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14% 6%
30歳以下の日本人のうち……

が、自分の仕事に
「将来性がない」と
感じている。
世界平均：3％

が、経営者は新入社員に
「独創性とイノベーション」を
求めていると感じている。
世界平均：26％

出典：�PwC,�Millennials�at�Work:�Rehaping�the�Workplace,�2011

『Future of Japanインタビュー集  

    ── 10人のビジネスリーダーが語る成長への処方箋』発行に寄せて

　まずここに面白い数値データがあります。30歳の頃、皆さんはご自身の仕事と将来をどう捉え、
感じていたでしょうか？ 30歳といえば、新卒で社会にでて、6〜7年のキャリアを積んだ頃です。
ちょうど仕事も覚えて脂が乗ってきた頃でしょうか。改めてこの2つの数字をご覧ください。これは
PwCが25カ国以上の若手社会人を対象に行った調査ですが、実際にこのデータを見た瞬間、
驚くとともに非常に悲しく思いました。30歳以下の日本人のうち14％が、自分の仕事に「将来性
がない」と感じています。世界平均はわずか3％です。
　しかし次の数値はもっと衝撃的です。同じく30歳以下の日本人のうち、経営者が新入社員に「独
創性とイノベーション」を求めている、と感じているのは、わずか6％です。ほとんどの日本の若
者は、経営者からチャンスを与えられていないと感じているのです。ほとんどの若者が、です。
1990年代のバブル崩壊以降、日本経済は20年にわたる低迷期「失われた時代」から抜け出せ
ずにいました。その失われた20年の間に将来への希望とともに新しいことへ挑戦していく勇気も
失われてしまったのでしょうか。

　PwCは昨年の東日本大震災からの復興にとどまらず、震災前から続く日本経済の低迷期から
の再生、そして新たなる持続的成長の方向性を探るため、Future of Japanというプロジェクトを、
PwC JapanとPwCグローバルと共同で立ち上げてきました。プロジェクトチームでは、日本経済
が今どのような状態に陥っており、どのような対応が必要なのか、また企業レベルでは実際にどの
ような取り組みを行っているのかといった日本の将来の国づくりについて、分析や研究を重ねて
います。
　その中であぶり出されてきたのは、今、日本の課題として以下の4つの「現実」を直視する必
要があるということでした。

❶ アジアの台頭
　日本企業にとってグローバル化はもはや避けて通れません。特にアジアが焦点となってきてい
ます。すでにアジア新興国から強力な新たなライバルが生まれてきています。その中で、アジア
新興国の「最強のライバル」にどうすれば優位性が保てるのでしょうか？　またアジアでのビジネ
ス形成、業務提携に向けた適切なアプローチは何でしょうか？

❷ 増大するビジネスの複雑性
　ビジネスのグローバル化に対応して、企業は新たな戦略が求められています。その中で、海
外拠点との統合はどの程度進んでいるのでしょうか？ また経営陣は世界の多様な価値観を本当
に理解できているのでしょうか？

❸ イノベーションの必要性
　企業が開かれたビジネスモデルを追求するなか、起業家精神を高め、多様なアイデアや取り
組みを活用することで、イノベーションが起こりやすい環境を作り出していくことが重要です。し
かし、新興企業との協業や提携関係は実際にはうまく進んでいるのでしょうか？ また、実際にイ
ノベーションは進んでいるのでしょうか？

❹ 高齢化社会の弊害
　日本は先進国の中で最初に超高齢化社会を迎える国です。この状況に適用すべく組織転換を
していかなければ生き残れません。その中で資本を効率的に活用するためにはどうしたらよいの
でしょうか？　またグローバルな人材育成、獲得をしていくためには、どのような手段があるのでしょ
うか？

　これら日本が直面している4つの「現実」に対し、日本はどのような対応が必要なのか、また
企業レベルでは実際にどのような取り組みを行っているのかといった日本の将来の国づくりにつ
いて、産官学から約60名の有識者へのインタビューを実施してきました。インタビューを通して、
日本および日本企業が直面する課題や、日本企業が実際に取り組んでいる変革について貴重な
ご意見をいただきました。これらの貴重なご意見は、PwCが発行した「Future of Japan〜成長
への処方箋〜」において、貴重な編集素材として活用させていただき、また引用としても紹介さ
せていただきました。

　この「Future of Japan〜成長への処方箋〜」に付随し、インタビューの中で特に日本の国
づくりに方向性を与える示唆をいただいた方々のご意見をより詳細により実感を持ち、またできる
だけ生の声でもって読者へ伝えたいというプロジェクトチームの強い思いから、本インタビュー集

「Future of Japan インタビュー集 〜10人のビジネスリーダーが語る成長への処方箋〜」を発行
していく運びとなりました。
　企業経営や行政指導の現場で多忙極まる毎日を送られているなか、インタビューにご協力い
ただいたビジネスリーダーの皆様にはこの場をお借りして深謝申し上げます。インタビューを通し
て改めて変革に対する意識の高いビジネスリーダーが多いことに驚きました。ビジネスリーダーの
方々は、今、日本が置かれている環境は非常に厳しい、と言いながらも日本の未来を必ずしも
悲観していません。むしろ大きな期待を寄せています。
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プライスウォーターハウスクーパース株式会社
代表取締役社長

椎名 茂

10人のビジネスリーダーが語る
成長への処方箋

東日本大震災によって構造的な課題が浮き彫りにされた日本。
本物の再生には、20年先を見据えた抜本的な成長戦略が必要。

日本の国づくりを担う政財界のビジネスリーダー10人が　
成長への処方箋を語る。

　確かに日本は厳しい課題に直面しています。しかしすべての課題の中にチャンスが存在します。
PwCも他の有識者と同様に、日本の未来は明るく、新たな時代のグローバルリーダーとして再び
注目される日が来ると信じています。日本にも海外から見て驚かれるような良いところ、誇れると
ころが数多くあります。ぜひ、この日本の良さを活かしながら日本の明るい未来を創っていけれ
ばと思います。そしてPwCは、このきわめて複雑で急激な変化する今日のグローバル環境の中で、
日本企業が正しい方向にスピーディーに舵を切り継続的な成長を遂げるよう、引き続き支援に取
り組んでいきたいと思います。
　本書が、日本の将来について考えるきっかけとなり、また改革を模索するうえでグローバルな
視点から何ができるのか、またどんな行動を起こす必要があるのかを考えるヒントを与えるものと
なれば幸いです。
　

2012年秋

Future of Japan
インタビュー集
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本・香港・シンガポールをつなぐ最短遅

延の海底ケーブルを敷設するなど、グ

ローバルICTインフラの拡充に取り組ん

でいます。

　このような事業は早くやらないと、他

のアジアのキャリアが必ず出てくると思

うのです。彼らが本格的な海外展開をす

る前に、アジアNO.1キャリアというポ

ジションを確保しておきたいと思ってい

ます。

───事業のグローバル化を推進してい

くうえで阻害要因となる課題は何でしょ

うか。

　われわれのグローバル展開も、最初は

日系企業の海外進出をご支援させていた

だくということから始まったのですが、

それだとセールスのボリューム自体は限

界が出てきます。やはり、非日系企業を

いかに取り込むかということが課題にな

ります。

　そのためには、たとえばディメンジョ

ン・データ社が持っている非日系の顧客

基盤を活用し、彼らには基本的にはシス

テムインテグレーションをやってもら

い、われわれはネットワークやデータセ

ンターを提供するというように、クロス

セルで非日系企業を開拓していきたいと

思っています。

　インドのような新興国は、現地の経済

成長も早く、ユーザーの新たなICTニー

ズも先進国に比べて高いので、現地の経

済成長をいかにスピーディーに自社に取

り込んでゆくかが、鍵になると思ってい

ます。

───人材のグローバル化という点で、

御社ではどのような取り組みをされてい

ますか。

　企業が本当にグローバルに変わるとい

うのは、やはり人材からと思っています。

事業基盤のグローバル化は、海底ケーブ

ルやデータセンターなどのインフラを海

外に拡大すればできますが、本当にグ

ローバル企業になるには人材のグローバ

ル化が不可欠だと思っています。

───新興市場の事業拡大で積極的に

M&Aを活用していらっしゃいますが、

近年の活動を教えてください。

　2010年にNTTグループの持株会社、

日本電信電話株式会社が英ディメンジョ

ン・データ社を買収しましたが、当社で

は2009年にセキュリティの独インテグ

ラリス社、2011年には情報システムサー

ビスの豪フロントライン・システムズ社

を買収し、2012年1月にはインドのデー

タセンター運営会社、ネットマジック・

ソリューションズ社の株式譲渡契約を締

結しました。

　海外展開を進めるうえでエリア的なカ

バーや事業ドメインを拡大するためには、

本当は自前でいけばいいのですが、ス

ピード感を重視すれば、M&Aも組み合

わせていかざるをえないというのが現実

的なところです。

　ネットマジック・ソリューションズ社

の場合は、成長が期待されるインド市場

でICTインフラを拡充するために、現地

のデータセンター運営会社の支配権を獲

得しました。特にクラウドサービスは今、

皆さんが話題にしています。今後、いか

にスピーディーにマーケットで優位なポ

ジションを獲得できるかが勝負です。

　アジア市場は、今までシンガポール以

西にデータセンターなどのインフラを

持っていなかったものですから、これか

ら自社でインドにデータセンターを建て

て、事業を拡大するというのも時間がか

かってしまうので、これはむしろカバ

レッジを広げるために時間を買うという

目的でM&Aを決めました。

　グローバルキャリアの中で何らかの特

色を出していく必要があるので、欧米の

コンペティターと比較しても、われわれ

はアジアでしっかりとしたインフラを

持っているという点で差別化したいと考

えています。

　クラウドサービスの拡充という点では、

技術の先進性も大切ですが、クラウドの

基盤となるデータセンターやネットワー

クなどインフラの信頼性が、差別化の要

因になると思っています。

　そういう意味では、先行投資的に海外

のデータセンターを建設するとか、アジ

アン・トライアングル構想として、日

ありま・あきら
PROFILE

神奈川県出身。一橋大学商学部卒
業。1973年に日本電信電話公社入
社。以後、東日本電信電話株式会社
の取締役経営企画部長などを歴任し、
2007年、NTTコミュニケーションズ株
式会社代表取締役副社長ネットビジ
ネス事業本部長に就任。2010年6月
より現職。

新興国でのエリアカバレッジを固めるには、
現地の経済成長を自社に取り込むスピード
感が鍵となります。

　1999年にNTTを再編したときに、グ

ローバル事業に従事する人員を当社に集

めたのですが、英語で支障なくコミュニ

ケーションできる人材を増やすというの

はなかなか難しいですね。

　当社が今試みているのは、東京をヘッ

ドクオーターとして、「グローバル」に

「シームレス」な企業を作ることです。

　そのような構想のもとで、昨年の8月

に組織を大きく変えました。これまで

は国内事業と海外事業で組織が分かれて

おり、人材も基本的には英語のコミュニ

ケーション能力が高い人が海外事業を担

当するグローバル事業本部に集まってい

ました。

　いずれにしてもお客さまのニーズが

「グローバル」かつ「シームレス」なも

のとなりますので、これに合わせて組織

も「グローバル」かつ「シームレス」に

しようと、国内組と海外組を同じサービ

ス組織に統合したのです。

　新入社員の採用でも、日本人以外をで

きるだけたくさん採ろうとしています。

今年は全体で212人採用する予定なので

NTTコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長

有馬 彰氏
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　当社はもともと物を作る会社ではない

ですから、オペレーション技術の面で強

みを持った企業にしていきたいと思って

います。世界中から一番良い技術を持っ

てきて、それをいかにサービスとして

オーガナイズして、お客さまに提供する

かというところに特化しています。

　イノベーションという観点では、当社

がすべて独自の技術でイノベーティブと

いうのはちょっと難しいと思っています。

世界の最新技術を組み合わせたサービス

という意味でのイノベーティブです。

　ネットワークの仮想化技術を活用した

クラウドサービスは、今のところ世界で

も商用サービスとして提供しているとこ

ろはないので、われわれが最初にやりた

いと思っています。

　それから防災対策という観点からは、

自然災害が起こったときにいかに通信を

確保するかということが、当社の使命と

思っています。

　東日本大震災の教訓があるのですが、

1つは通信ネットワークの多ルート化と

いうものです。これは昔から当社も取り

組んでいまして、東北向けの中継ルート

が３ルートあります。太平洋を通るルー

トと真ん中を通るルートと、日本海を通

るルートです。

　本当に３ルートも必要かという議論が

昔からあったのですが、震災時には太平

洋側と真ん中を通るルートが両方とも福

島県で切れてしまいました。金曜日の地

震発生後、翌月曜日の明け方には真ん中

のルートを暫定復旧したのですが、それ

までの間はやはり十分な容量を確保でき

ませんでした。多ルート化というのは、

危険分散する意味でも重要だと思ってお

りまして、今グループ全体でもっと災害

に強いネットワークを構築するべきだと

いう議論をしています。

　通信の方式も１つの方式で全部カバー

するのは難しいので、固定通信や携帯通

信、さらには衛星通信と、いろいろな通

信手段を確保しておくことがやはり必要

です。

　今、グループ内でいろいろな検討をし

ていますが、日本は災害の多い国ですの

で、いかに通信を維持するかという点に

注力し、東日本大震災の教訓も踏まえて

事業推進したいと思っています。

　中国本土でのビジネスは規制も多くな

かなか難しいのですが、彼らも段々、い

ろいろな意味でオープン化するのでしょ

うから、そうなったときにチャンスでも

あるし、彼らがどんどんグローバルに出

てくると、非常に強いコンペティターに

なるのは確かでしょう。

　日本の技術は、ガラパゴス現象とよく

言われています。かつては日本マーケッ

トを対象とした技術・製品・サービスを

どんどん進化させていくことで、一定の

成長が見込めましたが、今グローバル競

争の中で、価格的にも競争しなくてはい

けない。

　これからグローバル競争の時代におい

ては、シームレスなサービスというか、

オペレーションの標準化も、サービスの

標準化も、グローバルベースで進めてい

くことが必須だと思っています。このと

きに一番悩ましいのは、お客さまの要求

するものが、日本のお客さまとそれ以外

のお客さまとでは違うということです。

　価格も、やはり日本のスペックの方が

高くなりがちです。日本のお客さまは、

日本以外のお客さまに比べて、コスト

リーでより人手をかけるようなことをご

要望になるのです。ここをどちらの標準

でやっていくのかということが非常に悩

ましい問題です。この悩みは「グローバ

ル」に「シームレス」なサービスを追求

すればするほど深くなります。

　それでは非日系のお客さまが言うのを

標準にして、日本向けはオプションサー

ビスで、追加料金を取ればいいではない

かという考え方もあります。海外に進出

する際、日本のものをそのまま持って

いって、海外のお客さまにサービスでき

るかと言っても、それは難しいのです。

　製造業の方は、海外に出た歴史ももっ

と長いですし、ノウハウもあると思うの

ですが、当社は本格的に海外で始めたの

は10年少し前からです。そういう意味

ではまだ経験は少ないのですが、ネット

ワークはグローバルにつながっているの

で、グローバル化は不可避だと思ってい

ます。

インタビュー実施日：2012年4月10日

すべて独自の技術でイノベーティブである
ことは難しいですが、組み合わせの新しさ
でイノベーティブなサービスを提供すること
に特化しています。

営業開始日：1999年7月1日
代表取締役社長：有馬�彰
本社：�東京都千代田区内幸町�

1丁目1番6号
http://www.ntt.com/

資本金：2,117億円
連結営業収益：1兆2,132億円
従業員数：8,000人
（2012年3月31日現在）

Data

NTTコミュニケーションズ
株式会社

インタビューに伺ったNTTコミュニケーションズ本社にて。左から、PwC�
Japan�NTTサービスチームグローバル責任者パートナーの原宏治、有
馬氏、PwC�Japan��Future�of�Japanプロジェクト担当マネージャーの
後藤恵美

