５　　実質ＧＤＰ成長率と需要項目別寄与度

設備投資

その他民需
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その設備投資も、2005 年秋までの原油価格高騰の影響による企業収益の鈍化といった逆風に

今後さらされることになる。しかし、企業の財務体質は総じて改善しているため、将来を見据

えた投資を行う余力が増している。こうした中、多くの企業が 2005 年頃を境に守りの姿勢か

ら攻めの経営に転じており、中長期的な視点から生産性の向上や競争力の維持・強化を図るた

めの戦略的な設備投資に取り組み始めている。 
このような性格の設備投資は、短期的な在庫循環による企業業績の変動に左右されにくく、

よほどの経済的ショックがない限り、取りやめとならず実行されるものと思われる。また、製

造業では、商品のライフサイクルが短期化していることに伴い、有力な新製品をいかに短期間

で開発、供給できるかが勝負の分かれ目となっていることが、戦略的設備投資を後押ししてい

る。 
このように、2006 年度も各社が自社の強みを維持・強化するための戦略的投資を拡大させる

ため、設備投資は息の長い増加局面が続くと予想している。 
 
 
５．進化する携帯 

2006 年は、携帯電話関連の話題が尽きない年となる。 
4 月には地上デジタル放送の番組を携帯向けに配信する「ワンセグ放送」4が開始されるほか、

秋頃には携帯会社を変えても同じ電話番号が使える「ナンバーポータビリティ制度」が導入さ

れる予定である。これまで番号変更を嫌って携帯会社を変えなかった消費者が気楽に他の携帯

会社に移れることになりため、大幅なシェア変動が起こっても不思議ではない。さらに、12 年

ぶりに携帯電話市場への新規参入がある。2006 年秋から 2007 年春にかけ、既存 3 社に加え、

新たにイー・アクセス、ソフトバンク、アイビーモバイルの 3 社が携帯電話事業に相次いで参

入する予定である。 
こうした中、携帯各社間の顧客獲得競争が激化し、顧客囲い込みのために各社が新技術や新

サービスを競って導入する動きが活発化することが予想される。新規参入組については開始当

初は各社とも対応エリアが十分とはいえないため、本格的な「６つ巴」の戦いは 2～3 年先と

なろうが、その戦いの火ぶたが今年切って落とされる。 
 携帯の機能の進化は一段と進みそうである。ＩＣチップの搭載による機能の拡大・多様化（電

子マネー、ポイントカード、購入チケットの引き換え情報、社員証、マンションの鍵の役割等）

が進み、携帯端末への機能統合が進展するだろう。この結果、個人の活動を支える様々な機能

が携帯端末に集約される動きが進むと見られる。 
 このうち電子マネー機能については、「おサイフケータイ」の普及が進む見通しだ。ＮＴＴド

コモ、ＫＤＤＩのａｕに続き、ボーダフォンが 2005 年 11 月に対応端末を発売して携帯 3 社が

揃い踏みし、3 社共通で「おサイフケータイ」の名称を使用することになった。また、これま

で携帯電話で使える電子マネーは Edy だけだったが、2006 年 1 月から「モバイル Suica」に

                                                  
4 携帯電話やカーナビなど移動体向けの地上デジタル放送の愛称。従来のアナログ放送と異なり、高速移動中

でも画面が途切れることなく受信できる、データ放送も同時に閲覧できる、テレビと携帯の通信機能を融合し

たサービス（たとえば歌番組に流れている曲の着メロをダウンロードする等）が可能になるなどの利点がある。

地上デジタル放送に割り当てられている電波は、周波数帯幅を 13 の領域（セグメント）に分けて利用されてお

り、うち 12 セグメントが固定テレビ用となっている。残り 1（one）セグメントを携帯電話等への放送に使う

ことから「ワンセグ」と呼ばれるようになった。 
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も対応する（図表６参照）。携帯電話を使って駅の改札を通れるようになるほか、Suica 対応の

