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＜ポイント＞  
 
■ 本稿では、年頭に当たり、2007 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、マクロ景気動向に関する用語に偏ることなく、経済社

会の広範なテーマに目を向け、今その底流で起こっている構造変化や質的変化を的確に

とらえることに留意した。 

■ 2007 年の 10 のキーワードを列挙すると、以下のとおりである。 
①ＩＴ関連の在庫          ②人手不足経済 

  ③非正規社員の地位向上       ④三角合併 
   ⑤バイオエタノール燃料対応車    ⑥ＣＧＭ（消費者作成メディア） 
   ⑦品質改善             ⑧社員旅行、社内運動会 
   ⑨ソフトパワー           ⑩理科離れ、工学部離れ 
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１．ＩＴ関連の在庫 

 まずは、日本の景気動向を見極める上で注目点となるキーワードとして、ＩＴ関連の在庫動

向を挙げておきたい。 
 日本経済は 2006 年 7～9 月期は個人消費中心に民需が減速したが、基調としては景気拡大傾

向が続いている。企業部門から家計部門への波及がやや遅れているものの、2007 年も民需中心

の安定成長が続く見通しである。昨年 12 月発表のＧＤＰ統計改定値によれば、足元の景気拡

大ペースはそれまで考えられていたより弱めであることが判明したが、2002 年 2 月に始まっ

た景気拡大局面は今なお持続している。持続期間は今年 2 月で 61 ヵ月となり、いざなぎ景気

（57 ヵ月）を抜いて戦後 長である。 
 設備投資、個人消費ともに過熱感がないため、調整のマグマがたまっておらず、企業収益と

家計所得の増加基調も続いていることから、今回の「長寿景気」が途絶える大きなリスクは、

米国経済など海外景気の変調、もしくは現状円安水準にある為替レートの急激な円高への転換

といった外的要因といえよう。 
 だが、今年の日本経済キーワードとして「米国経済の減速」と「円高」では、何やら他人任

せで面白くないので、ここでは内生的なリスク要因の中で も警戒を要するＩＴ関連の在庫動

向を取り上げた次第である。 
 電子部品・デバイスの在庫は、2005 年半ばに在庫調整を終えた後、前向きな「在庫積み増し

局面」となっていたが、2006 年 7～9 月期以降、出荷の伸びを超えて在庫が増加する「意図せ

ざる在庫増局面」に突入している（図表１）。10～12 月期は、出荷の伸びが前年同月比 11％に

鈍化する一方、在庫が同 38％と一段と積み上がり、在庫出荷バランスがさらに悪化した。 
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出所 ： 経済産業省「鉱工業指数」より作成

図表１　　電子部品・デバイスの在庫循環

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                200７. １. ３１ 

2 



 月次の動きを見ると、2006 年 11 月、12 月は生産調整が進み、在庫出荷バランスがやや改善

している。すでに望ましい形で在庫調整が進捗しており、軽微な調整ですむとの見方もできる。

それでも、足元の在庫の増加ペースは 2004 年後半から 2005 年前半のＩＴ在庫調整当時を上回

っている点には注意が必要だろう1。 
 現状、薄型テレビ、新型ゲーム機、パソコン、携帯端末等の需要自体は拡大が続いているこ

とに加え、素材関連などＩＴ関連以外の財については、まだ「在庫積み増し局面」（出荷の伸び

が在庫の伸びより大きい「良性の在庫増」の段階）にある。したがって、足元のＩＴ関連の在

庫積み上がりから今後、大規模な在庫調整が進んで景気後退を余儀なくされる可能性は今のと

ころ小さいとみられるが、油断は禁物である。 
 2007 年の日本景気を見通す際には、電子部品・デバイスの在庫・出荷バランスの動向を用心

深く注視する必要があろう。 
  
 
２．人手不足経済 

景気拡大の長期化に伴い、人手不足感が強まりつつある。図表２は日本銀行短期経済観測で

雇用についての過剰感を聞いた結果であるが、足元では不足超となっている。過剰雇用が消え

て人手不足感が台頭するのは 80 年代末から 90 年代初めのバブル期以来のことである。 
久々に人手不足経済が現出した背景には、景気が回復し、攻めの経営に転じた企業が雇用を

増やしていることがあるが、原因はそれだけではなく、人口減少社会の到来がある。 
 日本の人口減少は予想より早く 2005 年から始まっていたことが明らかになった。労働力人

口（15 歳以上の働く意思をもつ人口）は、少子高齢化による人口構成の変化等により、既に

1998 年の 6,793 万人をピークに趨勢としては減少過程に入っており、2006 年は 6,657 万人2と

なっている。 

図表２　　企業の雇用人員判断の推移
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（注） 2004年3月調査以降、調査対象企業等の見直しが行われたため、それ以前の計数とは連続しない。
出所 ： 日本銀行 「全国企業短期経済観測調査」

                                                  
1 このことは、図表１で、今回のグラフが2004～205年よりも右下の外側を回り始めていることに見てとれる。 
2 2005 年、2006 年は微増ながら 2 年連続の増加となっているが、これは景気回復を受けて、労働市場から一旦

離れた女性や高齢者が再び仕事に就いたり職探しを再開したりしたことによるもので、趨勢的な減少基調に変

化はないとみられる。 
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 労働力人口の減少といえば、団塊世代が引退の時期を迎える「2007 年問題」が注目されるこ

とが多いが、これに劣らず大きなインパクトを労働市場に与えているのが若年労働力の減少で

ある。図表３に見るとおり、20～24 歳の若年労働力人口の減少傾向が鮮明となっている。労働

力人口が減るだけでなく、その中に占める若者の比率が構造的に低下しつつあるのである。 
 こうした中で、団塊世代引退の穴を埋める必要も加わって、2007 年春卒業予定の大学生の採