すが、外国の大学を出た日本人も含めて

海外出身が38人いまして、そのうち半

分は中国人です。

　昨年も外国人を採用したのですが、配

属すると評判がいいのです。彼らが頑張

るので、それが刺激になるというのです。

外国の企業に勤めようというのですから、

それなりの気概を持った人が来ているの

だと思います。

　それから海外の現地法人に行ったとき

に、ローカルの若手社員とタウンミー

ティングなどをやることにしているので

すが、彼らと話していても非常にアグ

レッシブです。そういう意味で言うと、

何かやはり日本はあまりにも住みやすく

なりすぎてしまったということで弊害が

出ているのかもしれません。ちょっと寂

しいのですが。

───貴社のビジョン2015では「Inn-

ovative」 「Reliable」「Seamless」をス

ローガンに掲げられていますが、競争力

の源泉として、イノベーションの創出に

はどのように取り組まれていますか。
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の仲間の力を借りて、自分たちはより付

加価値の高いサービスの企画など、より

上流工程にビジネスの主軸を動かしてい

けるよう導くことが自分の使命だと考え

ています。

　グローバルを伸ばすためには、海外で

のサービス提供拠点の拡充が重要課題で

す。グローバル企業からシステムを受託

するには、われわれもお客さま企業の拠

点と同じだけの面的なサポート体制を敷

いている必要があります。そのためには、

それぞれの現地でしっかりとビジネスが

できているIT企業を買収して、相互に

サポートし合う体制を確立する必要があ

りました。そのためにもM&Aというの

はきわめて有効で、カスタマーベースも

一緒に獲得できますし、その延長線上で

グローバル企業のお客さまにも対応でき

ます。

　日系のお客さまが海外進出して、変

わっていらっしゃるのに、われわれは日

本だけしかサポートできないというので

は、世界共通の受発注システムであると

か、そのお客さま企業の基幹システムを

一括でサポートできません。それは取り

もなおさず、日本のマーケットすら失っ

てしまうことになります。

　また、日本の公共分野で、たとえば電

子地図のシステムや関税システム、それ

から航空路のシステムなども今、どんど

ん海外に出ています。

　グローバルなマーケットでは、われわ

れはまったくの新参者です。他の海外企

業や日系企業、ローカル企業との競争に

勝っていくには、やはりインテグレー

ションを徹底的にやり、加えてわれわれ

の強みを活かした独自のビジネスプロセ

スを確立していくことが重要です。

　今回、北米に始まり、各地域会社ご

とに会社を統合し、社名としてNTT 

DATAのブランドを名乗ることにしまし

た。しかし、組織を統合して終わりでは

ないということは常に言い続けていま

す。今年はグローバルが１つになる正に

「One NTT DATA」の誕生の年です。

───貴社は積極的なM&Aにより海外

事業を拡大されていますが、経営への影

響についてお聞かせください。

株式会社 NTT データ 顧問（前代表取締役副社長執行役員）

榎本 隆氏

───グローバル化対応ということで御

社は2012年4月1日付けで組織再編され

ていますが、その背景を教えてください。

　組織再編の目的は事業のグローバル化

を促進することなのですが、そもそもな

ぜグローバルに出ていかなければいけな

いのかというところをしっかり理解した

うえで進めなければいけません。目的と

手段を混同すると、何のためにグローバ

ルをやっているのか、何のために再編を

やっているのか、統合することが仕事に

なってしまうのでは意味がありませんか

ら。

　これまでM&Aを通じて多くの海外企

業がわれわれの仲間になってくれました

が、現状はそれぞれの地域のローカル

企業の集合体という状況です。そこを

何とかしてブレークスルーして、「One 

NTT DATA」と言えるようなグループ

企業にしていきたいと思っています。

　今の日本のマーケットというのは明ら

かに成長が鈍化していますし、われわれ

のこれからの10年、20年先の成長を考

えたとき、もうドメスティックマーケッ

ト依存型の会社では未来はないというこ

とは明白です。これはどの産業でもそう

だと思っています。

　当社は1990年代に、一度海外事業を

広げた時期がありましたが、2005年

あたりから本格化した当社にとっての

第二期海外展開に活きています。ただ、

2005年当時、当グループは海外ビジネ

スに対するマインドセットが非常にネガ

ティブな環境にありました。ですから、

私が海外事業の拡大を提言しても、なか

なか理解されない状況が続きました。そ

れでも結果的には、2008年以降、国内

の売上げは縮小している一方、海外は伸

びていて、2012年３月期末の売上げベー

スでは海外売上げが17パーセントを占

めています。

　もちろん日本のマーケットも、米国に

次いで３番目に大きなIT市場ですので、

われわれのホームグラウンドとして、徹

底的に頑張っていく余地はまだまだある

と思っています。

　それと国内にいる30,000人の社員た

ちが、なるべくグローバルな価格競争の

犠牲にならず、中国やインドという海外

えのもと・たかし
PROFILE

1975年に日本電信電話公社入社。
90年代に2度の米国勤務を経験。帰
国後、法人ビジネス分野の副本部長、
人事部長を歴任。2005年、経営企
画部長および国際事業推進本部長と
して海外M&Aを推進。2008年に代
表取締役副社長執行役員に就任。
2012年6月より現職。

これからの10年、20年先の成長を考えたとき、
もうドメスティックマーケット依存型の会社では
未来はないということは、明白です。

　数字上の影響はものすごく大きいです。

2005年の海外売上げは55億円でしたが、

2012年までの７年で2,000億円まで、30

倍以上に伸びています。

　M&Aでは、ヨーロッパと米国という

ITのマーケットの大きいところを軸に

買収を進め、将来的に2015年には世界

のIT企業でトップ５入りを目指してい

ます。やはりIBMやアクセンチュアの

ホームグラウンドで本当に競争できるよ

うな存在にならないと、真のグローバル

企業とは言えないでしょう。

　そもそもM&Aは、われわれの戦略に

合う企業を自分たちでリストアップして、

進めています。ここ最近では、ロングリ

ストからぐんと縮めていくときのアプ

ローチも、自分でも７年前と３年前と今

では全然違うなと改めて思いました。ど

ういうところにグループ全体としてリ

ソース、あるいは対応力を強化すること

が、全体としてのグローバルな対応力を

強化できるだろうかという観点で、やは

り毎年対象企業のクライテリアは変わり

ます。

　またM&A交渉のときには、トップ自
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さまのお役にも立たないというのが当社

マネジメントの共通認識です。

　2012年の新入式でも、山下社長（当

時）の挨拶で「全員がグローバル人財に

なることと、また、一人ひとりがイノ

ベーションリーダーになること」を推奨

しました。

　実は、私も新入式では壇上に上がって

挨拶をしたのですが、３分間英語でス

ピーチをしました。社長がグローバルだ

グローバルだと言っているので、マネジ

メントが率先してお手本を示さないと。

なるべく日本人でもわかりやすい英語で

しゃべりました。国際社会においての共

通言語は英語です。海外の仲間とコミュ

ニケーションを取るには、とにかく英語

を話すということが大切だということを

自ら示したかったのです。

　そして人財育成は、実践の中でしか育

たないと思っています。自分の言葉で

グローバルのビジネスを語れる人財を

作っていかなければいけません。できれ

ば勝ち戦を経験させたいのですが、もの

すごく苦しい闘いでも、貴重な経験だと

思って見守ります。悔しい思いなどをさ

せるのも教育の一環ですから、実践に放

り込んで、海外のグローバルの案件にも

放り込んで、日本だけではなくて海外の

連中と一緒に仕事をさせて鍛えていく

のがマネジメントの最大の責務なのだ

と思います。

　私自身もそうでしたが、このような経

験を通して、自分の言葉でビジネスを語

れるようになるというのは、非常に大切

です。お客さまに説明のプレゼンをする

ときにも、この人は本当にわかって言っ

ているのかどうなのか、すぐにわかりま

すよね。そのときにやはり自信をもって、

自分の失敗談や成功経験も含めてお客さ

まに説明できるというのは、本人にとっ

ても大切ですし、お客さまの安心にも繋

がると思っています。

　グローバル人財という観点から言うと、

米国やヨーロッパ、インド、中国といっ

た各拠点にいる30,000人ほどの社員を、

どうグローバルに日本人社員との整合性

をとりながらマネージしていくかという

ことが課題になります。

　NTTデータというのは、グローバル

に出て行っても、やはり日本の会社なの

だから、日本企業としての人的投資とい

うものをグローバルな社員にもどのよう

に提供してゆくかということが課題にな

ります。

　賃金水準をとっても、中国では近年上

がってきているとはいえ、まだ日本人に

比べると半分から３分の１程度です。ベ

トナムと比べると向こうは10分の１で

す。そのような競争の中で、日本の雇用

をどのように守っていくかという点に、

私自身は非常にセンシティブになってい

ます。

───海外事業を拡大しながら、国内で

は震災被災地の復興支援をされていらっ

しゃいますが、どのようなサポートをさ

れているのですか。

　石巻市に事務センターを作りました。

現在は事務センターという名前は止めて、

コールセンターも作ったので、BPOセ

ンターと位置付けて、雇用の拡大に努

めています。最初は３人だったのですが、

すでに数十人の規模にいたることができ

ました。

　１月10日に開所式をした時点では３

人で開所式をして、市長さまにも来てい

ただくのが心苦しいと言いましたら、市

役所の方から３人でも嬉しい、ゼロと比

べたらまったく違うのだから、ぜひやっ

てくださいと仰るのです。

　当初は、被災地のボランティアの話で

伺ったつもりが、市役所の方々から雇用

をなんとか創出して欲しいという話に

なって始めた活動です。

　ボランティアというのは短期的に終わ

る可能性がありますが、雇用というのは、

長期にわたってコミットしていかなくて

はいけません。とにかく石巻に雇用を創

出する。ですから長期的にきちんとビジ

ネスとして成功させなくてはいけないの

で、採用した社員の方々にも強く言って

います。

　長期的に被災地でIT関連の雇用を

作っていくということで、当社は社会の

お役に立ちたいと思っています。した

がって、小中高校生の育成から考えてい

ますが、単なるパソコン教室というレベ

ルではなくて、本当に地場の若い世代が

競争力を身につけて、地域の経済が回る

ような形の貢献を、当社のBPOセンター

が実現できればと考えているのです。

　広範に薄く支援していくというよりも、

長期的に対象地域を決めて腰を据えて、

石巻なら石巻といった地域に焦点を絞り

コミットし、その地域の経済を復興して

いく、再建していく、というような決し

て一過性ではない、長い目で見た実効を

伴う社会活動にしていきたいと願ってい

ます。

インタビュー実施日：2012年4月12日

営業開始日：1988年7月1日
代表取締役社長：岩本敏男
本社：�東京都江東区豊洲�

3丁目3番3号
http://www.nttdata.com/

資本金：1,425億円
連結売上高：1兆2,517億円
従業員数：58,668人
（2012年3月31日現在）

Data

株式会社 NTT データ

ら相手方の経営陣と直接会って、英語で

きちんと時間をかけて交渉をしています。

買収先の数字だけでなく、どんな人たち

が経営に携わっているのかということを

きちんと理解することが、非常に大切な

のです。彼らとWin-Winな関係を築く

ことはすごく大事です。こういった信頼

関係があって、今、実績がついてきてい

ると言えることは、とてもありがたいこ

とだと思います。

───グローバル化に関連した貴社の人

材戦略についてお聞かせください。

　IT業界は人で成り立っていますから、

人を大事にする会社にしていきたいと

思っています。人を徹底的に鍛えて、プ

ロフェッショナルにして、お客さま、あ

るいは世の中の役に立てるような人を

「人財」として育成していきたいという

のが、当社マネジメントの思いです。ま

た基本的に雇用を守ることが最大の使命

であり、ボトムラインだと考えています。

そこは多分日本的なのでしょうね。

　一方で、もっと利益率を上げて、将来

の人財に投資できるようにするためにも

われわれ自身がブラッシュアップしてい

かないと競争にも負けてしまうし、お客

社員をプロフェッショナルとして徹底的に鍛えて、
一人ひとりがイノベーションリーダーとして世界で
戦っていけるようにするのがマネジメントの役割だ
と考えています。

インタビューに伺ったNTTデータ本社にて。
左から、Future�of�Japanの後藤恵美、榎本氏、PwC�Japan�NTTサービスチーム
グローバル責任者パートナーの原宏治
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───Please tell us about your view 

on the corporate social responsibility 

(CSR)?

