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　東レ経営研究所は東レグループのシンクタンク
として、1986年 6月の創業以来、企業経営への貢
献を大目標に調査研究受託、人材開発などのサー
ビス提供に努めてきました。また最近では社会的
要請の高まりもあり、ワークライフバランス推進
事業にも注力しています。
　弊社の事業展開において重要な柱の一つが、お
客様に向けて経営やビジネスに役立つ情報をお届
けする機関誌『経営センサー』と『繊維トレンド』
の発刊です。両誌の前身は、1986年 7月に創刊し
た、『Economic Letter』（経済・産業情報）、『World 
Confidential Report』（世界情勢解説）、『World 
Techno Trend』（技術動向）の3つのレポートで
す。この時期は、1985年のプラザ合意から始まっ
た円高を受けて日本産業が構造転換を迫られ、ま
た円高が一因となって発生したバブルに見舞われ
た時期でした。また、米国が純債権国から純債務
国に転じたのが1986年で、日本企業は米国への
直接投資を高めました。これらを踏まえ、弊社で
は米国の経済や日本との関係に焦点を当てた分析、
米ソを基軸とした世界情勢、最新の産業技術動向
に関する情報等を提供し、経済の実態やビジネス
環境の把握に資する発信をしています。
　上記の3レポートは1991年 7月に『Confidential 
Report』として統合され、1994年 1月には『TBR  
経営環境レビュー』と改称されました。この間、
1994年 8月号では「平成消費の行方」を特集し、
バブル崩壊直後の消費低迷と、PB商品等その中で
のヒット商品についてレポートしました。また
1998年はビジネスでのインターネット活用にス
ポットを当て、「オンラインショップの活用法」な
どのほか、「経営戦略としての在宅勤務」と題しそ
の有用性を訴えました。最近になって一般化され
たネットショッピングやテレワーク、サテライトオ

フィスなどの概念の原型が、この記事に提示され
ています。
　そして、1998 年 11 月、『TBR　経営環境レ
ビュー』は『経営センサー』に改称され、さらに
2000年 2月には同誌の繊維関連情報を、もう一つ
の機関誌『繊維トレンド』に分離しました。『繊維
トレンド』は、日本ではほとんど例のない繊維の
専門誌として、今も隔月で発行を続けています。
　『経営センサー』の歴史は、その前身も含め東レ
経営研究所の情報発信の歴史とも言え、バブルの
発生、崩壊、それに続く「失われた20年」、停滞
からの再起、構造改革の取り組み等を見つめてき
ました。この20年間、どのような記事を扱って
きたのか、記事タイトルに含まれる「キーワード」
を軸にして振り返り、重要なトピックを抽出して
みました。こうして引き出された7つのトピック
を以下でご紹介します。

（1）存在感増した中国
　1998年の『経営センサー』創刊以後、「中国」
のタイトル出現数は185回で、「米国」67回の 3
倍近くに達しています。この間、中国の存在は政治、
経済の両面で大きくなっていきました。日本が
GDPで中国に抜かれたのが2010年で、それ以降
も中国は先進諸国よりも高い経済成長を続け、世
界経済に占めるウエイトが増大しています。本誌
は、存在感を増した中国に関して、質の高い情報
を提供してきました。2000年前後は、生産拠点と
しての中国にスポットが当てられており、「中国進
出」「日本の産業空洞化」に関する記事が目立ちま
す。中国の生産拠点を活用して、ファーストリテ
イリング社がユニクロブランドで躍進したのもこ
の時期です。2005年頃になると、巨大なマーケッ
トを抱える「世界の市場」としての中国が注目さ
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れるようになります。2004年 7・8月号に「日本
の主要業種収益動向　－中国需要拡大・デジタル
景気で最高益更新－」を掲載するなど、中国マー
ケットの動向が日本景気に大きく影響しているこ
とをレポートしました。2010年前後になりますと、
中国企業が世界で台頭し始めます。2009年 7・8
月号ではピックアップチャートにて「伸びる中国、
転落の米国　－自動車生産をめぐる攻防－」と題
してレポートしました。最近は、米国トランプ大
統領が自動車産業も含め米中貿易戦争を仕掛けて
いますが、「喧嘩になる」のは対等に近い力関係に
あるためであり、米国の焦りが表れています。
2007年 10月号掲載記事「グローバル化をめぐる
これだけの誤解　米国における反グローバルな動
きについて考える」では、米国の保護主義的な動
きを指摘し、保護主義政策を採るトランプ政権誕
生の芽があることを10年前に予見する形となり
ました。

