


Value Navigator（バリューナビゲーター）
本誌では、PwCのグローバルに広がる158カ国、
約169,000人のプロフェッショナルネットワークを活
かし、現場から得られる最新のビジネス情報やグ
ローバルのナレッジをご紹介します。本誌がクライ
アント企業の皆様の価値創造を導く一助となること
を願い、この誌名に表現いたしました。
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読者の皆様へ

このたびPwC Japan（プライスウォーターハウスクーパース ジャパン）の広報誌である「Value 
Navigator（バリューナビゲーター）VOL.3」を皆様のお手元にお届けします。
本号では、PwCが行った「震災後の日本に関する世界CEO意識調査」を特集に取り上げ
ております。本調査では、日本企業のグローバル化が進む中、国際社会が震災後の日本お
よび「安心・安全・信頼」を誇ってきたジャパンブランドをどのように捉えているかを今後
の重要な課題として分析しています。
また、震災後の海外進出が加速化している中、日本企業のさらなる国際競争力強化のため、
PwCのさまざまな知見・手法や現地の最新ビジネス情報を誌面でご紹介しております。
今、日本経済は転換期を迎えているといえます。世界が注目をしている中、日本が震災から
ただ「復興」するだけではなく、日本独自の新しい発想やあらたな価値を生み出すべく、私
たちはクライアント企業の皆様へのプロフェッショナルサービスを通じて、何らかの形でお役
に立つことを切に願っております。
今後とも皆様の変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
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国際社会は、
震災後の日本を
どのように見ているのか
ジャパンブランドの再生に向けて

Pick Up
Global Thought Leadership

1979年に米国で「Japan as Number One（ジ
ャパン アズ ナンバーワン）」が出版されてから
すでに30年以上が経過した。
その間、日本は空前の好景気である80年代後
半から90年代初頭を経て、バブル崩壊による

「失われた10年」と称される未曾有の不景気
を経験した。
その後、財政赤字と債務残高は肥大化を続
け、少子高齢化やBRICsの経済的な発展など
による国際競争力の相対的な低下にも悩まされ、
日本は進むべき方向を見失ってしまっているか
のように見える。
そのような中、2011年3月11日に東北で発生し
た東日本大震災は、被災地域に甚大な被害を
もたらしたのみならず、日本の政治・経済・社
会全般にわたって深刻な影響を与えた。
また、震災は、サプライチェーンの途絶や放射
能・海洋汚染などを通じて海外にも大きな被害

を与え、世界各国がその対応に注目した。
その一方で、世界各国からは過去に例を見な
いほどの暖かい支援と、秩序ある国民に対す
る称賛の声が送られ、多くの日本人は、これま
であまり意識することのなかった「世界の中の日
本」を認識する機会を得ることとなった。
震災後の日本を、世界はどのように見ているの
か。
とりわけ、これまで日本が世界に誇ってきた「安
全・安心・信頼」に代表される「ジャパンブラ
ンド＝日本の価値」は、震災によってどのように
影響を受けたのだろうか。
国際社会は、ジャパンブランドに対する認識を
変えたのだろうか。
「ジャパンブランド」は、国際社会における日
本の位置づけと国家の競争力を考えるうえでの
重要なキーワードである。
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［震災復興セミナー］
「開かれた復興」サステナブルシティを目指して──世界の災害復興事例に学び、国と地域の再生について考える

調査結果に見られる
傾向と示唆

　このような問題意識に基づき、PwC	

では、急きょ「震災後の日本に関する

世界CEO意識調査（PwC	Global	CEO	

Pulse	Survey）」を実施、国際社会が日

本をどう見ているのかを調査することに

した。さらに7月には、震災復興セミナー

「開かれた復興～サステナブルシティを

目指して」を開催、国際社会における

ジャパンブランドに対する認識を明らか

にするとともに、この難局をどう乗り越

えるのかについて討論した。これらの活

動は、PwC	Japanが主導する日本復興タ

スクフォースの第一弾として行われたも

のだ。

	「震災後の日本に関する世界CEO意識

調 査（以 下、CEO	Pulse	Survey）」

は、8つの質問から成り立っている。個

別の質問内容とその回答結果については、

「Post3.11	Japan:	Global	Community's	

Perspective（3.11以降の日本：国際社

会はどう見ているか）」を参照していた

だくとして、設問は、大きく次の3つの

問題意識をベースに組み立てられている。

◦	日本の震災は、国際ビジネス社会にど

のような影響を与えたのか

◦	国際ビジネス社会の信頼を維持・回復

するために必要なことは何か

◦	3.11後の日本の競争力を国際社会はど

う見ているのか

　各国のCEOからの回答結果からは、

次のような傾向が読み取れる。

　1つ目は、日本の震災によって自社の

サプライチェーンやオペレーションに影

響を被ったものの、会社全体の経営には

大きな影響はないこと。

　2つ目は、政治のリーダーシップや情

報発信のあり方、エネルギー問題・財政

問題等への対応の遅さに苛立ちを感じて

いること。

　3つ目は、日本の将来の国際競争力の

低下を懸念する声がある一方で、期待を

寄せているCEOも決して少なくはない

こと。

　以下では、特徴的な3つの質問項目に

焦点を当て、回答から得られる示唆につ

いて考えてみたい。

❶ 3.11の戦略計画上の教訓は何か？

　CEO	Pulse	Surveyの結果から、日本

の震災を受けて、市場・事業からの撤退

や新たな市場への参入を考えている企業

1
2
3

世界が考える日本の課題は、経済財政対策、政府の情報発信、
エネルギー政策、政治のリーダーシップである

 「ジャパンブランド」復興の鍵は、3.11前から横たわる
本質的課題の解決に他ならない

日本の将来に対しては、不安と期待が交錯する。期待が残る間に、
本質的課題に対峙し、変革を急がなければならない

デビッド・ジャンセン
David Jansen

PwC US
パートナー

PROFILE

PwC国際開発再建グループリーダーの
1人。大規模な災害復興におけるガバナ
ンスについてのアドバイスを行う。クリントン
大統領やハイチ首相に対して、105億ド
ル規模の国家復興プログラムに関わる戦
略策定、実行および反不正・腐敗問題
に関してアドバイスを提供。

c o l u m n

　7月26日、ANAインターコンチネンタルホテ
ル東京にて、日本復興タスクフォースの活動
の一環として震災復興セミナーが開催された。
　「『開かれた復興』サステナブルシティを目
指して」と銘打たれたこのセミナーは、世界
の震災事例から日本のブランド・信頼回復を
展望する午前の部と、東北の復興と街づくり
をテーマにした午後の部とから構成されたも
ので、どちらも国内外を問わず各界の専門家
の英知を集めた意義のあるものとなった。

話題は、「リーダーシップ」
「課題への取り組み姿勢」に集中
　午前の部では、ニューヨーク事務所のデビ
ッド・ジャンセンがハイチの地震からの復興
事例を、ワシントンD.C.事務所のジョン・サ
ードがアメリカ緊急事態管理庁（FEMA）の
事例を紹介した。
　プライスウォーターハウスクーパース株式
会社社長の内田士郎がモデレータを努めるパ
ネルディスカッション「日本の信頼（“ジャ
パンブランド”）回復のために」では、「震災
後の日本に関する世界CEO意識調査（PwC 
Global CEO Pulse Survey）」の結果を参考に、

各参加者からさまざまな意見が活発に出され
た。
　パネルディスカッションでは、世界が日本
に感じ取る信頼感などについて大きな揺らぐ
ことはないとしつつも、リーダーシップや課
題への取り組み姿勢など、日本が抱えるより
本質的な課題に話題が集中した。
　また、「あなたが日本の総理大臣だったら、
震災復興でまず何から手をつけますか？」と
いう内田からの質問に対して、ハーバード大
学教授であり世界経済フォーラム「グローバ
ルガバナンス・アドバイザリー」の座長でも
あるデビッド・ケネディ博士は、「今の日本
の復興計画は、何をやるかについては明確だ
が、それを誰がいつまでにやるのかについて
は述べられていない。私なら、誰がいつまで
に計画を実行するのかについて指示する」と
発言。日本の復興計画についての課題につい
ても、提議された。

東北の街づくりに必要なものは何か？
　午後の部では、都市の競争戦略領域にお
いて豊富な経験を有するハゼム・ガラルが、
PwCグローバルが毎年実施している「City 

of Opportunity」と題するレポートを基に激
化する都市間競争の動向について説明する
とともに、日本での復旧・復興の方向性につ
いて論じた。また、PwCサステナビリティグ
ループを率いるマルコム・プレストンからは、
単なるCSRとは異なる“サステナブル”ビジネ
スについての考え方が語られた。官民一体で
のコミュニティ再生・活性化の専門家である
リチャード・パーカーは、地域再開発に関わ
るPPP（パブリック・プライベート・パート
ナーシップ）の要点を説明した。
　午後のパネルディスカッションは、PwCア
ジア太平洋地域PPP・インフラ政府部門リー
ダーであるパートナーの野田由美子がモデレ
ーターとなり、「世界の中の東北のまちづくり
を展望する」と題して、前述のハゼム・ガラ
ル、マルコム・プレストン、リチャード・パ
ーカーに加え、国土交通省総合政策局政策
課長 渋谷和久氏、仙台市震災復興本部長 
山田文雄氏が参加、東北地域の復興、ひい
ては今後の“サステナブル”な都市実現に向け
た行政、民間企業の連携のあり方を考察した。

セミナー開催日：2011年7月26日
登壇者（敬称略）
四方敬之 内閣副広報官（国際広報）
渋谷和久 国土交通省総合政策局政策課長
前原金一 経済同友会 副代表幹事・専務理事
山田文雄 仙台市震災復興本部長
ニコラス・ザイムス 駐日欧州連合代表部通商外交部長
デビッド・ケネディ ハーバード大学教授
マーク・ノーボム　日本GE代表取締役社長兼CEO
デビッド・ジャンセン PwC US（NY）パートナー
ジョン・サード PwC US（Washington）パートナー
ハゼム・ガラル PwC Brazilパートナー
マルコム・プレストン PwC UK（London）パートナー
リチャード・パーカー PwC UK（London）パートナー
初川浩司 あらた監査法人 代表執行役
内田士郎 プライスウォーターハウスクーパース（株） 
代表取締役社長
五味廣文 （株）プライスウォーターハウスクーパース
総合研究所 理事長
野田由美子 PwCアジア太平洋地域PPP・インフラ政
府部門リーダー

野田由美子 Yumiko Noda

プライスウォーターハウスクーパース（株）
アジア太平洋地域
PPP・インフラ政府部門リーダー
パートナー

PROFILE

東京大学、ハーバードビジネススクール
卒業。バンクオブアメリカ東京支店、日本
長期信用銀行ニューヨーク支店バイスプ
レジデント・ロンドン支店次長を務める。
PwCアドバイザリーにて民営化・PFI部門
立ち上げ後、横浜市副市長を経て、現職。

Key 
Point

震災後の日本に関する世界CEO意識調査（PwC Global CEO Pulse Survey）
m e m o

　CEOの意識調査として、PwCでは、毎年
「Annual Global CEO Survey」（調査対象者は、
各国のトップ100企業（経済規模上位10カ国は
トップ1,000）のCEO・取締役）を実施している。
　今回の「震災後の日本に関する世界CEO意
識調査（PwC Global CEO Pulse Survey）」は、
日本で3月11日に発生した東日本大震災の甚
大なる被災状況を鑑み、「Annual Global CEO 
Survey」にご協力いただいている世界53カ国の
CEOに、震災が各社のビジネスに及ぼした影響
や震災後の日本に対する意見などについてアン
ケート調査を実施、回答を寄せられた201件（日
本でビジネスを展開している企業は52件）を基
に、まとめたものである。
　 詳 細 は、http://www.pwc.com/jp/ja/japan-
news/assets/pdf/20110726ceo_survey_jp.pdf
を参照。
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はわずか10％程度に留まり、シナリオ

