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2011年3月11日に日本を襲っ
た大震災。それに伴う原発問
題、電力不足。またこれまでに
経験したことのない超円高。こ
れらの問題がいま日本経済を
脅かしている。  

この激動の時代においてかつ
て「エクセレントカンパニー」
と賞された名だたる日本企業
には、大きな変革が求められ
ている。従来の強みを生かし
つつ、グローバル化の促進、さ
らなるイノベーションへの取り
組み、人材ギャップへの対応と
いった課題に迅速に立ち向か
わなければならない。そして日
本経済を再生させていくこと
が必要であろう。



過去から受け継いだ経済的成功
日本の名だたるグローバル企業は、
たゆまぬ努力によって生産効率を極
限まで高めた結果生まれてきた日本
経済の代表である。日本は戦後、経
済の基盤を築き、1968年には世界第
2位の経済大国となり、その後20年
間 で さ ら に 爆 発 的 な 成 長 を 遂
げた。圧倒的優位性を誇る製造プロ
セスに支えられ、「メイド・イン・
ジャパン」は、グローバル品質基準

としてしっかりと確立された。品質
が優れているという日本の世界的な
評判は、何百社もの企業と何百万人
もの労働者の総力を結集して実現し
た「日本株式会社」の功績である。
この「日本株式会社」の実現は、個
人の勤勉性や忠誠心、チームワーク
に対する尊重、高い教育水準、職人
気質、たゆまぬ勤労意欲といった日
本国民の非常に優れた特性の証しで
ある。

図1：日経225社の売上高

2011年3月11日に発生した大震災。港、家、工場、畑、そして
住んでいた人々、すべてのものを巨大な津波が奪い去っていっ
た。千年に1度と言われる大震災は、日本に大きな傷跡を残し
た。しかし、東北地方のみならず日本中の人々が日本の復興を
信じ、そして決意した。日本中で1つとなったこの目的意識によ
り、エネルギー問題や産業育成、教育、そして少子高齢化対策
まで幅広い課題に関する議論が各方面で進んでいる。こうした
課題を解決するために、今ここに国家繁栄のエンジンを再起動
しなければならない。課題は一見非常に複雑だが、歴史が示す
ように、ひとたび進むべき道が明確になり、それが共有できれ
ば日本国民は奇跡を起こすことができるのである。1945年のほ
とんど何もない状態から始めて「エクセレントカンパニー」と
賞される、世界に誇るべき数多くの企業をわずか一世代で築き
上げてきたのである。

日本のグローバル企業は計り知れない強さを維持しているが、
その競争力は低下傾向にあるという感がある。そこで、「かつ
て“エクセレントカンパニー”と賞された企業を再生させるには何
が必要か？」という重要なテーマを考えてみたい。

戦後の日本の輸出拡大の勢いは、諸
外国の予想をはるかに上回るものと
なった。日本企業は、その圧倒的な
製品品質のおかげで、新たな市場に
参入し、現地の競合企業との激しい
競争を勝ち抜き、市場シェアを獲得
してきた。

日経平均構成銘柄の中心であるよう
なグローバル企業は、今や日本をは
るかに越えて拡大している（図1参
照）。こうした企業は、すでにグ
ローバルブランドを確立してきてお
り、国内投資家のみならず外国人投
資家からも提供された資本を活用し
日々企業活動を行っている。一方
で、今日の真のグローバル企業は、
真のグローバル経営と真のグローバ
ル人材を求めている。これこそが、
かつてのエクセレントカンパニーが
現在直面している課題である。この
ような企業は、国内外の競合他社と
の激しい競争、真のグローバル化へ
の取り組み、企業改革や人材の活用
に対応する中で、どのようにすれば
日本企業の歴史的な強みと特性を保
持することができるだろうか？　維
持し続けなければならないものは何
で、変化させなければならないもの
は何か？