Corporate social responsibility 

is not a fad. It is the building of 

relationships between companies and 

communities. Ethically and morally, 

it’s the right thing to do─and it’s also 

the smart business choice because 

corporate social responsibility 

ensures competitiveness and allows 

us to understand current and future 

customers on a truly personal level.

───What is the lesson learnt from 

the Great East Japan Earthquake?

Certainly the earthquake and 

tsunami were crises that we hope are 

never repeated. At the same time, 

the tragedy showed the courage, 

resilience and solidarity of the people 

of Japan, particularly the people of 

Tohoku. It demonstrated that Japan 

has countless heroes─people who 

are willing to risk their own lives to 

help others in their time of need.

───What is the most important 

quality of the leader for your 

employees?

Our employees at the factory in 

Iwaki had many questions: “What 

will our future bring? Will Nissan 

abandon us? When will we receive 

help?” They expected the head of 

Nissan to be with employees in the 

face of tragedy─and they wanted 

answers. That’s why we refused to 

hide or cover up facts, no matter 

how difficult. We confronted the 

crisis with transparent and precise 

information whenever possible. 

Beyond the safety of our workers, 

our top rule was communicate, 

communicate, communicate.

カルロス・ゴーン
PROFILE

1999年6月に、日産自動車株式会
社のCOO（最高執行責任者）に、
2001年6月に社長兼CEO（最高経営
責任者）に就任。2005年5月からは
フランスの自動車メーカー、ルノー社の
社長兼CEOも兼務し、世界の企業売
上高ランキング�フォーチュン・グローバ
ル500に名を連ねる2社を同時に率い
る、世界初の経営者。
ルノーと日産は、大手自動車メーカー
の中では最も長く続いている、文化の
異なる企業間提携である。ゴーン氏は
1990年代当初、深刻な経営難にあっ
た日産自動車を再生させ、2000年に
は黒字化を果たした。さらに東日本大
震災後は、数々の自然災害と経済不
安の中、より確かな舵取りを行った。

Future of Japanプロジェクトチームでは、2012年3月27日に行われた在日フラン
ス商工会議所主催のカルロス・ゴーン氏の講演会に出席。
「東日本大震災から一年：未曾有の震災と津波から学んだこと」と題されたゴ
ーン氏の講演における質疑応答の中で、最大級の自然災害に遭遇し、日本人
がいかに持ち前の忍耐力と団結力を活かして立ち上がったのか、自動車工場拠
点を擁する地域コミュニティーに対する企業の社会的責任とは何か、そして従業
員をはじめ多様化するステークホルダーへの説明責任を果たすため、リーダーに
は何が求められるかについて質問をさせていただいた。質問と回答はともにフラ
ンス語で行われたが、ゴーン氏からは今回Future of Japanのために特別に英
語と日本語でのメッセージをいただいた。

日産のいわき工場で震災復興の指揮をとるゴーン氏

在日フランス商工会議所主催の講
演会にて。ゴーン氏とPwC�Japan��
Future�of�Japanの後藤恵美

───地域コミュニティーに対する企業

の社会的責任についてお聞かせください。

　企業の社会的責任（CSR）は、その

時代の流行りで取り組むものではあり

ません。これは、企業と地域コミュニ

ティーとの関係構築として重要な役割を

持っているのです。倫理的にも道徳的に

も当然の行動ですし、さらに言うと賢い

ビジネスの選択とも言えます。なぜなら

CSRは競争力を高めることになります

し、企業が現在そして将来の顧客ニーズ

を理解するためにも役立つからです。

───東日本大震災から学んだことは何

でしょうか。

　

震災や津波は二度と繰り返されてはなら

ない大災害であることに違いありません

が、同時にこのような悲劇が日本人の勇

気、忍耐強さ、結束力を再確認させてく

れたというのも事実です。日本、とりわ

け東北地方には数えきれないほどの英雄

がいることが証明されました。緊急時に

は、他人を助けるために自分の命をも賭

けられる勇気ある人たちです。

───リーダーに求められる資質として

何を大切にされていますか。

　当社のいわき工場の従業員たちからた

くさんの質問を受けました。「自分たち

の将来はどうなってしまうのか。日産は

われわれを見捨てるのか。支援はいつ受

けられるのか」。彼らは大災害に遭遇し

たまさにそのとき、日産の社長に側にい

て欲しかったのだと思います。そして何

よりも答えが欲しかったのだと思います。

ですから、われわれ経営陣は、たとえど

れほど困難であっても、逃げたり事実を

隠したりするようなことは断固としてし

ないと決めました。そしてこの危機に、

可能な限りの情報の透明性と正確性を

もって対応したのです。従業員の安全の

次にわれわれが最優先したのが、コミュ

ニケーション、コミュニケーション、そ

して何よりもコミュニケーションです。

ルノーと日産のアライアンス（提携）は、
幅広い分野で戦略的に協力するパー
トナーシップ。
締結：1999年
会長兼最高経営責任者（CEO）：�
カルロス・ゴーン
2011年販売台数：8,029,222台※

※�露�アフトヴァズ社の「ラーダ」ブランド
637,177台の販売を含む。

Data

ルノー・日産アライアンス

ルノー・日産アライアンス 会長兼最高経営責任者 (CEO)

カルロス・ゴーン氏
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人種・宗教・価値観・商道徳などを理解

し、それをリスペクトしながら、共に働

くことと言えるでしょう。また、そのよ

うにしないとこれからの日本の発展はな

いという意識を、本当に共有すれば、日

本人はもっと力を出せると信じています。

　それから日本へのインバウンド、すな

わち内なるグローバル化を進めることも

きわめて重要です。日本という国は、四

季折々の風景、芸術的ともいえる和食、

それに心優しいホスピタリティーなど、

世界のどの国と比べても遜色ない条件を

備えていますから、皆さんもっと日本に

来てくださいと、積極的に誘致すること

が必要です。

　もちろん、内なるグローバルを進めて

いくためは、世界各国の法律や商道徳、

商習慣、宗教、歴史、文化などへの理解

を深めていく必要がありますし、今六重

苦と言われている項目を、少なくとも世

界のアベレージに持っていくことができ

れば、インバウンドの環境は著しく好転

するでしょう。成長戦略のための施策は、

グローバル化にも資するということです。

　いかなる課題でも本質を見極め、関連

課題との相互関係を踏まえ、全体最適と

なるような解を見つけ出すというアプ

ローチが重要です。

　たとえばエネルギー政策に関して、皆

さんが「原子力はやめて、今度は化石燃

料だ」と言うとします。そうなったら、

当然3兆5,000億円もエネルギーコスト

が上がるわけです。しかし、そうなると

「電気料金は下げろ」となり、「節電をせ

よ」「電気を使うな」となって経済が活

力を失っていく、これではだめです。

　経済はきちんと成長させていかないと

税収がなくなって財政改革ができないし、

必要な国家的支出も滞らざるをえなくな

ります。これらは、全部連関しているの

に、課題を個別議論しているうちに、問

題の本質を直視しない癖がついてしまう

のです。ですから、問題の本質を直視し

ようと言いたい。「直視」です。

───日本企業の海外進出は、製造拠

点の移転というフェーズを終えて次の

フェーズに入っていますが、今後はどの

ような取り組みが必要となりますか。

　製造拠点と見ていた新興国自体の経済

が成長しており、今後の主力マーケット

として見ていく必要があります。

　新興国では、経済成長に伴って所得が

増えています。中国とインドの人口を合

わせると30億人になりますが、所得税

などを払って可処分所得が年間5,000ド

ル以上の人を中流以上というように定義

づけると、今、その層の人たちが30％、

９億人ぐらいの規模になっています。こ

れが、今後10年間で20億人ぐらいに増

加すると予測されていますから、国民総

所得がものすごく増えるわけで、当然そ

こを潜在マーケットとして注目していく

必要があります。

　日本の70％近くが小売りを中心とし

たサービス産業ですから、国内経済が伸

びない中で、各社とも海外の主力マー

ケットへ進出する努力をしているわけで

す。製造拠点としてのフェーズが終わっ

───小林様は伊藤忠商事株式会社の会

長でいらっしゃると同時に経済同友会副

代表幹事、経団連審議員会副議長として

日本の成長戦略に関する政策課題に取り

組んでいらっしゃいますが、現在の日本

をどう見ていらっしゃいますか。

　今の日本には、税と社会保障、少子高

齢化、震災復興、原子力エネルギー、あ

るいは中長期的な成長の道筋など、解決

したり決めたりしなければならない課題

が山積しています。どれも重要かつ難し

い問題ですが、これらを解決しないこと

には、将来世代へ豊かな日本をバトン

タッチすることができません。

　問題の本質と重要性、それに危機感を

国民全体で共有し、国の総力をあげ、か

つスピード感をもってこれらの難問に取

り組むべきですが、残念ながら現時点で

はそのような形になっていません。

　逃げるといったら怒られてしまいます

が、スピード感も緊張感もなく、送りバ

ントのように問題を次の世代に先送りし

てゆくと、世の中が回らなくなってしま

います。国全体がいろいろな問題を直視

し、たとえ難しくても必ず解決するのだ

という意志や、目的意識の醸成が必要で

す。

　若い世代は、社会に対する関心が薄い

などと言われていますが、今回の震災復

旧を通じてわかったのは、ターゲットや

ゴールを具体的にイメージすると、驚く

ほど能動的、積極的に動くということで

あり、こうした若い人たちの中から将来

の日本を背負う、たくましい人材が輩出

されるのではないかと思います。

───企業活動のグローバル化について

重要な点、そして現行の課題は何である

とお考えですか。

　当社は商社ですから、もともと海外と

の接点を持つということに対して、アレ

ルギーが少ない人材が集まっていますが、

何年も前からグローバル展開の一層の推

進を繰り返し説明してきた結果、海外に

行きたくないという人間はほぼ皆無に

なったと言えます。

　グローバルの人材に求めるものは何か

というと、語学力に加えて、多種多様な

こばやし・えいぞう
PROFILE

大阪大学基礎工学部物性物理工学
科卒業。1972年に伊藤忠商事株式
会社入社。2000年代初頭に執行役
員�情報産業部門長（兼）ネットの森
番人、常務執行役員�経営企画・事業・
総務・法務担当役員（兼）チーフインフォ
メーションオフィサーを歴任。2004年
に代表取締役社長に就任。2011年6
月より現職。