プランニングの拡充による対応を検討し

ている企業が多いことがわかった。

　ここからは、震災は、世界の企業に大

幅なビジネス戦略の変更を迫ったわけで

はなく、むしろ震災を教訓とした、より

きめこまやかな戦略立案を促したという

ことが読み取れる。

❷  日本の信頼という観点で、 
重要な課題は何か？

　ここでの結果の特徴は、課題として認

識されていることが、必ずしも震災の影

響で語ることができない項目であるとい

う点だ。

　「安定的なエネルギー供給のための明

確なエネルギー政策」を除き、震災後の

重要な政策課題と考えられる「環境面で

のサステナビリティを支援する政策およ

びその実行」や「リスク管理およびガバ

ナンスの仕組みに関する監督制度」を選

んだCEOはさほど多くないのである。

　むしろ、課題としてあげられたのは、

「政府による迅速かつ正確なコミュニ

ケーション」や「政治の安定とリーダー

シップ」「財政赤字対策を含む経済政

策」などである。これらは、震災以前か

ら厳然として横たわっていた課題であり、

日本国民が日常から抱いている政治・政

府に対する感覚と近しいものがある。　

　だが、日本国民同様、海外のCEOま

でもがこれらの項目を選択したという意

味は、特に重要だ。このことは、これら

の課題が、日本が抱える普遍的なもので

あり、今後日本が真剣に取り組まなけれ

ばならない最重要課題であることを示唆

している。

❸  CEOは、日本の将来を 
どのように捉えているか？

　日本の将来の国際競争力については、

悲観的な意見と楽観的な意見が交錯して

いる。全体としては、悲観的な意見が多

少上回る結果となったが、日本でビジネ

スを展開している企業において、より懐

疑的な見方が多いことには注意が必要

である。日本でビジネスを行うCEOの

62％は、日本はしだいに国際競争力を

失うか、再浮上をすることは難しい、と

考えている。

　その背景として、アジアにおける中国

の存在感が増大していること、東南アジ

アをはじめとする途上国の経済発展など、

外的な要因が背景にあることが推測され

る。

　だが、その一方で、前項の「日本の信

頼という観点で、重要な課題は何か？」

であげた認識にあるように、日本政府の

リーダーシップ不在、迅速かつ正確・明

確なコミュニケーション能力の欠如など

に苛立ち、別の国や地域に可能性を見出

しているとも捉えることができる。

　まだ日本が経済・政治大国として再浮

上することに期待してもらえている間に、

日本の魅力や存在意義、価値など、いわ

ゆる国際社会でのジャパンブランドの重

要性を認識し、早急に国際競争力の回復

を図らなければならない。

世界CEO意識調査から見えてきた 
「ジャパンブランド」への期待と不安

　今回の調査で見えてきたことは、世界

のCEOが日本に迫っているのは、震災

によって生じた問題への対応というより

も、震災を契機としてさらに鮮明に浮き

彫りにされた日本そのものが抱える本質

的な課題への対応だということである。

　日本の政府関係者はもちろんのこと、

ビジネス界のリーダーも、こうした世界

の声を正面から受け止め、これまでの国

内志向の思考回路から根本的に発想を改

めるべきだろう。

　グローバルでの競争はこれまで以上に

激しさを増し、加速し、日々そのルール

を変えている。世界が日本に期待と信頼

をいまだ寄せている間に変革を遂げなけ

れば、いずれ世界は日本のことを忘れ、

必要としなくなるだろう。私たちに残さ

れた時間は決して長くない。

図表1

図表2

Q：今回の日本の震災を教訓として、以下の戦略立案のプロセス変更の中で予定しているものが
      あるかどうか教えてください。

8%

11%

新たな市場に参入する／
市場から撤退する

8%

9%

新たな事業に参入する／
事業から撤退する

10%

10%

市場でのポジションを変更する
（例：価格設定）

31%

21%
短期需要予測の再評価

48%

35%
シナリオプランニング

日本でビジネスを行っていない企業 =145日本でビジネスを行っている企業 =52

図表3

Q：日本は今回の危機からどのように脱出すると思われますか。以下の文章から最も近い内容を
      選択してください。

日本でビジネスを展開していない企業 =132日本でビジネスを展開している企業 =50

38%

45%

日本は今回の危機を早期に乗り越え、
経済・政治大国として再浮上する

52%

39%

日本は今回の危機を乗り越えるが、
次第に国際競争力を失う

10%

8%

近い将来、日本が経済・政治大国として
再浮上することは難しい

0%

8%
分からない／不確か

Q：現在または将来において、日本で事業を展開する場合の信頼を増加させるため、日本が対処
      すべき 3つの最重要課題を挙げてください。

日本でビジネスを展開していない企業 =141日本でビジネスを展開している企業 =51
※グラフは、各質問を 1～3位までに選んだ回答者の割合を表す

環境面でのサステナビリティを支援する
政策およびその実行

22％
25％

高齢化・人口減少の影響に対応する
政策およびその実行

28％
14％

文化的および言語的能力を有する
労働力・人材の確保

10％
4％

技術的および機能的な能力を有する
労働力・人材の確保

4％
8％

税制改革・インセンティブ 14％
9％

リスク管理およびガバナンスの
仕組みに関する監督制度

28％
22％

政治の安定とリーダーシップ 36％
16％

安定的なエネルギー供給のための
明確なエネルギー政策

38％
33％

政府による迅速かつ
正確なコミュニケーション

38％
32％

財政赤字対策含む経済政策 40％
27％

日本復興タスクフォース
c o l u m n

　PwCグローバルは、これまでハイチ大地震、ハリケーンカトリーナ
をはじめとする世界のさまざまな大規模災害の復旧・復興支援プロ
セスに携わってきた。東日本大震災によって多大な被害を受けた東
北の復興と日本再生のために、PwC Japanでは、世界規模で培って
きたこれら知見や経験を活かすべく、「日本復興タスクフォース」を
立ち上げた。
　「日本復興タスクフォース」では、国際社会における日本のブラン
ド回復に資する活動（ジャパンブランド）、新しい都市づくり構想に
資する活動（サステナブルシティ）を継続的に実施する予定である。
ここでは、その具体的な活動内容の１つとして、仙台市との連携を紹
介する。
　東日本大震災発生以降、仙台市では市民と行政が一丸となって、
市や東北の復興へ向けた取り組みを続けている。言うまでもなく仙
台市は日本の大都市の１つであり、東北経済の動力の源である。
　PwC Japanは、持続可能な復興を実現するためには、力強い経済
の再生が不可欠という仙台市の思いに共感し、2011年7月より仙台市
の経済復興戦略の策定に向けてグループ一丸となって強力な支援を
行っている。
　今後も種々の活動を通して、政府から公表されている「開かれた
復興」の精神に則り、国際社会の一員としての日本という認識を強め、
東北地域と日本再生へ貢献を継続していく予定である。

　進化論学者のチャールズ・ダーウィン

は言った。「強いものが生き残るのでは

ない。変化するものが生き残るのだ」と。

日本が本当に変われるかどうか、世界は

そこに注目している。	 V
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M＆A白書2011
　プライスウォーターハウスクーパース株式会社が、日本
のM＆A実務の実態を調査・研究する目的で2003年より
隔年で実施しているM＆A実態調査結果の報告書。
　2011年に実施した調査では、日本の上場企業・大手
非上場6,279社を対象に調査票を送付、307件の有効回
答を得ている（有効回答率は4.9％）。2011年版の「M＆
A白書2011」は本年10月発行。
　詳細はhttp://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/
index.jhtmlを参照。

[M＆A白書2011]

新興国Ｍ＆Ａに
取り組む企業が
重視しているポイントは何か

安田昌彦 Masahiko Yasuda

プライスウォーターハウスクーパース（株）
トランザクションサービス担当
パートナー

PROFILE

ディールアドバイザリー部門トランザクショ
ンサービスのパートナーとして、数多くの
国内・クロスボーダー案件に関与。財
務デューディリジェンスをはじめ、案件の
状況に応じてさまざまなM＆A実行支援
サービスを提供している。

コ、南アフリカ、アルゼンチンの4カ国

の注目度が低いことに対しても、無視し

てはならないポイントの1つである。

　1990年代前半まで続いたハイパーイ

ンフレ時代の収束後、中国や欧米系企業

がブラジルに対して積極的な投資を展開

してきているのに対して、日本企業には

出遅れ感があると筆者は見ていたが、距

離が遠いハンデを乗り越えてM＆A投資

を展開しようという流れができつつある

のではないかと思われる。

　また、図表2は図表1のデータを大ま

かな業種分類にブレークダウンしたもの

である。ここで目を引くのは、中国、イ

投資対象国としての各国の重要度

　2011年のM＆A実態調査では、回答

企業が経験した近年の主要M＆A案件に

ついてその実行プロセスにおけるさまざ

まな項目に関する現場の実態を明らかに

するとともに、主要テーマとして新興国

におけるM＆A投資に対する取り組み姿

勢に焦点を当てた。その調査全体の解説

については「M＆A白書2011」に譲る

こととして、本稿では、その中から新興

国投資に関連する事項を取り上げ、追加

的な分析を加えて紹介したい。

　今回の調査では、BRICs（ブラジル、

ロシア、インド、中国）、VISTA（ベト

ナム、インドネシア、南アフリカ、トル

コ、アルゼンチン）、東南アジアのタイ、

マレーシア、シンガポールの12カ国を

調査対象の新興国と置いている。まず、

これらの新興国の中で、M＆Aによる事

業投資先として、日本企業がどの国に注

目しているかという点から見てみること

にしよう。

　図表1に示すように、回答企業の63％

が中国を指摘した。2位のインドが41％、

3位のベトナムが32％であることを考え

ると、他の新興国を寄せ付けない注目度

の高さを示しているといえる。ついで、

インドネシアとタイが23％、ブラジル

16％、シンガポール14％と続いている。

　物理的に日本からの距離が離れている

ブラジルに対して約6社に1社が注目国

としてあげていることは、ロシア、トル

1
2
3

アジア以外では、ブラジルへの投資に関心が高い

日本企業は、投資国の市場規模と成長性に大きく
期待している

政治、経済情勢にかかるリスクが高くても、
中国市場を重視

Key 
Point

日本国内市場における成長機会の限界と近年より続く円高傾向を背景に、日本企
業による海外投資が盛んである。
国内のM＆A件数は2006年をピークに減少傾向にあるが、対海外企業のM&Aは
2009年より増加傾向を示し、2011年上半期には対前年比30％増となった。
本稿は、2011年のM＆A実態調査から新興国投資に関連する事項を取り上げ紹
介したい。

図表1◉ 投資先として注目している新興国（全体）

0%
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1%

2%

5%

12%

14%

16%

23%

23%

32%

41%

63%

n=307

アルゼンチン

南アフリカ

トルコ

ロシア

マレーシア

シンガポール

ブラジル

タイ

インドネシア

ベトナム

インド

中国

m e m o

図表2◉投資先として注目している新興国（業種別）
n=307

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

製造業
商業
金融
非製造業

75%

中国

60%

インド

36%

ベトナム

インドネシア

31%

タイ

30%

ブラジル

ンド、タイ、ブラジルの4カ国において

製造業が他の業種に比べてかなり高く

なっているということである。特に、イ

ンド、ブラジルにおいてはその傾向が際

立っている。一方で、ベトナムにおいて

は、非製造業（物流、サービス等）が

36％と最も高い割合を示していること

が特徴となっている。

　これまで安価な労働力によるコスト削

減というインセンティブが、東南アジア

諸国に対する投資の1つの呼び水となっ

ていたことは否定しないが、製造業の注

目度が高いということは必ずしも同じこ

とを意味していない。このことを頭の片

隅に置きながら、以下の分析から示唆さ

れることを考えてみていただきたい。

市場としての潜在能力が魅力

　まず、各国の魅力について比較を混じ

えながら細かくみてみよう。

　次ページの図表3は投資対象国として

上位にあげられた6カ国において、どの

ような点に魅力を感じるかを項目別に示

したものである。

　新興国が調査の対象となっているため

当然というべきかも知れないが、他の項

目と比べて、「市場の成長性」を選んだ
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図表3◉投資に魅力を感じる理由 図表4◉投資の成否に大きな影響を与えるリスク

回答が多かった。上記のグラフからは少

しわかりづらいが、「市場の成長性」は

すべての国において、最も多くの回答者

が魅力を感じると指摘している。

　また、「市場規模」が魅力として指摘

されている割合が高いのは中国（85％）、

インド（73％）、ブラジル（69％）と

なった。これらはいずれも1兆ドルを超

える名目GDP（2010年）を誇る大国で

あり、1人当たりの可処分所得は先進国

に劣るものの、すでに巨大な市場が存在

していることが大きな魅力となっている。

　中国については、安価な労働力に支え

られた世界の工場といわれた時期はもは

や一昔前ということであろう。「市場の

成長性」と「市場規模」の2項目が突出

しており、「安価な労働力」を魅力と感

じる企業の3倍以上となっている。

　同様にブラジルも、「市場の成長性」

と「市場規模」の2項目が突出している

が、同国の場合は3位以下の項目の4倍

以上となっている。すなわち、両国をM

＆Aの対象国として重視している企業は、

何にもまして、特に市場としての魅力を

強く感じているということになる。

　一方、「安価な労働力」が魅力となっ

　次にインドにおけるM＆Aにかかるリ

スクだが、過半を超える項目はないも

のの、「文化・価値観・嗜好の違い」が

46％と最も多くなっている。海外企業

を買収するのであれば文化の違いは当然

に覚悟すべきことであり、他の国を見て

も本項目を指摘する企業は他の項目に比

べて特別高くはない。もともと多民族で

あることやカースト制度の名残による複

雑な社会的背景がM＆Aの成否に対する

1つの壁になっている可能性があるので

はないかと思われる。

　インドには、2010年10月時点で725

社の日本企業が進出済み（出所：在イン

ド日本国大使館）であり、この数は前

年の2009年に比べると約100社の増加で

あることから、対インドビジネスの経験

値が急速に積み上がってきていると考え

られる。しかしながら、進出企業の数だ

けで考えると、中国やその他東南アジア

諸国と比べてまだ見劣りする水準である。

つまり、まだ、インド社会に対する理解

は十分とはいえず、多くの企業が文化的

な違いの大きさ・複雑さと取り扱いの難

しさに目が向いているのではないかと推

察される。

　この他の特徴的なポイントもいくつか

見ておこう。タイは「政治情勢変化」が

59％と、他国と比べても特に高くなっ

ている。これは、本調査を実施した時期

が旧タクシン派への政権交代気運が高

まってきた時期と重なり、今後の政治情

勢に対する不透明感が続いていたことが

影響しているのではないかと思われる。

　また、ブラジルでは「経済情勢の変

化」が65%と突出している。これは、最

近のレアル高、あいつぐ政策金利の引き

上げ（2011年1月から8月の間における5

度の連続利上げ）、そして一部には過剰

との見方もある消費熱に対するリスクが

反映されていると見ることができよう。

前述の通り、対ブラジルのM＆A投資の

魅力が「市場規模」と「市場の成長性」

であり、日本から距離が離れていること

を越えて注目している企業が多いことを

考え合わせると、今後の経済動向に注意

を払うことは極めて重要ではないかと筆

者は考えている。

新興国M＆Aの活用による 
成長に向けて

　近年、中期経営計画上M＆A投資の位

置づけを明確化する企業が多い。M＆A

実態調査には、対新興国に限らず全社と

してのM＆A戦略の目的を問う質問も含

まれているが、その回答結果から「販売

チャネルの拡大」「グローバル対応」を

あげる企業が多いことが明らかになって

いる。この傾向は、M＆Aの対象国とし

て注目している新興国別に見てみても、

大きな違いは見られなかった。すなわち、

各国へのM＆A投資は、当該投資国の市

場参入を主要目的としている企業が多い

と捉えることができる。

　新興国に対するM＆A投資はこれまで

の議論からも明らかな通り、国内のM＆

Aとは異なるリスクと背中合わせであり、

それゆえに、一般的に難易度も高い。た

だし、対象会社の事業と経営環境をよく

見極めるとともに、粘り強く交渉してい

くことが案件を成立させるためには大切

であり、投資後の経営権の掌握と実質的

な経営統合の巧拙がM＆Aの成否に大き

く関わっていることは、基本的に国内案

件と同様である。

　新興国M＆Aに伴う困難を乗り越え、

今後の継続的な成長力を世界に示す日本

企業のチャレンジに期待したい。	 V

ているのはベトナム（54％）、インド

ネシア（42％）、インド（32％）、タイ

（31％）であった。かつて安価な労働力

を求めて中国進出を推進した多くの日本

企業において、中国の人件費上昇に伴い

ベトナムなどの東南アジア諸国へシフト

するという傾向が見られたことを考えれ

ば、納得のいく結果といえよう。

　しかし、「安価な労働力」の指摘率が

最も高いベトナムにおいてですら「市場

の成長性」（67％）の方が上回る結果と

なっている。加えて、前述の図表2で指

摘した通り、製造業よりも非製造業の方

がベトナムに対する注目度が高い。

　これらのことは、製造拠点ということ

に加えて、潜在能力の高い重要な市場と

して新興国を位置づける企業が多くなっ

てきていること示唆しているといえよう。

新興国投資における多様なリスク

　次に、各国に対するM＆A投資にかか

るリスクを見ていただきたい。

　図表4は前述の各国の魅力と同様、図

表1で上位にあげられた各国においてM

＆A投資をする際の意思決定ならびに投

資後の成否に大きな影響を及ぼすと思わ

れるリスクのうち、多くの回答を得た項

目を抽出して示したものである。

　まず、投資対象国として最も多くの企

業が重視している中国から見てみよう。

同国は実際、日本企業がアウトバウンド

M＆Aを実施する件数がアジアで最も多

い国でもある。

　「政治情勢の変化」「経済情勢の変

化」「投資規制の変化」「知的財産権の取

り扱いの違い」および「現地の業法・許

認可の変更」の5つの項目で、過半数の

企業が重要なリスクとして認識している。

驚いたことに、これほど多くのリスク項

目が過半の企業から指摘されている国は

他にはない。にもかかわらず、最も多く

の企業が投資対象国として認識し、実際

にM＆Aを実施しているのである。

　中国におけるM＆Aといった場合、そ

のほとんどが合弁の形となり、決してM

＆Aがやりやすい国とはいえないと、筆

者は考えている。だが、この結果が強烈

に訴えかけてくることは、日本企業に

とって中国市場は、リスクを冒してでも

進出すべき極めて重要な市場であると位

置づけられているということである。
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世界的な間接税への
シフトとその課題
リスクとコスト増大の潜在的要因