用予定数はバブル期以来の高水準となっているため、企業にとって若年労働力の確保は容易で

はない。日本経済は大労働力不足時代に突入したといえる。 
 実は、このような人手不足経済の到来は人口予測をもとにかなり前から予見されていたこと

で、当局（旧労働省）も早くからこれを予想していた。しかし、その後日本が未曾有の長期不

況に見舞われたために、予想に反して逆に人手が余ってしまっていた。それが、景気回復と団

塊世代の引退を背景に、ようやく今、人手不足経済が現実のものとなり、大労働力不足時代が

到来したのである。 
 大労働力不足時代になると、日本経済はどう変わるのだろうか。 
まず、マクロ経済にとっては、労働面から成長が制約されることになる3。 
次に企業にとっては、人材活用がこれまで以上に重要課題になるほか、企業の経営資源の中

でヒトの重要性が相対的に増す。単に人件費を抑えるだけでは企業の発展は見込めず、イノベ

ーションの担い手となる人材を確保する必要がある。魅力ある職場を提供できない企業は良い

人材を引きつけられないという認識が強まり、女性が働きやすい環境の整備が進むだろう。 
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図表３　　労働力人口の推移（年齢層別）

（年平均）

                                                  
3 ただし、技術進歩の促進や資源配分の効率化によって労働力不足の成長へのマイナス影響を食い止めること

ができれば、1 人当たり所得は増えるため、国民の生活水準が低下することはない。 
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また、人材の獲得や定着のために企業ブランド向上に取り組む企業が増え、従業員がコーポ

レートブランドを強く意識するような社内コミュニケーション戦略（インターナルブランディ

ング）に注力する動きが活発化しよう。 
一方、国内でヒトが希少化するのに伴い、機械設備のコストが相対的に低下するため、機械

化、省力化投資により生産性向上を図る動きが一段と進むだろう（無人化工場、知能ロボット

の活用等）。 
 後に、労働者個人にとっては、労働力不足の中、企業が上記のように人材確保面で優位に

立とうと魅力ある就労環境整備に取り組む結果、ワークライフバランスが改善することになり、

個人の側から見た「雇用の質」が高まると予想される。 
 現下の日本経済は、景気サイクルの面からは、戦後 長の景気拡大を続けながらも、家計へ

の恩恵は乏しく「実感なき拡大」といわれる。しかし、人手不足経済到来という構造要因は、

上記ルートを通じて家計への景気回復感の浸透にとって追い風となることに留意したい。 
 

 
３．非正規社員の地位向上 

安倍首相は、「努力した人が報われ、勝ち組と負け組が固定せず、働き方、学び方、暮らし方

が多様で複雑化している社会、すなわちチャンスにあふれ、誰でも再チャレンジ可能な社会」

を目指している（2006 年 9 月 29 日の所信表明演説）。 
 この考え方に基づく再チャレンジ支援策は、安倍首相のキャッチフレーズ「美しい日本」と

同様、口当たりがよく、異論を唱える者の少ない政策目標であると同時に、多くの国民はこれ

を自分の暮らしとは直接関係のない話だと考えている。 
 しかし、再チャレンジ支援策の一環として検討されている非正規社員の地位向上あるいは正

規・非正規社員の均等処遇は、実は全国 5500 万人の雇用者全体に影響する話であり、既存の

正規社員にとっては痛みを伴う改革につながる可能性がある。 
 正規・非正規社員の格差縮小を図るために非正規社員の処遇を引き上げるコストを、厳しい

グローバル競争下にある企業が吸収することは不可能であり、現在の正規社員の相対的に手厚

い雇用保障や年功賃金を見直さざるをえない。そもそも、「正社員の身分を持った者だけが雇用

が守られるというのは一種の身分社会。非正規社員を正社員に転換する制度を導入するなら、

同時に正社員の過度な雇用保障を見直すべき」4（八代尚宏・経済財政諮問会議議員）なのであ

る。 
 同じ内容の仕事なら正社員もそれ以外の社員も同じ賃金体系にすべきという考え方は合理的

だが5、それを実現するとなると、正社員の処遇低下が避けられない。仮に非正社員の正社員化

を図る政策だけを推進すれば、企業の採用スタンスは慎重化し、雇用需要が減り失業が増加し

よう。したがって、企業が安心して正社員を雇え、全体として雇用を拡大させるには、正社員

の処遇低下を同時に行い雇用制度を弾力化させることが 適解といえるが、これは既存の正社

                                                  
4 朝日新聞 2006 年 10 月 3 日「この人に聞きたい 安倍新体制」。 
5 フランスでは、正規雇用または期付き雇用の枠内でパートタイム雇用とフルタイム雇用があるが、ともに賃

金単価も賃金以外の権利も同等である。これらのほかに、日本における派遣社員に近い臨時雇用者という形態

があるが、「仕事内容が同じ場合、身分が不安定な者は、その不安定性を金銭面で補償されてしかるべき」との

考え方から、臨時雇用者の人件費はいわゆる正社員よりも高い（出所：薬師院仁志「短期雇用に手厚い仏の制

度」、毎日新聞社『週刊エコノミスト』2006 年 10 月 17 日号）。 
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員にとっては歓迎できない話である。 
 正規・非正規社員の均等処遇については、これが広く雇用者全体に影響するルール変更であ