日本へのインバウンド、すなわち
内なるグローバル化を進めること
もきわめて重要です。

て次の段階、すなわちマーケティング・

販売のフェーズになると、難易度は工場

管理の比ではなくなります。その国を理

解して、その国のことをよく知っている

ビジネスパートナーを見出して協業する

必要があります。つまり、日本からはビ

ジネスの成功に必要なノウハウを持って

行き、現地のマーケットをよく知ってい

るところと提携するわけです。

　たとえば、当社のグループにはコンビ

ニのファミリーマートがありますが、国

内に8,000件店舗を展開していて、パン

の供給をどうしたらいいか、トラックの

配送をどうしたらいいか、倉庫をどう管

理したらいいかということについてのノ

ウハウは十分あります。それをベトナ

ムで展開するときには、日本でベトナム

のことをわかる人を養成したうえで、ベ

トナムの国内マーケットに精通した現地

パートナーと組んでエリア展開をするわ

けです。

───変化の激しいビジネス環境に対

応するためには人材戦略が鍵となると

PwCは考えていますが、これからの日

本企業はどのような取り組みをすべきな

のでしょうか。

　それは本当に難しい問題です。人材の

提供という点では、日本だけではなくて

海外も含めてやはり大学です。

　大学でどういうことを勉強して欲しい

かというと、いわゆる専門教育だけでな

く、基本的な人間力というか、問題を正

面から捉えて、それに挑戦してひるまな

伊藤忠商事株式会社 取締役会長

小林栄三氏
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活用することが必要だと思うのです。

　あの人は嫌いだと言う人がいますが、

嫌いだというのはその人の悪いところを

見るからで、良いところを見ればいいで

はないかと、私はいつも言うのです。特

徴のある人間同士がチームを組むことが、

これからの組織には必要で、そういった

特徴を持つ人間がタフな人間であれば言

うことがありません。人材はどのように

活用すべきかがポイントで、その人の良

いところを見つければ、人材は必ず活用

できます。

　それからコミュニケーションというこ

とについては、今メールが主流になって

いますし、テレビ会議などもできてすご

く便利になりましたが、やはり最後は

face to faceが大切です。

　私は、ある人と1時間の会議をするた

めだけに、1泊でモスクワに行ってきた

ことがありますが、やはりメールや電話

ではだめなのです。お話をしながらじっ

と相手の顔を見ていると、テレビ会議で

は見られない表情がわかります。する

と、いわゆる行間にある思いというのが

じわっと伝わってきます。だから本当に

大事な契約交渉などでは、必ずface to 

faceでコミュニケーションをすることが

重要だと思っています。

───人材戦略にも関連しますが、日本

人と外国人、男性と女性といった組織に

おけるダイバーシティについてどうお考

えですか。

　ダイバーシティに関しては、日本はも

う避けて通れないところまできています。

私はダイバーシティの核心部分というの

は、それほど多くないと思っているので

す。

　当社では毎年、海外店から100人ほど

の幹部候補生を呼び寄せ、日本人の社員

と一緒にトレーニングをして、いろいろ

な異文化体験をさせています。その１つ

のイベントとして、当社の創始者である

伊藤忠兵衛が生まれた、滋賀県豊郷町と

いう琵琶湖の近くの田舎町に行かせます。

　そこは英語も通じない場所で、伊藤忠

兵衛の生家である畳敷きの古い民家を見

てくるわけですが、そこから帰って来た

参加者に話を聞くと、異口同音に感銘を

受けたと言うのです。

　私は、これがダイバーシティのポイン

トだと思います。つまり、自分の勤めて

いる会社の創始者が生まれ育った家に

行って、その文化や伝統を共有できたと

いう経験、異なる世界の原点を共有して

いるという強烈な感情が、ダイバーシ

ティのコアなのではないかと思うのです。

　それは何も日本人と外国人ということ

に限らず、女性と男性という観点からも、

仕事を通して夢とか目標以上の何か強烈

な体験を共有できるということがポイン

トだと思います。

　ところでコーポレートガバナンスの観

点からすると、社外取締役を入れるとい

うのは、企業の透明性を確保するという

意味で非常に有意義だと思います。外部

の方に入っていただくと、取締役会その

ものに緊張感が生まれます。

　社内だと皆知り合いだから、たとえば

役員会などでも、あうんの呼吸というの

がありますが、社外取締役が入るとそう

はいきません。伊藤忠で常識と思ってい

たことが、実は世間の常識とは違うとい

うことがありえます。そういうところを

指摘されたりすると、確かに今まで全然

疑問に感じなかったことに気づくという

ことがあります。そういう意味で、非常

に意味があると思います。

───最後に日本の成長戦略という観点

からイノベーションの重要性について小

林様のお考えをお聞かせください。

　日本国内を見たとき、グローバル競

争の中で立ち遅れている分野の1つが、

サービス産業の生産性向上です。ICTを

活用したクラウドコンピューティングな

どの技術が、１つの核心的分野になるで

しょう。

　その他には、新エネルギーをどうする

か、環境問題にどう対応するか、高齢化

社会の中でヘルスケアをどうするかとい

うように、いくつかポイントがあると思

います。そして、それらを全体的に網羅

するクラウドコンピューティングも含め

て、情報ネットワークの強さ弱さがビジ

ネスの成否を決めるでしょう。いずれに

してもイノベーションという言葉を、常

に念頭に置いておくことが必要です。

　一方、海外を見たときに注目したいの

は、地産地消の動きです。自分のところ

で消費するものに関しては自分のところ

で作りたいという、人間の基本的な欲求

です。スケールメリットなども含めて考

える必要があるのですが、たとえば自動

車需要がどんどん伸びそうだったら国内

で車を作りたい、家電が伸びそうだった

ら国内で家電を作りたいという欲求は、

アフリカまで含めた新興国で強くなると

思います。

　日本がそれらの新興国に対して貢献で

きることは、たくさんあると思います。

技術指導が一番でしょうが、裾野の広い

産業分野では、部品の供給などを通じて

新興国のイノベーションニーズに応えて

いくこともできるでしょう。

　さらに対海外という観点から、これ

から大切な分野としては、たとえばIPP

（独立系発電事業）やインフラ関連の整

備などが挙げられます。

　日本が今までたどってきた経済成長の

過程で必要とされたものは、必ず新興国

でも必要となるはずですから、日本は自

らの経験を活かした形で海外に貢献すべ

きだと思います。日本の今後の海外支援

を支えるのは、若い世代です。日本の若

い世代を元気づけ、育成することは、長

い目でみれば日本の国際貢献に繋がると

いう視点も忘れてはいけないことです。

インタビュー実施日：2012年5月8日

設立：1949年12月1日
代表取締役社長：岡藤正広
東京本社：�東京都港区北青山�

2丁目5番1号
http://www.itochu.co.jp/

資本金：2,022億円
連結収益：4兆2,710億円
従業員数：70,639人
（2012年3月31日現在）

Data

伊藤忠商事株式会社

いという精神的にタフな人間を輩出して

欲しいと思います。問題に正面から立ち

向かい逃げないということであれば、ど

こに行っても通じると思うのです。

　青少年研究所のデータを日本経済新聞

社の方に見せていただいたのですが、日

本と中国と韓国と米国の高校生に「今の

生活の延長で一生過ごせたらいいと思い

ますか」という質問をしたところ、7割

の日本人は「はい」と言うのだそうです。

高校ぐらいから年金生活でいいと言って

いるのです。韓国、中国、米国で７割

が「嫌だ」と言うのと非常に対照的です。

リスクはあるかもしれないけれど、自分

の人生を賭けてみたいと、アンビシャス

なのです。

　日本では、もっと個人の特徴を伸ばす

教育が必要なのです。これは企業として

も大事なことで、均質な人間を揃えても

必ずしも組織として強くはなれない。野

球で言えば、ピッチャーもいればキャッ

チャーもいる。代走も代打も守備もいて、

はじめてチームとしてまとまると思いま

す。企業としてはそういう個性豊かな、

積極性を持った人材の育成を、大学にお

願いしたいのです。

　私が社長の時代、人を活用することに

ついては自信がありました。きちんと話

をすれば、この人はこういうところがす

ごいのだとわかるものです。逆にリー

ダーがそれをしないと、強いチームは作

れません。企業で言えば、課は課で、部

は部で、部門は部門で多様な人材を有効

海外を見たときに注目したいのは、地産地消の動きです。
自分のところで消費するものに関しては自分のところで
作りたいという人間の基本的な欲求です。

インタビューに伺った伊藤忠商事株式
会社本社にて。前列左から、小林氏、
あらた監査法人代表社員の三橋優
隆。後列左から、Future�of�Japan
の後藤恵美、PwC�Japan�伊藤忠担
当パートナーの平林康洋、伊藤忠商
事株式会社会長秘書の林輝臣氏
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狙うマーケットも違っただろうし、ビジ

ネスモデルも違うから、それぞれにやっ

た方が効率がいいということは確かにあ

りました。

　しかし、これから海外市場で、日立グ

ループという共通のインタレストを持っ

て集団で闘おうというときに、とりわけ、

スマートシティなどの社会イノベーショ

ン事業では互いに補い合うべきところは

たくさんあるというのがわれわれの認識

で、そういう意味で「新グローバル化推

進計画」と銘打って、11カ国・地域を

対象に、リソースを集中的に持っていこ

うという施策をやりかけているところで

す。

　たとえば、スマートシティとか、ス

マートコミュニティのプロジェクトは、

必ずコンセプトから始まります。しかし、

当社はコンセプトづくりをあまりやった

ことがないのです。都市開発のグランド

デザインから入っていかないと、われわ

れの強みを発揮できる役割を担えず、す

べてできあがった後で関与しても、われ

われの製品、技術が対応できないものに

なってしまうリスクもあります。

　われわれの強みが発揮できるようなコ

ンセプトを、作る時点から参画していか

ないとだめだと思っています。お客さま

が何にお困りで、何を求めておられ、そ

こにわれわれができる最大のコントリ

ビューションは何かということを、最初

のステージから一緒に話し合っていかな

ければならないということです。これは、

われわれにとってきわめて大きなチャレ

ンジです。

　海外でのインフラ事業において、パー

トナーシップはきわめて重要だと認識し

ています。海外のインフラ事業をわれわ

れがすべてできるわけではなく、グラン

ドデザイン、ファイナンス、オペレー

ションなどに、どこかとパートナーリン

グを組まなければなりません。ですから、

そういう意味では、今までの単なる単品

の受注〜設計〜検査〜納品〜据付までの

流れで出てきたパートナーシップとは、

まったく違う次元のパートナーシップを

われわれは作っていかなくてはいけない

と思います。

　人財戦略について触れておきたいので

すが、当社は人財に関してはすごく意識

───新興国を含めた貴社のグローバル

戦略をお聞かせください。

　新興国というのは、かつての日本が成

長を遂げたスピードと成長規模を持って

今進もうとしていますので、結局そこに

当社自身がどっぷりと入り込まないと、

グローバルプレーヤーとして生き残れな

いと思っています。

　当社は、今までかなり国内市場への比

重が大きかったので、スポーツにたとえ

ると国体で１位から３位に入るくらいの

レベルになりましたが、オリンピックで

は表彰台に上がれていないわけです。

　グローバル戦略の実行には、特に人財

は相当大きなファクターです。当社はグ

ローバル要員が少ないのです。

　ですから、もちろんグローバル要員を

多くしなくてはいけないので、今全社レ

ベルで人財のグローバル化を進めていま

す。しかし、限られた数のグローバル要

員だけでグローバル化を進めようとして

も、満遍なくすべての市場をカバーでき

ません。

　したがって、市場（地域）という意味

と、事業・製品という意味との両面で、

選択と集中を図る必要があります。われ

われは最近メディアなども通じていろい

ろと言っていますが、社会インフラ、社

会イノベーション事業という方にシフト

をしていく方針を打ち出しています。

　われわれがもともと得意としていた分

野に、もう一回集中しようということで

す。そこでわれわれは、将来の経済規模、

成長率、インフラ投資計画などを考慮し

て、11カ国・地域の「注力マーケット」

を選定しまして、それを日立グループ全

体で、同じ方向を向いてやっていこうと

考えています。

　ご存知のように、日立グループは多様

化された企業グループです。他のグルー

プと比較しても、日立ハイテクノロジー

ズ、日立建機、日立化成、日立金属、日

立電線などの上場会社の数も相当多いの

です。日立グループ各社は従来どちらか

というと、それぞれの戦略に基づきやっ

てきており、海外展開もグループとして

統一された方向性を持たずにおりました。

　それはいい面でもあったのです。たと

えば、従来電力の事業と情報の事業とは、

とよしま・ゆきお
PROFILE

1980年株式会社日立製作所入社、
国際事業部欧州部配属。1986年7月
より1年間ボストン大学経営大学院へ
社費留学。1999年国際事業本部ア
ジア部部長、2005年7月〜2008年9
月タイ王国駐在、サイアム日立エレベー
ター社社長などを経て、2010年4月に
国際事業戦略本部本部長に就任。
2012年10月より現職。

自分自身を変える動きの速さ、そしていかに
変わっていくかは、大きな課題だと思います。
マーケット環境の変化にいかにアジャストして
いくかが大切です。

が高くて、グローバル・グレイディン

グ・システムというものがありまして、

その各々のポジションの仕事が、どれだ

けのグレイドに値するのだということを

全世界的にやろうとしています。日立グ

ループ各社は、前述の海外展開と同様、

人事制度もあまり統一性なくやってきま

した。ですから、まずはデータベースを

作り、そして共通のグレイディング・シ

ステムを構築しようと考えています。

───貴社の日本と海外の体制は、将来ど

のように変化していくとお考えですか？

　今後、日本の経済成長が鈍化するに伴

い、そのオペレーションは大きくならず、

むしろ小さくなっていくものと思われま

す。極端に言うと、将来日本に残るのは

研究開発＋αでしょうか。

　その分海外の拠点が、その規模と業容

において大きくなり、海外に機能もトラ

ンスファーしていきたいと思っています。

各海外の拠点長というのも、それこそ最

初は日本人が駐在してすべてをやってい

ましたが、今は相当、ローカルの人を採

日立アジア社 社長

豊島幸雄氏
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く成長しました。

　そうすると、ここではモノづくりだけ

ではなくて、マーケティングをやり、調

達をやり、資金調達までやることになり

ます。さらには、ここで研究開発までや

るというくらいの規模感になってきます。

　一方で、日本のオペレーションは段々

小さくなります。自分自身を変える動き

の速さ、そしていかに変わっていくかは

大きな課題だと思います。今お話しした

ように、自分は変わらないでも、マー

ケット、周辺環境は変わるわけです。そ

れにいかにアジャストしていくかです。

しかし、それは変化がわからない人が

行ってもだめです。日本の社長、日本の

事業部長がそれを指示できるかというと、

もうできないでしょう。向こうの状況が

正確にかつタイムリーにはわからないで

すから。

　そういう意味でグローバルにかなり目

の利く人、優秀な人を置いていかなくて

はならないと認識しています。タイに進

出した際も、最初に求められる能力は優

秀な技術力と製造経験なので、最初は日

本の製造部門の責任者を派遣しました。

　そのうちタイ経済自体が成長すると、

現地の市場を見据えて、営業や調達など

も行えるジェネラルマネージャー的人財

が必要となります。次には、その周辺地

域に新たな市場が出てきて、そこに工場

を作らなくてはならないとなると、タイ

の拠点から、多分最初はタイ人の製造部

長が行くのでしょう。このように同じこ

とが繰り返されていくのだと思います。

───今後のモノづくり、イノベーショ

ンの方向性について貴社の取り組みをお

聞かせください。

　われわれはこれまでかなり技術志向に

傾いていて、技術の高さにこだわるのは

いいのですが、それは作る側の目線でし

かなかったのではないか。本当にお客さ

まの視点で良い技術だったかどうかと

いうのは、少し疑問かなと思っていま

す。特に今、われわれが進めようとして

いる社会イノベーション事業のような社

会インフラの分野では、対象となる地域

や顧客の視点にもっと目を向け、共にメ

ニューやスペックを考えなければなりま

せん。

───貴社のさらなる課題についてお聞

かせください。

　タイの事例で言いますと、現地に40

以上の現地拠点、日立の名前のついた会

社があり、今総勢2万数千人の従業員が

います。何が起きているかというと、日

本とタイとの関係よりも、タイと第三国

との関係がきわめて重要になってきてい

ます。

　たとえば、インドはシンガポールと

FTAを締結しました。その後、タイとも

締結しました。われわれの生産はシンガ

ポールから段々離陸してタイに移ったと

いう部分が結構ありますので、シンガ

ポールとインドとのFTAではなく、タ

イとインドとのFTAの方が有利な条件

にしてもらわなければ困るわけです。

　常々われわれは、FTAとか政府間協

定とかいうのは、所与だと思っているの

ですが、これは私はまちがいだと気づき

始めました。

　やはり欧米の企業を見ていると、違う

のです。この辺に食い込んで、自分たち

の事業を有利にしていこうとするのです。

自分たちはすでにこうやってきたのだか

ら、これを前提にこうしてくれみたいな、

そういうプロアクティブなロビー活動と

呼んでいいかわかりませんが、そういう

ところに入り込んでいかなくてはいけな

いということを、強く実感しています。

インタビュー実施日：2012年3月8日

設立：1920年2月1日
代表執行役 執行役社長：中西宏明
本社：�東京都千代田区丸の内�

1丁目6番6号
http://www.hitachi.co.jp/

資本金：4,277億円
連結売上高：9兆6,658億円
従業員数：323,540人
（2012年3月31日現在）

Data

株式会社 日立製作所
用または昇格させているのも事実です。

今後の新たなチャレンジとしては、海外

の拠点長となったローカル司令塔を日本

（必ずしも日本である必要はないが）本

社から、いかに必要なガバナンスをきか

せるかです。

　海外進出するにあたっては、そこに最

低限のインフラと、良質な労働力が存在

する場所が選定されることはご承知のと

ころです。おもしろい例は、生産工場が

タイのバンコクにあったのですが、労賃

の上昇や中国製品との競合上、そこで

はほとんどモノづくりを止めてしまい、

ミャンマーやラオスとの国境沿いに移管

しているのです。そこはバンコクに比べ

て断然労賃が安く、中国製品とも十分競

合可能となったようです。そして、そこ

の労働者は技能訓練さえすれば、バンコ

クにいる人たちと遜色がないのです。し

かも地元民なので、定着率はきわめて高

いのです。

　当社家電グループは、タイに40年以

上前に進出しました。そのときは日本の

工場のほんの一部を、最も労働集約的な

ポーションだけタイに移して、安い労賃

をメリットにしていたのですが、そのタ

イがASEANも含めて、市場として大き

対象となる地域や顧客の視点にもっと
目を向け、共にメニューやスペックを
考えなければなりません。

インタビューに伺った日立製作所本社にて。左から、豊島氏、
PwC�Japan�日立製作所担当パートナーの岩嶋泰三
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ければならないということもまちがいな