店舗で電子マネーでの支払いが可能になる。おサイフケータイ対応端末の増加や利用可能店舗

の増加を受けて、関連サービスの拡大に拍車がかかると予想される。 
また、携帯端末で行う株取引「ケータイトレード」の利用者も増え、株式市場の裾野の拡大

に寄与するだろう。ネット証券各社が新しい株価情報を常時表示する機能を 2005 年度中に導

入するなど、インフラは整いつつある。 
 ところで、携帯電話は、日本における技術マーケティングの成功事例の代表格と言ってよい。

携帯電話の分野では、ｉモードやスカイウォーカー等のサービス、写メールとカメラ付き携帯

の登場など、コミュニケーションツールとしての新たな使い方を提案する画期的新製品が続々

と開発されてきた。これは、この分野における研究開発、製造、販売のプロセスの中で、新し

い製品やサービスに自社の技術をどう組み合わせて売っていけばいいかを生活者のライフスタ

イルにまで目を向けて考える技術マーケティングが実践され、新たな需要が次々と開拓、創造

されてきたことを意味する。 
携帯関連市場は今なお進化し続けており、2006 年はより多くの生活者を巻き込んださらなる

ステージへと進化を遂げる可能性があるだろう。 
 一方で、日本の携帯電話メーカーは新機能や商品企画では世界をリードしながら、海外市場

で技術の普及段階になるとブランド力と量産効果による低価格戦略で勝る海外大手メーカー

（ノキア、モトローラ、サムスンなど）に全く太刀打ちできない展開が続いている。海外市場

での劣勢をいかにして挽回するかは、引き続き国内携帯電話メーカーに重くのしかかる課題で

ある。 
 
 
６．産業用ロボット 

2005 年の愛知万博（愛・地球博）は、日本のロボット技術の高さを世界に向けて発信する絶

好の機会となった。半年の会期中、5 分野（接客、掃除、警備、次世代車椅子、チェイルドケ

ア）9 種類の実用ロボットが稼動したほか、2020 年の実用化を目指した多くの未来型ロボット

が登場して話題を振りまいた。 
 日本では、鉄腕アトムや機動戦士ガンダムなどロボットアニメの影響等により、ロボットと

言えばヒト型ロボットのイメージが強いが、現状のロボット市場は産業用ロボットが中心であ

る。ヒト型ロボットの開発はまだ道半ばで、周囲の状況を判断したり会話を理解したりする知

能、大容量の内臓電池の開発など越えるべきハードルは高い。その実用化は 2020 年頃になる

と見られている。 

図表６　　電子マネーとおサイフケータイの普及状況

発行枚数 うちおサイフ 利用可能 取扱件数
ケータイ　　 店 舗 数

　エディ 　１４００万枚 　　１６０万台 ２万５０００店 　１１００万件

／月

　１４００万枚 － １６万件

　スイカ 　電子マネー付き 　（2006年1月 ２５００店 ／日
　は９１５万枚 　サービス開始）

（注） 数字はエディが2005年11月末現在、スイカは10月末現在
出所 ： 日経ＭＪ　2005年12月2日付
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 経済産業省のロボット研究会では、ロボットを形状で捉えるのではなく、市場で必要となる

機能を発揮するために要素技術を統合したものと定義すべきとの考え方から、センサ、知能・

制御系及び駆動系の３つの要素技術があるものを「ロボット」と広く定義している。 
ロボットは、経済産業省の「新産業創造戦略」において７つの重点産業分野の一つに位置づ

けられ、2025 年に 6.2 兆円の市場規模になると予想されている有望産業だが、現時点での市場

規模はそれほど大きなものではない。(社)日本ロボット工業会の統計によると、2004 年の産業

用ロボットの国内生産額は5,891億円、出荷額は5,768億円、出荷額に占める輸出の割合が53％
となっている。 
産業用ロボットの需要は、バブル崩壊後長らく足踏みしていたが、2003 年以降、日本の製造

業が元気を取り戻したことを受けて、再び上昇に転じている（図表７）。産業用ロボットの主要

ユーザーは自動車産業と電子機械産業である。自動車産業向けでは溶接や塗装用のロボット、

電子機械産業向けでは電子部品実装、半導体実装、組立などのロボットや、液晶テレビ用の基

板搬送等に使われるクリーンルーム用ロボットが中心となっている。 
2006 年は、産業用ロボットの需要が再成長期に入ったことが鮮明になるだろう。日本ロボッ

ト工業会の予測によれば、2006 年の産業用ロボットの国内生産額は約 6,500 億円となり、過去

最高だったＩＴバブル期の 2000 年（6,475 億円）6 年ぶりに更新する見通しである。自動車向

けや電子機械向けのロボットの需要拡大が見込まれるほか、用途別に見てもこれまで人手に頼

っていた組み立てやバリ取り作業でのロボット導入が進みつつある。 
また、４で述べたように多くの製造業が国内で競争力の維持・強化のための戦略的投資に注

力していることが、産業用ロボット需要の追い風となる。たとえば、キヤノンでは、競争力強

化のための「装置革新」の一環として、トナーカートリッジやＢＪカートリッジなどのキーパ

ーツの生産を対象にロボットを増強し、ロボット化率5の引き上げを図っている。 
 ロボットメーカー側でも、ユーザーのニーズに合わせて、セル生産でのロボット活用を提案