天野史子 Fumiko Amano

税理士法人プライスウォーターハウス
クーパース
シニアマネージャー

PROFILE

ドイツ税理士。東京大学法学部卒業。
旧自治省を経てドイツPricewaterhouse
Coopers Wirtschaftsprüfungs AGに
入社。税理士法人プライスウォーターハ
ウスクーパースに出向。日本企業に対し
て欧州組織再編税制、移転価格税制、
VATコンサルティングを専門として行う。

の管理コストを増大させ、行政側の非効

率を生み出し、制度の間隙をついた不正

の温床となっている。

　このようなひずみの表れとして、欧州

連合の加盟国間では、徴収率に大幅な差

異が生じている。この、いわゆるVAT

ギャップ（理論上のVAT課税総額と実

際の徴収額との差）は、一部の加盟国で

は相当に大きくなっている。

　たとえば、国家的財政危機に陥って

いるギリシャは、融資の条件として、

2014年までに財政赤字を大幅に削減す

ることが求められているが、これを達成

するためには、同国の膨大なVATギャッ

プの削減ができるかどうかが大きく影響

すると指摘されている。

　このような背景を受けて、2010年12

月1日付で「より簡素、健全、かつ効率

的なVAT制度に向けたVATの将来に関

するグリーンペーパー」の草案が公表さ

れた。グリーンペーパーでは、次のよう

な課題が掲げられている。

• VATの技術的発展（例：税収基盤を

より広げるべきか）

• コンプライアンス費用の検討

• 徴収モデルの効率性、監査手法の改

善・統一の必要性

• 関連する法的手続きと制度

　今後の方向性の一例として、立法制度

の変更があげられる。現在の欧州付加価

値税の枠組みは、EU指令（Directive）

によって定められているが、直接効のあ

るEU法令（Regulation）によって定め

るべきであるという検討がなされている

のである。結果として、より制度的統一

が保たれ、また、納税者は欧州司法裁判

所を直接利用できるようになる。

　2013年には、VATインボイス（請求

書）に関するEU指令が施行となり、EU

全域で請求書の記載要件を調和させる予

定になっている。このことは、納税者と

税務当局にとって大きな改善をもたらす

と期待できる。

　また、VATの連結納税のための事業支

配要件は、2013年1月1日より前に、EU

レベルで定義されることになっている。

　今日、ヨーロッパの付加価値税収は平

均すると、理論上の税収総額（全最終消

費に対して標準税率で課税した場合）の

わずか55％に過ぎない。

　これに比べて、ニュージーランドでは

100％の消費にVATが課されている。こ

の差は、非課税項目の多さにある。現在、

VATが非課税とされている取引を課税

とし、税収基盤を拡大することで、全体

的な税率を引き下げ、同時に徴収額を増

やすことも可能になるのだ。それによっ

て税率を引き下げる余力が生まれ、理想

的にはヨーロッパのVAT率が一本化さ

れる。

　税収基盤の拡大が、市民に幅広く受け

入れられるためには、それが公平である

と見なされなくてはならない。しかしな

がら、消費に基づく税金には人々の支払

い能力、いわゆる担税力が考慮されてい

ないという逆進性についての懸念がある。

　こうした懸念への対応として、現在は、

複雑な非課税取引の設置や複数の軽減税

率を設けるやり方で対応がとられている

が、別の仕組みで対処すべきであるとす

る声が、ヨーロッパでもあがっている。

　最近、広い税収基盤のVAT／GSTを

導入した国々では、個人所得税のスケ

ジュールを用い、GSTの家計収入への

影響を補正する手段を講じている。

　たとえば、ニュージーランドが2010

年10月に、GSTを12.5％から15％に引

き上げた際には、低所得納税者に配慮し

て所得税の改正を行い、所得控除制度を

導入したほか、最低賃金労働者や最貧層

向けに特別な社会支援策や手当てが導入

された。また、この財源により、2011

年4月1日から法人税率が30％から28％

に引き下げられている。

　ニュージーランドのように、付加価

値税の引き上げによってもたらされた

財源を、どのような目的に利用するか

について、国民のコンセンサスを得るこ

とは重要である。たとえば、ドイツでは、

2007年1月1日にVAT率を19％に引き上

げた際、人件費削減と成長刺激策として、

雇用者負担の社会保険料を同時に引き下

げている。

　国内レベルと欧州単一市場レベルの両

方において、こうした抜本的改正を行う

ことの恩恵を加盟国が確実に理解し、そ

こから得られる多大な恩恵を国民に「認

めて」もらうためには、想定されるあら

ゆる重要な変化がマクロ経済に及ぼす影

響について評価することが不可欠である。

世界156カ国で実施される付加価値税は、消費者の立場から見れば対価の一部
にすぎないが、企業の観点からは徴収し、納付する義務を負う税金の1つである。
日本企業の海外売上高比率が拡大する中で、日本企業が海外で商品やサービス
を提供するには、海外の付加価値税は企業にとって避けて通れない課題である。
本稿では、このような付加価値税の世界の潮流を概観する。

2013年までにさらに7カ国が導入を検討

している。2007年と2011年を比較すると、

たとえば、この間にベトナムで2009年か

らVAT制度が新たに発効している（図表

1）。日本では消費税が、この付加価値税

に分類される。

　現在、二大新興経済国である中国とイ

ンドの両国は、現行制度から統一VAT

制度へ移行する意向を示している。また、

アラブ首長国連邦を中心とする湾岸協力

会議（GCC）加盟国も、VAT制度の導

入に取り組んでいる。

　このように世界的に間接税制度が広が

る一方で、既存の間接税制度の見直しも

行われている。VAT制度の先進地域であ

るEU（欧州連合）は、VAT制度の抜本

的改正に向けて、制度導入以来の協議に

乗り出し、27加盟国内でのVAT制度の

簡素化のための提言をとりまとめている。

VATギャップの広がりを
どこまで解消できるか
──欧州連合（EU）

　EUが現在採用している付加価値税制

度の基礎が確立されたのは、1960年代

のことである。当時の経済活動は、商品

の取引が中心であったが、40年以上が経

過した現在の経済は、サービスの占める

比重が飛躍的に拡大し、電子商取引の発

達に伴い国境がますます希薄化している。

　これらの変化に伴い、現在のように、

27加盟国がそれぞれに税率を定め、異

なる軽減税率を幅広く適用し、別々に徴

収管理を行っている制度は、納税義務者

世界的に導入が加速する
付加価値税

　幅広い商品やサービスを対象として、

それらを購入もしくは輸入する際に課税

される物品サービス税（以下、GST）

を含めた付加価値税（以下、VAT）制度

は、現在、世界156カ国で実施されており、

1
2
3

付加価値税の制度や税率変更は、企業にとって
コンプライアンスリスクや管理コストの増大をもたらす

付加価値税は、税収基盤のすそ野を拡大すると
期待されている

消費税を含む付加価値税の引き上げには、
国民のコンセンサスが不可欠

Key 
Point

Shifting the Balance
　2011年5月発行。詳細は
http://www.pwc.com/gx/
en/tax/indirect-taxes/
shifting-balance.jhtmlを
参照。

m e m o
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図表1◉付加価値税の世界動向の変化（2007年と2011年の比較）

　ヨーロッパで取り沙汰されている制度

的課題として、カルーセル詐欺と呼ばれ

る「業者が行方不明」あるいは「未納詐

欺」に代表される不正による損失がある

が、その損失額は域内で1,000億ユーロ

に達した。この損失額は、推定で年間に

付加価値税収の11％が失われている計

算になる。

　欧州委員会は数年前からこの問題に取

り組んできているが、ヨーロッパ全域で

の解決策がないため、イギリスなど一部

の加盟国では、リバースチャージの仕組

み（携帯電話など不正が特に疑われる一

部のモノやサービスについて、売り手で

はなく買い手がVATの支払い義務を負

うやり方）の導入を独自に進めてきた。

しかし、より包括的な方策をとるために

は、27加盟国の合意を取り付ける必要

があり、依然として実現にはほど遠い。

　電子商取引の発達への対応も課題の

1つである。5年前に、デジタルサービ

ス業者がVAT申告の目的で、1つの加盟

国に登録すればよい「ワンストップ・

ショップ」を実現するための諸手続きが

導入されたが、当時のデジタル経済の

規模は今日の3分の1にも満たなかった。

ることが想定され、近隣諸国間で競争上

のゆがみが起こりうるためである。した

がって、EUの場合と同様、湾岸協力会

議の加盟国の共通の枠組みで運用される

可能性が高い。

　導入への新たなハードルとして、湾岸

地域の現在の緊張した政治環境下では、

付加価値税の逆進性への懸念が論争の的

となっている。消費ベースの課税という、

不人気で政治的にデリケートなVATの

性格は、VAT関連の政策にも影響を及

ぼす兆候が見られる。

　たとえば、湾岸協力会議の加盟国では

ないが、レバノンでは10％から12％へ

のVAT引上げ計画が一向に進んでいな

い。このような観点から、湾岸協力会議

内の小さな国々は、非石油関連の歳入を

増やす必要性と、包括的な社会福祉の検

討との間でバランスをとる必要がありそ

うだ。

　これを達成するためには、VATが受

け入れやすくなるような他の税金や社会

的対策と抱き合わせにすることもさるこ

とながら、VAT実施において複数の非

課税取引の導入が予想される。

　この地域の傾向として、免税事業者の

基準売上額が高く、その結果、VAT制

度に応じる必要があるのは大企業だけと

なっている。これは、大勢の納税義務者

を管理しなければならなくなる管理当局

の懸念と歳入のバランスの問題である。

　たとえばレバノンでは、2002年に30

万ドルの基準売上額で始め、現在の10

万ドルまで定期的に下げていった。しか

し2011年の予算法案には、VATの徴収

効率性を高めるために、より高い基準売

上額に戻すことが盛り込まれている。

消費税増税が
政治的タブーとして定着──日本

　日本では復興財源としての消費税増税

の議論が巻き起こっているが、日本の消

費税は、1988年に竹下内閣で導入され

る以前から、幾多の政権を選挙での敗北

に導いてきた。このため、消費税が政治

的なタブーとなっていることは誰の目に

も明らかである。

　今回も、大震災という未曽有の大災害

を経験してなお、所得税、法人税、消費

税などの基幹税目の増税を提案した政府

に対して、民主党は復興基本方針に増税

を明記することができなかった。

　消費税の不人気は、消費に対する抑止

効果と逆進性にその原因があるとされる。

一般消費税が、政治的にセンシティブな

問題であることは中東欧、中東の例を見

ても同じである。

　世界の潮流がそうであるように、日本

でも新たな財源として消費税が引き上げ

られた場合、企業の納税額が増加し、コ

ンプライアンスのリスクが増大する。増

税に併せて特定産品に適用される軽減税

率が導入されれば、経理システムの見直

しを含め、管理コストは増えるであろう。

　需要の減速を心配する向きもあるが、

おそらくそれは期間限定的なもので、引

き上げ前の猛烈な駆け込み需要の後、買

い控え期間を過ぎれば、また需要は平準

化するであろう。

　企業に与える影響としては、むしろ家

計が膨らむことによる人件費の上昇圧力

の方が問題かもしれない。前述のように、

税収基盤の拡大と税率の引き上げには、

それがもたらす影響のマクロ経済的分析

と財源の使途についての国民のコンセン

サスが不可欠である。 V

デジタル経済が拡大するにつれ、すべ

ての納税義務者に、このワンストップ・

ショップ制度を用いて実際に納税義務の

履行を求める方策が課題となっている。

付加価値税の持つ逆進性から
大幅な引き上げは難しい──中東欧

　中東欧ではリーマンショック以降、一

時の経済的熱狂が覚め、多くの国が財政

赤字に苦しんでいる。東欧地域は歴史的

に間接税からの税収に依存する傾向にあ

り、同地域の国家財政において、平均

で税収総額の約50～60％を占めている。

このような中で、間接税収の確保が財政

赤字の解消のカギとなるが、中欧・東欧

地域の多くの政府のVAT率の引き上げ

幅は、平均してわずか1～2％に留まっ

ている。

　同地域の国々の多くは複数のVAT率

を設定し、消費品目別に適用している。

同地域の政府は税率の引き上げと、モ

ノやサービスに対するVAT適用範囲の

拡大という2つの課題に直面しているが、

付加価値税の持つ逆進性と不安定な内需

への影響に配慮する政治的圧力から、大

幅な引き上げは困難なようだ。

緊迫する政治的状況が
VAT導入を阻害──中東

　湾岸協力会議の加盟国（バーレー

ン、クエート、カタール、サウジアラビ

ア、オマーン、アラブ首長国連合（以下、

UAE））は、2012～13年までにVAT制

度の実施に向けて努力していくという大

まかな提案を打ち出してきた。しかしな

がら、現在の緊迫した政治的状況により、

VATにかかる政策の進捗も滞っている。

　その中でもUAEは、引き続き同プロ

ジェクトのいくつかの側面に取り組んで

おり、2012年までにVAT導入の準備が整

う可能性があるとされている。

　湾岸協力会議加盟国間で石油備蓄量に

違いがあることは、一部の国では他国以

上に、政府の歳入において非石油関係の

財源確保の緊急性が高まっていることを

意味する。しかしながら、合意された期

日までにVATを実施するには、全加盟

国が公式に一丸となって推し進めていか

ない限り、加盟国のいずれかが一方的に

VATの導入に踏み切るとは考えにくい。

　これは、いずれかの加盟国でVATが

導入されれば、他国からの輸入が増大す

2007年 2011年

世界のVAT導入状況
 （2007年／2011年）

既存のVAT/GST制度
一般消費税
EUのVAT制度
VAT／GST制度導入予定
物品サービス税
VAT／GST制度未導入
VAT制度導入検討中

両マップで共通
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──日本の大震災についてボスニアの反
応は？
　あの大地震から半年か（インタビュー

は9月中旬に行われた）。時間の「速さ」

は人によって感じ方が違う。ある人間に

は遅く、別の人間には速く感じる。傷の

癒えるのには速い方がよいが、忘れてし

まうのは問題だ。

　日本人が能力を活かして、エレガント

かつスピーディに復興をとげているのな

らば、時間が速く過ぎるのはけっこうだ。

しかし、現状は果たしてそうなのか。

　被災者や日本人全体にとって、他者か

ら、世界から忘れられることが、最もつ

らいことだと思う。日本には復興の力も

可能性もあると信じているが、今はまだ

連帯と助けが必要な段階だろう。

　ボスニアの人々は戦争の記憶が生々し

い。まもなく20年になるが、戦争の悲

惨さと、各国からの援助のありがたさは

忘れられない。今回の日本の悲劇にも、

サラエボ市民は心を寄せている。

起こりうるリスクに備えて、
そのための準備こそが未来志向

　最近、日本の首相が交替したそうだが、

状況はどのように変わったのだろう。

　日本では名誉を理由にした辞任がある

と読んだことがある。失敗の原因が自分

にはなくとも、辞任を当然だと考える。サ

ムライ時代の習慣なのか。問題が解決し

なくとも、辞めることで反対派は満足し、

秩序が安定する、と。

　日本は長い伝統があり、学校教育も家

名選手必ずしも名監督ならず、といわ
れているが、その偉業を成し遂げた男
がいる。その男はイビツァ・オシム。
現役時代、欧州ベストイレブンに選ば
れたほどの名選手は、指導者としても
優秀だった。世界各地の弱小チーム
を優勝戦線や上位リーグに引き上げ、
必ず「結果」を出してきたのだ。
そのオシムがジェフ市原の監督に就任
した時、日本ではその名はまだサッカー
ファンだけのものだった。だが3年後、
日本代表監督となったオシムに、日本
中が声援を送っていた。
今は祖国ボスニアでサッカー界の発展
と後進の育成に励むオシムは、日本を
憂えると同時に期待もしていると語る。
「サッカーのない生活を想像するのは
難しい」と、本人にいわしめるほどサッ
カー一色であるにもかかわらず、彼の
口から発せられる言葉には、チームを
率いてきたリーダーとしての重みがある。

庭教育も水準が高い。その中で重視され

るのが名誉や尊厳だ。もちろん、欧州に

も騎士道精神のような考え方はあるが、

日本の考え方とは違う。

　サッカーにたとえればチームが負けた

り、あるいは失点した場合、日本的な思

考では失敗の責任はチームの11人全員

にある。こういう反省の仕方では、失点

の原因や責任を曖昧にしてしまう。

　その結果、Ｊリーグでは失点や敗戦が

すべて監督に責任があると見なされる。

負けるたびに監督が悪い。チャンスに

ゴールを決められない、決定力がないの

も監督が悪い!?