いと思います。

　その解決策として原子力が国策として

推進されてきたわけですが、この狭い日

本列島で、しかも天災のきわめて多い日

本では、原子力に対する過度な依存は現

実的ではないでしょう。

　そういった意味で、今回の原発事故を

受けて、いかなる立地であれ、このよう

な事故を再発させないということを、断

固として言えるような無理のない枠組み

を原子力に与えるべきだと思います。

　エネルギーミックスについて申し上げ

ますと、従来から言われているように原

子力を１つの柱にしながらも、当面は、

ガスと石炭を中心としたクリーンな形の

化石燃料と再生エネルギー、在来の水力

とを組み合わせた中で、当面のベスト

ミックスを探すということになると思い

ます。

　そして、このベストミックスは、いず

れの電源分野に関しても、技術開発に伴

う効率性や経済的な低廉性を考慮すると、

向こう10年先の2020年から2025年の中

期的段階では、かなり状況が変わってい

る可能性があります。そして2030年か

ら2040年、さらには2050年といった長

期ではまた状況が変わってきます。です

からエネルギーのベストミックスは、そ

のつど見直してゆく必要があると思って

います。

───昨年の大震災を受けて、エネル

ギー業界として今後検討してゆくべき重

要事項は何だとお考えでしょうか。

　１つは、この国は天災が多いというこ

と。今回の大震災、大津波で被害を受け

たのは、決して原子力だけではなく、石

炭も、ガスも送電線も被害を受けたとい

う事実です。すべての電源についてもう

一度、広い意味での防災対策をしっかり

やらないと、似たようなことが起きます。

　この国のエネルギー安全は、天災に対

する防災力を根本的に強化するという

ことから始まる、ということをもう1回、

すべての電力エネルギーの分野において

考えておく必要があります。

　２番目は節電、省エネに関してです。

ごく大雑把に申し上げて、約５％から

10％の間の構造的な節電、省エネが現

実的という気がしております。ここで十

分注意しなければならないことは、省エ

ネ至上に陥らないようにすることです。

エネルギーを使っているということには、

経済的、社会的な意味があるのです。省

エネをやり過ぎると、企業が徐々に海外

に逃げていきます。これでは何をやって

いるかわかりません。

　３番目は、再生可能エネルギーを堅実

に開発していくということです。これは、

絶対的に必要です。残念ながら、今の再

生エネルギーは、全体的に値段が高く、

国民が単純に受け入れていくには、限界

があります。

　ただ、非常にクリーンで、天災に対す

るリスクも小さいという点では、やはり

絶対にこれから進めなければならない分

野です。ですから当社も、風力とバイオ

マス、小水力、地熱と、多くの分野を手

がけていますが、電力業界全体がこの問

───電力の供給制約の中で、日本経済

が再び成長してゆくためには、日本のエ

ネルギー政策はどのようにあるべきだと

お考えでしょうか。

　昭和の終わりから平成の始めにかけ

て、日本経済は高度成長期と安定成長期

と大きく分けて2つの時期を経てきまし

た。その間にオイルショクやバブルがあ

り、そのバブルが潰れて活力を失ってい

たところに昨年の3･11がありました。

　約20年の間、この国の経済というの

は停滞そのものの状況だったわけです。

日本経済の構造的な停滞が解消しきれな

いままに3･11を迎えたということがま

ず、私自身の基本的な認識です。

　電力業界においても、この10年、20

年は、3･11の時点で、新しい電源の設

備投資という意味ではほとんどゼロに近

いような状態になっていました。唯一、

当時、将来の日本の電力設備の中枢を占

めると規定されていた原子力だけが、新

たな建設を進めてゆくという方向にあり

ました。確かに、東日本大震災は問題を

非常に深刻にしたのですが、それ以前か

らこの国自体の構造的な問題について、

日本は新しいスコープをきちんと描かな

ければいけない状態に追い込まれていた

のです。それを3･11がダメ押ししたと

いうのが、私の認識です。

　それだけに、問題に対する取り組みに

ついても、眼前の震災からの復興という

ことで事が足りるような状態ではなく、

その先にある本物の再生、再建の道筋が

待っているということを、政府も国民も

電気事業者も認識しておかないと、判断

をまちがえるのではないでしょうか。

　エネルギー問題というのは、国づくり

の一番根幹になる課題ですから、新しい

スコープと道筋、ロードマップを描かな

いと、結局、この20年間続けてきた状

況がさらに悪化することが懸念されるわ

けです。

　再生可能エネルギー以外は、ほとんど

すべての資源を海外から輸入している資

源輸入国であるわが国が、どうやってエ

ネルギーセキュリティーを確保しながら、

温暖化問題、すなわちCO2の排出量を減

らしていくのか。この２つの大きな課題

を解決できるようなエネルギー政策でな

なかがき・よしひこ
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会社に移行する大きな節目に代表取
締役社長となり、事業の国際化を推進
した。2009年から現職。一般財団法
人石炭エネルギーセンター（JCOAL）
会長。

エネルギーを使っているということには、
経済的、社会的な意味があるのです。

題について前向きに取り込む必要がある

と思っています。

　ただ、経済的、技術的には、まだ中途

半端なものが多いのも事実です。こう

いったものをブラッシュアップしていく

ためには、技術的な研究開発がさらに必

要となってきますし、設備の改良といっ

たことも忘れてはいけないと思います。

　４番目は原子力です。これは非常に特

殊な電源で、リスクが大きいということ

を意識しつつ、技術的、経営的なバラン

スの及ぶ範囲内で、政府と電気事業者が

一体となって堅実な開発と運営を進めて

いくということが必要だと思います。

　最後に、化石燃料のクリーンな利用で

す。化石燃料には石油、石炭、ガスと３

つがありますが、昨今の状況を見れば、

石油の価格は高止まり、今後も必ず高騰

は続くと考えたほうがよいでしょう。し

たがって、この高騰を続けるであろう石

油の消費分野を、できるだけガスで置き

換えようという動きが出てくることはま

ちがいないでしょう。

　しかしここで単純に、化石燃料の石油

は高い、そして石炭はCO2が多い、とい

うことで、それではガスにしようと安易

な道を選ぶのでは、30年前に起きたオ

イルショックを、10年か20年後にまた

味わうようなことになりかねないと思い

ます。そこで、経済的に圧倒的に安い石

炭を、いかにクリーンに使うかというこ

とに、努力の一波を向けたほうがよろし

いというのが答えです。

───火力発電へのシフトが進む中、石

電源開発株式会社 相談役

中垣喜彦氏
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しなければならないのです。

　それにはやはり、クリーン化が最大の

課題で、隣に石炭火力ができても、誰も

心配しないような技術を確立することが

大切です。

　その意味では横浜市磯子の工業地帯に

ある当社の磯子火力発電所はUSC（ウ

ルトラ・スーパー・クリティカル）技術

を採用しており、その理想に近い形と言

えるでしょう。

　非常に厳しい世界との競争市場におい

ても、クリーンコール技術は海外、特に

アジア新興国への電力インフラ輸出にお

いても重要ですが、そこで競争に勝てる

か勝てないかの分かれ目は圧倒的な技術

力の違いだと思います。

　そういった技術開発、技術改良を常に

進めていくということが、決定的に大事

です。当社がインドネシアのセントラル

ジャワ案件（石炭火力）を獲得した際に

も、技術開発力が競争相手となった国よ

りも素晴らしかったということが決定要

因だったと思います。まず技術ありきで、

その技術をしだいにブラッシュアップす

る中で、より安いコスト・安い資本で実

現するということを並行して実現してい

かなければいけません。非常に難しいで

すが、これが根本です。

───優秀な人材を育成し、その人材を

惹きつけ続けるため、貴社ではどのよう

な取り組みをされていますか。

　エネルギー事業を実現していく基本的

な力は、技術力です。技術力というのは

人間が体現するものですから、この技術

力において他国を凌駕する力を持った技

術屋を育てることが大切です。

　また、海外に行っていい物を安く作る

ときに決定的に大事なものは人間です。

技術屋でも事務屋でもいいのです。単に

教科書に書いてあるようなナレッジ（知

識）ではなくて、ウィズダム（知恵）を

持った技術屋と事務屋が欲しいのです。

　そして、海外でいい仕事をしようとい

うのでしたら、少なくとも新入社員の半

分くらいは海外に叩き込むくらいの度胸

が必要です。将来にわたって成長させよ

うという企業であれば、それくらいのこ

とができないのでは競争に勝てません。

むしろ若い人からやらせます。若い人の

頭の枠組みを、グローバルなものにして

しまいます。

　そして、相手の国の人にも同じように

接します。相手の国で何が一番大事かと

いえば、人を育てることなのです。物を

作ることはもちろん大事です。ただ、将

来は自分たちで物を作って、自分たちで

運営したいのです。

　他人からいつまでも応援してもらおう

と思う国は落第です。まともな国ほどそ

れを急ぎたい、それを助けなければいけ

ない。助けたら競争相手が出てくるから、

などというのはナンセンスです。そのよ

うなことをできる国にすることで、経済

力が高まります。そしてお互いに物の

売り買いが活発にできるようになれば、

Win-Winです。

───競争力を維持するためのイノベー

ション創出に、貴社はどのような取り組

みをされていますか。

　常識を変えるというのが、本当のイノ

ベーションです。常識というのは、われ

われにとって、時限付きの常識なのです。

一定期間使ったら、常識を変えなければ

ならない。そのような意識がわれわれに

はまだ足りないのです。

　ですから、火力発電所のモデルチェン

ジは、自動車のモデルチェンジよりも

ずっとやりにくいと思いますが、発電所

もこのあたりでモデルチェンジが必要だ

と考えています。それには、メーカーも

大事ですが、ユーザーが主導してやるべ

きだと考えています。

　発電所全体を運営しているのは、ユー

ザーでしかないのです。メーカーは、ボ

イラーを作った、タービンを結び付けた

というように、個々のパーツについてし

か言えません。そうではなく、全体とし

て何百人といった人間を雇って動かして

いるユーザーが、発電所全体としての効

率化、合理化ということを頭に置いてレ

イアウトを見直す。トータルデザインの

見直しをやれば、コストも下がります。

そのためには、常識を変えること。これ

はメーカーの協力を得ながら、ユーザー

の発想でやるべきだと考えています。

───海外における発電事業を通じた国

際協力について中垣様のお考えを聞かせ

てください。

　今回のセントラルジャワ案件の場合も、

アダロエナジーという現地の炭鉱会社

がパートナーとして参加しましたが、す

ぐ眼の前に石炭がありますから、燃料調

達について言えば非常に安定しています。

相手の国からすれば自国の資源を使って

くれる、ということに非常に安心してい

る。その国の石炭を使い、その国の石炭

産業の経営者、企業をパートナーに入れ

るということは、初めから決めていました。

　海外の開発支援についてお話すると、

電気事業というものは、経済育成への貢

献度が非常に高い仕事だと思います。日

本に比べて電気のない国というのは、多

数ありますから。たとえばミャンマーに

しても、国土の25％しか電気が通って

いない。田舎に行きますと、配電線は見

えません。電気がなくて真っ暗です。そ

のようなところで、ランプの下で勉強を

している子供たちのことを考えたら、い

てもたってもいられません。発展途上国

の人たちに、文字通り明かりを灯すとい

うことが、文明、文化の進歩の第一歩と

なるのです。

　われわれがやっている仕事は、そうい

う仕事です。こんなに素晴らしくやり甲

斐のある仕事はないと考えています。

インタビュー実施日：2012年3月19日

炭の効率的な利用が経済合理性を持つと

考えられ、クリーンコール技術に注目が

集まっています。この技術をどのように

活かしていくべきだとお考えでしょうか。

　世界のCO2の排出量の3割を石炭火

力が占めているという状況からしても、

CO2をいかに石炭火力から追い出してい

くかという問題は、非常に重要だと考え

ています。私は、クリーンコール技術を

利用することによって、ゼロ・エミッ

ションの石炭火力を、2050年に作れる

と考えています。

　世界には５つの大陸がありますが、石

炭はどの大陸でも採れますし、低品位炭

の世界については、資源的にもまだ十分

な調査がされていないところも多くあり

ますから、クリーンに使える技術が伸び

れば伸びるほど、現在のガスと同じよう

に利用可能な量は増えるのです。

　問題は、いかにクリーンに使えるかと

いうことと、同時に効率を上げることで

コストをいかに下げることができるかが、

この技術の鍵となります。資源を大事に

使っていくという意味でも、高効率化が

目標となります。

　私は若い頃、炭鉱労働者と一緒に、国

内の三井三池とか、筑豊炭田の山に入っ

た経験がありますが、今でもやはり坑内

で働く労働は大変、過酷です。そのよう

に命がけで地中から掘り出された石炭で

すから、石炭の生産の合理化、高度化、

技術構造改革というのを、徹底的に追求

相手の国で何が一番大切かといえば、人を育てることです。
皆、将来は自分たちで物を作って、自分たちで運営したいのです。

設立：1952年9月16日
代表取締役社長：北村雅良
本社：�東京都中央区銀座�

6丁目15番1号
http://www.jpower.co.jp/

資本金：1,524億円
連結売上高：6,546億円
従業員数：6,983人
（2012年3月31日現在）

Data

電源開発株式会社
（J-Power）

インタビューに伺った電源開発本社にて。
左から、Future�of�Japanの後藤恵美、
PwC�Japan電源開発担当パートナーの
川村健、中垣氏
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───新興市場における経済成長を自社