ることが理解されてくるにつれ、論議を呼び、難航が予想される。 
 なお、上述した「非正規社員の地位向上」以外でも、今の働き方を見直し、より良い働き方

の定着を図るための雇用ルール改革が、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会で議論さ

れている。長時間労働の抑制等を目的とした労働基準法の改正案として、政府・与党は当初、

①ホワイトカラー社員を対象とする労働時間規制の除外制度（ホワイトカラー・エグゼンプシ

ョン）、②残業代の割増率の引き上げ、の 2 点を検討していた。しかし、このうちホワイトカ

ラー・エグゼンプションに関しては、事前の説明不足もあって国民から「残業代ゼロ制度」の

レッテルを貼られ、労働組合が反発しただけでなく、与党からも今夏の参院選への悪影響を懸

念して反対論が出たため、同制度導入に関する法案の今通常国会提出は見送られる運びとなっ

た。ホワイトカラー・エグゼンプションについては、参院選後に改めて議論されることになり

そうだ。 
 

 
４．三角合併 

サラリーマンにとって、いつ自分の勤める会社がＭ＆Ａにさらされてもおかしくない時代が

来ている。2006 年はこのことを痛感させられる年となった。世界的に鉄鋼をはじめ幅広い業種

でシェア拡大を目指した大型合併が相次いだほか、日本でもキリンビールによるメルシャン買

収など成熟産業で生き残りをかけた再編のためにＭ＆Ａが活用された。2006 年の世界のＭ＆Ａ

は年間ベースでそれまでの 高だった 2000 年（3 兆 3,320 億ドル）を上回り過去 高を更新

した6。 
筆者は、約 1 年前、本媒体（「TBR 産業経済の論点」）の 2006 年 1 月発行号でも、「日本経

済を読み解くキーワード」を発表しているが、Ｍ＆Ａ関連のキーワードは、2005 年（Ｍ＆Ａの

活発化）、2006 年（企業価値）に続いて今回で 3 年連続の選出となる。2007 年は 5 月の「三

角合併」解禁を迎え、日本がいよいよ本格的なＭ＆Ａの時代に突入する年になる。 

図表４　　三角合併を使った海外企業・外資系企業による日本企業買収

　　＜ステップ１＞　日本法人 Ｆ´社設立
　　＜ステップ２＞　Ｊ社株主にＦ社株式（外国株）を交付
　　＜ステップ３＞　買収を済ませたＪ社を子会社 Ｆ´社に吸収合併させる

出所 ： 津田倫男 『敵対的買収を生き抜く』 文春新書

海外企業 Ｆ社

日本子会社 Ｆ´社 日本企業 Ｊ社

ステップ１ ステップ２

ステップ３

                                                  
6 調査会社ディーロジック集計による（出所：日本経済新聞 2006 年 11 月 18 日）。 
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2007 年 5 月に「三角合併」が解禁されることにより、海外企業が日本で円資金を調達しなく

ても、自社株を使った株式交換という手段で従来より簡単に日本企業を買収できるようになる

（図表４参照）。 
 「三角合併」解禁は会社法改正に伴い、当初 2006 年に実施予定だったものが、敵対的買収

に備える猶予期間が必要という理由から 1 年先送りされていたものである。これにより敵対的

買収がやりやすくなることを受けて、ポイズン・ピルなど買収防衛策を導入する企業が増える

ことが予想される。 
 2006 年の王子製紙による北越製紙のＴＯＢ（株式公開買い付け）など、同業内でのＭ＆Ａ劇

が増えてきていることは、自社で研究を蓄積して商品開発を目指すＲ＆Ｄ（Research  and 
Development）ならぬ、他社が育てたものを買って成長をもくろむＡ＆Ｄ（Acquisition and 

Development）の時代の到来を意味するという見方もできる7。Ａ＆Ｄは、米国の大手ルーター

メーカーのシスコ・システムズの得意技として有名であるが、従来、内部蓄積を活かした開発

戦略で強みを発揮してきた日本企業によるＡ＆Ｄの成功事例が今後相次いで生まれるのかどう

か注目される。 
 Ｍ＆Ａを促進する制度改革として 2007 年に予定されているのは、「三角合併」解禁だけでは

ない。公正取引委員会は、企業合併を認めるかどうかを審査する指針を、合併後の国内市場占

有率（シェア）だけではなく、世界市場を考慮した業界全体の寡占度度合いを測る指数を重視

する基準に緩和する予定である（2007 年 4 月適用予定）。これは、国際競争にさらされる企業

が国内シェアが高まっても合併できるように、Ｍ＆Ａを行いやすくするための制度整備を当局

が進めていることを意味する。 
 こうした中、2007 年はＭ＆Ａが日本企業の事業再構築や攻めの経営のための有力な選択肢の

一つとして定着するだろう。同時に、その裏側にある「買収されるリスク」が広く産業界に認

識され、敵対的買収への平時の備えと有事の対応策を講じる企業が増えるに違いない。 
 
 
５．バイオエタノール燃料対応車 

現在、自動車メーカーが取り組んでいる 重要課題の一つは環境対応である。2009 年前後に

日米欧で一斉にＣＯ2 排出規制や排ガス規制が強化される「2009 年問題」を乗り越えるべく、

各社とも環境対応車および環境対応技術の開発を強化している8。また、部材メーカーにとって

も、このような自動車メーカーの環境性能向上に対応した素材や電子部品9の開発が一大重点テ

ーマとなっている。 
環境対応車の中で、早期に製品化され注目を集めそうなのがバイオエタノール燃料対応車で

ある。 
 バイオエタノールとは植物を原料とするアルコール燃料であり、サトウキビ、とうもろこし

等のデンプン質や木質系のセルロース等を糖化し、アルコール発酵、蒸留して製造され、ガソ

リンに混合または代替として利用される。バイオエタノールは、成長段階で植物が光合成する

                                                  
7 砂川伸幸「『Ａ＆Ｄ時代』到来告げる」日本経済新聞 2006 年 8 月 11 日「経済教室」。 
8 2006 年は 5 月にホンダが、6 月にトヨタが、12 月には日産が、それぞれ環境戦略を発表し、各社とも次世代

の製品・技術構想を打ち出している。 
9 燃費改善や排ガス削減のための切り札の一つは、重い部品を電子化し軽量化することであるため、 近、自

動車向け電子部品の需要が急拡大している。電子情報技術産業協会の推計によれば、世界の自動車向け電子機

器の生産額は 2008 年には 2005 年比 24％増の 1394 億ドルになる見通しである。 
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際にＣＯ2 を吸収しているため、燃焼時のＣＯ2 排出量はゼロと見なされる。そのため、京都

議定書で 2012 年に 1990 年対比 6％の温暖化ガスを削減する義務のある日本にとっては、魅力

的な開発対象といえる。 
バイオエタノール車の先進国はブラジルと米国である。ブラジルでは、ガソリンにエタノー

ルを 20～25％混合することを義務づけており、エタノールとガソリンを任意で混合した燃料を

使用できるフレックス燃料車の販売台数が2005年で約90万台と全自動車（ディーゼルを含む）

の約 55％を占めている。米国では、エタノールを中心とする再生可能燃料の使用が義務づけら

れているほか、全米で販売されているガソリン車はすべて E10（ガソリンにエタノールを 10％
まで混合）対応車であり、E85（同 85％まで混合）対応車も販売されている。 
日本はバイオ燃料導入については諸外国より遅れており、現状、法律で認めているのはエタ