（2）  世界経済への影響が大きい原油、ガスなど
のエネルギー動向、最近は自然エネルギー、
環境にも注目

　東レグループは化学製品を取り扱うことから、
その事業はエネルギー、原油価格動向の影響を強
く受けるため、弊社は当分野に関する情報提供に
注力してきました。原油価格については2003年
12月まで、他の指標と合わせ「統計」の一項目と
してウォッチしてきました。以後も毎年、原油価
格動向に関する記事を掲載しています。また2000
年代後半以降は、米国を中心にシェールガスの生
産が急増し、原油価格に影響を与えるようになり
ました。これを受けて弊社では、米国内外のエネ
ルギー産業だけでなく、川下の石油化学、樹脂や
フィルムなどの材料、さらには自動車産業にも影
響が及ぶとの観測から、2013年 5月以降、シェー
ルガス・オイルの動向を定期的にレポートしてい
ます。
　エネルギー関連のテーマでは、「再生可能エネル

■ ■ 　　　　経営センサー重点テーマの動向　　　　 ■ ■
① 2000 年頃：生産拠点としての中国
②   2000 年代中頃：世界の市場・巨大なマーケットへ
③   2010 年：GDPで日本を抜き、中国企業が世界で台頭してくる
④   2018 年：米国から貿易戦争を仕掛けられる存在に

存在感の増した中国

① 2000 年代後半：シェールガス生産が急拡大
② 2009 年：日本における太陽光発電余剰電力買取義務化
③  2011 年：  東日本大震災でエネルギー戦略の見直しへ

再生可能エネルギー、自然エネルギーが推進に拍車がかかる

エネルギー動向と環境対応
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ギー」「自然エネルギー」を取り扱った記事が多く、
2011年 3月の東日本大震災以降、その傾向が強く
なっています。日本で太陽光発電の余剰電力買い
取りが電力会社に義務づけられたのが 2009年で
あり、また世界的にもクリーンエネルギーが強く
意識され始めた時期です。2016年 7月に、「“エネ
ルギー自立ビル” が建つ日はくるか？」、2017年
6月に「次世代火力発電でCO2ゼロは実現できる
か」をレポートするなど、環境分野に関する分析
記事を提供しました。
　最近の読者アンケートの結果をみても、ESG、
SDGsに関し、事業とどのようにつなげていくか
に関心のある方が多いことから、弊社としては、
事業活動における環境重視と業績とのつながりに
ついてレポートしていく予定です。

（3）日本産業界を支えてきた自動車産業
　自動車産業は長年にわたり日本の基幹産業の座
を維持しており、世界と伍してグローバルに戦っ
ていける企業群が多数存在します。部品点数が多
いことからピラミッド型のサプライチェーンが形
成され、数多くの人が自動車産業に関わっていま
す。東レグループは素材供給の点で自動車産業と
の関わりは深く、弊社としてもこの分野を注目し
て取り上げています。記事の変遷を見ますと、国
内販売が好調であった2000年頃は、自動車販売
台数など市場動向の分析を中心にしつつも、2000
年 1月に「21世紀の自動車と材料への期待」のタ

イトルで自動車の将来について分析し、軽量化の
重要性、情報通信等異業種との融合について訴え
ました。2000年代中頃は中国や、東南アジアが自
動車生産拠点として頭角を現した時期で、2010年
12月には「タイは自動車産業の一大生産拠点へ」
と題してレポートしました。最近の記事では、コ
ネクテッドカーや自動運転、自動車産業と異業種
との連携等をテーマにしており、2014年 12月号
では「軽量化への取り組み進む欧米自動車メー
カー」と題し、日本の材料メーカーが欧米企業や
異業種との連携を深めるよう提案しました。また
2018年 1・2月号の「2018年の日本産業を読み解
く10のキーワード」では、「EVシフト」「モビリ
ティ革命」についてレポートし、自動車のEV化や、
自動車がモノとしての機能からコト消費との結び
つきが今後強まる点で、自動車の役割変化に対し
産業界がどう対応すべきかを考察しました。

（4）最近はAI、ロボット、IoT に注目
　現在、第三次AI（人工知能）ブームが到来して
いると言われています。ディープラーニングによっ
てデータ解析能力が飛躍的に高まったことから今
後の進歩が期待されています。2015年にはAIが
囲碁のトップ棋士を打ち破りました。弊社でも、
AIは 2016年から重点テーマとして掲げていま
す。2017年 1月には弊誌毎年恒例の「新春対談」
において、AI研究の第一人者である東京大学の松
尾豊先生にご登場いただきました。AIがロボット