の成長に取り込むために、日本企業はど

のような取り組みを行うべきでしょうか。

日本の消費者とは異なる消費者市場で競

争に勝ち、マーケットシェアを獲得して

いくには、どのような経営変革が必要と

お考えですか。

　アジアパシフィック経済圏を中心に、

日本の国際分業の役割として、得意分野

をより強化して積極的に進出することが

必要です。

　では日本の得意分野は何かといったら、

すり合わせ技術やノウハウによる高付加

価値製品の生産と言えるでしょう。これ

らの製品をアジアパシフィック経済圏へ

向けて輸出促進してゆくことが重要だと

講演会の後で。左から、Future�of�Japanの後藤恵美、新浪氏、
PwC米国法人のパートナーでFuture�of�Japanのリーダーを務めるデ
ビッド・ジャンセン

にいなみ・たけし
PROFILE

1959年、神奈川県生まれ。慶応義
塾大学経済学部卒業。1981年三菱
商事株式会社入社。1991年ハーバー
ド大学経営大学院修了、MBA取得。
帰国後、日本ケンタッキー・フライドチ
キンの経営などに関わった後、2002
年より株式会社ローソン代表取締役社
長を務める。2005年より現職。
また公職として、社団法人経済同友
会副代表幹事、農業改革委員会委
員長、内閣府地域社会雇用創出事
業選定・評価審査委員会座長、農
林水産省食料・農業・農村政策審
議会委員、経済産業省産業構造審
議会新産業構造部会委員、社団法
人日本フランチャイズ・チェーン協会常
任理事などを務める。東日本大震災
発生時には、「私たちは“みんなと暮ら
すマチ”を幸せにします。」という企業
理念に則り、被災地の緊急対応で確
かな舵取りを行った。

考えます。

　一方で、現行の規制が企業の競争力を

低下させていることが否めないから、思

い切った行革と規制の見直しを断行し、

既得権益を排除することが必要となって

きます。

　特に有望となる分野は、ヘルスケアや

農業、エネルギー分野などとなるでしょ

う。これらの分野で日本は雇用を創出し、

とりわけ若い世代へ将来の希望を与え、

国の活性化を図ることが重要であると考

えています。

───グローバル市場で事業を推進して

いくためには、優秀な人材の確保が鍵だ

とPwCは考えていますが、貴社の人材

戦略についてお聞かせください。

　アジア新興国の経済成長を取り込むこ

とは、日本企業にとって避けては通れな

くなっています。当社も中国を最重点国

として、ASEAN5カ国の他、ベトナム

やミャンマーへの進出を進めています。

　このような事業拡大で急務となるのが

人材教育ですが、当社は研修施設を東ア

ジアに設立し、周辺国で活用する人材の

育成を英語で行う予定です。

　人材資源には限りがあり、今後出店を

計画する新興国では、留学生を含めて日

本語を話せる現地の人材の確保が難しい

ため、英語で仕入れの仕組みやノウハウ

や接客方法を教育することが効率的と判

断しました。

───製造業をはじめ、生産拠点の海外

移転が進み、国内の空洞化が進んでいま

す。国内の雇用を確保するためにイノベー

ションが不可欠だとPwCは考えますが、

新浪様のご意見をお聞かせください。

　現在の日本の少子高齢化を考えると、

医薬品やサプリメントなどの医療・栄養

食といった分野のニーズが、今後高まっ

てくると思います。この分野でイノベー

ションを起こすことができれば、アント

レプレナーとなって、日本の消費を活性

化することが可能だと考えています。

───震災時には全国からガソリンをか

き集め、おにぎりなどの食品を運ぶ貴社

の姿が大きく取り上げられましたが、緊

急時のリスク管理についてどのようにお

考えですか。

　東日本大震災では、物流センターやベ

ンダーが被災すると、そのカバーするエ

リアの店舗が軒並み機能を停止させてし

まうという物流の「一極集中」の危うさ

と、災害時に強みを発揮する「分散化」

の威力を知りました。

　食品工場から配送物流のサプライ

チェーンの分断を経験して、リスク要因

の切り分けと燃料資源確保の重要性を実

感しました。

Future of Japanプロジェクトチームは、2012年年3月1日〜2日に開催され
た「米国商工会議所アジア太平洋協会（APCAC）2012米国アジア・
ビジネスサミット」に出席、「TPPとアジア太平洋地域における貿易構造の
展望」と題した対談でスピーカーを務められた新浪剛史氏にお話を伺った。
東日本大震災では、いち早く被災地の店舗再開に奔走して、地域社会・
経済の復興を支援するとともに、グローバルには大胆な産業構造改革断
行による日本経済の競争力強化を説く新浪氏に、今、日本には何が求め
られるかについて質問をさせていただいた。
新浪氏の回答は、ビジネスサミット対談中の質疑応答、また本サミット後も
継続的な書面でのやり取りを通じていただいた。その貴重なメッセージを
今回Future of Japanのために特別に収録した。

設立：1975年4月15日
代表取締役社長 CEO：新浪剛史
本社：�東京都品川区大崎1丁目11番

2号�ゲートシティ大崎イーストタワー
http://lawson.co.jp/

資本金：585億664万4,000円
全店舗売上高：1兆8,258億円
従業員数：6,475人
（2012年2月29日現在）

Data

株式会社 ローソン

株式会社ローソン 代表取締役社長 CEO

新浪剛史氏

震災から10カ月後、山元町高瀬店を再び訪れ、オーナー
と握手を交わす新浪氏
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　そこで、横浜市はバイオ産業の振興に

力を入れ、医工連携プロジェクト（医学

と工学業の連携プロジェクト）と題し

て、横浜市立大学、市内の病院、医療機

器メーカー、中小企業を繋ぐ場を提供し

ています。その中には、お医者さまが患

者さまの個別の状態をふまえて手術のリ

ハーサルを行うことができるシミュレー

ター機器の開発などがあります。

　こういう最先端の機器や技術は世界的

にもビジネスにもなりますし、社会貢献

度も高いので、海外展開も視野に入れ、

横浜市はご支援していきます。

───横浜市は環境に配慮した「スマー

トシティ」としてさまざまな活動を行っ

ていますが、その背景と今後の計画をお

聞かせください。

　横浜市は、昨年末に政府から「環境未

来都市」に指定されました。現在、環境

問題に非常に積極的に取り組んでいます

が、これはもはや大都市においては責務

です。地球温暖化は、都市には共通の課

題です。

　横浜市は環境未来都市として、環境問

題だけではなく、将来に向けた体制を

着々と整えていますが、海外都市との

ネットワークも構築しています。「シティ

ネット（アジア太平洋都市間協力ネット

ワーク）」といった、アジアを中心とし

た国々の都市とのネットワークを活かし

て、これから都市化していく中でどうい

うインフラを整備しなければいけないか

ということを、共に検討しています。

　また、再生可能エネルギー問題にも取

り組んでおり、「横浜スマートシティプ

ロジェクト」と名付けて、太陽光をはじ

めとする代替エネルギーの促進など、成

功モデルを世界に向けて発信しています。

　横浜市はこのプロジェクトを通し、ご

家庭の取り組みについても積極的にサ

ポートしています。たとえば、昨年の原

子力発電所の事故以来、節電に関する意

識が市民の皆さんの間でも高まりました。

　しかし、CO2削減のために具体的に

何をするべきかを考えようにも、CO2は

目に見えませんから、どこで減っている

のかよくわかりません。そこで出てきた

アイデアが、ホームエネルギーマネジメ

ントシステム、通称HEMS（ヘムス：

Home Energy Management System）

と言われるものです。これはICT技術を

利用した機器です。ご家庭の消費電力を

グラフで見ることができるので、電気を

使いすぎていると思ったら、必要ないと

ころはスイッチを切るなど、すぐに行動

しやすくなります。

　企業における取り組みとしては、オ

フィスビル全体をエネルギーマネジメン

トしようというものもあります。太陽光

発電で発電した電気をネットワークを

使って流し合い、有効活用し、ビル全体

はもちろん、ビル間でエネルギーの最適

利用を図っていきます。こういうことが

市内の中小企業の環境エネルギー分野の

新技術・新製品の開発の動きに繋がって

いくのではないかと思っています。

　このように中小企業が元気になること

で、雇用創出にもなりますし、海外、特

───横浜市は、国際戦略総合特区とし

て国から選定されていますが、具体的にど

のような取り組みをされているのですか。

　市長職の任務は、そこで暮らしている

住民の方々に、安心安全で快適な日常生

活を送っていただくことです。一方で、

福祉や医療、教育では大変なお金がかか

りますから、そのためにも経済成長を促

すことが不可欠であり、市民生活の充実

と経済の活性化という両輪で行政をやっ

ています。

　横浜市は「京浜臨海部ライフイノベー

ション国際戦略総合特区†1」として、国

から選定をいただいています。これは神

奈川県、川崎市、横浜市の三者が共同で

提案したものですが、この特区を利用し

て地域の経済成長を図り、日本の経済成

長の一助となりたいと考えています。

　現在、この特区では横浜市が推進して

いる16のプロジェクトが進行していま

す。これらのプロジェクトは、次のよう

に7つのカテゴリーにまとめることがで

きます。

❶  予防医療の提供などにより、クオリ

ティ・オブ・ライフ（QOL）の向上

を目指す「予防・健康」

❷  がんなどの早期発見に向けた診断技

術開発を目指す「診断」

❸  臓器再生など、再生医療の実現を目

指す「再生医療」

❹  新たな健康医療サービスの開発に有

用な情報基盤の構築を目指す「情報

基盤構築」

❺  個別化医療に対応した医薬品の開発

を目指す「創薬」

❻ ドラッグラグ・デバイスラグの解消を

目指す「創薬・機械開発支援援助」

❼  革新的な医療機器開発を目指す「医

療機器開発」

　このようなライフイノベーションの分

野は成長性が高く、なおかつ裾野の広い

分野ですから、多くの市内企業の参画が

期待されます。

　横浜市内の企業の99％は中小企業（全

国平均約92％）ですから、この中小企

業のビジネスチャンスに繋げることが非

常に大切です。

はやし・ふみこ
PROFILE

BMW東京株式会社代表取締役社
長、株式会社ダイエー代表取締役会
長兼CEO、日産自動車株式会社執行
役員、東京日産自動車販売株式会社
代表取締役社長を歴任し、2009年8
月より現職。
著書に『会いたい人に会いに行きなさ
い』（講談社）他多数。

に新興国へのビジネスモデル展開にも繋

がります。横浜市では「Y-PORTフロン

ト」という窓口を設けて、横浜市内の民

間企業からのご提案を受けて、海外にお

繋ぎするというサービスを行っています。

　たとえば、横浜市が強みを持っている

水道事業をはじめとする都市づくりのノ

ウハウにしても、海外に輸出できると

思っています。現在、市内のエンジニア

リング会社と協力して取り組んでいます。

千代田化工建設株式会社、日揮株式会社、

JFEエンジニアリング株式会社と包括提

携をさせていただいていますが、これら

の企業が新興国でさまざまな事業企画や

コーディネーションを行う際に、横浜市

の技術・ノウハウが必要となってくるの

です。

　われわれが持っている都市づくりのノ

ウハウのアドバイスを通して、これらの

企業のお手伝いをさせていただいていま

す。さらに、こうした取り組みが市内の

中小企業との連携にも繋がるように取り

組んでいます。

　日本経済全体を見ても、製造業は海外

に生産拠点を移して国内の空洞化が進ん

でいますので、何といっても雇用の促進

が非常に大切です。そのような観点から

も、横浜市から発信するイノベーション

を通して、グローバルな視野で日本の競

争力強化を目指しています。

───林市長は日本のビジネス界で女性

管理職のパイオニアとして実績を作られ、

市長としても活躍されていますが、女性

の活用についてどのようにお考えですか。

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を
利用して、地域の経済成長を図り、日本の経済成長
の一助となりたいと考えています。