したり、人間と協業する組立ロボットをユーザーと共同開発したりする動きが積極化するだろ

う。 
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図表７　　日本の産業用ロボットの出荷台数の推移

（万台）

出所 ： 日本ロボット工業会
（暦年）
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5 ロボット化率＝ロボット台数／直接要員数。 



 
 産業用ロボット以外のロボットでは、家庭で掃除、子守り、リハビリ補助などをして人間を

助ける一芸ロボットの開発が進んでいる。中でも、先陣を切って実用化されるのは掃除ロボッ

トである。米国および韓国のメーカーが低価格の掃除ロボットを商品化して販売攻勢をかけて

おり、高機能・高価格の日本製掃除ロボットとの市場競争の行方が注目される。 
 
 
７．地域ブランド 

 かつては地域の景気を下支えしていた公共投資の減少が続く中、地域によって景気の回復力

に差が生じやすくなり、各地域では持てる資源や知恵を最大限に活用して自立的に経済を活性

化しようという意識が強まっている。こうした中、地域の特徴的な商品やサービスに地域名を

付加して他地域との差別化を図ろうとする、いわゆる「地域ブランド」構築の取組みが近年盛

んになっている6。 
2005 年 6 月に政府の知的財産戦略本部が発表した「知的財産推進計画 2005」でも、「国の

魅力」が世界的に競われる現代にあって、国内のあちこちで活発・多彩な商品づくり（地域ブ

ランドづくり）が展開されている状況が重要で、それが国の経済成長の原動力にもつながると

指摘された。 
 地域ブランドづくりを後押しする政策として、2006 年 4 月から商標法の一部改正が施行さ

れ、地域名と商品名を組み合わせた商標7を取りやすくする「地域団体商標制度」がスタートす

る。従来は「地域名＋商品名」を文字商標として登録するには、全国的な知名度を得ているな

ど厳しい条件が求められていたが、その条件が「近隣都道府県に及ぶ程度の周知性を獲得した

場合」に緩和される。これにより、成長段階にある地域ブランドにも商標登録の道が開かれ、

ブランドの差異化が図れるほか、類似品や模倣品からの法的保護を受けられるようになる。 
地域ブランドの作り手側の努力が守られる環境が整うことになるため、今後、全国各地で地

域ブランドを活用した産業振興策が活発化することが予想される。また、商標化された地域ブ

ランドが浸透し、経済的成果を上げるようになれば、そのブランドへの「ただ乗り」や類似ブ

ランドを使った不正行為が生じる恐れがあり、こうした行為をいかに抑止・排除するかが次な

る課題となろう。 
 
 
８．社会科見学 

このところ、体感型学習というジャンルが、集客力のあるエンターテインメントの類型の一

つになりつつある。 
体感型学習への人気を印象づけた例として、まず昨年の愛知万博（愛・地球博）があげられ

る。「もう万博の時代は終わった」と冷ややかな見方が多かった中で、愛知万博は目標を 700
万人以上も上回る 2205 万人の入場者を集める大成功だった。愛知万博の成功には色々な背景

があるが、底流にある要因として、今、日本の生活者の間で単なる娯楽だけではなく勉強にも

                                                  
6 地域ブランドの先行事例としては、大分県の「関あじ・関さば」、香川県の「讃岐うどん」、夕張市の「夕張

メロン」と「国際ファンタスティック映画祭」などが挙げられる。 
7 現状、文字のみで商標登録された「地域名＋商品名」の商標は、「夕張メロン」、「宇都宮餃子」、「三輪素麺」、

「西陣織」など 12 例にとどまっている。 
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なる体感型、社会科見学型の学習機会を求めるニーズが高まっていることが指摘できると思う。