厳しいグローバル競争の下では、こ
れからを明らかにしながら、企業の
戦略を打ち出して行かなければなら
ない。
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戦後の華々しい「黄金の時代」
バブル後の「暗黒の時代」
製造業など輸出中心の日本企業にと
って、1985年は大きな環境変化に直
面する年となった。1985年のプラザ
合意により、世界の経済大国（G5）
によるグローバルな外国為替市場へ
の協調介入が行われた。当時、アメ
リカの対日貿易赤字が顕著であった
ため、プラザ合意は実質的に円高ド
ル安に誘導する内容であった。プラ
ザ合意が発表された翌日の1日（24
時間）で、ドル円レートは1ドル235円
から約20円も下落し、昭和最後の月
である1989年1月には、1ドル127円
と、ドルの価値は半減する結果にな
った。

円が急激に上昇する「円高」は、ま
だまだ序章に過ぎず、その後さらに
大きく深い難題が数多く発生するこ
とになる。円高と時価総額の急増
は、多くの日本企業に国内生産で輸
出重視という戦略から、海外生産へ
のシフトさせるきっかけと資金力を
与えることとなった。しかし一方
で、同時に発生したバブル経済によ
り、企業の優先順位を歪めるモラル
ハザードも起こっていた。	

当然のことながらバブル経済は崩壊
し、経済危機の中、成長していくこ

とは実質的に不可能となった。日本
のGDPは、1999年から2009年の間
に実質ベースで3.7%の成長にとどま
り、名目ベースでは実質的な縮小と
なった。これは、日本が45%以上の
実質GDP成長率を実現した1980年か
ら1990年の10年間と全く対照的であ
る。この状況から脱却するために
は、抜本的な改革が必要だという認
識が広がっていた。日本のかつての
「エクセレントカンパニー」も同様
に、新たな戦略を打ち立てなければ
勝ち残れないことは明白であり、ま
たそうでなければ、「日本株式会
社」がグローバル経済力を維持する
ことはできないのである（図2、図3
参照）。	

今後の行程の定義
日本を取り巻く多くのライバル国
は、品質やプロセス効率、革新の面
で日本に徐々に追いついてきてお
り、これまでの優位性はもはや薄
い。一方で、かつてない歴史的な円
高により利益は大幅に減少し、企業
の体力を奪ってきている。また企業
規模の拡大は、大企業病を発症さ
せ、官僚主義的な運営を生み出す結
果となり、コストの増大、経営ス
ピードの低下に繋がっている。さら
に、日本の階層的な企業組織は、ま
すます国際基準とのギャップを生み
だしている。

日本のかつてのエクセレントカンパ
ニーが現在直面している課題の多く
は、実は世界中の企業にも共通する
ものである。ブレークスルーを生み
出す技術や目の前に立ちはだかる新
興の競合他社、新興市場への需要の
シフト、必要人材と現存人材との人
材ギャップなどの課題は、すべての
グローバル企業が取り組まなければ
ならない問題である。

グローバルな問題、日本特有の問題
は、いずれも複雑かつ困難である
が、かつてのエクセレントカンパ
ニーが戦後数十年間に直面した課題
ほど厳しいものとは決して言えな
い。こうした問題を乗り越えるため
には、一つ一つの課題に対し、真っ
向から真剣に立ち向かわなければな
らない。日本が変革の第一歩を歩み
だすためは、進むべき道が簡単でも
明白でもないことを受け入れること
から始めなければならない。この取
り組みでは、（従業員や投資家、顧
客やサプライヤーとして、これまで
日本企業の成功における利害関係者
であった）世界中の日本の友好国が
重要な役割を果たすであろう。自分
の進むべき道が困難であることを認
識し、あらゆる手段を講じながら、
課題に対し真摯にかつ迅速に取り組
む。回り道のようだが、これが再び
エクセレントカンパニーとなるため
の唯一の手段なのである。

図2：日本のGDP遷移（1955年から2009年） 
名目GDP*、単位：10億円

図3：GDP遷移の比較（日本、米国、ドイツ、イギリス、中国） 
GDP、単位：10億ドル（現在の為替レートでドルに換算）
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日本の強さの源泉 
「ものづくり」は、戦後の奇跡的な
経済成長の基礎となった、日本の強
さの源泉である。歴史的には、日本
のかつてのエクセレントカンパニー
は、この「ものづくり」の優れた能
力、つまり、製品開発や生産技術、
自動車業界における擦り合わせ技
術、テクノロジー産業の品質におけ
る数十年間にわたる圧倒的な優位性
を成功の足掛かりとしてきた。この
技術基盤が、日本人が「ものづくり
文化」と呼ぶものの背景にある力で
ある。製造拠点の多くは引き続き海
外に移転するだろうが、ものづくり
の知識基盤は根本的な強みとして展
開すべきである。