■ ■ 　　　　経営センサー重点テーマの動向　　　　 ■ ■
①   2000 年頃：情報通信技術の高度化により、異業種との融合が意識され始める
②   2000 年代後半：アジア、中国の生産拠点化が進行
③   2010 年代後半：  EV シフト、自動運転、コネクテッドカーで自動車産業は

大変革期に

日本を支えてきた自動車産業
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① 2010 年：第三次AI ブームに入る
②   2015 年：AI が囲碁のトップ棋士を破る
③   2010 年代後半：  IoT の普及により事業のサービス化が加速 

→　異業種融合を促進

AI、ロボット、IoT

① 2003 年：日本政府、観光立国を宣言
②   2010 年代：訪日観光客急増、インバウンド需要拡大
③   2013 年：東京五輪・パラ開催決定で、外国人受け入れ体制整備が加速
④   2016 年：爆買い終焉で、需要取り込みも高付加価値が求められる段階に

拡大の続く訪日観光

と一体となって開発されるようになったのも最近
の傾向です。2017年 10月には「人とロボット・
AIが協働する新時代」と題して講演会を開催し、
AIの課題、人の幸せとの融合をテーマに据えまし
た。また、AIは、すべてのものがインターネット
でつながる IoTの技術と結びついて、我々の生活
を変えていきます。スマホやスマートスピーカー、
自動運転車などが分かりやすい例でしょう。あら
ゆるもの、場所がインターネットで常時接続され、
ビジネスモデルにも大きな影響を与え始めていま
す。2017年 7月には「製造業のサービス化」と題
し、IoTの進展で製造業においても利益の源泉が
生産からサービスに移ってきていることを指摘し
ました。

（5）拡大の続く訪日観光
　2003年に「観光立国」が宣言され、特に第二次
安倍内閣（2012年 12月）発足以後、円安の影響
もあり、訪日外国人旅行者は急増してきました。

いまや、インバウンドは日本経済を支える一つと
なっており、2020年東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて、訪日外国人受け入れ体制のさら
なる充実に力が注がれています。
　弊社では、早い時期から（2002年 9月号におい
て）、今後の日本経済を支える重要なファクターの
一つとして訪日観光に注目しています。訪日外国
人旅行の経済波及効果の大きさに加え、世界の旅
行需要が右肩上がりに伸びる成長分野でありなが
ら、訪日外国人旅行者数が南アやウクライナをも
下回る33位（02年当時）という状況にあり、伸
びしろが大きいとみたからです。特に今後の中国
の富裕化に伴う訪日観光客増大の可能性に注目し、
観光資源拡充の必要性をレポートしました。2009
年 12月号では「観光立国」宣言以降の課題につ
いて報告し、以降も弊社のアナリストが日本の観
光産業の重要性について継続的に分析、発信して
います。2013年 12月には「観光立国実現へ向け
ての日本の課題」と題し、その先の爆発的な訪日

■ ■ 　　　　経営センサー重点テーマの動向　　　　 ■ ■
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外国人旅行者の拡大を見越したインフラ整備を提
言、2016年 10月には、インフラ整備に加え、爆
買い終了後の、単なる買い物客に頼らない、サー
ビスの高付加価値化による観光業の収益構造改善
を提案しています。

（6）  ダイバーシティ、ワークライフバランス、
女性活躍、働き方改革は社会の潮流に

　弊社は2009年からダイバーシティ＆ワークラ
イフバランス事業を開始しました。当テーマは、
少子高齢化や女性の社会進出が進む中で政府が重
要課題として掲げ、2015年に「女性活躍推進法」、
今年の6月には「働き方改革関連法」が成立する
など、社会的要請がにわかに高まった分野ですが、
弊誌では早くから情報発信や提言を行っていま
す。2004年 5月には「女性の活用と活力ある社会
をつくる」と題して、男女雇用機会均等法（1986
年施行）以後の女性の社会進出に触れ、制度上の
平等は確立したものの、現実は進んでいないこと、
ここからは「ポジティブアクション」を重視すべ
きであることを訴えました。2009年 7月から 11
月にかけては「経営戦略としてのダイバーシティ＆
ワークライフバランス」を連載し、企業での導入
を推奨しています。また、2015年からは「魅力あ
ふれる女性リーダー特集」と題して、JR東日本の
女性駅長や海上自衛隊の女性海将補の方などにイ
ンタビューし、社会における女性活躍の見本の一