ノール 3％混合ガソリンまでで、全国 6 地域でその製造・流通・利用に係る実証事業が行われ

ている段階に過ぎない。しかし、安倍首相が 2006 年 9 月の所信表明演説で自動車燃料として

のバイオエタノールの利用促進を明言するなど、ここにきて自動車燃料の多様化の切り札とし

てバイオエタノールへの注目度が高まっており、今後普及に向けた法整備や優遇税制等の議論

が活発化するとみられる。 
政府の要請を受けて、石油元売り各社は 2007 年 5 月からエタノール成分を混合したバイオ

ガソリンの試験販売を開始し、以後順次取り扱うサービスステーション数を拡大し、2010 年度

には全国展開することを目指している。 
 環境省の普及計画によれば、エタノール供給体制の整備、流通設備の整備、ガソリンにバイ

オエタノール 10％を混ぜたＥ10 対応車の普及等により、バイオ燃料の導入量を 2010 年時点で

原油換算 50 万 kL、2030 年時点で同 400 万 kL（輸送用燃料に占めるシェア 10％）に拡大す

るとの目標が掲げられている（普及ロードマップは図表５のとおり）。 
  

図表５　　ガソリン燃料におけるエコ燃料（バイオエタノール）普及ロードマップ

出所 ： 環境省 「エコ燃料利用推進会議報告書（2006年5月）」
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注目度が高まりつつあるバイオエタノール燃料だが、「多額の補助金を出してまでバイオエ

タノールの国内生産にこだわる必要はない。ブラジル等からの輸入に依存するのが現実的では

ないか」との声も一部にある。日本の環境・エネルギー・食糧戦略の中でバイオエタノールを

どう位置づけるのかを国家戦略として明確に打ち出すことが必要だろう。 
 
 
６．ＣＧＭ（消費者作成メディア） 

インターネットの分野では、消費者作成メディア（ＣＧＭ：Consumer Generated Media）
の拡大が続くだろう。ＣＧＭとは、消費者が情報発信を担い、それがウェブサイトのコンテン

ツ（情報の内容）になるメディアのことで、ブログ（日記風ホームページ）や会員制のネット

交流サービスであるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）がその代表例である。

ＣＧＭはウェブ２．０10の中核概念であるユーザー参加型のサービスの一つと位置づけられる。 
ブログとＳＮＳの登録者数は、2006年3月末時点で前年同時期の3.5倍へと急増しており（図

表６）、その後も増加を続けているとみられる。 
昨今、ＣＧＭによる個人の情報発信が商品の売れ行きに影響を及ぼすようになってきた。ネ

ットに情報があふれかえるなか、ユーザーはＳＮＳなどで仕入れた情報を道しるべにしている

面があるためである。このため、ＣＧＭをマーケティングなどに利用する企業が増えている。 

335
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2005年3月末 2005年9月末 2006年3月末

ＳＮＳ登録者数

ブログ登録者数

(万人）

446

872

1584

図表６　　急増するＣＧＭ（ブログ、ＳＮＳ）利用者

出所 ： 総務省資料

                                                  
10 「ウェブ２．０」は 2006 年の流行語となった言葉だが、その意味について明確な合意は形成されていない

バズワード（世間あるいは業界で喧伝されてはいるが、その実態が明確ではない言葉）の一種である。ウェブ

２．０は時代の雰囲気を表す便利な枕言葉として 2007 年も多用されようが、この言葉自体の中身は空虚である

ことが明らかとなってきているため、真面目な議論をする際には使用を避けた方がいいかもしれない。 
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2007 年は、ブログの内容を自動的に解析し、読者が関心をもちそうな広告を選んで表示する