　負けるたびに監督を更迭していては、

そのうちに引き受け手がいなくなるだろ

う（笑）

　政治の話に戻れば、地震そのものを防

ぐことはできない。今考えるべきことは、

起きてしまった災害のネガティブな影響

をいかに小さくするか。

　もっと大事なことは、人間のミスで災

害が拡大したのであれば、それを将来繰

り返さないために何をすべきかを検討す

ることだろう。

　地震がいつ起こるかを予知することは

できなくとも、起こりうるリスクに備え

て、被害を最小化するための準備をする

ことが、未来志向ではないか。

　政治に口出しする気はないが、少なく

ともサッカー界では「なぜミスが出たの

か。ミスを繰り返さないためには」を具

体的に考える習慣を広げた方がよい。

──監督として結果を出す秘訣は？
　自分が成功したかどうかはわからない。

しかし、欧州と日本でやり方を大きく変え

たわけではない。

　現代のトレンドは、バルセロナ†1に代

表されるモダンなスタイルだ。相手に主

導権を渡さず、ボールを保持しながらパ

スを交換し、走り、コレクティブ（集団

的）かつ激しくプレーをする。それが本

来のフットボールだ。欧州であれ日本で

あれ、自分もそれをめざした。

　負けないことを目的にした守備的な

サッカーをする気はない。双方が競い合

い、たくさんゴールが入るサッカーが、

見ていても面白いだろう。スタジアムが

満員になるし、選手にとっても面白い。

　しかし、バルセロナのまねをしてもう

まくいかない。追いつくにはあまりにも

高いレベルにまで到達している。

　歴史と伝統があり、選手の育成も長期

的ビジョンがある。同じスタイルを継続

することで、選手たちは瞬間的にアイデ

アを共有し、全体が１個の生き物のよう

に動く。それを高度な技術が支えている。

チームに必要なのは役割の明確化、
帰属意識の覚醒、そして自信

　では、バルセロナに対抗する手段は何

か。まず、フィジカル面でとてつもない

準備が必要だ。常に動きながらプレーを

するため、動きながらの技術も必要だ。

メンタル面ではとりわけ集中力を維持す

る能力が求められる。

　監督は、そうした訓練を行いながら、

元サッカー日本代表監督

イビツァ・オシム Ivica Osim

PROFILE
1941年5月6日生まれ。多民族国家ボスニア出身。18歳で名門チーム「ジェリェズニチャル」

（鉄道労働者の意）とプロ契約。学業も優秀で、国立サラエボ大学理学部で数学を専攻
した。191cmの長身に似合わぬ技巧派で、華麗なスタイルは「シュトラウス」とあだ名された。
代表デビューは東京五輪（日本戦で2得点）で、当時からの親日家。1968年欧州選手権
ベストイレブン（準優勝）。38歳で引退するまで1枚もイエローカードを受けなかった。
指導者としてはユーゴスラビア代表（1990年Ｗ杯ベスト8）、シュトゥルム・グラーツ（オース
トリア、優勝5回）、ジェフ市原・千葉（ナビスコ杯優勝）などを経て、2006年から日本代
表監督。2007年秋に脳梗塞で退任。一時は生命も危ぶまれたが、リハビリで驚異的回復
を見せ、現在はボスニア・サッカー連盟会長代行を務める。

 ［インタビュー・文］
千田善 Zen Chida

元日本代表通訳、国際ジャーナリスト、
通訳・翻訳者
紛争取材など、のべ10年の旧ユーゴスラ
ビア生活後、外務省研修所、一橋大学、
中央大学、放送大学などの講師を経て、
イビツァ・オシム氏の専任通訳を務める。
主な著書に、『オシムの伝言』（みすず書
房、2009年）、『ワールドカップの世界史』

（みすず書房、2006年）、『なぜ戦争は
終わらないか』（みすず書房、2002年）
がある。

写真提供：Sports Graphic Number

「オシム語録」を持つ名将・イビツァ・オシム
サッカーを哲学で語る現代のシュトラウス
インタビュー・文：千田善（元日本代表通訳）
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が必要だと思うことがある。

　それは組織者としての才能だ。会社の

社長、政府の首相や大統領などにも共通

する「人間を動かす」という才能だ。言

うのは簡単だが、実行するのは難しい。

　カリスマ性があるに越したことはない

が、人を動かすのに最も必要なのは、説

得と納得だ。監督と選手がお互いにリス

ペクトし合っているのがいい。

　命令的なやり方も可能だが、それだけ

では有機的に機能しない。

　選手一人ひとりにチームの中での役割

を与えれば、集団の中でも個性と実力を

発揮しようとして自発的に努力をする。

その時には、命令しなくともタスクはよ

り効果的に実行されるに違いない。

──日本人が世界で活躍するには、何が
必要だと思うか？
　もう十分に日本人は世界で活躍してい

るのではないか。電機や自動車をはじめ

経済的な成功は疑いないし、サッカーで

もここ最近、ヨーロッパでプレーする選

手の数は急増している。

　もし、サッカーの分野でもっと海外に

進出したいならば、５年前と現在の比較

をしてみたらどうだろう。あるいは５年

後の予測をしてみたらいい。

　何が一番の違いか。それは、自信と意

欲ではないか。実力が急に伸びたのでは

ないだろう。環境の違うアウェイでどの

ように普段の実力を発揮するか、それを

身につけはじめたのではないか。

　今後は、選手ばかりでなく、指導者が

どんどん海外のクラブに進出するように

なればよい。最大の障害は、おそらくコ

ミュニケーション能力だろうが、サッ

カー界は日本の経済界に学んだらどうか。

　企業や官公庁が幹部養成のために外国

留学制度を持つように、サッカー界とし

て組織的に指導者の養成、あるいは指導

者を指導する指導者の養成に踏み出すこ

とは、意欲さえあれば難しくはない。

プロのサッカー監督としての価値は
「勝つこと」

　自分についていえば、サッカーは子ど

もの頃からの唯一の娯楽だった。サッ

カーのない生活を想像するのは難しい。

　数学科の学生でなくプロのサッカー選

手としての進路を選択したのは、当時の

ユーゴスラビア代表に選ばれ来日したこ

となど、いくつかの偶然が重なった。

　望んで学生を辞めたわけではない。実

際に現役を引退する前後、大学に戻ろう

と真剣に考えたこともある。だが、出身

地サラエボのチームからのコーチ就任の

要請をうまく断れなかった。

　監督になった後も、成績不振でクビに

なったら大学に戻るつもりだった。しか

し、幸いにしてそうならなかった（好成

績をあげた）。偶然にね。

──オシムさんにとって「人生の価値」
とは？
　プロのサッカー監督としての価値は

「勝つこと」に尽きる。しかし、人生に

はサッカーよりも大事なものがある。だ

が、わたしにとってサッカーのない生活

が考えられないのも事実だ。いったいど

う考えればいいだろう（笑）

　プロとしては、結果以外には、現状に

満足せず、努力を続けることが、とても

価値のあることだと思う。若い人々には、

どんどんチャレンジしてほしいと思う。

成功すればもちろん、失敗しても、その

経験が人生の大きな財産になる。

　また、わたし個人、一人の人間として

は、現役選手時代、監督時代を通じてサ

ポートしてくれた家族が最も大切な存在

だ。病気をしてリハビリを続けている今

では、なおさら、家族の存在がありがた

いものだと思っている。

──日本の私たちにメッセージを。
　まずサッカー日本女子代表（なでしこ

ジャパン）がワールドカップで優勝した

ことは、サッカーに関心のない方でもご

存じだろう。わたしからもおめでとうと

申し上げたい。

　被災地の方々には心からお見舞いを申

し上げるとともに、一日も早い復興と安

全･安心の確保がされるよう希望する。

　わたしたちは、いつも日本から学んで

いる。第二次大戦後の経済発展をはじめ、

いくつもの分野で日本の成功から学んで

きた。今回の問題でも必ず困難を克服し、

わたしたちに再び「日本から学ぶ」材料

を提供してくれると、期待している。

　わたし個人も日本の友人の方々にはお

世話になった。その感謝の気持ちも込め

つつ、日本の経済・社会の復興とサッ

カー界の発展を心からお祈りしたい。�V

　アイデアの内容とそのタイミング、それ

を実行するためのスキル。これのどれか

が欠けると、ミスや失敗、敗北という形

の結果が出てしまう。

サッカーには3種類の結果しかない。
勝ち、引き分け、負け

──チーム作りで、失敗したことがある
か？
　サッカーは手を使えないスポーツなの

で、ミスの連続だ。足でボールを扱うと

ころに特色があり、ミスのスポーツとい

われることもある。

　特に新しいことや難しいことにチャレ

ンジする場合は、失敗する勇気が必要な

こともある。失敗して初めて前進できる

場合も多い。その方が学ぶことができる

からだ。失敗が問題なのではない。繰り

返さないことがもっと大切だ。

　監督としては、期待していた選手がよ

いプレーができないなどという失敗は

しょっちゅうだ。

　多くの場合、精神的重圧で持ち味が

発揮できない。平常心を取り戻すために、

試合直前にリラックスさせてやるべき

だったと反省するが、リラックスさせす

ぎると今度は凡ミスをする。監督は、プ

レッシャーに強いかどうかなど選手の性

格まで観察し、理解してやらねばならない。

　選手は毎年入れ替わるので、毎シーズ

ンが新しい経験の繰り返し。つまり失敗

の繰り返しだ。この仕事をやっていて、

経験に助けられることはあるものの、最

終的にはどれだけ準備をするか、相手

チームの実力、自分のチームの選手の実

力を客観的に判断して、どう決断するか。

リスクをおかす勇気があるか。自分自身

との戦いでもある。

　失敗を克服する秘訣は、それを受け入

れることだ。サッカーには３種類の結果

しかない。勝ち、引き分け、負け。敗戦

もサッカーの構成要素だ。

　ただし、敗戦にも成功だといえる時が

ある。それは新しいことにチャレンジし

て、どうすれば成功するかのヒントをつ

かむことができた敗戦だ。収穫の多い失

敗で、それはもはや失敗ではない。

　もう1つ、重圧を監督が一人だけで耐

えようとしないことだ。仲間と助け合う

ということ。もちろん、最終的な責任は

監督が負うが、スタッフと責任を分担し、

重圧を分かち合うべきだ。成功した時の

喜びも数倍に増える。

人を動かすのに必要なのは
説得と納得

　よいプレーをするために才能が必要な

ように、監督やコーチにも、特殊な才能

選手に「自分たちはできる」という自信

を与えること。同時に、チーム・集団と

しての意識を覚醒させること。つまり、

全員がこのチームの中でそれぞれ有用だ

と自覚してもらうことだ。

　だれもがメッシ†2のようなプレーヤー

になれるわけではないが、チャビ†3や、

あるいはブスケツ†4のような、他人を助

ける役割を果たす選手にはなれる。いわ

ゆる「水を運ぶ選手」のことだ。

　育成についていえば、これまで述べて

きたように、現代サッカーではアスレ

チックな能力、テクニカルな能力、メン

タルな能力が求められる。選手に対する

要求の水準が高くなってきた。

　自分としては、５年先、10年先の未

来を予想し、そのために選手やチームを

鍛えようとしてきたつもりだ。それが監

督の仕事だと思う。欧州では珍しくない

が、日本でも「育成専門のコーチ」を養

成したらどうだろう。

　監督に必要な要素は一般社会でもサッ

カーでも同じだが、決断には２つの要素

が大事だ。１つはタイミングとスピード。

もう１つは、決断の中身だ。

　いくら判断が速くとも、間違った決断

をすれば失敗する。プレッシャーのせい

で間違った決断をしたり、平常のスキル

が発揮できないことがある。

イ ビ ツ ァ ・ オ シ ム に と っ て の
「 Va l u e  o f  L i f e 」（ 人 生 の 価 値 ）と は ？

プロのサッカー監督としての価値は「勝つこと」に尽きる。
しかし、人生にはサッカーよりも大事なものがある。
だが、わたしにとってサッカーのない生活が
考えられないのも事実だ。
いったいどう考えればいいだろう（笑）

写真撮影：宇都宮徹壱©Tetsuichi Utsunomiya, 2011
初出：千田善著『オシムの伝言』（みすず書房、2009）

写真提供：Sports Graphic Number

†1： スペインのサッカーチームFCバルセロナのこと。
攻撃的スタイルが売り物の、現在世界最強クラブ。

†2： リオネル・メッシ。FCバルセロナ所属のアルゼ
ンチン代表選手で、2010年、2011年の2年連続
で世界最優秀選手に選ばれた。

†3： シャビエル・エルナンデス。FCバルセロナでメ
ッシにパスを供給するミッドフィールダー。スペ
イン代表。

†4： セルヒオ・ブスケツ。FCバルセロナの攻守のバ
ランスをとる守備的ミッドフィールダー。スペイ
ン代表。

本記事は、ボスニアにいるイビツァ・オシム氏に 
電話インタビューをしたものをまとめたものです。
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BCPの改善には、合理的な対応判断と
その根拠・経緯の明確化が重要