最新のロボット技術や燃料電池車を体感できる仕掛けや、親子でモノづくりに触れたり、地球

環境問題や生命の不思議さを体感したりできる参加・体験型学習の場がたくさん用意されてい

たことが多くの人に支持されたものと考えられる。 
 同じ傾向は、最近話題を集めている北海道の旭山動物園の人気の秘密の中にも見てとれる。

人口36万人の旭山市にある日本最北の動物園である同園は、かつては閑古鳥が鳴いていたが、

近年は数々の工夫が功を奏して絶大な人気を呼び、2004 年以降、夏の入園者数で上野動物園を

抜いて日本一の動物園となっている。 
旭山動物園のユニークな点は、単に動物の姿を博物館のように見せるのではなく、動物が本

来持つ動的な魅力をダイナミックに見せる「行動展示」の手法をとったことにある。さらに、

裏方である飼育係を前面に押し出し、飼育係が来園者の前で自分が世話をしている動物を紹介

するやり方を導入した。同園の成功は、客寄せパンダとなる希少動物がいなくても知恵と工夫

次第で絶大な集客が可能になることを証明した事例といえる。同時に、日本の生活者の間で、

「動物の生態を実地に体感学習したい」、「動物の本来の魅力的な姿が見学できて、心がなごむ

動物園がほしい」といった強い潜在的ニーズがあったことが証明された点に注目すべきであろ

う。 
 これらの事例から読み取れるのは、時代のムードとして、今、大人が実地の体感型学習の機

会を求めているということである。このことは、ウェブサイト「社会科見学へ行こう！」8が静

かな人気を呼んでいることに端的に表れている。同サイトは、ネットで様々な社会科見学の参

加者を募集し、普段は個人では見学しづらい各種の工場や地下トンネル、外郭放水路などの施

設を団体で見学するためのコミュニティである。集団で見学するという行為の懐かしさや童心

に返って楽しめる魅力もあり、多くの参加者を集めているという。 
 同サイトを通じてではないが、筆者も先日、ある自動車工場の見学会に一般参加したが、大

人の参加者の多さ、年齢層の広さとその見学態度の熱心さに圧倒され驚かされた。 
 こうした大人の社会科見学をビジネスチャンスとして捉えようとする企業の動きも出始めて

いる。全日本空輸（ＡＮＡ）では、2005 年夏に整備工場の見学会を実施したところ好評だった

ため、関係会社のＡＮＡセールス（東京・港区）が整備工場の見学を組み込んだ 1 泊 2 日のツ

アーを商品化した9。また、大手旅行会社の日本旅行では、秋葉原に興味はあるが行く機会のな

かった層を対象に、話題のメイド喫茶やフィギュア店を観光する「アキバ初心者救済ツアー」

と称するバスツアーを売り出し、予想以上の反響を得たという10。 
日本経済は久しぶりの本格的な景気回復期を迎え、家計の懐も温まってきた。2006 年は、こ

のような体感型、社会科見学型の体験学習の機会を求める大人の需要の掘り起こしに知恵を絞

る企業が増えるに違いない。 
 
 
 

                                                  
8 URL：http://kengaku.org/。同サイト名が「社会見学」ではなく「社会科見学」となっている理由として、

サイトの管理者小島健一氏は、「小中学生の『社会科』見学をヒントに作成しているからです。見学の時は童心

に返り楽しんでいってください」と述べている。集団で見学するという行為の懐かしさやレトロ感も人気の秘

密になっているようだ。 
9 日本経済新聞 2005 年 11 月 29 日付。 
10 「日経トレンディ」2006 年 2 月号。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               200６. １．２５ 

12 

http://kengaku.org/


９．競争優位の源泉としての資源（リソース・ベース） 

製造業の売上高経常利益率は 2005 年度計画で 5.3％と、バブル期のピーク（5.6％）に迫る

レベルまで回復しており（日銀短観ベース）、昨年来、国内で 10～20 年ぶりの大型投資に踏み

切る企業が相次ぐなど、製造業が元気を取り戻している。 
 こうした中、2006 年も昨年に引き続き、モノづくりニッポンの強さを分析し評価する論調の

中で、日本が強みとする要素である「擦り合わせ」、「垂直統合」、「現場力」といったキーワー

ドが頻繁に語られることになろう。ただ、全国紙の紙面でこれらの言葉を扱った記事の登場頻

度を調べると、「擦り合わせ」は 2003 年、「垂直統合」は 2004 年をピークとして、その後目新

しさが薄れるとともに、少し登場件数が落ち着いている。「現場力」は 2005 年にブレイクし、

今なお勢いのあるキーワードだが、これも2005年がピークだった可能性が高い（図表８参照）。 
 2006 年は、日本のモノづくりの強みに関するどんな言葉がキーワードに浮上するか読みきる

のは難しいが、ここでは上記の言葉をすべて包含して、日本の製造業の強みをきれいに説明す

ることのできる経営戦略論の用語である「競争優位の源泉としての資源」、「リソース・ベース

（ＲＢＶ：resource-based view）」をキーワードとして掲げておきたい。 
 リソース・ベースの考え方とは、レント（平均以上の利益）をもたらす源泉は市場にあるの