「コンテンツ連動型広告」や、ポータルサイト企業のネットオークションとＳＮＳとの連携に

よる新ビジネスなどが拡大するだろう。 
ＣＧＭは家計の消費行動や企業のマーケティングを変えるインパクトを秘めており、企業は

その動向を注視し続け、変化を先読みしながら様々な可能性を探っていく姿勢を求められよう。

ただし、ＣＧＭが果たしてビジネスとして確立できるかどうかは現段階では不確実と言わざる

をえない。 
ＳＮＳなどのネット・コミュニティーの多くは、ボランティアと広告料に支えられた無料の

世界であり、利用者への課金は一部に限られている。ＳＮＳによりユーザーの囲い込みはでき

るかもしれないが、広告収入というインターネット登場以前から存在した方法以外による収益

モデルを構築できた企業は、今のところ見当たらない。 
ＣＧＭの発展を支えているのは、個人が無償で知識や情報等を提供したり自己表現したりす

る相互贈与的なコミュニティである。例えば、ＣＧＭ的な手法を用いて特定企業が何らかの「仕

掛け」をして『電車男』のような大化けコンテンツを生み出して儲けようとしても、その成功

は容易ではないだろう11。仕掛ける側が、一般ユーザーに対する贈与ではなく収奪をたくらん

でいるという意図を見破られてしまえば、材料を提供する側が過敏に反応し、価値あるコンテ

ンツは生まれなくなるからである。 
2007 年は、基本的に無料モデルであるＣＧＭが利益を上げるビジネスになりうるかどうかが

問われる年となろう。 
 

 
７．品質改善 

米国のカリスマ品質管理コンサルタント S. チョウドリ氏は、近著のビジネス小説『なぜお

いしいアイスクリームが売れないの？』の中で、「“品質重視”はアメリカ企業社会の DNA に

組み込まれていないが、日本の企業の DNA には組み込まれている」と登場人物に語らせてい

る。 
しかし、ここ 1～2 年、わが国では大手メーカーの相次ぐ製品事故12や大量のリコール（回収・

無償修理）など、かつて高品質の証しとされたメード・イン・ジャパンの信頼が揺るがす出来

事が頻発している。日本企業の品質重視のDNAはどうなってしまったのかと嘆く向きも多かろ

う。 
 ほかにも、日本のモノづくりの品質優位に黄信号が灯っていることを示す材料には事欠かな

い。米コンサルティング会社のＪＤパワード・アンド・アソシエイツが発表した 2006 年米国

自動車初期品質調査（ＩＱＳ）のブランド別評価をみると、トヨタの「レクサス」が 12 年ぶ

りに首位の座をドイツの「ポルシェ」に明け渡したのみならず、メーカー別ではトヨタは韓国

の現代自動車（3 位）に抜かれて 4 位に順位を落とした。 
品質低下や不具合の頻発の背景には、製品ライフサイクル短期化による開発期間短縮、製品の

高機能化、リストラによる現場の疲弊、外注への丸投げ、請負・派遣労働者の増加によるスキ

                                                  
11 ネット・コミュニティの中からリナックスと『電車男』が生まれたのは、特殊な条件がそろった中で起こっ

た稀有な事例であることは、コモエスタ坂本『低度情報化社会』（光文社）で詳しく分析されている。 
12 パロマ工業製のガス湯沸かし器事故、松下電器産業の石油温風機事故、ソニー製リチウムイオン電池の発火

事故など。 
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ル低下や工程のブラックボックス化、消費者の要求水準の高まり、など様々な要因が絡み合っ

ていると考えられる。 
さらに、製品に使われる組み込みソフト13の増加が品質管理を難しくしている側面もある。

経済産業省の調査によれば、日本には組み込みソフト技術者が 19.3 万人いるが、開発要求の増

大から人材の争奪合戦が起こっており、技術者不足が深刻な問題となっている14。図表７に見

るように、ソフトウェアの不具合を原因とする製品の品質トラブルの割合が増加している。組

み込みソフトの容量の増加に伴い、家電や自動車等のメーカーにとってユーザーの使用環境を

すべてチェックすることが困難となり、不具合が発生するケースが増えていることが窺える。 
もちろん、日本企業は手をこまぬいているわけではない。モノづくりの品質劣化に対する日

本企業の危機感はかつてなく高まっている。2007 年は「品質ニッポン」の復活に向け、各社が

品質改善に本腰を入れて取り組む年になるだろう。モノによってはアジア製が品質で日本製を

凌駕しているとの声が聞かれる中、競争力強化のためには、品質生半可な品質向上ではなく「ダ

ントツの品質」や「ゼロディフェクト（欠陥ゼロ）」を追求する姿勢を打ち出している企業も多

い。 
ただし、ここで注意すべき点が二つある。 
第一は、「桁違いの品質を目指せ」といった精神論で現場の人間の頑張りに期待するだけでは

事態は好転しないという点だ。経営と現場が一体となり、品質問題を引き起こす諸要因を粘り

強く解きほぐし対策を講じる必要がある。

2005

その他
20.4%

ハードウェ
アの不具

合
23.3%

ソフトウェア
の不具合

34.2%

製品仕様
の不具合

22.2%

2006

製品仕様
の不具合

21.5%

ソフトウェア
の不具合

55.3%

ハードウェ
アの不具

合
20.6%

その他
2.6%

図表７　　製品出荷後に設計品質問題が起きた原因

注1.　有効回答数 ： 2005年182社、2006年324社
注2.　ＮＨＫ報道の表現では、各原因は次のように称される。
　　　　　　製品仕様の不具合 → 設計上の問題、　ソフトウェアの不具合 → プログラムミス、　ハードウェアの不具合 → ハードの問題
注3.　ソフトウェアの不具合が2006年に急増した背景には、前年度「その他」と認識されていた問題が
　　　 今年度はソフトウェアの不具合と認識されるケースが多かったことが一因になったと考えられる。
出所 ： 経済産業省 「2006年度組込みソフトウェア産業実態調査」

                                                  
13 家電や自動車などコンピュータ制御を利用する機器に組み込み、製品の動作を指示するソフトウェアのこと。 
14 組み込みソフト技術者の不足比率（必要な追加人数／現在の人数）は 49％に達している（経済産業省「2006
年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書」による）。 
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 第二は、ゼロディフェクトを標榜するあまり、トラブルから目をそむけたり、トラブル発生

時に備えた議論を怠ったりしてはならない。不良品や事故が発生してもその影響を軽微にとど

める仕組みや体制を整備することが重要だろう。 
 
 
８．社員旅行、社内運動会 

バブル崩壊後、グローバリゼーションや成果主義の名のもとに、日本の企業社会から家族主

義的、共同体的な社内行事が姿を消しつつあった。その流れが 2005～06 年頃を境に変わりつ

つある。2007 年は、より多くの企業で社員旅行、社内運動会、職場親睦会などの社内イベン

トが復活するだろう。 
 バンダイでは、2004 年、従来部署単位で実施していた社内旅行を隔年の全社イベントとし、

全 32 の国内・海外旅行コースを用意し、社員が行きたいコースを選べる制度とした。フェイ

ス・ツー・フェイスの社内コミュニケーションの活性化を目的としたもので、参加率はほぼ

100％だという15。 
 アルプス電気は、1992 年にいったん休止していた社内運動会を 2006 年に復活させた16。こ

れは、千葉県の幕張メッセを借り切り、関連企業を含め世界各国の現地法人からも多数参加す

る世界規模の社内運動会で、会社の結束や組織の一体感を高める重要なイベントと位置づけら

れている。 
 会社イベントによる社内コミュニケーション促進を行っている企業は、日本の伝統的大企業

だけではない。楽天では、社員のために毎月「誕生会」を開いているほか、この誕生会をはじ

めプロ野球観戦会など社内のイベント企画を手がける部署である「コミュニケーション室」を

2006 年 9 月に発足させている17。 
外資系でも、例えばザ・リッツカールトン大阪は、従業員の満足度向上のために、日本的な

社員旅行を実施している18。これは、従業員の満足度が上がれば、お客の満足度が上がり、ホ

テルの収益も上がるという考え方に基づくものだという。 
社員旅行や社内運動会などの社内行事といえば、かつては半強制で若い社員がいやいや参加

するケースが多く、休日や業後の時間をつぶして会社の上司と一緒に過ごすことに対する反発

が強かった。しかし、昨今は若い社員が社内行事を家族主義的な交流の機会として歓迎するケ

ースが増えているという。社会経済生産性本部が新入社員を対象に実施している調査によれば、

「会社の親睦行事はできれば参加したくない」とする人の割合が 2006 年には 17.3％に 1990
年の調査開始以来 低の水準となっている（図表８）。 
成果主義の導入、リストラの実施、個人主義の浸透などを背景に社内の人間関係がドライで