　震災から得られた教訓や課題について

企業とディスカッションする中で、次の

・成功事例：うまくいった点
　今回の震災でうまく機能した代表的な

ものは次の通り。

▶耐震対策

　耐震補強を行っていた工場や事務所は、

震災による被害も抑えることができたよ

うである。対応コストはかかるが、地震

対策の基本として重要な対策であること

が証明された。

▶被災現場とのコミュニケーションプロトコル

　被災拠点は人員も不足し、被害状況や

必要な物資、サポートを対策本部などへ

報告、要請することさえままならないこ

ともある。一方、対策本部では各拠点か

ら収集した情報の整理に手間どり、経営

判断が遅れることもある。

　そのような中でも、コミュニケーショ

ンプロトコルを標準化（急遽設置した報

告用DBによる報告事項の標準化等）し

た企業は迅速な経営判断による復旧支援

を決断し、スムースな復旧を果たしている。

　また、必要な物質や商品が平時からわ

かっている被害拠点には、送付ストップ

の要請が被災拠点から来るまでプッシュ

型による物質・商品送付を行うことで、

物資・商品不足の回避を図ることができ

たケースがあった。

▶復旧に関わるポリシーの共有
　製造業において、営業企画で把握・分

析している売れ筋商品情報をBCP主管

と定期的に共有する仕組みを作っていた

Global 
Competitiveness

売業

• 日頃、私たちのミッションは、保険者

の遺族の方に保険金を払うことである

と思っている。今回の震災では、それ

が十分に果たせているのか？　その観

点から自身の日常業務やBCPを見直

さなければならない──保険業

　おそらく、読者の皆さんも同じような

声を聞かれているのではないだろうか。

　一方で、企業は競争力を維持するとと

もに、常に向上し続けなければならない。

しかし、社会的ミッションを全うするた

めの業務継続対策をどうするか、その方

針の決定、対応判断は容易ではない。ま

た、社内外のコンセンサスを得ることも

求められることから、その決定・対応判

断の根拠や経緯を明確に説明することも

重要となる。

　その強力な根拠の1つとなりうるのが、

震災から得た教訓（成功事例と課題）で

ある。そこで、本稿では最初に今回の震

災から得られた成功事例と課題の一部を

紹介する。

複数のリスクシナリオに活用する

　今回の震災から得た教訓は各社さまざ

まだが、得た教訓を把握・整理し、今後

の対策につなげていくことが重要である

ことは、すべての会社に共通することで

ある。本稿に示した成功事例と課題、ど

ちらも参考にしてほしい。

宮村和谷 Kazuya Miyamura

あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション（RCS）部
代表社員

PROFILE

RCSにおけるプロセス・システム・情報
にかかるリスクアドバイザリー業務のリー
ダー。BCPシミュレーションや金融庁
等監督当局からの行政処分等に応じ
た業務のリカバリー支援、当局の認可
を要する業務の開始支援、システムや
関連組織の統合等を担当。

[3.11]
その時、私たちの会社は
ミッションを果たすことが
できたか？
企業のレジリエンシーと
価値を向上させる
東日本大震災が発生した時、私たちの会社はその社会的ミッションを果たすことが
できたか？
策定していた業務継続計画は十分に機能したか？
はたして、これらの質問に自信をもって「Yes」と答えられるだろうか。
どのような災害下においても、企業が社会的ミッションを果たすには、リスクに対する
しなやかな対応能力＝レジリエンシーを向上させる必要がある。

3 政治的、経済情勢的にリスクが高くても、中国市場
を重視

1
2
3

BCPの改善には、その根拠と経緯を明確に説明する
必要がある

震災から得た教訓は、強力な根拠となる

現状と対策を見える化・共有化し、
他者との連携を強化する

Key 
Point

ような話を伺った。

• 計画や個々の対策も重要だが、日頃の

社是・社訓が浸透しているかが危機対

応時の力を左右したように思う──小

ことで、震災時に優先的に復旧すべきラ

インの特定、意思決定を迅速に行うこと

ができたケースがあった。

▶演習
　BCPの演習で、客観的にシナリオを

セット（最も困るようなシナリオをセッ

ト）し、経営層も参加したうえで、情報

収集や意思決定なども含めてシミュレー

ションを実施していたケースがある。こ

の演習は、あらかじめ想定しているシナ

リオに基づくものではなく、状況に応じ

た合理的判断の演習であったことから、

今回の震災においても、その演習の経験

が活きた。

　平時におけるプロセス変更の経験、定

期点検時のプロセスダウンと再起動の経

験、冗長オペレーションの経験や設備に

より、スムースに業務継続を図ることが

できた。

・見えてきた課題
　次に、今回の震災で課題として見えて

きたものを取り上げる。

▶安否確認
　震災時、安否確認システムが利用でき

ず、社員の安否確認に長い時間を要した

ケースが多く見受けられた。他方、シス

テムを利用できずとも、日頃から上長へ

の報告・エスカレーションが定着してい

る組織では、各社員が自発的に代替的な

手段を試み安否を報告することで、安否

の確認ができたケースもあった。

　ただし、これまでの安否確認では、主

として社員にフォーカスしており、テン

ポラリースタッフや取引先、クライアン

トの安否確認についてどのような情報を

基にどのようなアプローチで実施するか

については、課題認識した組織が少なく

ないようである。

▶想定外シナリオへの対応
　震災前に訓練は実施していたものの、

BCPで設定されたシナリオ、手順の確

認にとどまっていたため、想定外シナリ

オへ焦らずに対応することは難しかった

ケースが多かったようである。

　より客観的な観点から訓練のリスク

シナリオ設定を行い、判断に必要な情

報収集と意思決定の演習をマネジメン

トを含めて実施、その経過を客観的にレ

ビューし、さらにレビュー結果に基づい

てBCPを改善していく必要がある。

▶ 川上サプライヤーの把握と、
標準化・復路化

　2次の川上サプライヤーまでは把握し

ていたものの、その先の3次、4次の川

上サプライヤーまでは把握できていな

かったケースが多かったようである。3

次、4次まで遡ると、同一の企業に集約

されているケース（ダイヤモンド構造と

なっているケース）が思いのほか存在し、

サプライチェーン全体の復旧に手間どっ

たケースも多かったようだ。
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❸  得られた知恵を見える化・データベー

ス化（レポジトリ化）し、共有・維持

していく

　この3点に加え、重要なポイントとして、

もう一点「訓練・演習」を追加したい。

❹  客観的なシナリオ設定に基づく訓練・

演習

　前述した教訓のところでも、うまく

いった例として、客観的なシナリオ設定

に基づく「演習」をあげた。実際のリス

ク事象発生時にあわてず、熱くなりすぎ

て部分最適な対応をとることなく、冷静

かつ合理的に対応するためには、“行動

や精神的なしなやかさ”が求められる。

　これを磨くには、演習や訓練といった

シミュレーション以上の方法はない。そ

のポイントは、客観性である。想定通り

のシナリオで1次災害、2次災害などが

進むと考えるのは、あまりに楽観的なこ

とである。

　BCPのシナリオや手順のみに拠らず、

客観的にシナリオをセットし、これに

従ったシミュレーションを実施、客観的

なレビューを行うことで、より実行性の

高いBCMの態勢へのブラッシュアップ

を継続して行っていくことが望まれる。

　ここで取り上げたBCMの実行性を高

めるためのポイントは以下の2点である。

• “行動や精神的なしなやかさ”を含め実

行性を高めるためのシミュレーション

• 想定済みのもののみにとらわれない客

観的な視点

ただでは起きない力を発揮する
そのためには、他者との連携・協力を

　震災を経て、今、企業にはただでは起

きない力を発揮することが求められてい

る。そのためには、前述したように競争

力を維持しつつ、レジリエンシーを向上

させる取り組みに努めていかなければな

らない。

　その精神的根源となるのは、会社の

ミッションに対する社員のコミットメン

トであろう。ただ、1企業としてBCM

に取り組むには、知恵も情報もリソー

スも十分とは言いきれない。今回の震災

では、異なる企業間で協力することでサ

プライチェーンの断絶を短期間化した例、

自治体が地場の重要企業への優先給油を

決断・指示することでサプライチェーン

を早期復旧させたといった事例が見受け

られた。

　企業と地域社会、地方公共団体、関連

NPO、ボランティア団体等との関係を

活性化し、点から面、層で支える関係の

構築に努めていくことが、永続的かつ柔

軟な事業継続の取り組みとして何より重

要なものとなるであろう。

ミッションの再考と共有、
それによるメンバーの意識高揚を

　冒頭にあげた質問「東日本大震災が発

生した時、私たちの会社はその社会的

ミッションを果たすことができたか？」

　今こそ、この問いに対して検討する機

会ではないだろうか。社是・社訓はあく

までも概念的なものにとどまっているも

のが多い。ここで今一度、会社のミッショ

ンをブレイクダウンし、社員をはじめと

したステークホルダーと共有し、企業と

いうコミュニティに関わるメンバーの意

識高揚を図ることが望まれる。 V

▶複数部署・役員間でのばらつき
　複数部署・役員間でBCPの定着度合

いにばらつきがあったことが原因で、業

務継続対応が、スムースに全社一丸と

なって取り組むことができなかったとい

う声も聞かれた。

　より全社的視点、客観的視点で業務継

続管理の有効性について再確認・改善を

行い、演習によってその全社的実行性を

確保していくことが重要である。

現状と対策の見える化と共有による
レジリエンシーと企業価値の向上

　企業が業務継続管理を改善するにあ

たっては、震災からの教訓をそのまま

BCPに反映するだけでは足りない。他

のリスクに対応する対策についても改善

が必要であるか、あるいは教訓から得た

対策を他のリスクにも応用できないかを

検討することが求められている。1つの

対策で複数のリスクに対応できるような

一石二鳥の効率的投資を志向することは、

価格競争力を維持するうえでも重要にな

るであろう。

　震災を機に把握した課題と教訓、そし

て対策を、リスクとBCPで求められる

リソースやBCMサイクルの要素ごとに

整理すると、たとえば図表1のようにな

る。右端の赤い枠線内は、どのリスクに

も応じた対策として取り組むべき項目だ

が、この中には前述した教訓の「被災現

場とのコミュニケーションプロトコル」

に該当する「コミュニケーションプロト

コルの見直し」が含まれている。

　図表１のような枠組みを利用し、今回

の震災から得た経験、ならびに普段から

の訓練・演習から得られた教訓や課題・

対応策を汎用化し、知恵の一元管理デー

タベース（いわゆるリポジトリ）として

維持・更新していくことは、レジリエン

シーと企業価値の向上を図るうえで重要

となる。

　対策を進めるにあたっては、リスクに

対するレジリエンシー向上と同時に、ブ

ランド価値の向上やリードタイムの短縮

化、完成品全体品質の向上など、競争力

維持の視点から、実行方法を工夫するこ

とで、一石三鳥を志向した取り組みとし

ていくことも期待されている。

　そのためには、業務継続管理を構成す

る要素や、リソースに目を向けて対策を

整理することで、教訓などから得られた

対応のアイデアを、複数の目的に応用す

ることが重要になるであろう。

　教訓を材料としたレジリエンシー向上

対策のポイントは、以下の3点にまとめ

られる。

❶  リソースにフォーカスすることで、

複数のリスクへの対応を狙う

❷  対応策を複数目的に応用・シェアす

ることを狙う

図表1◉教訓と対応策（整理例）

図表2◉複数目的に応じた取り組み・対応策のイメージ

図表3◉他者との関係で支える仕組み。点から線・面、そして層へ

火災 地震 津波 放射能 全般
 （特定リスクに拠らない
もの）

戦略・
方針

・ 想定外シナリ
オへの対応

・ 想定外シナリ
オへの対応

・ 想定外シナリ
オへの対応

・ ポリシーの明確化
と共有

情報・
システム

・ コミュニケーション
プロトコルの見直し
・  川上サプライヤー
の把握

人的資源 ・ 立ち入り制
限への対応

・ 安否確認方法の
見直し

物的資源・
搬送手段

・ 耐震対策 ・ 代替電源の
再検討

・ 代替輸送手段の
確保
・ 計画停電への対
応

トレーニング・
見直し

・ 演習の実施

リスク

リ
ソ
ー
ス
等

※赤点線で囲った教訓は、特定のリスクに拠らず、いずれのリスクにも対応するような教訓と整理できる

対策の一例を示したもの（対策すべてを網羅的に表したものではない）
レジリエンシー向上を図りながらも、競争力維持にもつながりえるものをつないだ線

標準化
リード
タイム

品質

IT化

IT化

見える化

見える化

標準化

バッファー
（余剰）

集中化

シェア
冗長化 分散化

演習
経験と教訓の
蓄積

リスク認識と
判断基準

エッセンスの
リポジトリ化と

共有

投資実現
方法

圧縮 独自性

対策 対策

コスト・
効率性 競争力

価値

レジリエンシー

ミッション

備え

物
理
的

し
な
や
か
さ

行
動
や
精
神
的

し
な
や
か
さ

個別組織
個別
組織

個別
組織

個別
組織

個別
組織

個別
組織

個別
組織

個別組織のレジリエンシー

■企業・企業グループ
■中央省庁・地方自治体
■公的機関
■ NPO・NGO 　など

〈視点の例示〉

組織間の関係性を考慮した
レジリエンシー

■取引先・サプライチェーン
■行政
■業界団体・経済団体　　など

〈視点の例示〉

社会的な階層を考慮した
レジリエンシー

■地域社会
■官民協業
■国家安全保障
■国際間競争　　など

〈視点の例示〉

（注）あらた基礎研究所のメンバーである、名古屋工業大学の渡辺研司教授の資料より抜粋

http://www.pwc.com/jp/ ja/ japan-
knowledge/archive/dn_after_japan.jhtml

東日本大震災とその後
BCPは適切に
機能したのだろうか？
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国内市場の縮小や円高などを受けて、今や海外進出は多くの日本企業にとって緊
迫な検討課題である。特に経済が好調な東南アジアに熱い視線が注がれているが、
インフラの整備状況から税制や会計規則にいたるまで、国家によってまったく異なっ
ているため、現地の状況に対応できず、苦戦を強いられる企業も多い。
そこで今回は特別企画として、諸制度が比較的整っているタイとマレーシア、さまざま
な点で発展途上にあるインドネシアとベトナムにおける事業環境、外資の受け入れ態
勢、会計や税制などの諸制度について、日本企業の海外進出をサポートするPwC 
Japanese Business Networkの一員である3人の駐在員に語ってもらった。