横浜市長

林 文子氏
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通の悩みです。横浜市は２年半前にプロ

ジェクトを立ち上げましたが、その間

に1,552人いた待機児童の数が、今年の

４月で179人、約88％にまで減りました。

これほどの大幅な減少は、全国でも例が

ありません。

　どのような施策を打ったのかと言うと、

とにかくきめ細かくやりました。単に認

可保育園の数を増やすというハード面だ

けではなく、ソフト面でもさまざまな取

り組みを進めました。

　横浜市内にある18区すべてに保育コ

ンシェルジュを置いて、保護者の方々と

丁寧な話し合いをするようにしました。

各ご家庭の事情を電話などにより、きめ

細やかに伺うようにしたのです。

　そして、保護者の方々がフルタイムな

のかパートタイムなのか、どのような働

き方をされているのか一人ひとり伺い、

お子さんを預ける時間帯を調整したりと

いった丁寧な試みを行いました。

　また、保育園があってもご自宅や勤務

先から不便な場所だったりする場合には、

預けられないと考えてしまいがちです。

そこで、駅の近くに送迎保育ステーショ

ンを作り、朝、そこにお子さんを預けて

いただいて、昼間は郊外の保育園まで送

迎して過ごしてもらい、夕方再びステー

ションでお迎えを待つという仕組みも作

りました。

　このように、とてもきめ細かいケアで

待機児童数の解消に取り組みました。そ

うすることで、ケアの分野でもさらなる

雇用が生まれます。

　私は、女性に社会に出て働き続けても

らいたいのです。日本では、「M字カー

ブ」と言って、20代で就職して社会に

出た女性が30代、40代の働き盛りの年

代に仕事を離れ、ぐっと落ち込む。そし

てまた仕事に復帰できるのは50代のシ

ニア世代という傾向があります。これは

経済的にみると、国の活力という面で大

きな損失です。

　ただ、待機児童の解消だけで女性の職

場復帰を促がそうとしても、急には難し

いことです。1986年の男女雇用機会均

等法から26年経ち、この均等法世代の

女性たちがビジネス界を変え、執行役員

も随分増えてきました。

　さらに、女性の社会進出の支援策とし

て、起業家、アントレプレナーを育てて

いくために、女性起業家のためのスター

トアップオフィス「F-SUSよこはま」

を開設しました。月5,000円で関内の一

等地に事務所を持てるのです。商談コー

ナーもあるので、ビジネスの信頼性も高

まります。そして、このシェアオフィス

には専門の相談員が３人常駐し、それぞ

れ専門分野の方が、会社の立ち上げや資

金調達の方法など、とても丁寧に親身に

なって教えてくれます。私も彼女たちの

ミーティングやパーティーなどに参加し、

アドバイスしています。

　働く女性たちが行き詰まる問題として、

ロールモデルをそばで見られないという

問題があります。それには、メンター、

相談相手が必要です。ですから、こう

いったネットワークを通じて相談にのっ

てくれる専門家がそばにいることで、大

評判です。

　このように、横浜市では、女性の経済

進出を特に推進していて、働く女性が

ロールモデルやメンターに出会うための

ネットワーク会議も、昨年度から行って

います。

　横浜市では、私が歴代初の女性市長で

す。全国に市町村は1,800弱ありますが、

その中で女性のトップは27人しかいま

せん。これはちょっと少ないと思ってい

ます。こういう行政の仕事というのは、

非常に女性に向いていると思います。市

民の皆さんの生活そのものを守るのが仕

事ですから、非常にきめ細かい視点で日

常生活の経験や視点、女性ならではの感

性といったものが重要です。

　このような思いで、私は市長として女

性の社会参画支援に取り組んでいます。

横浜市の中期4か年計画の中でも初めて

施策として「女性による市民力アップ」

という女性の社会進出に向けた取り組み

を明確に位置付けました。今後は、世界

に通用する人材として女性の力が十分に

発揮されるよう、一歩踏み込んでポジ

ティブアクションを進めていきます。

†1　�国際戦略総合特区とは、わが国の経済成長の
エンジンとなる産業・機能の集約拠点の形成
を目的として、2011年12月22日に7地域（北
海道、つくば、東京、京浜、名古屋、関西、
北九州）が指定された。指定を受けた地域は、
国と地方の協議を経て、「規制・制度の特例
措置」「税制上の支援措置」「財政上の支援措
置」「金融上の支援措置」が受けられる。

インタビュー実施日：2012年7月30日

　ビジネスの世界では経済合理性や理論

的な思考力が求められますが、それと同

時に、想像力や感性が大切です。特に女

性ならではの共感力、受容力は、成長の

鍵です。経済分野に女性が参画すること

で業績が上がることを、私は身をもって

実証してきました。

　APECにおいても、経済の成長と繁栄

には女性の参加と連携が不可欠だという

認識が共有されています。女性の経済参

画に関する会合には３年連続で出席して

いますが、理念・理論だけに終わらせず

に、具体的な行動に踏み込んでいこうと

話しています。

　あとはアクションあるのみです。サン

フランシスコでヒラリー・クリントン氏

が議長をされたときの会議では、具体的

な実効策をまとめたサンフランシスコ宣

言を出しました。そのフォローアップ・

イベントを今年の３月に横浜で開催した

ときにも、私は行政のトップとして、政

策で実現するとお約束をしました。

　市長として、女性の社会参画を促すた

めに、まず取り組んだのが保育所待機児

童の解消です。待機児童の問題は全国共

女性に社会に出て働き続けてもらいたいのです。
日本では「M字カーブ」と言って、20代で社会に
出た女性が30代、40代の働き盛りの年代に仕事
を離れ、ぐっと落ち込む。これは経済的にみると
国の活力という面で大きな損失です。

市庁舎所在地：�神奈川県横浜市中区
港町1-1

http://www.city.yokohama.lg.jp/

人口：369万7,426人
これからの20年横浜が目指す都市の姿：
市民力と創造力により新しい「横浜らし
さ」を生み出す都市
（2012年8月1日現在）

Data

横浜市

インタビューに伺った横浜市庁舎にて。
左から、Future�of�Japanの編集協力会社社長ラリー・グリーンバーグ氏、PwC�Japan�公共事
業部門シニアマネージャーの中島教雄、林市長、Future�of�Japanの後藤恵美
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機会があるはずです。しかしながら現状

は、この業界は非常に規制が厳しく、市

場参入が難しいことが大きな課題です。

日本経済の活性化のためにも、早晩に規

制緩和が望まれる分野です。

───国内市場からの転換を図り、成長

機会の見込める海外市場に積極的に進出

している日本企業はまだ少ないという意

見もありますが、キャシーさんはどのよ

うにお考えですか。

　海外市場進出を図る企業は、確実に増

えています。成長機会は国内よりもむし

ろ海外にあるということが明らかなわけ

ですから、経済合理性を考える経営幹部

ならば海外進出を考えるのは当然でしょ

う。

　進出方法にはさまざまな方法がありま

すが、資産と時間を買うという意味では

M&Aになります。ただ、海外の会社と

いう資産の支配権を買収したとして、そ

れで「当社は20％グローバルになりま

した」と言えるほど、海外事業は容易で

はありません。事業を経営するというの

は、もっと別の次元の難しさがあります。

事業買収はスタート地点に過ぎず、買収

後、その事業をどのように自社に統合す

るのか、1＋1＝2でなくて、1＋1＝3と

なるような事業にどうやって育てていく

かが大切なのです。

　このようなグローバル化への適応性は、

───キャシーさんは、アジア株式市場

の中でも特に日本株のストラテジストと

して、アジア・マクロ調査部門を統括さ

れていらっしゃいますが、今後の日本企

業の成長性についてどのようにお考えで

すか。

　日本企業は今、大きく２つのグループ

に分けられると思います。

　１つ目のグループは縮小する国内市場

に強い切迫感を抱いていて、成長の活路

を海外市場に求めている企業グループ。

これらの日本企業は当然、輸出型の産業

が多いのですが、これまで国内市場を中

心としていた企業の中にもビジネスモデ

ルの転換を図り、高い成長率とより安価

なコストを見込むことができる新興市場

への進出を図っている企業が出てきてい

ます。

　もう１つのグループはこのような切迫

感に欠け、東日本大震災などによって初

めて事業の分散化の必要性に目覚めたと

いう企業です。こちらのグループの方が

多いというのが現状です。ただ、このよ

うな切迫感に欠ける日本企業が多いのは、

ある程度、日本の資本市場の特性上、仕

方がない部分もあります。

　これは鶏と卵のような関係で、日本の

ように資本コストもハードルレートも非

常に低い市場では、経営者が高い資本収

益率を追い求める土壌が醸成されにくい

というのも事実です。低い資本コストが

原因で、投資ポートフォリオ全体を成長

を狙ったものに変えていこうというイン

センティブが働きにくくなっているとい

うのが、日本の資本市場の構造的な問題

だと思っています。

　このようなリスク回避志向は経営者の

みでなく、現在の日本の子供たちにも浸

透しているようです。ある調査によると

小学生に将来なりたい職業を尋ねると

「区役所の職員」という回答が一番多い

のだそうです。リスクを取って失敗する

よりも安全な終身雇用制度を選ぶという

志向が、日本の将来を担う子供たちの間

にも浸透しているのです。

　それでも私は、成長分野は存在すると

思っています。たとえば、高齢化社会に

対応する医療・ヘルスケア分野のサービ

スや製品を提供する事業は、大きな成長

キャシー・まつい
PROFILE

カリフォルニア生まれ。1986年ハーバー
ド大学、1990年ジョンズホプキンズ大
学院卒業。日本輸出入銀行（現国際
協力銀行）、バークレーズ証券会社を
経て、1994年ゴールドマン・サックス
証券株式会社に入社。2006年「イン
スティチューショナル・インベスターズ」
のアナリストランキングで日本株式投資
戦略部門1位獲得。

教育から始めないといけないとも感じて

います。

　私はアジア地域全般のマクロ調査の人

材管理も担当しているのですが、ここ約

５年ほど採用活動をしている中で顕著な

のが、日本人学生の間で海外勤務希望者

が極端に減ってきていることです。これ

は、海外勤務を前提としている韓国、中

国、インドのスタッフと大きく異なる点

です。

　言語の問題だけでなく、精神的にも大

きな差があります。弊社は毎年、採用活

動を行っているのですが、近年、日本語

スキルを持ったアジア系留学生が増えて

いて、もちろん日本の大学への留学経験

も持っているので、日本で就職を希望し

日本株の戦略については「マクロ経済の危機が
ミクロ経済（企業）に投資機会を促す」が持論

ゴールドマン・サックス証券株式会社 アジアECS 調査部門統括 
マネージングディレクター チーフ日本株ストラテジスト 

キャシー松井氏
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る企業もいる一方、今やっと厳しい現実

に気づいたという企業が多いというのが

現実と言えるでしょう。

───ダイバーシティにも関連します

が、キャシーさんの経済分析から生まれ

た「ウーマノミックス」という言葉につ

いてお聞かせください。

　「ウーマノミクス」という言葉は

「ウーマン」と「エコノミックス」を合

わせた造語ですが、女性の社会進出を経

済学の観点から立証しようという私の調

査研究の結果から、99年に生まれました。

　日本女性は国際的に見て高等教育を受

けている割合が高いにもかかわらず、日

本における女性の労働参加率はOECD

諸国中下位なのです。これはすなわち、

日本の生産能力の半分を占める女性の労

働力を活用できていないことを示してい

るのです。

　私の調査研究結果によると、日本の女

性の労働参加率が男性と同水準に上がれ

ば、それだけで820万人が新たな労働力

となり、日本のGDP水準が15％ポイン

トも上昇するのです。

　労働人口が減っているわけですから、

ダイバーシティを真剣に考えないと、自

社・自国の競争力がなくなりますので、

もう、時間の問題だと思います。

　なぜ、このように日本女性の労働参加

率が低いかというと、20代で就職した

女性が、30代に結婚や出産といったラ

イフイベントで職場を離れた後、その後

の40台代を含めた働き盛りの期間、職

場に復帰できないからなのです。やっと

40代後半、50代になって家事・子育て

が一段落したところでパートなどの職場

に復帰する女性が多いので、また労働参

加率が上昇し、グラフに表すとちょうど

アルファベットの「M」を描いたような

カーブになります。

　いろいろな国の女性の年齢別労働参加

率を比較してみたら、実は先進国の間

では日本と韓国しか、このM字カーブに

なっていないのですね。逆に30代、40

代でも離職せずに労働参加率の高い国が

北欧、フランス、続いてドイツ、米国な

どです。これらの国では、結婚して子供

ができても、会社を辞めずに働き続けら

れる制度が整っています。その点、日本

はこの世代がフルタイムで働き続けるの

が非常に難しいのが現状です。

　託児所などの会社の制度もありますが、

ているのですが、彼らのハングリー精神

と日本人学生の間でかなり違いがあるの

です。企業としてはどちらを採用するか

は明らかですよね。

　ですから、また企業の話に戻すと、経

営層のグローバル化も選択の問題ではな

く、もはや避けては通れないところまで

きていると言えます。

　アジア人留学生の採用といった人材の

ダイバーシティに関しては、採用して終

わりではなく、その後の昇進や本社への

登用といったキャリアパスを準備しなけ

れば、優秀な人材を引き留めておくこと

は難しくなります。日本人の人口が縮小

している中、労働力の確保は企業の経営

課題の１つとなっています。

　そのための対応策としてダイバーシ

ティの重要性に気づいて施策を講じてい

本社：�東京都港区六本木6丁目�
10番1号�六本木ヒルズ森タワー

http://www.goldmansachs.com/
japan/
1974年に東京駐在員事務所を開設

Data

ゴールドマン・サックス
証券株式会社

図表1◉キャシー氏の調査研究による日本女性の労働参加率の特徴を示す「M字カーブ」
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民間や行政による家事や育児のアウト

ソーシングサービスも必要でしょう。

　このような制度面からの支援によって

女性の労働参加率を高めてゆくことは企

業の競争力にも繋がりますし、また需要

に供給が追い付いていないという意味で

は、成長分野として投資機会もあると思

います。

　いずれにせよ、女性が働き続け、所得

を得ることで国全体の消費も活性化しま

すし、投資も増える。ですから日本経

済全体の活性化という観点からも30代、

40代の女性が働き続けられる環境の整

備が求められているのです。

インタビュー実施日：2012年7月30日

都内の社会人向けMBA大学院にて資本市場の講義を行う�松井氏
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　日本で生まれた即席麺が、なぜ世界食