ではなく、その企業の持つ資源のユニークさとそれを形成する資源の蓄積過程にあるとする考

え方である。持続的な競争優位は、市場環境を分析して優位なポジショニングをとることによ

ってもたらされるのではなく、資源や能力の蓄積過程こそが競争優位の源泉であるというわけ

である。 
 日本の多くの製造業が得意とする戦略アプローチは、所定の材料・装置などのレシピを手に

入れさえすれば製造可能になる「借り物競走」を戦うのではなく、内部に蓄積した独自の課題

解決能力で戦うやり方、あるいは、常に技術や仕組みを進化させることのできる「現場力」で

勝負するやり方である。こうした日本企業のアプローチは、まさに上述したリソース・ベース

の考え方の実践例と言うことができ、2006 年はこの点に対する注目度が高まるものと思われる。 
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(注） 対象は日本経済、朝日、毎日、読売、産経の5紙
出所 ： 日経テレコン21を用いて作成

図表８　　「現場力」に関する新聞記事の登場件数（全国紙）
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１０．素材の時代 

筆者は、昨年発行の同レポート（TBR 産業経済の論点 No.05-2「2005 年日本経済を読み解

く 12 のキーワード」）の中でも「アナログ的要素と素材の復権」を挙げたが、本年も「素材の

時代」を掲げることにしたい。これは、筆者が素材メーカー系シンクタンクに属するからでは

なく、客観的に見て時代の潮流が今、ますます素材に向いていると感じるからである。 
 昨年号で筆者は、「ＩＴが社会に浸透するにつれ、デジタル化による機能の進化では目に見え

る差をつけにくくなり、アナログ的な作り込みの出番が再び増えてきた。このため、デジタル

的には説明不可能なアナログ的要素の最たるものである素材をベースとした擦り合わせが重要

な差別化ポイントになりつつある」と述べ、「素材の復権」といった現象が生じていることを

指摘した。 
 1 年が経過して日本経済が「バブル後」を抜け出し、攻めの経営に乗り出す企業が増える中

で、「素材の復権」は一段と鮮明なものとなりつつあるようだ。様々な分野で先端技術の開発が

活発化しているが、先端技術を支えるのは材料であり素材である。ナノテクにせよ超電導にせ

よ、材料の開発がなければ実用化は不可能だからだ。 
過去に何度か、「成熟した経済大国になった日本では、素材産業の使命は終わった」、「素材産

業は斜陽産業になった」などと言われたことがある。 
 しかし、中国の需要拡大と景気回復を背景に、ここにきて日本の素材産業は鉄鋼、石油化学

を中心に意外な健闘ぶりを見せており、過去最高水準の利益を出し、世界の中で互角以上の競

争力を発揮している企業も多い。 
 素材産業の業績好調の理由には、中国という大市場出現とそれに伴う世界的な素材価格上昇、

および循環的な内需回復があることは確かだが、それだけではない。ユーザー産業や社会のニ

ーズを満たす高付加価値部材を供給するために、一見遠回りや非効率に見えるような愚直なモ

ノづくりに取り組み、技術を磨き続けたことが現在の競争力につながっている。 
 たとえば、鉄鋼メーカーの場合、主要ユーザーである要求水準の極めて高い日本の自動車メ

ーカー向けに高付加価値製品を供給してきたことが、「世界最高水準の鉄」を生み出す技術力の

源泉となってきた。ユーザーとの間で提案、共同開発など連携を進める中で、他の追随を許さ

ない高機能の自動車用鋼板を世に送り出してきたことが、現在の復活の要因となっているので

ある。中国メーカーの大量生産等により汎用製品の需給が緩んでも、こうした高級鋼材分野の

需給は依然逼迫している。技術面のキャッチアップには相当の時間を要するため、同分野での

日本メーカーの優位性は少なくとも数年の間は揺るぎないものと見られる。 
 このように、国内・企業内にある技術・技能の蓄積を活かし、現場での課題解決能力や擦り

合わせの強みを発揮して、世界一要求水準の厳しい「うるさい」顧客である日本のユーザー企

業を満足させる製品を生み出してきたことが、素材産業の今の底力につながっている。 
 ４で述べたように、今の日本経済は設備投資が中期的な増加トレンドに入っている。したが

って、高付加価値の素材をユーザー産業や社会に供給する素材産業の役割は 2006 年も一層重

みを増すことになろう。 
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