つとして、従来男性社会であった現場にも女性が
実際に進出している事例をご紹介しました。

（7）  人材開発ではベンチャー、イノベーション、
そしてグローバルへ

　当分野では、東レおよびグループ各社の育成ニー
ズに応じて研修やコンサルティングを手掛ける中
で得た知見や情報を誌面で紹介してきました。
　1998年の創刊から 2000年代前半までは「失わ
れた10年」と呼ばれた時代であり、日本企業の
特徴であった長期雇用や年功序列などが問い直さ
れる中、「プロ人材」「π型人材」「ベンチャー型
人材」など、従業員のキャリア自立を促す方向性
が垣間見えます。
　同じ時期に「イノベーション人材」というワー
ドも初登場しています。弊社では、企業人向けの
実践的なMOT人材育成プログラム、「上級MOT
短期集中研修　－戦略的技術マネジメント研修－」
を開発し、異業種交流型のMOT研修を 2004年
12月からスタートさせ、本年で14年目を迎えま
す。弊誌上では、2007年以降、「MOTシリーズ」
として講座概要や講師インタビュー、修了者座談
会、OB会（T-MOTマスターフォーラム）活動報
告等、24回にわたり情報発信しました。「イノベー
ション人材育成」は当社人材開発事業を特徴づけ
るキーワードの一つとなっています。
　また、2006年 9月号から 2008年 12月号まで

① 2009 年：東レ経営研究所で事業化
②   2010 年：経営戦略の一つとして意識されはじめる
③   2015 年以降：  少子高齢化による労働力不足の中、ダイバーシティ

マネジメントの重要性に注目
④   2018 年：働き方改革関連法が成立

ダイバーシティ、ワークライフバランス、女性活躍、働き方改革

■ ■ 　　　　経営センサー重点テーマの動向　　　　 ■ ■
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の計22回にわたり「気付きから学びへ　－人材
開発の現場から－」と題して当社主催研修に登壇
する社内外の講師によるエッセイを連載し、大学
教育で垣間見られる学び方や人材の質の変化など
を含む、多様な「教育現場」からのレポートを発
信しました。
　「グローバル人材育成」をテーマとする記事は
2002年から出始め、2009年頃から「新春対談」
や「マネジメント」欄で各社の取り組みが紹介さ
れる頻度が高まりました。中国やアジアを中心と
する新興国が日本の製造業の生産拠点として、さ
らには巨大なマーケットとして注目を浴びるよう
になり、人材の現地化、日本本社の多国籍化が一
層進展する中で、国籍を問わないグローバルな人
材育成が企業経営の大きな課題となっていること
をうかがわせます。
　また、2017年以降は、重大な社会問題や労働法
制の動向を踏まえ、主に労務管理の専門的な視点
で過労死問題、非正規雇用、残業規制、同一労働
同一賃金、裁量労働、ハラスメントといったテー
マの寄稿を増やしてきています。

最後に
　東レ経営研究所にとって豊かな情報発信力は生
命線です。その中で、『経営センサー』『繊維トレ

ンド』は、弊社の情報発信ツールとして重要な役
割を果たしてきました。今日まで発行できたのも、
皆さまからご指導ご支援を継続的にいただいてき
たからにほかなりません。近年、紙媒体の雑誌が
相次いで休刊・廃刊に追い込まれる中、おかげ様
で弊誌は今も会員向けの紙媒体の情報誌としての
発行を続けております。一方で、より広い読者に
対する情報発信を強化するため、一部コンテンツ
をデジタル化し、弊社ホームページで一般公開す
る取り組みも行っています。
　今後も、私たちを取り巻くグローバルな環境変
化や企業・社会が取り組むべき課題をしっかりと
見据え、読者の方々のご関心のあるテーマを取り
上げ、充実した誌面づくりを目指してまいります。
タイムリーなトピックに関する明快な解説、課題
の分析と提言、重要トレンドの洞察、具体事例の
紹介、アカデミックな分析などを織り交ぜながら、
メーカー系シンクタンクとして地に足のついた視
点から、ビジネスパーソンにとって有益な情報発
信に努めていく所存です。
　2019年には表紙デザインを一新し、新たなス
タートを切る予定です。引き続きご愛顧のほどよ
ろしくお願いいたします。

文責：経営センサー編集部長　日比野 淳一

①   2000 年前後：  「プロ人材」「π型人材」「ベンチャー型人材」などキャリア
自立がテーマに。また「イノベーション人材」もこの頃登場

②   2000 年代前半：  アジアの生産拠点化が進み、「グローバル人材育成」は
継続したテーマとなる

③   2017 年以降：  「過労自殺問題」「働き方改革」「同一労働・同一賃金」が
社会的テーマへ

人材開発はベンチャー、イノベーション、そしてグローバルへ

■ ■ 　　　　経営センサー重点テーマの動向　　　　 ■ ■

『経営センサー』20年の歩み