となりえたのか。それは各国のメーカー

がその国に昔から伝わるおふくろの味を

再現し、現地化できたからなのです。当

社においても、世界で販売している即席

麺は日本のものとまったく異なります。

中国では五香粉というスパイス、タイで

はトムヤムクンの味付けといった具合で

す。

　カップヌードルも、ブランドはグロー

バルに展開していますが、中味は現地の

おふくろの味を取り入れる「グローカ

ル」戦略をとっています。即席麺では、

各国の食の伝統、食の習慣に学ぶ現地化

の深耕が求められるのです。

　また、進出の際には、カントリーリス

クについての考え方も大切です。政治的

なリスクが高いと思われる国では、独資

でやっていくのはなかなか大変です。さ

らに、広大な国土の国や初めての国では、

独自に販売網を築いていくのも大変な時

間と労力がかかります。このような国で

は、地元の有力企業とパートナーシッ

プを組んでやっていくことも選択肢で

す。当社が生産、開発、マーケティング

を、現地のパートナーが販売を担当する

というように、お互いの強みを組み合わ

せて、シナジー効果を発揮させるのです。

われわれには各国での商品開発ノウハウ

と、世界最高レベルの麺技術が蓄積され

ています。また、安全安心の部分で、食

品安全研究所を中心とした、独自の品質

保証体制も大きな強みです。

　当社は７月に、トルコへの進出を発表

しましたが、パートナーのYildiz社はト

ルコ最大の消費財メーカーで、全国23

万店の流通との取り引きを持つなど、強

固な販売力を持っています。トルコは麺

食には親しみのある国で、女性の社会進

出などに伴い、簡便な食事へのニーズが

───新興国市場は将来の成長のために

不可欠であると言われていますが、貴社

の新興国に対する取り組みをご紹介いた

だけますか？

 「成長性の高い新興諸国でビジネスチャ

ンスを見つけろ」が、本年の年頭定是に

掲げられたテーマです。

　当社は中国、ブラジル、インド、ロシ

アのBRICs諸国だけでなく、インドネ

シア、フィリピン、タイなどのアジアの

新興国で即席麺事業の展開を行っていま

す。

　世界のインスタントラーメン市場は、

数年以内には1,000億食を突破すると見

られています。特に新興国市場は、経済

発展に伴う個人所得の増加と人口増など

により、購買力ある中間所得層が増大し

ています。これらの国々では即席麺市場

も成長性が高く、将来にわたっての伸び

が期待できます。その中でも、われわれ

は世界の総需要の約８割以上を占めるア

ジア地区での展開を、成長戦略の軸に置

いています。

　たとえば中国では、カップヌードルが

品質の高さとおしゃれなイメージから、

上海、広東などの都市部の若者を中心に

ヒットしています。カップヌードルは現

地では高価格帯の商品なのですが、所得

向上により手に届く人が増えてきたので

す。今後、内陸部でも営業網を拡大して

いくことになっています。

　７月下旬からは、ベトナムでも新工場

が稼動し、現地での生産販売がスタート

しました。ベトナムは競合がひしめく中

での最後発からのスタートなのですが、

発売する商品は、当社の技術力を活かし、

同国での健康志向と麺質へのニーズに

マッチしたものです。これまでにない新

しい機軸の商品で差別化を図り、成長市

場で新たな需要を開拓していきたいと考

えています。

　また、インドでも毎年２割程度市場が

拡大していますが、拡大する市場に対応

するため、今年度、来年度にかけて東部

と南部に工場を２つ新設します。

───新興国市場で成功するための要因

をどのようにお考えでしょうか？

よこやま・ゆきお
PROFILE

1979年富士銀行(現：株式会社みず
ほ銀行)入行。海外勤務、人事、営
業企画、広報業務を経て麹町支店長、
渋谷支店長を歴任。2007年日清食
品(現：日清食品ホールディングス株
式会社)入社。執行役員財務経理部
に就任。2010年には執行役員・ＣＦ
Ｏに、同年6月には取締役・ＣＦＯに
就任。

日本で生まれた即席麺が、なぜ世界食と
なりえたのか。それは各国のメーカーが
その国に昔から伝わるおふくろの味を再現
し、現地化できたからなのです。

高まるなど、即席麺の潜在需要は高いも

のと考えています。両社の強みを発揮す

ることができれば、大きな成長が期待で

きます。

　また、コストに対する考えも大切です。

ローコストオペレーションは、競合と戦

ううえでも、利益の源泉としても、必要

不可欠です。そのためには、まず無駄が

なく、効率の高い生産体制。そして、原

材料を現地で安く調達して、低コストの

商品を現地生産することも大きく求めら

れます。

　当社ではそのためのプラットフォーム

も整備されていますが、低コストと高品

質を武器に、商品をどんどん周辺国に輸

出し、麺文化を広げていくことも、視野

に入れています。

───貴社のグローバル戦略と人材戦略

についてご紹介いただけますか？

日清食品ホールディングス株式会社 取締役 CFO 

横山之雄氏
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限も委譲されており、大体のことはここ

で決めるような形になっています。

　世界で戦っていくためには、何といっ

ても、グローバル人材の育成です。社員

の意識やスキルが国内にとどまっていた

のでは、成長は望めません。そのための

さまざまな人事制度を策定しています。

　英語か中国語の語学力が一定水準に達

した入社３年目以降の若手社員全員を対

象に、海外の現地法人で２年間研修でき

る「グローバルチャレンジパス」とい

う制度はその1つです。語学だけでなく、

異文化への対応力、グローバルなスキル

を持った人材を育てることが目的です。

日本に戻って専門性を磨いたり、足りな

いものを補ったりして、現地での経験を

フィードバックするシステムになってい

ます。

　また、2012年１月からは「海外職務

年俸制」も導入しています。これは海外

現地法人の幹部に年俸制を適用するもの

で、現在は世界各国の約20社の日本人

幹部が対象です。海外における職務の役

割や重要度に応じた報酬体系を取り入れ

るとともに、業績反映部分を国内の２倍

にするなど、海外勤務へのモチベーショ

ン向上を図っています。この進捗をみて、

今後は外国籍社員への拡大も検討してい

きます。

───貴社のイノベーションに対する取

り組みをご紹介いただけますか？

　われわれの競争力は、技術イノベー

ションとマーケティング力にあると考

えています。ここ数年で、ストレート

麺技術、ライト麺技術、三層太ストレー

ト麺技術、ハイブリッド麺技術などの革

新的な技術が開発されました。そこから

「カップヌードルライト」「日清ラ王」

「カップヌードルごはん」などの大ヒッ

ト商品も生まれています。これらの技術

は、世界市場での競争に勝ち抜くための

コア資源です。すでに海外でも活用され、

新たな機軸の高付加価値製品を各国の市

場に提案しています。

───経営課題や今後の成長へ向けての

展望などをお聞かせください。

　昨年、震災の影響を受け、国内の即席

麺市場は需要が増加しました。しかし、

長期的には、人口減少により市場は横ば

いから縮小へと進むでしょう。このよう

な中、私たちは国内では新たな需要を創

造する商品の開発など、市場の深堀をさ

らに進めます。

　ところで、当社の行動精神に「ファー

ストエントリーとカテゴリーNO.1を目

指せ」というものがあります。当社は世

界初の即席麺「チキンラーメン」と、世

界初のカップ麺「カップヌードル」を開

発し、新たな産業を興し、業界トップの

ポジションを築きました。創造開発志向

で、先行者利益を享受したわけです。

　世界の市場を見渡すと、同業のグロー

バル企業には、ローカライズを進め、現

地の文化を取り入れ、健康志向の商品開

発を進めているところもあります。たと

えばインドでは、他社が麺の原材料に小

麦ではなくて、オーツを使い、大麦を入

れたぼそぼその麺を売り出したのです。

これはわれわれの常識からすると考えら

れなかったのですが、インド人の健康志

向にマッチしたこの商品は、ヒット商品

となりました。 

　まだ、即席麺市場が未熟な新興国にお

いては、ファーストエントリーがものす

ごく大事ではないか。逆に言うと、開拓

されていないフィールドがまだまだあり、

創造開発型企業である当社の強みが世界

では発揮できるのでは、と感じています。

　将来に注意しなければならない外的要

因としては、円高は当然のこと、TPP

により関税障壁がなくなり、安価な海外

の即席麺が流入し、競合となることも想

定しなければなりません。国内では、大

きな価格破壊に直面するかも知れません。

今後、当社の海外法人で製造した製品を

日本に持ってくるといった発想も、必要

となるでしょう。

　また、原材料価格の高騰への対応も大

きな課題です。背景には、天候異変だけ

ではなく、新興国での需要の増加、投機

マネーの流入などの要因があるのですが、

2007年以前の水準に戻ることはもうな

いでしょう。

　一方で、国内では依然としてデフレが

続き、消費者は低価格志向で、価格転嫁

はなかなか容易ではありません。この環

境の中で、高品質で本当に価値のあるも

のを、消費者に理解してもらう、認知し

て貰うためのコミュニケーションも、今

後のカギとなるでしょう。

　現状に満足していては成長を望めませ

ん。より多くの社員が、当社を取り巻く

厳しい環境に危機感を持ち、自己の組織

の革新をしながら、常にクリエイティブ

であり続けることが大切ですね。

　当社は来年創業55年を迎えますが、

このような企業風土であり続けることで、

100年、200年という組織になっていく

のではないかと思っています。

インタビュー実施日：2012年7月31日

　当社では「グループ会社戦略プレゼ

ン」を行っています。2008年のホール

ディングス制に移行後にスタートしたも

のですが、国内の７事業会社の社長と海

外４地域の総代表が３カ月に１回、各社

の事業戦略をわれわれチーフオフィサー

にプレゼンする機会です。

　これにより、どのような戦略を立案し

ているのか、そしてそれを執行した結果

がどうだったかなど、戦略の妥当性が判

断されるのです。各社の社長や総代表

の戦略思考が一層高まっただけでなく、

ホールディングスの各プラットフォーム

が事業会社へ効率的なサポートができる

ようになってきていると思います。

　また、2012年４月１日に、シンガポー

ルに、アジア地区の事業会社を支援する

「Regional Headquaters of Asia」(略称

「RHQ-Asia」)という組織ができました。

展開が早いアジアでの事業を、日本から

判断していたのでは時間がかかりすぎ、

投資判断も慎重になりがちです。

　「RHQ-Asia」には、経営戦略、マー

ケティング、開発、生産、営業などの日

本のスタッフが常駐。現地に近い距離か

ら、専門性を活かしたサポートをしてい

ます。意思決定のスピードアップを図る

とともに、戦略策定に現地の肌感覚を活

かすことが狙いです。また、かなりの権

カントリーリスクの高い国では、
地元の有力企業とパートナー
シップを組んでやっていくこと
も選択肢です。

設立：1948年9月4日
代表取締役社長・CEO：安藤宏基
東京本社：�東京都新宿区新宿�

6丁目28番1号
http://www.nissinfoods-holdings.
co.jp/

資本金：251億円
連結売上高：3,807億円
従業員数：7,533人
（2012年3月31日現在）

Data

日清食品ホールディングス
株式会社
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編集後記

　2011年3月11日の東日本大震災直後、PwC Japanは日本の復興のために貢献する活動を
開始しようと決定しました。この意思をPwCグローバルネットワークにおいても表明し、
最終的にPwC JapanとPwCグローバル共同の取り組みとして“Future of Japan”と題したプ
ロジェクトを発足しました。PwCが有する経験や知見、専門性を最大限活用し、微力な
がら日本の再生につなげることを目指して活動が開始しました。
　2011年中には「被災地の復旧」に貢献すべく2つの取り組みを実施しました。それが日
本ブランドの復活をテーマとした調査とシンポジウムの開催、そして仙台市の経済復興計
画立案支援です。2011年7月に開催したシンポジムでは、PwCグローバルネットワークの
英国、米国、ブラジルから関連分野のエキスパートを集め、世界の震災復興から学んだ経
験を共有するとともに、内外の有識者を招いて国際社会から見た震災後の日本について議
論しました。併せて政府・自治体で復興に携わる有識者にもご参加いただき、将来の都市
づくりについて活発な意見交換を行いました。
　次に、日本が東日本大震災からの「復旧」フェーズから経済の「再生」フェーズへ移行
することに伴い、2011年末からは「日本経済の再生」を中心テーマとする新たな取り組
みに着手しました。これから10年、20年先の日本の将来を考え、その将来像を実現する
ために検討しなければならない課題や、対処法に対する示唆を抽出した報告書を作成する
ことを決定しました。

「復旧」から「再生」へ
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　まず、2012年１月の世界経済フォーラム（ダボス会議）において速報版を発表、次に
３月にPwC会長のデニス・ナリーが来日し「日本の未来：世界から見た日本経済復興シ
ナリオおよびその可能性」と題したセミナーを開催、そして９月4日には同じくデニス・
ナリーが来日し「Future of Japan〜成長への処方箋〜」と題する最終報告書の発表記念イ
ベントを開催しました。
　本インタビュー集は、『Future of Japan〜成長への処方箋〜』最終報告書を作成する過
程でお会いした国内外のビジネスリーダー約60名の中から、特に際立ったリーダーシッ
プを持って舵取りをされ、示唆に富む事業ビジョンを持っていらっしゃる10人のビジネ
スリーダーの取材原稿を選んで別冊インタビューとしてまとめたものです。ここに『Future 
of Japanインタビュー集〜10人のビジネスリーダーが語る成長への処方箋〜』を発行でき
ましたことを、大変光栄に思っています。

PwC�Japanのオフィスにて編集会議。
前列左からサポートスタッフの東山勇
介、山口卓也、吉村翔。
後列左から古賀勝、後藤恵美。

　お忙しいスケジュールの合間を縫ってインタビューにご協力くださいましたビジネス
リーダーお一人おひとりに心から感謝いたします。
　生き馬の目を抜くビジネスの世界で、ナショナルフラッグとも言える巨大な組織を率い
てグローバル市場での戦いに挑むビジネスリーダー達の一言一言からは、気迫に満ちた強
烈なメッセージが発せられています。このような対談の場に立ち会う機会を与えられたこ
とは、私たちにとって非常に貴重な経験となりました。お会いしたビジネスリーダーの皆
様は一人ひとり個性は違うものの、決してぶれることのない信念と人を包み込む大きな包
容力という点では共通していると感じました。インタビューの場に立ち会った私たちが感
銘を受けた、煌めくような言葉の数々や魅力的なお人柄をより多くの読者の方々へ伝いた
いという強い思いから、このインタビュー集は生まれました。
　
　ご登場いただいた10人のビジネスリーダーの皆様をはじめ、企業・行政側の広報担当
の皆様から多大なご協力をいただいて本書が出来上がりました。また、PwC Japanの内部
でも経営幹部、クライアント担当パートナー、広報部門から多くの支援を受けて本書の発
行にいたりました。この場をお借りして、皆様に心から御礼申し上げます。
　
　本書にご登場いただいたビジネスリーダーの言葉から、読者の皆様にとって勇気を与え
てくれるメッセージを受け取っていただければ幸いです。

PwC Japan
Future of Japanプロジェクト担当マネージャー

古賀 勝
後藤恵美
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