戦後の復興と同様に、日本は、国民
が１つにまとまった時に集団的な相
乗効果を引き起こすことができ、そ
して信じられないようなスピードで
復興を実現させることができる国で
ある。また日本政府はこの復興支援
策としてすでに23兆円を予算計上し
ている。新たに新規参入する産業分

野としてエネルギー安全保障やス
マートシティ、サステナビリティ、
デザスターリカバリーなどの領域は
将来有望である。これらの領域で、
日本の強みを生かせるチャンスがあ
るだろう。

教育も、日本の基本的な強みの1つで
はあるが、新たな課題に対応するた
めには改革していかなければ、さら
なる進展はない。戦後の奇跡的な経
済成長は、資源の限られている日本
が20年の間に何千万人もの学位資格
者を輩出させている。これは、教育
制度の勝利と言ってもよい。日本の
急速な少子高齢化を考えると、これ
からの若者の教育はさらに重要な課
題となるだろう。今後の労働人口が
これまで以上に高齢化し減少するこ
とに備えるためには、さらなるグ
ローバルスキルが必要になるだ
ろう。

発生しつつある国内の人材ギャップ
により、かつてのエクセレントカン
パニーにとっての重要なテーマが顕

在化してくる。真のグローバルカン
パニーとなっていくために、製造機
能と同様にほかの機能についても、
市場や労働者に近い海外に移転して
いくことになるのだろうか？それと
も、世界のトップクラスの人材に門
戸が開かれ、世界の有能な社員が日
本の本社や研究センターで働くこと
になるだろうか？

近年、香港やシンガポールへ企業活
動の移転が進んできている。国際金
融センターとしての日本の見通しは
明るくない。もはやアジアの金融の
中心は香港でありシンガポールであ
る。これは、特に外国企業にとって
決して好ましいとはいえない租税環
境も一因であろう。日本の法人税率
は39.5%と、世界平均の25％から
30%と比べた場合、著しく高いので
ある。	

しかし、日本はいまだに世界第3位の
規模の経済地域であり、同時に非常
に高い水準の生活環境と職場環境を
提供している。電車は定刻どおり運
行し、サービス水準は極めて高い。
国民は他人に見られていなくても仕
事をし、非常にモラルも高い。契約
には拘束力がある。街の通りは、日
中でも夜間でも、男性にとっても女
性にとっても安全である。公衆衛生
の水準は申し分ない。水道水はいつ
でもどこでも安全に飲むことがで
き、都市の大気は大都市でも非常に
クリーンである。またサービスレベ
ルも非常に高い。ミシュランの星が
付いたレストランは実は世界のどの
都市よりも東京に多いのだ。

これらは、日本のかつてのエクセレ
ントカンパニーの再生を後押しする
ことができる要素である。スキルや
知識、社会的安定や整備されたイン
フラ基盤。日本は多くの国から羨望
されるような資産を有している。必
要なのは強い意志とそれを実現して
いくスピードである。共有された目
標や全国民の強い意思があれば、直
面している問題も必ずや克服できる
だろう。

企業のトップは変化を求めているか？
PwCが行った「第15回世界CEO意識調査」では以下のような結果と
なっている。

•	 86%もの日本のCEOが、経営戦略を変える意向であると回答して
いる。なお、そのように回答したCEOは、北米では62%に過ぎ
ず、欧州では64%に留まっている1。

•	 日本のCEOは、新興市場の事業機会に焦点を当てており、CEOの
69%が新たな市場での事業展開により多くの時間をかけたいと回
答している1。

•	 労務管理に対する日本従来のアプローチが変化してきており、日
本のCEOの78%は、人材管理戦略の変更を計画している1。

円高により、多くの日本の大企業はますます海外の買収候補を探す
ようになってきており、2011年の海外M&Aは、2010年の340億ド
ルから800億ドルに一気に上昇した2。