ビス関連業種の進出も目立っています。

藤井：ベトナムはインフレ率が20％近く、

しかもドン安なのですが、経済は活況を

呈している一方、道路、鉄道、電力、下

水道などの基本インフラの整備が非常に

遅れています。

　共産主義なので、当局の方針で物事が

進みそうなのですが、なぜか進みません。

道路を作ろうにも、地権者がいて交渉が

まとまらないなど、とにかく不思議な状

況が見られます。この点は、今後の発展

の阻害要因になりかねないと、個人的に

は感じています。

　中国プラスワンのラストリゾートとし

て、あるいは、人口構造がきれいなベル

型カーブであることに魅力を感じて、生

命保険や学習関係など非製造業も含めて

日本企業の進出が増えています。

　もう1つの管轄先であるマレーシアは、

かなりインフラが整備され、私自身も地

下鉄で通勤しています。日本企業の動向

は、製造業よりも、震災以降、必要性に

駆られた中小企業、年金生活の脱出組、

現地市場の将来性を有望視する非製造業

などの進出が顕著になっています。

　皆さんのお話を聞いていると、たぶん、

マレーシアはタイと、ベトナムはインド

ネシアと近いように思います。

──どの国も日本企業の進出が増えてい

るようですが、各国の投資促進策や誘致

活動はどのような状況でしょうか。

魚住：タイ国投資委員会（BOI）は、地

域を発展度合いで区分けし、特に誘致し

たい地域に法人税の免税期間8年などの

大きな免税恩典を与えています。BOIは

日本でセミナーを開き、円高や震災で苦

しむ中小企業に土地を提供して生産活動

を呼び掛けるなど、誘致活動も積極的に

行っているようです。

　タイ歳入局による節税制度も、企業誘

致に一役買っています。地域統括会社を

タイに設立すれば法人税を10％に下げ

る、国際貿易業は法人税を15％に下げ

るなどの恩恵を与えています。

藤井：マレーシアは、タイと比べて海外

投資が少ないので、期間限定で法人所得

税の免税や所得控除するなどの制度を設

け、特に奨励製品で拡充させています。

　また、5つの投資促進地域を定めて、

それぞれに政府機関を作り、中央官庁と

同程度の権限を与えて、地域ごとに特色

のある投資誘致を目指しています。

北村：インドネシアでは、法人税優遇な

どは遠隔地での設立など限定的で、タッ

クスホリデーの制度では遅れています。

一般的な会社設立時に資本財輸入の関税

免除などの制度はあるのですが、会社設

立後に法人税を免除することには、当局

はあまり乗り気ではないようです。

藤井：ベトナムでは製造業を誘致しよう

と、中国の「二免三減」のような法人所

得税の減免税制度を設けていましたが、

WTO（世界貿易機関）と方向性を合わ

せるため、今は基本的に縮減の方向で動

いており、ハイテク産業や奨励地域に進

出する企業に対してのみ限定的に与えて

いるようです。

規制産業への参入には
時間がかかる

──会社設立の諸手続は、難しいので

しょうか。

魚住：タイでは、会社の設立自体は通常、

2〜3週間で可能です。一部の事業は、外

国人事業法により外資の投資制限がある

ので、商務省に別途申請が必要です。そ

の場合は、３カ月程度かかります。また、

BOIの投資恩典を得るプロセスには、約

60労働日数が必要となっています。

藤井：マレーシアも会社の設立は非常に

簡単で、約2週間で可能です。手続きも

日本とほぼ同じです。逆に、清算は大変

で、4〜5年かかると言われています。

　ライセンスの取得では、外資に対する

規制はほとんどないのですが、自動車な

ど一部業界への参入は難しいようです。

2015年に外資開放を目指していますが、

余談を許さない状況です。

北村：インドネシアでは、会社設立は2

カ月程度で可能です。基本的に、投資

調整庁と法務省の2つの許可が必要です。

Global 
Competitiveness

──今回は、バンコク事務所の魚住篤志

氏、ジャカルタ事務所の北村浩太郎氏、

クアラルンプール事務所（ベトナムも管

轄）の藤井純一氏に集まっていただきま

した。皆さんは十数年〜20年以上とい

う駐在経験の中で、さまざまな変化をご

［コーディネーター］

小澤義昭 Yoshiaki Ozawa

あらた監査法人　代表社員／公認会計士

［パネリスト（五十音順）］
PwCタイ 魚住篤志 Atsushi Uozumi

パートナー／公認会計士
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東南アジアは、制度も環境も、国家によって
まったく異なる

外資受け入れの諸制度・環境は整っている国家と
そうでない国家に二極化している

移転価格税制、最低賃金の上昇などの動向に
注意が必要

覧になってこられたと思います。まずは、

最近の経済やインフラ面、日本企業の進

出状況などを教えてください。

魚住：タイの経済はとても活気がありま

す。バンコク市内を走っている高架鉄

道であるBTSの朝夕の通勤ラッシュは、

日本のラッシュ並みです。幹線道路網は

国の隅々まで整備されていて、ラオスの

国境付近でも片側3車線の舗装道路があ

り、車での移動は問題ありません。また、

鉄道や車による空港へのアクセスは大変

便利です。電力やガソリンの供給や価格

も比較的安定していて、インフラ面の問

題はありません。

　日本食レストランが流行っていて、住

環境も整い、駐在員にとっては暮らしや

すい環境です。進出している日本企業は

7,000社と、その集積度は東南アジアの

中でも随一です。

　問題になっているのは、バンコク市内

の交通渋滞がかなり深刻なことです。

北村：インドネシアも過去にないほどの

よい経済状況です。大型のショッピング

モールが大混雑ですし、複合施設や高架

道路が建設中です。

　昨年に1人当たり国民所得が3,000ド

ルを超え、ジャカルタ地区に限れば倍近

くになるため、自動車やオートバイが過

去最高の売れ行きです。

　交通渋滞が年々悪化しています。交通

網や電力などのインフラも不十分です。

政府も何らかの手を打とうとはしている

のですが、もともと「合意」を重視する

文化なので、意思決定が遅れがちです。

これは今後も懸念される点です。

　これまでインドネシアへは輸出で対応し

てきた日本企業が、販売数量の増加を見

込んで、現地生産に切り替える形での新

規進出企業も増えています。2億4,000万

人の人口を背景に、消費財メーカー、サー

魚住篤志（PwCタイ）
1995年よりタイ在住。タイ事務所の日本企業部統括責任
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新投資法では、建設業など一部の分野で

外資比率の制限を強化する動きもありま

すが、以前よりも設立手続きのスピード

面は改善しています。会社の清算におい

て、特に税務関係で時間がかかります。

　外資には事業をする前提で会社設立が

認められるので、基本的にペーパーカン

パニーや休眠会社の制度はありません。

藤井：ベトナムの場合、投資ライセンス

を申請して許可が下りたら、銀行口座が

開設できるようになり、オペレーション

や工業建設も始められます。

　所要期間は状況によりけりで、誘致し

たい製造業は7営業日とか、首相の肝入

りの誘致案件は即日長官がサインしたと

いった話もあります。非製造業は時間が

かかり、金融部門や商社などは半年〜1

年以上かかるようです。

──各国のIFRSの導入状況はいかがで

しょうか。

魚住：タイでは上場会社と非上場会社と

で会計基準を2つに分けています。上場

会社には、2011年1月からIFRSベース

のTFRSが適用されます。

　日本企業は通常、非上場の中規模企業

（NPAEs）に該当し、2011年1月から既

存の会計基準ベースのTFRS for NPAEs

が適用されます。多くの項目がIFRSに

準拠し、修正が必要なのは、税効果会計、

退職給付会計、金融商品など一部に限ら

れます。

藤井：マレーシアはかなり以前から、上

場企業、非上場企業で分けています。上

場企業と金融機関とその関係会社はすべ

て、IFRSにほぼ準拠したFRSが適用さ

れています。2012年1月1日からは完全

にコンバージョンされる予定です。

　大半の日本企業は非上場で、こちらは

現行会計基準を改定させる方向です。金

融商品、機能通貨など難しい部分は省か

れるなど、マレーシア独特の部分が残る

はずです。

北村：インドネシアではIFRS導入に積

極的で、インドネシア財務会計基準書

（PSAK）の改訂が急ピッチで進められ、

2012年1月1日から、上場、非上場の区別

せずに、全面適用の方向で動いています。

　現行PSAKの80％以上がすでにIFRS

と同じ基準なので、一般的な製造業に

とって差異が出るのは、法律制度からく

る土地の会計などごく一部でしょう。

藤井：ベトナムでは、IFRSの導入はほ

とんど進んでいません。減損会計、資産

除去債務、退職給付、無形固定資産など

の基準も現行会計基準には含まれていま

せん。とりわけ金融商品に関する時価の

取得は困難で、まだ道遠しといった状況

です。

移転価格制度で巨額の追徴事例も

──税制や税務調査で、日本企業が抱え

やすい問題はありますか。

魚住：タイ税務当局では、正式な税務調

査の代わりに、業務視察が行われていま

す。これは会社に対する正しい納税の指

導という位置づけで、法的な拘束力はな

いのですが、本格的な税務調査に発展す

るのを避けたければ、指導に沿って納税

せざるをえないのが実態です。

　移転価格税制はホットトピックです。

日系大手は、事前確認制度（APA）を

利用して、二国間の移転価格（TP）問

題を避けているところが何社かあり、今

後もこうした手続きが増えていくと思わ

れます。

藤井：マレーシアでも移転価格税制の調

査は積極的ですが、タイと違うのは、税

務調査も活発な点です。これは日本国税

庁から専門家を受け入れ、税制の近代化

に取り組んできた経緯によります。今は

不合理な調査は減り、よい方向に向かっ

ていると思います。

　APA制度もあるのですが、それほど

使われていません。マレーシアの企業の

場合は、シンガポールが絡むことが多く、

複数国での調整が必要なこと、日本と二

国間の場合も費用対効果が疑問視されて

いることなどが原因です。

北村：インドネシアの税制は基本的に日

本と同様な自己申告制をとっています。

全歳入の80％近く占める税収が減れば、

国家予算に響くので、法人税を前払方式

で徴収するのが大きな特徴です。前年度

の最終納税金額を月次分割して前払いし、

製品や原材料の輸入時に一定の法人税を

前払いしたりする制度があります。

　移転価格税制は大きな問題となってい

ます。特に2009年後半から10年前半に

かけて、税務調査と組み合わさり、移転

価格問題から何十億円もの巨額追徴事例

が数多く発生しました。ほとんどの日本

企業はこれら税務更生に同意せず、異議

申立や税務裁判への控訴に進んでいます。

　もともと2008年から移転価格文書の

具備が義務付けされましたが、世界金融

不況の影響による税収の落ち込みや国

税総局長官の交代などの要因が重なり、

TPガイドラインが出ていない中で、税

務当局にそのスキを突かれたような感じ

がしています。

　その後、JJC法人部会と日本大使館

の強力なロビー活動の効果もあって、

2010年９月に移転価格ガイドラインが、

12月末までに相互協議（MAP）とAPA

のガイドラインが発行されました。日

本企業は現在、TP文書を作成しつつ、

APAにどう持っていくかを検討中です。

移転価格文書作成はじめ、TP関連の税

務相談が増えています。

　関税関係では、2011年4月に、アグ

ン・クスワンドノ氏（44歳）が関税総

局長に就任し、若手による組織再編のス

ピードアップなどが期待されています。

藤井：ベトナムは税務調査が行われてい

ますが、いまだに「特段の働きかけ」を

要求されます。韓国や台湾の企業などは、

その場で現金を払って済ませる傾向があ

るようですが、日本企業はJSOXやコン

プライアンスの制約があるため、現場で

は常に難しい対応を迫られます。

　会計的に正しい処理をしても、税務当

局が不適切だと認定するなど、税務調査

自体が不合理な場合も多く、税法も一本

なのに省ごとに解釈が違ったりします。

ベトナムは賃金も安く、魅力的に見えた

ものの、進出後に苦労している日本企業

が多く、共通の悩みとなっています。

　また、移転価格税制も導入されました。

調査が最近、スタートしたようです。
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──労働環境はいかがでしょうか？

魚住：2011年7月の総選挙で、インラッ

ク氏の首相就任が決まりました。最低賃

金の引上げを公約に掲げたので、今後は

賃上げ要求が活発化すると思われます。

現地従業員を3万人抱える日系大手では、

月1億円程度の影響が出るそうです。た

だ、法人税率を30％から20％に引き下

げるという公約もしているので、今後は

両方の効果に注意が必要です。

藤井：マレーシアは賃金よりも、労働者

の絶対数が不足していることが問題で

す。製造業は外国人労働者に依存し、特

にインドネシアからの出稼ぎ労働者を多

数、受け入れていますが、これが犯罪の

増加という社会問題を引き起こしていま

す。というのも、インドネシア人は一定

年数後に帰国しなくてはいけないのです

が、不法滞在者となって犯罪集団に加わ

る人が後を絶たないからです。

　昨今、ナジブ首相の英断で、不法滞在

者全員に恩赦を与え、移民局に出頭し外

国人登録をすれば、刑を課さずに滞在で

きる制度に切り替えました。そのため一

時的に外国人労働者の新規流入が止まり、

日系製造業には頭の痛い問題となってい

ます。さらに、最低賃金も消費税とセッ

トで導入される見込みです。

北村：インドネシアでは、賃上げは続い

ていますが、おおむね物価上昇に伴う範

囲に収まっています。人材面では、中間

管理職が圧倒的に足りない状況が続いて

います。工場労働者レベルの人材はかな

り豊富です。国全体では未だ15％が貧

民層で、義務教育の充実化と無料化が政

府の課題の1つです。

藤井：ベトナムでは、4つの地域に分け

られ、それぞれの地域で最低賃金が異

なります。また、最低賃金の引き上げに

伴って、個別企業で賃上げ要求や労働争

議も起こります。そこで労働争議が起

こらないレベルの賃金に設定するために、

多くの日本企業が事前に情報交換を行い

ながら、対応しています。

──進出を検討している日本企業に向け

て、メッセージをいただけますか。

魚住：最近、日本で売上高が減った分を、

海外で穴埋めしようという安易な理由で

進出する企業が増えていますが、定規の

置き方を間違えると、大きな失敗につな

がります。今、タイで成功している会社

は、日本のやり方にとらわれず、タイで

どう生きていくかを考えています。日本

以上に大きくなり、タイ中心のビジネス

を目指すくらいの野心が必要です。

北村：これまでもきちんとした会社方針

を持たずに進出し、結果的に生産、経

理・総務を含めた手配が悪くて失速し、

撤退した企業をいくつか見てきました。

　インドネシアだから簡単に成功すると

思わないことが成功する会社の方針です。

会社の内部体制の整備に努力し、本社か

ら海外に適応できる人材を送り込み、一

つひとつ仕組みを作り上げています。

　情報入手のために、信頼できる監査法

人や会計事務所、コンサルタント、弁護

士事務所、ローカルパートナーなど複数

と関係を持ち、情報ソースの信頼性を確

かめて動くなどの慎重さが求められます。

藤井：情報収集に関して、適切なコンサ

ルタントにそれなりのお金を払って、き

ちんと調査した方がよいと思います。身

の丈に合った進出プランを組むことも大

切です。これは資産規模ではなく、人の

問題です。人材不足の中小企業は外部か

らリクルートすることも必要でしょう。

　郷に入れば郷に従えで、日本方式の押

しつけではいけません。日々の習慣など

を尊重し、現地の人が受け入れる方法を

とっていく必要があります。

──本日はありがとうございました。V

藤井純一（PwCマレーシア）
1992年よりマレーシア在住。クアラルンプール事務所（ベ
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ら投資に関するアドバイスを提供

北村浩太郎（PwCインドネシア）
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企業情報の開示をめぐる
ステークホルダーの期待の変化