希薄となるなか、かつてのアフター５の「赤提灯」などの交流機会がほとんどなくなった今の

若い社員にとっては、会社の人と懇親を深められる機会として社内行事がむしろ新鮮なものに

映る場合もあるようだ。 
 このように、 近、親睦を深める社内イベントを復活させたり新たに導入したりする企業が

相次いでいる背景には、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 

                                                  
15 日本経済新聞 2006 年 10 月 31 日夕刊。 
16 産経新聞 2006 年 10 月 13 日。 
17 日本経済新聞 2006 年 10 月 31 日。 
18 「週刊ダイヤモンド」2006 年 6 月 24 日。 
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図表８　　「会社の親睦会などの親睦行事は、できれば参加したくない」
と思う回答の割合

（％）

（年）
出所 ： 社会経済生産性本部 「第17回（2006年度）新入社員意識調査」

 
の危機感がある。さらに言えば、人間関係がギスギスした社会ではなく、相互信頼社会を再び

企業内に築き上げたいという意図も感じられる。一方、若い社員の間では、社内イベントに対

する抵抗感は薄れており、人間的なふれあいや一体感を感じられるコミュニケーションを求め

る傾向が強まっているという事情がある。 
 会社側、従業員側双方のニーズに支えられて、日本企業の伝統的な社内イベント復活の動き

がさらなる広がりを見せるだろう。また、これと同じ理由から、イベントではないが独身寮を

設置・復活させる企業が今後も増えるに違いない。若手社員の横のつながりを形成し、連帯感

を生み出す仕掛けとしての独身寮の効用に注目する経営者が増えているからである。 
 
 
９．ソフトパワー 

一国の経済成長は、労働力、資本ストック、生産性などその他の要素という 3 つの要因で決

まるが、日本の場合、労働力人口は減少傾向にあり、資本ストックも大きな伸びは見込めない。

したがって、日本が持続的な経済成長を実現するには、イノベーションによる生産性向上が必

要不可欠である。 
イノベーション振興を図る際に日本が頼りにすべきは、世界中の人々を引きつけるソフトパ

ワー19である。ソフトパワーとは、強制や報酬によってではなく、知や文化的な魅力によって

他国の人々が自国に寄り添ってくる力のことである。 
 近年、日本のもつソフトパワーの大きさを日本人に再認識させたのは、海外における「クー

ル・ジャパン」ブームである。 
カラオケ、アニメ、コンピュータゲーム、フィギュアなどは、もともと日本人が自分たちで

楽しむためにつくったものだが、諸外国がその文化をクールだといって憧れて買ってくれるた
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めに、いつの間にか国際的な高付加価値商品になったものであり、日本のもつ強力なソフトパ

ワーの代表例である。クール・ジャパンは、日本人自身があまりに身近であるために気付いて

いなかった良さや強みが、海外からの評価により、その固有の文化の素晴らしさが日本人にも

理解されるようになったものの総称と言ってよい。 
クール・ジャパンというと、特定分野における一過性のブームと考える人が多いが、実はそ

うではなく、多くの産業が日本の強みとして活用すべき日本の文化的蓄積である。 
近、日本の家電製品や自動車が、機能や品質の高さだけでなく、デザインや設計思想のク

ールさで世界に評価されるケースが増えている20。日本の工業デザインには、欧米のデザイナ

ーによる製品では見られない、アニメで慣れ親しんだ形状や日本人特有のこだわりや理念・思

想といったものが潜んでおり、この点が世界で注目されているのである。つまり、メード・イ

ン・ジャパンの強さは、工業製品というハードとコンテンツや文化といったソフトが一体化し

ているところにある。 
 この点を踏まえれば、今後の日本の商品開発のあり方として、日本の高度な技術力に、クー

ル・ジャパンに代表される固有の文化（ソフトパワー）を融合させることで独自の商品を創造

するという方向性が見えてくる。 
 2007 年は、製造業においても、これまであまり有効に使ってこなかった日本のソフトパワー

を活かして、文化体現型・文化創造型の商品開発に注力する企業が増えてこよう。 
 このように予想する理由は、ここ 1～2 年、日本固有の文化や日本的な美しさを前面に出し

た商品が開発され、消費者に支持される事例が相次いでいるからである。2006 年のヒット商品

でいえば、タイガー魔法瓶の「土鍋ＩＨ炊飯ジャー」（日本古来の土鍋を取り入れた炊飯器）、

ポプラ社の『えんぴつで奥の細道』（松尾芭蕉の『奥の細道』を鉛筆でなぞり書きする本）など

がその例である。 

　「新日本様式」とは、我が国の伝統的なデザインや機能、コンテンツと我が国の高度な技術力や商品力と
を融合させ、現代生活に潤いと輝きを与える「日本らしさ」を追求し、新しい日本様式を確立させようとい
う試みです。
　その「日本らしさ」の中核には「日本人の自然観」を置き、それをとりまく「こころ」として以下の三つ
を想定しています。
　「たくみのこころ」　：素材を自然の命として尊び、引き継がれた知恵や技を大切にしつつ、常に新しい
　　　　　　　　　　　　技術や文化を作り出す「たくみの技」
　「ふるまいのこころ」：全体への責任意識をもちながら、個性を磨き、気品と気概のある生き方を求める
　　　　　　　　　　　　「粋（いき）の行動」
　「もてなしのこころ」：異質な考えや新しいものを尊重しながら、自己を確立し、多様性と調和を重んじ
　　　　　　　　　　　　る「優の精神」