1 2012年PwC CEO意識調査

2 Dealogic, Wall Street Journal.



4日本経済の再生に向けて

かつて日本には「エクセレントカンパニー」
と賞された多くのグローバル企業が存在して
いた。今、これらの企業に根本的な変化が求
められているのは明らかである。しかし、ど
のように変化すれば良いかということは、い
まだに明確ではない。持ち前の強みを維持し
ながら、グローバル市場や多様な労働力の
ニーズを満たすには、どのように対応する必
要があるのだろうか？どのようにしたら企業
の革新を実現することができるのだろうか？
世界中の投資家からの信頼を取り戻すため
に、コーポレートガバナンスには何が求めら
れているのだろうか？これらは、これから取
り組まなければならない重要なテーマのほん
の一握りにすぎない。

まずはここから始めたい。

グローバル化
•	 グローバル化を促進するためには、どのような戦略モ
デルを展開すべきだろうか？	

•	 製造拠点や販売拠点など、企業の活動拠点が海外に移
転する中、どのような機能を日本に残すべきだろ
うか？	

•	 ますますグローバル化するビジネス環境下で、どのよ
うにすれば言語や文化の違いを埋めることができるだ
ろうか？	

•	 海外・国内直接投資は、今後の日本経済においてどの
ような役割を果たすだろうか？	

•	 現在、日本の証券市場において、外国人投資家の持ち
株比率は30%を超えているが、外国人投資家の信頼を
築くためにはどのようなことを行わなければならない
だろうか？	

•	 日本のコーポレートガバナンスは、国際基準と適合す
るように変える必要があるだろうか？

革新
•	 日本の企業は、これまで築いた技術と品質とい
う貴重な資産をどのように活かすことができる
だろうか？	

•	 日本は、エネルギーやサステナビリティ、ヘル
スケアがますます重視されていることを利用し
て、成長領域に取り入れることができるだろ
うか？

•	 サプライヤーと顧客を新たなアイディア、製
品、流通、サービスで結びつけるためには、ど
のようなモバイルデバイスやソーシャルメディ
アを活用していく必要があるのだろうか？

•	 現在の競争環境を生き抜くためには、どの程度
思い切った企業改革が必要なのだろうか？

人材
•	 「団塊世代」の定年退職は、日本の企業からの膨
大なスキルの喪失にも繋がる。日本の急速な高齢
化と人口減少は、企業にどのような影響をもたら
すだろうか？

•	 企業は毎年、ますます減少する新卒者を奪い合う
が、労働人口は変化するだろうか？	

•	 中途採用は増加するだろうか？	

•	 女性のキャリアモデルはどのように変わるだろう
か？

•	 より多くの外国人労働者が日本に来るだろうか？	

•	 日本は、若者の新しい活力や想像力を活用して経
済の復活を進めることができるだろうか？
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New	York,	NY	10017
+	1	646	471	1000

Matthew Wyborn 
執行役	オペレーション担当
あらた監査法人	
〒104-0061	東京都中央区銀座8-21-1	
住友不動産汐留浜離宮ビル
03-3546-8450

椎名 茂
常務取締役
プライスウォーターハウスクーパース株式会社	
〒104-0061	東京都中央区銀座8-21-1	
住友不動産汐留浜離宮ビル
03-3546-8480

三橋 優隆
執行役	クライアント＆マーケット担当		
あらた監査法人	
〒104-0061	東京都中央区銀座8-21-1	
住友不動産汐留浜離宮ビル
03-3546-8450

野田 由美子
パートナー	
PPP・インフラ政府部門アジア太平洋地域リーダー		
プライスウォーターハウスクーパース株式会社	
〒104-0061	東京都中央区銀座8-21-1	
住友不動産汐留浜離宮ビル
03-3546-8480
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日本代表パートナー
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163-0430	東京都新宿区西新宿2-1-1	
新宿三井ビル30階
03-5326-9090
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Partner,	Japan	Business	Network	
PricewaterhouseCoopers	LLP
300	Madison	Avenue
New	York,	NY	10017
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