　2011年3月11日の東日本大震災、そし

てその後の世界経済情勢の変化に伴う急

激な円高を受けて、多くの企業がサプラ

イチェーンの再構築を迫られた。企業レ

ポートには、企業が抱えるこれら課題へ

メール、ツイッター、ブログなどのIT

ツールの普及がある。これらのツールを

活用することで、開示情報が増えてきた

のである。しかし、開示情報は増えれば

増えるほど、情報間の矛盾を排除し、整

合性をとることが難しくなる。

　一方で、開示情報の増加に伴い、開示

コストは上昇する。だが、企業は開示コ

ストが今以上に増加することに、疑問を

感じてもいる。

　ステークホルダーの立場からしても、

氾濫した情報の中から、企業の真実の姿

を短時間で読み解くことは困難になって

きている。彼らは、単なる情報量の多さ

ではなく、企業戦略のストーリーや持続

的成長のシナリオを一貫して読み取るこ

とができる質のよい情報を求めているの

である。

　この変化は、国連の責任投資原則

（PRI）の動向ならびに日本版環境金融

行動原則の検討・公開からも読み取る

ことができる。事実、短期の経済合理

性だけでなく環境や社会に配慮した活

Global 
Competitiveness

中長期的に持続的な成長が見込める企業

であるか否かを見極めるための判断材料

となるからである。

　一方、国際財務報告基準（IFRS）も

企業の情報開示に影響を与える。なぜな

らば、企業の経営者は「原則主義」に対

応し、自らのビジネスモデルに適した会

計処理方針を設定し、説明する責任を担

うからだ。

　現代の経営者には、市場環境や企業戦

略、マネジメントコメンタリーに示され

る経営者の考え方、将来の見通しに関す

る不確実性（リスク情報）など、企業を

理解するうえで有用な情報を的確に説明

することが期待されているのである。

“More Reporting”から
“Better Reporting”へのシフト

　これまで、企業はステークホルダーに

求められるままに、とにかく多くの情報

を、適時に開示することのみに注目しが

ちであった。開示される情報もまた、財

務情報に偏りがちの短期志向なもので

あった。これは、そうすることが「説明

責任」（アカウンタビリティ）を果たす

ための対策と見なされていたからだ。

　このことは、いかに多くの情報を開示

するかという“More	Reporting”が、企

業開示の底流をなしていたかを示すもの

といえるだろう。しかし、ここにきて

変化が起きつつある。どうやら、“More	

Reporting”の時代は終焉を迎えつつある

ようだ。

　なぜか。その理由の１つに、Webや

好田健祐 Kensuke Koda

あらた監査法人
コマーシャル・サービス・アシュアランス部
代表社員／公認会計士・米国公認会計士
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中央青山監査法人、プライスウォーターハウス
クーパース米国法人を経て、あらた監査法
人に入所。財務諸表監査、内部統制監査、
IFRS対応支援、統合報告をはじめとする
コーポレートレポーティングに関する調査・
助言等に幅広く従事。
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経営コンサルティング会社を経て、あら
た監査法人に入所。財務諸表監査、
内部統制監査、CAATによるデータ監査、
IFRS対応支援、統合報告をはじめとす
るコーポレートレポーティングに関する調
査・助言等に幅広く従事。

3 政治的、経済情勢的にリスクが高くても、中国市場
を重視

企業価値を
簡潔明瞭に伝えきる
「統合報告」への挑戦
真の姿を映す企業レポートとは
現在の企業レポートは、企業の真の姿を伝えているだろうか。経営戦略の全体像
が明確に示されているだろうか。
企業が抱える課題への対応や事業の戦略像をどのように開示していくかは、企業
経営における緊迫の課題の1つである。これからの企業レポートとして、企業価値を
明確に伝えきる「統合報告」が注目されている。

1
2
3

企業レポートの“More Reporting”から
“Better Reporting”へのシフトは世界的な流れである

財務情報と非財務情報の一体的な説明が
期待されている

社内外との効果的なコミュニケーションを
実現するには、適切なメディアを選択する

Key 
Point

の施策や進捗、そして結果を、投資家を

はじめとするステークホルダーに開示す

るという役割がある。

　彼らが求めているのは、震災からの回

復プロセスや、円高への対応をはじめと

するビジネスモデルの再構築に関する情

報だ。それは、これらの情報が、その企

業の短期的な成長性・収益性のみならず、

動を評価し、投資対象とする責任投資

（Responsible	Investment：RI）は増加

傾向にあり、また環境格付けやBCP格

付け（防災格付け）などをベースとして

融資利率を優遇する金融商品の利用も広

がっている。これらは、この変化が確た

る流れであることを示すものといえるだ

ろう。

　どうすればより少ない情報で、より的

確に自社の企業像を伝えられるのか。	

企業も、ステークホルダーも、“More	

Reporting”から最適な情報を開示する

“Better	Reporting”へとシフトしつつある。

“Better Reporting”の実現を
後押しする「統合報告」とは

　このような“More	Reporting”から“Better	

Reporting”へのシフトは、世界的に加速

しつつある。その代表が「統合報告」

（Integrated	Reporting）をめぐる動きだ。

　統合報告の真髄は大きく２つある。

１つは、財務情報と非財務情報をバラン

スよく一体不可分に、かつシナリオを

もって整理・開示すること。もう１つは、

社内外において経営革新に役立てるとと

もに、社内外との効果的なコミュニケー

ションを実現することだ。

　そのためには、企業レポートには次の

ような情報が必要となる。

◦	絶えず変化する外部要因とどのように

向き合うか

◦	環境の変化に対応しながら持続的成長

を可能にする固有のビジネスモデルを

どのように構築・運営するか

◦	ビジネスモデルの競争優位性を最大化

しうる戦略・目標をいかに構築・立案

するか

◦	どのようなコーポレートガバナンスの

仕組みのもとで、どのようなリスクを

注視・管理するか

◦	どのような指標で常時モニタリングを

しながら、経営資源の投入量をコント

ロールするか

◦	報酬や業績評価をどう説明するか

　統合報告への国際的な流れをリードしているのが、国際統合報告委員会
（IIRC：International Integrated Reporting Committee）である。IIRCにお
ける検討には、世界各地の企業や投資家、規制当局、会計基準設定主体、
市民団体、ITベンダー、監査法人などが幅広く参加している。PwCも、図
表1に示すレポーティングモデルなどの開示・提供、ならびにこれまでの経
験・知見の提供を含めグローバルにこの活動を支援している。
　今年9月、IIRCは統合報告のフレームワークに関するディスカッション・
ペーパーを公開した。世界各地から参加企業を募り、実際にフレームワーク
を用いた情報開示を行い、投資家をはじめとするステークホルダーの
意見を聴きながら、開示のあり方やフレームワークをブラッシュアップする
“パイロットプログラム” も開始している。
　IIRCでは、世界各地でラウンドテーブルを実施し、広く社会からフィード
バックを得るとともに、公開草案の検討やさらなる議論を行う予定である。

統合報告への国際的な流れをリードする国際統合報告委員会（IIRC）
c o l u m n

TOWARDS INTEGRATED 
REPORTING
COMMUNICATING VALUE IN 
THE 21ST CENTURY
Discussion Paper
（IIRC/2011年9月12日）
http://www.theiirc.org/the-
integrated-reporting-discussion-
paper/
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財務情報と非財務情報をセットで提供す

るグループとに分けたうえで、それぞれ

に資料を読み込んでもらい、向こう2年

間の売上げ・利益予想、ならびに「売

り」と「買い」のいずれかを推奨しても

らった。

　すると、前者は、売上げ・利益予想

のバラツキが非常に大きく、「売り」推

奨が圧倒的に多かったのに対して、後者

は売上げ・利益予想のバラツキが少なく、

「買い」の推奨が多いという結果になった。

　実験後の参加者へのヒアリングでは、

非財務情報と財務情報を一体的に解読す

ると、企業の競争優位の源泉や経営陣の

高い能力と先見性を自信をもって理解・

判断できるという声が多かった。

　この実験から、統合報告がいかに高い

効果をもたらすかが類推される。統合報

告への挑戦を通じて企業像・企業文化や

競争優位の源泉をステークホルダーに

しっかりと理解してもらうことで、安定

的なファンを獲得し、長期的に資本コス

トの低下や株価の安定などのメリットを

享受することが期待される。

❸ 開示体制・開示コストの最適化

　企業は大量の情報を社外に開示してい

るが、情報収集や報告書などを作成・開

示するにあたり、各部門間で業務が重

複・冗長化しているケースが多い。

　統合報告への挑戦を通じて、全社最適

の観点から情報開示の取り組み体制を見

直し、開示情報の質的な一貫性を確保す

るとともに、業務コストや外部流出コス

トを低減することが期待される。

統合報告の取り組みへのポイント

　最後に、これらのメリットを的確に享

受するために、すぐにでも始めるべき3

つの取り組みを紹介する。

❶  開示情報の棚卸・比較を通じて、 
自社のキーメッセージを確立する

　現状のコミュニケーションの内容・相

手・頻度・コスト・体制を、全社的に棚

卸し、開示内容の重複や矛盾がないか、

各ステークホルダーから得たフィード

バックと突き合せて確認する。

　情報の受け手は、開示情報を他社と比

較し、分析・利用することが多い。した

がって自社の開示状況を、競合先やベン

チマーク他社と比較することが有用だ。

　統合報告の取り組みの第一歩は、社内

で部門横断的な「統合チーム」を作り、

企業理念・使命を念頭に、自社のキー

メッセージを確立することである。

❷  非財務情報を、 
連結ベースで活用・開示する

　財務情報は連結ベースでの開示が定着

しているが、非財務情報はグループ内の

企業・拠点の「よいところのつまみ食

い」のような形の開示にとどまるケース

が多い。

　統合報告へのチャレンジにあたっては、

実態連結ベースで財務情報・非財務情報

を、バランスよく情報収集・開示するプ

ラットフォームを構築することが有効と

なる。

❸  適切なメディアで、骨太の筋の通った 
コミュニケーションをする

　自社の姿を適切に理解・評価してもら

うためには、時間・情報量・メディアを

問わず、筋の通ったコミュニケーション

を行うことが重要だ。

　たとえば、経営トップの2分間スピー

チでも、決算短信の20分の説明でも、

投資家・アナリスト向けの2日間にわた

る詳細なデータの提供であっても、一貫

性をもって骨太のメッセージを発信する

ことが大切である（図表3）。

　また、スマートフォンの急速な普及に

代表されるように、受け手のIT環境は

大きく変わりつつある。開示内容とあわ

せて、適切なメディア（コミュニケー

ションチャネル）を選択することも有意

義である。	 V

　なお、ここでいう業績評価には、単な

る富の創造のみならず、地域への成果の

還元や地球環境を含めた幅広い社会貢献

なども含まれる。

　PwCでは従来よりこれら開示すべき情

報を、「外部要因」「戦略」「パフォーマ

ンス」「経営資源・他者との関係」の4つ

のカテゴリで捉え直すレポーティングモ

デルを開発・利用している（図表1）。こ

れらのカテゴリは、すべての産業・企

業に共通するものであり、ステークホル

ダーとの信頼関係を維持したい企業に

とって必要と考えられる情報である。

　このレポーティングモデルを利用する

ことで、従来の企業レポートでは読み取

りにくかった一連の情報を、簡略な形で

一体的に相互に関連づけることが可能と

なる。結果として、ステークホルダーの

期待に応える質のよい開示情報となるだ

ろう。

統合報告にチャレンジするメリット

　それでは、日本企業が統合報告にチャ

レンジすると、どのようなメリットが期

待できるのだろうか？　ここでは、特に

有効と考えられる3つのメリットを紹介

する。

❶「見える化」の実現

　PwCでは、毎年、世界のグローバル

企業のCEO（1,000名以上）を対象とし

た調査を行っている。この調査結果か

ら、地域や業種を問わず、CEOは意思

決定を行ううえで必要な情報を十分に得

られていない実態が浮き彫りになった。

CEOが欲する情報と、実際に社内で報

告されている情報との間には大きな情報

のギャップがあるのである（図表2）。

　統合報告への挑戦を通じて、まずは社

内で的確に情報を収集・把握し、経営を

「見える化」して議論を活性化し、迅速

かつ的確な経営意思決定を行うことが期

待される。

❷ 安定的なファンの獲得

　PwCでは、バランスのよい情報開示

が資本市場の参加者にもたらす影響を検

討すべく、数年前に投資家・アナリスト

を対象に英国で実験を行った（コロプラ

スト実験）。

　コロプラスト実験では、投資家を、あ

る企業のアニュアルレポートの財務情報

部分のみを提供するグループと、同社の

図表1◉PwCの統合報告のレポーティングモデル

図表3◉効果的なコミュニケーション

図表2◉CEOの認識する情報ギャップ
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大庫直樹 Naoki Oogo

プライスウォーターハウスクーパース（株）
金融サービス事業部
パートナー

PROFILE
東京大学理学部数学科卒業。戦略コン
サルティングファームでの20年間のコンサ
ルティング活動を経て、2011年に現職。
パートナーとして金融機関の改革支援に
従事。近著に『あしたのための「銀行学」
入門』（PHPビジネス新書）『あした・ゆ
たかに・なあれ』（世界文化社）がある。

た中小企業による経済成長は、もはや競

争力とは結びつかなくなったのである。

銀行は
雨の日に傘を差し出している

　経済の潤滑油として、銀行は資金を供

給していくことを期待されてきた。だか

らこそ、事業法人と銀行は経済の両輪と

称される。ただし、そうした期待と裏腹

に「銀行は雨の日には傘を貸さない」と

よく言われた。

　実際、90年代末は銀行の資本が不良

債権の償却によって毀損される中、貸出

額を縮小せざるをえなくなっていた。貸

し渋り、貸しはがしの批判を招くこと

になる。それでも銀行の立場でいえば、

90年代末は、貸したくても貸せない状

況が続いていたのである。これも、バブ

ル崩壊後の経済回復が遅れた理由の１つ

と言われている。

　しかし、2000年代に入って、多くの

人が気のつかないままに、銀行は雨の日

には傘を差し出すようになっていた。図

表2は、年度ごとに日本の企業全体で

いくらの営業利益をあげたか、またそ

の年度にはいくらの借入があったかを、

1981年以降の29年間について分析をし

てみたものである。それを80年代、90

年代、2000年代に3区分してみたことで、

現実を鮮明に浮き彫りにすることができ

るようになった。

　80年代は、２つの変数の相関をとると、

R2は0.90で驚くほど高い。つまり、利

息の返済原資となる営業利益が大きい年

ほど、借入ができていたことになる。こ

うした事態では、雨の日には傘を貸さな

い銀行と言われても仕方がない。が、銀

行の信用リスク管理を考えると当然のこ

とであり、きちんとリスク管理をしてい

た証拠でもある。

　それが、2000年代に入ると様相が一

変する。相関直線は、80年代には右肩

上がりだったものが、右肩下がりに劇的

に変化する。つまり、利息返済の原資が

少ない時ほど、銀行はお金を貸している

日本経済の舵を切れ
光る中小企業の発掘と
セーフティネットを超えた
銀行機能の強化

図表1◉ 資本金規模別の1社当たり営業利益
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出所：法人企業統計