図表９　　「新日本様式」とは

出所 ： 「新日本様式」協議会ホームページ

                                                                                                                                                  
19 米国ハーバード大学ジョセフ・ナイ教授が 初に提唱した概念。 
20 次世代のクール・ジャパンの担い手の育成に取り組んでいる杉山知之・デジタルハリウッド大学・大学院学

長は、「アニメやゲームだけが各国の子どもたちに受け入れられ、印象に刻み込まれる中で、今や『工業と科学

技術の進んだ国』という現実の日本のイメージは一体化して、世界の隅々にまで浸透するようになった」、「ア

ニメとともに育った日本の工業デザイナーたちの作り出す製品は、どこか『日本のポップ』を反映しており、

それが日本製品の魅力を増しているという好循環がある」と述べている（杉山知之（2006）『クール・ジャパン 

世界が買いたがる日本』）。 
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 また、グローバリゼーションが進めば進むほど、日本独自のDNAがますます重要となり、「日

本らしさ」を源泉とする製品を生み出して国際競争力を高める必要があるとの認識が強まって

いる。こうした問題意識から、2006 年 1 月、「新日本様式」協議会21が設立され、10 月には「『新

日本様式』100 選」22の発表を開始している（「新日本様式」の定義は図表 9 参照）。 
 こうした 近の日本市場における「和のブーム」を、ネタ切れ、行き詰まり、単なる懐古趣

味などと否定的にとらえるべきではないと思う。これらは、日本の文化の良さや強み（ソフト

パワー）を認識した上で、それを活用した商品を創造するという文化体現型の商品開発の萌芽

といえる。 
 日本の文化全体の力を活かした商品開発を推進することは、日本文化を理解し、日本を愛し

てくれる人間を育てることにつながる。このようなアプローチの中から、日本発で世界に受け

入れられる商品が数多く生み出され、日本が魅力ある国として世界から尊敬を集めるようにな

ることを期待してやまない。 
 
 
１０．理科離れ、工学部離れ 

日本人の理科離れが進んでいる。2003 年の国際的な学力調査では、日本の中学 2 年生の理

科は前回（1995 年）の２位から５位に順位を落とした。 
 内閣府の調査によると（図表１０）、科学技術ニュースに関心をもつ者の割合は、全体では

50％台でほぼ横ばいで推移しているが、30 歳未満の若年層では顕著に低下している（1990 年

50％→2004 年 41％）。これは、ここ 10 年ほどの間に中学、高校で理数科教育を受けた世代の

人間が、成人後に科学技術への関心が低くなっていることを示唆している。 

30

40

50

60

70

76 81 87 90 95 98 04

全体

30歳未満

図表１０　　科学技術についてのニュースや話題への関心

（関心を有する者の割合、％）

出所 ： 内閣府 「科学技術と社会に関する世論調査」 より作成
（年）

                                                  
21 理事長は中村邦夫・松下電器産業社長。民間主体の任意団体（約 100 のメーカー等で構成）だが、経済産業

省、外務省、国土交通省、文化庁がオブザーバーとして参加している。 
22 選定のポイントとして、「たくみのこころ」「もてなしのこころ」「ふるまいのこころ」が表現されているも

の、それらと先端技術との融合や現代生活への提案がされているもの、日本の国際競争力を高め産業振興に役
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 さらに、科学に対する無関心は、子どもよりも大人の方が深刻だという調査結果もある。欧

米日など 25 ヵ国の大人と子どもを対象にした科学技術の理解度に関するデータ23をみると、日

本の子どもの学力は世界第 2 位であるのに対し、大人の理解度は 22 位（下から 4 番目）とな

っている。日本の大人の科学技術理解度は国際水準に達していないことが分かる。 
こうした国民の理科離れは、工学部離れの起点となり、技術立国の足元を揺るがしている。

大学の工学部の志願者は、1995 年の 57.4 万人から 2005 年には 33.2 万人へと、この 10 年で

42％も減っている（文部科学省「学校基本調査」による）。国公立大の工学部でも受験競争率

が 2 倍に満たないところが増えているほか、工学部の偏差値は総じて低下している。 
高校の理科教育のあり方についても問題点が指摘されている。1993 年の「科学技術白書」（文

部科学省）が「若者の科学技術離れ」に警鐘を鳴らしたにもかかわらず、翌 94 年の学習指導

要領改訂では、理系の高校生でも物理・化学・生物・地学の 4 科目のうち 2 科目を選択するだ

けでよくなった。この結果、高校で生物を履修していない医学部学生や物理を履修していない

建築学や機械工学の学生が発生し、現場の教授たちが困惑しているという24。 
 しかし、ここにきてこのような現状に対する危機感がかつてなく強まっており、理科離れに

歯止めをかける取り組みが官民で活発化し始めている。 
 文部科学省と経済産業省は 2007 年度から、技術者や研究者、教員 OB らを小学校の「理科

講師」に起用する事業を連携して進めており、子供の理科離れを防ぐために企業の技術者らの

知見を活用する動きが始まっている。全国の科学博物館では、理系シニア（企業の元研究者や

退職した理科教師等）がボランティアとして展示物の解説などで活躍するケースが近年目立っ

て増えている。 
 また、世界各国の生徒が理数科目の難題に挑む「国際科学五輪」を若者が科学に目を向ける

きっかけとして活用しようと、文部科学省は科学技術振興機構を通じ、科目ごとの実施団体に

助成金を供与している。2006 年の科学五輪には日本から過去 多となる 23 人の高校生が参加

し、好成績を収めた。 
 民間の取り組みとしては、製造業企業が自然や技術をテーマにした企業ミュージアムを開設

したり、社員による実験教室を開講したりして、子どもの科学への関心を高め、未来のエンジ

ニアを育てようとする取り組みが広がっている25。 
 このほか、大学や研究機関が、子どもが楽しみながら科学に親しめるユニークな科学ゲーム

を開発・商品化する事例も見られる26。 
 2007 年は、日本の将来のモノづくりや「技術立国」を支える人材を育てるべく、子供たちの

理科離れや大学生の理工系離れに歯止めをかける取り組みが一層活発化する年になるだろう。 
 
 

                                                                                                                                                  
立つもの、国内外へ発信した際に一目で「新日本様式」が理解できるもの、等が掲げられている。 
23 文部科学省『科学技術白書（2006 年版）』 
24 文藝春秋社『文藝春秋』2006 年 12 月、対談「ゆとり教育で『技術立国』崩壊」 
25 例えば、松下電器産業は、2006 年 8 月、理科・数学への子どもの興味を引き出す体験型施設「リスーピア」

をパナソニックセンター東京内にオープンした。川崎重工は、2006 年 5 月、神戸市の観光スポットであるメリ

ケンパークに、同社製の新幹線車両やヘリコプターなどの実物に触れて、モノづくりを実感してもらう施設「か

わさきワールド」を開設した。 
26 東京工業大学は、「ＤＮＡカードゲーム」を商品化し、小中学生向けに販売している。これは、生命理工学

部学生が教材開発の授業の一環として考案したもので、遺伝情報の仕組みがそのままゲーム化されており、プ

レーヤーは楽しみながら生命への関心を深めることができるという。 
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【補足】 
 1 年前にも筆者は本媒体「TBR産業経済の論点（No.06－02）」で「2006 年日本経済を読み解く 10 のキーワ

ード」を発表している27。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、背後にある本質などを

的確に予見する言葉であったかどうか？ その判断は読者に委ねたい。 

 
付表：　「2006年日本経済を読み解くキーワード」（昨年1月発表の筆者レポート「TBR産業経済の論点No.06-02」）の振り返り

2006年初に提示したキーワード 2006年中の状況コメント キーワードを取り扱った全国紙記事件数 *
　　　（サブキーワード） （過去3年、単位：件）

① 企業価値 ・M&Aの日常化に伴い、「企業価値」重視の経営姿勢が強まった。 「企業価値」or「Ｍ＆Ａ」
（Ｍ＆Ａ） ・王子製紙による北越製紙へのＴＯＢ（不成立）により、日本企業 2004 2005 2006

同士の敵対的買収という「パンドラの箱」が開き、日本にとって 1,245 3,770 3,586
大M&A時代の幕開けの年となった。

② 内部統制 ・2008年度から金融商品取引法による内部統制が全上場企業に 「内部統制」
（日本版ＳＯＸ法） 義務づけられることになった。 2004 2005 2006

・企業はその対応や準備に追われ、内部統制の実務者養成を 70 188 541
うたうセミナーが花盛りとなった。

③ 下流社会 ・「下流社会」は流行語となり、それに誘発されて、「所得格差」 「下流社会」
（希望格差、階層社会、 が2006年の経済論壇の主要テーマとなった。 2004 2005 2006
　富裕層向け超高級商品） ・富裕層マーケティングや下流層マーケティングを模索する企業 0 167 214

の動きが活発化した。

④ 競争力維持・強化のための ・３つの過剰(過剰債務、過剰設備、過剰雇用）を解消した企業が 「競争力」and「設備投資」
戦略的投資 中長期的な競争力の維持・強化のため「攻め」の投資を活発化。 2004 2005 2006

・2006年度の企業の設備投資計画は期中で上方修正された。同 263 240 345
年度の設備投資の前年度比伸び率は高水準だった2005年度を

上回る見通し。

⑤ 進化する携帯 ・ナンバーポータビリティー開始で競争に拍車がかかった。 「携帯」and「機能」
（携帯端末への機能統合） ・ケータイが電子マネーを出し入れする道具になるなど、携帯端 2004 2005 2006

末への機能統合が進んだ。 2,276 2,413 2,643

⑥ 産業用ロボット ・産業用ロボットの2006年の国内生産額（見込）は前年度比8％ 「産業用ロボット」
増の7100億円と2年連続で過去最高を更新。携帯やPCの生産が 2004 2005 2006
急拡大する中国からの実装機の引き合いが急増。 143 148 145
・国際ロボット連盟によると、2004年末時点の日本のロボット稼働

台数は35.6万台で世界第一位（二位米国の約3倍）。

⑦ 地域ブランド ・2006年4月に374件の地域ブランドの申請あり。うち34件が10月 「地域ブランド」
に第一弾の認定を受けた。 2004 2005 2006
・政府の「知財推進計画2006」（6月発表）の中にも「優れた地域 101 184 511
ブランドづくり」が盛り込まれた。

⑧ 社会科見学 ・北海道の旭山動物園、沖縄美（ちゅ）ら海水族館（世界第二位を 「社会科見学」or「行動展示」
（行動展示、体感型学習、 誇る巨大水槽を泳ぐジンベイザメなどが呼び物）の快進撃続く。 2004 2005 2006
　大人の社会科見学） ・「行動展示」の手法を先駆的に導入した旭山動物園園長は06年 96 145 168

の日経BP社「日本イノベーター大賞」に選ばれた。

⑨ 競争優位の源泉としての ・主要設備と製造技術を内製化、ブラックボックス化し、垂直統合 ＊一般用語ではなく、概念を表すキーワード

資源　〔リソース・ベース〕 型で最先端の生産拠点を国内に設けた企業の躍進が目立った。 　であるため、記事件数カウントなし。

（擦り合わせ、垂直統合、現場力） ・日本のものづくりの強さを指摘する識者・関係者の発言は、内部

蓄積を重視するリソース・ベースの視点に立つものが多かった。

⑩ 素材の時代 ・需要拡大が続くデジタル家電の進化を支える日本の素材メーカ 「素材」and「こだわり」
（素材の復権） ーが脚光を浴びた。半導体・液晶材料の約７割を日本勢が供給。 2004 2005 2006

・白物家電などで汎用品とは異なる高級感が伝わるこだわりの 616 609 644
素材を追求する動きが見られた。

（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）

 
 

 
 

 
（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 

                                                  
27 http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_d002.pdf 
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