中小企業神話の終焉

　日本という国が、もはや中小企業で支

えられているわけではない理由ははっき

りしている。中小企業の業績回復はバブ

ル崩壊から20年経っても回復しないま

までいるからだ。

　図表1は、1981年から2009年の29年

間にわたり、資本金規模ごとに１社当た

りの営業利益の水準を指数化したもので

ある。資本金規模階層ごとの調査企業は、

29年間、同一の企業を追跡したもので

はない。そのつどサンプリングして抽出

した企業の財務データを基にしているの

だが、29年間の推移を見てみることで

大まかな構造変化の実態を理解すること

ができる。

　資本金規模が5,000万円以上の企業群

は、バブル崩壊を境に急下降するのだ

が、90年代半ば頃から持ち直している。

2000年代に入る頃から急回復し、リー

マンショックで業績が悪化するまでは、

1980年代前半の８割程度にまで回復し

ている。

「ALWAYS　三丁目の夕日」という映
画が数年前、大ヒットした。吉岡秀隆
演じる売れない小説家を、向かいに住
む自転車修理店の一家が温かく見守
る物語である。
あの時代、どこにでもあった家族経営
の企業。店主には堤真一、その妻に
薬師丸ひろ子、集団就職で上京してき
た店員に堀北真希が扮している。主
人公の小説家がくじけそうになると、彼
らが助けた。小説家が諦めずに、希
望をもって前向きに生きていく様が、多
くの人々の共感を生んだ。翌年の日本
アカデミー賞では、作品賞、監督賞を
はじめ多くの賞に輝いた。
この映画がヒットしたのには、もう1つ理
由がある。舞台は、建設中の東京タワ
ーが見える、東京の下町。
日本経済が急成長を遂げ、無数の名
もなき中小企業がそれを支えていた。
多くの日本人にとって、記憶に残る成
功体験であり、これからもそうでありた
いと願う願望でもある。
しかし、競争の世界では、1つの成功
パターンは永久不滅ではない。かつて
の成功体験が、現在の戦略判断を誤
らせることもある。日本は、まさにそうし
た状況に遭遇している。

　では、資本金規模が5,000万円未満の

中小企業はどうかというと、業績回復の

兆しが、見えてこない。資本金が1,000

万円から5,000万円の企業であっても、

１社当たりの営業利益の水準は、2000

年以降も80年代前半の3分の1程度で、

横ばいの状況にある。資本金が1,000万

円未満になってしまうと、営業利益が出

るか、出ないかの水準で行ったり来たり

を繰り返している。

　もちろん、資本金5,000万円未満の企

業群の中にも成功を遂げた企業もある。

しかし、マクロ的には、大・中堅企業は

業績回復の軌道にある一方、中小・零細

企業は業績回復の糸口さえも見えてこな

いのが、現実なのである。

　こうした状況は、多くの業種で固定費

水準が上昇している事実を思い起こせば

実感できる。製造業では、中小企業の工

場であってもNC旋盤などのシステム化

が進み、投資に見合うだけの受注を得な

いと経営は苦しくなる。飲食業であって

も、複数の店舗を持ち、食材を集中購買

しセントラルキッチンで中間段階まで調

理した方が、コストパフォーマンスがよ

く、品質も標準化できる。

　昔のように職人の匠の技が、企業の繁

栄を支えることは少なくなった。なぜな

ら、匠の技で勝負できる領域は特別な用

途の市場に限られるからだ。ボリューム

ゾーンは、多様な種類の普及品を安く、

品質よく生産する仕組みづくりで競争す

る市場である。

　かくして、日本の成功パターンであっ
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ことになる。しかもR2は0.75とこちら

もかなり高い。

　いつのまにか、銀行は無理をしても企

業にお金を貸すようになっていた。90

年代末に起きた、貸し渋りや貸しはがし

などの社会的な批判、政治的なプレッ

シャーなども、この劇的な変化に大きな

影響を及ぼしたと、推察される。

　ただし、こうした銀行の対応の変化が、

経済成長にとって理想的なのかどうかは

疑わしい。銀行が信用リスクを必要以上

にとっていることを示唆しているわけで

ある。銀行の時価総額も、純資産額と比

べても大きく下回ることが定常化した。

投資家たちは、雨の日には傘を差し出す

銀行が内包しているリスクを当然のこと

ながら評価しているからだ。

　同時に、銀行が無理をしてお金を貸し

出しても経済成長を促せない事態こそ、

本質的な問題なのである。

付加価値向上を持続する
アメリカの力強さ

　そうした日本の閉塞的な状況に対して、

アメリカはどこまでも力強い付加価値の

向上を続けている。図表3は、日米の就

図表2◉ 企業の営業利益と借入・社債残高（1981～2009年度） 図表3◉ 業種別就業者当たりのGDP推移（指数100=2002年）

業者1人当たりのGDPを業種別に計算

し、2002年を基準に指数表示をしたも

のである。国による定義の違いで100％

正確に比較することができないことは容

赦いただきたいが、見ての通り、日米間

には歴然とした相違がある。

　日本は、建設業を除くすべての業種で

1人当たりのGDPは低下している。建

設業についても、実は就業者数が大きく

減少していることを考えると、付加価値

が着実に向上していると言いきることは

できないだろう。

　一方、アメリカは不動産業を除いてい

ずれの業種も、付加価値向上に成功して

いる。しかも、2009年の７年間で１人

当たりGDPを1.5倍ほど引き上げた業種

もある。製造業も、最も付加価値生産性

が向上した業種の１つだ。たしかに製

造業は、就業者数が２割ほど減ってはい

るが、それだけでは1.25倍にしかならな

い。残りの付加価値向上は、付加価値の

絶対額自体を増加させたことによる。

　アメリカの場合、経済のセーフティ

ネット機能は限定されている。業績が悪

い企業は破綻する。その一方、業績のよ

い企業が破綻企業の顧客を吸い上げ、さ

らに成長を遂げる。日本が、業績の悪い

企業を救うことに、信用保証制度などを

通じて多大の公金を投入していることと

は、対照的である。

光る中小企業
～広域展開できる企業を育てる

　では、日本に競争力の高い企業がない

か、といえば決してそうではない。

　図表4は、大阪府を例にした経済貢献

度の集中分析である。大阪府は府下に

21万社の企業を抱えている。その99％

は中小企業でもある。このうち、大阪府

の外にも事業所を抱える企業は、全体の

７％の1.4万社に過ぎない。しかし、わ

ずか７％の企業が、企業所得全体の3分

の2程度を稼ぎ出す。極めて高い集中度

である。広域展開企業の競争力が他の企

業に比べて頭抜けているのである。

　これだけ通信も交通も発達した時代に、

１つの県に閉じて事業を営む企業には、

特殊事情でもない限り、自ずと限界がある。

優れたプロダクト、事業の仕組みがあれ

ば、他県に進出し、海外にもチャンスが

あれば展開していくのが自然の流れだ。

　地元市場が大きな大阪府でもこうなの
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90年代以降、必ずしも貸し渋りの傾向にあるわけでない。むしろ、金融機関は「雨の日に傘を差し出す」ようになった。
同時に金融機関の経営リスクは高まっている
出所：法人企業統計

業種別就業者当たりGDPは、アメリカはほとんどの業種で増加傾向にある一方なのに対して、
日本は逆にほとんどの業種で下降傾向にある
出所：US Bureau of Economic Statistics、内閣府、総務省統計局

図表4◉ 広域展開企業の経済貢献度～大阪府の例（2008年度）
ほんの少数の広域展開企業の経済貢献が全体の3分の2程度におよぶ。経済成長に本当に大切なのは、
広域展開企業のような収益力のある企業を見つけて支援することではないか
出所：大阪府戦略本部会議（公開資料）

だから、他の都道府県でも同様の分析結

果になるに違いない。であれば、広域展

開できる経営力が、競争力の1つの指標

となるはずである。広域展開企業をさら

に伸ばす、あるいはそのポテンシャルの

ある企業をいち早く見つけて支援してい

くことが、日本経済を成長軌道に戻すた

めの基本戦略の１つとなるはずである。

中小企業の中でも広域展開企業のような

収益力のある企業を見つけて支援するこ

とこそ重視すべきである。

＊　　　＊　　　＊

　赤く染まった夕焼けの空に、東京タ

ワーが伸びていく。「三丁目の夕日」は

多くの日本人にとって永遠の憧憬として

心に焼き付いている。

　しかし、ビジネスの世界では、決して

「ALWAYS」ではありえなかった。その

現実をクールに認め、舵を切り直す決断

をすべきではないだろうか。 V

府外展開企業

府内企業
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　PwCはこのたび、ダイバーシティ関連
の専門誌『DiversityInc』による「Top 
Companies for Global Diversity」ランキ
ングにおいて、トップ3に選ばれました。
　グローバル規模でダイバーシティを徹底
している企業が選出される中、PwCでは、
女性にとってより柔軟な福利厚生やグロー
バル人材の育成などについて、トップマネ
ジメントから強いコミットメントが発信さ
れている点が評価されています。
　また、イギリスではPwC UKが、英国タ
イムズ紙による女性が働きやすい企業のラン
キング「Top 50 Employers for Women」

に選ばれました。
　PwC Japanにおいても、ダイバーシティ
の中でもジェンダーダイバーシティにより
フォーカスして取り組んでいます。9月15
日には全職員を対象に、今年で3年目とな
る「Gender Diversity Conference」を開
催しました。ゲストスピーカーに株式会社
東レ経営研究所 特別顧問の佐々木常夫氏
を招き、ワークライフバランスを実現する
仕事術について講演いただいたほか、ワー
クショップではPwCにおけるジェンダー
ダイバーシティの機会についてディスカッ
ションを行いました。

　コンサルティング関連の調査・分析会
社大手のIDCが発表した「世界の人材関連
ビジネスコンサルティング ベンダー分析
2011」において、PwCは同分野における
リーダーであるとの評価を受けました。
　この報告書は、主要な人材関連ビジネス
コンサルティング企業の能力およびビジネ
ス戦略を査定したもので、今回の分析で
は、長期間および短期間のコンサルティン
グサービスの提供において、その成功を促

す包括的フレームワークやパラメーター設
定が評価の対象になっています。
　本報告書の中でPwCは、クライアント
の人材活用へのサポートにおいて最も優れ
た能力を有する企業の1つであると述べら
れています。
　また、企業文化への取り組みや人材関連
プロジェクトに変革をもたらす能力、プロ
ジェクトのコスト削減支援やプロジェクト
チームのクライアントとの一体化という面

においても高く評価されています。 
　PwC「第14回世界CEO意識調査」（2011
年1月発表）でも、人材マネジメントは世
界のCEOにとって最優先課題となってい
ます。PwCでは今後も、企業が人材力で
業績を改善し、持続可能な競争優位性を獲
得するためのサポートをしていきます。
　詳細は、PwC Japanのウェブサイト
www.pwc.com/jpよりニュースリリース
をご覧ください。

IDCが、PwCを人材関連ビジネスコンサルティング業界のリーダーと評価

News

News from Global News from Japan

　あらた監査法人はこのたび、金融機関の
競争力強化・収益拡大に向けたサポート機
能の充実を図るため、「総合金融サービス
推進本部」を設置し、8月から本格稼動を
開始しました。
　推進本部には、金融庁や日本銀行出身者
を含めた専任者による、主要国の金融制度・
金融規制の情報収集・分析を行う「金融調
査室」、およびPwCのグローバルネットワー

クや海外拠点の駐在員と連携して金融機関
の海外進出・グローバル化推進を支援する

「国際金融ビジネス室」を設置しています。
　金融機関が直面している課題──❶日本
企業のアジア展開への対応と国際ネット
ワークの強化、❷金融規制強化への対応と
ビジネスモデル再検討、❸震災復興や地場
企業の成長支援、投資誘致──に取り組む
ことが、金融機関にとって収益拡大の機会

であると捉え、プライスウォーターハウス
クーパース株式会社のコンサルティング部
門・ディールアドバイザリー部門の金融
サービスグループと一体となって、金融機
関の成長戦略をサポートする機能を強化し
ていきます。
　詳細は、あらた監査法人のウェブサイト
www.pwc.com/jp/assuranceよりニュース
リリースをご覧ください。

あらた監査法人、「総合金融サービス推進本部」設置で金融機関の支援を強化

　PwCは、すでに各海外拠点での強力な
サポート体制を持っていますが、このた
び、PwC各拠点のCEOによる支援のも
と、ネットワーク組織“Japanese Business 
Network（以下JBN)”により、日本企業
のグローバル展開に対するコンサルティン
グを強力に推進するプログラムを立ち上げ
ました。
　各海外拠点のマーケットに適合した製品
開発、サプライチェーンマネジメント、M
＆A戦略、コスト管理、人材マネジメント、
コンプライアンス対応、グローバルベース
での財務報告などにおいて、PwC Japan
と各拠点の現地プロフェッショナルとの総

合力を結集し、日本企業のグローバル競争
力強化を強力にサポートしていきます。な
お、プライスウォーターハウスクーパース

株式会社社長の内田士郎がJBNのグロー
バルリーダーとなり、グローバルで一体感
のあるプログラム推進に努めます。

日本企業のグローバル化をサポートするコンサルティング体制を強化

テーマ「私にとっての会社・仕事・家族、経営戦略とし
てのワークライフバランス」の中で、ワークライフバランスの
重要性を語る佐々木常夫氏（東レ経営研究所特別顧問）

　2011年11月10日（木）～12日（土）に
かけて開催される「APEC CEOサミット 
2011 ハワイ」において、PwCがプラチナ
スポンサーとして協賛します。
　今回のCEOサミットは「The Future. 
Redefi ned.」をテーマに、21カ国・地域
の経済界リーダーらが参加します。
　PwCは2009年に引き続き、ナレッジパー
トナーとして、「APEC CEO Survey」に

協力。各国CEOとのインタビューを行いま
した。この調査結果は、PwCインターナ
ショナル会長のデニス・ナリーがプレスカ
ンファレンスの場で発表します。
　またサミット会場に「PwCナレッジカ
フェ」を設置し、世界各国が直面するグ
ローバルな経済問題について、さまざまな
ナレッジと意見交換の機会を提供する予定
です。

「APEC CEOサミット2011 ハワイ」にプラチナスポンサーとして協賛

PwCが、グローバル・ダイバーシティ企業のトップ3に選ばれる

テーマ「私にとっての会社・仕事・家族、経営戦略とし

　10月17日、世界銀行グループ国際金融公
社（IFC）とPwC Japanは共同で、新興国
市場開拓セミナーを開催しました。本セミ
ナーは、新興国ビジネスを検討されている
企業の方を対象に、新興市場で高い潜在需
要を持つ、BoP（Base of the Pyramid）
層をバリューチェーンに含めるインクルー
シブ・ビジネスおよび激化する市場獲得競
争と日本企業に焦点を当てたものです。

　当日は、IFCをはじめとした公的機関の
支援制度やPwCのグローバルな新興国ビ
ジネスにおける経験を紹介するとともに、
インクルーシブ・ビジネスを展開する事業
家、新興国市場開拓の第一線における経験
を持つゲストスピーカーを招き、新興国市
場開拓の成功事例、課題と取り組みについ
て講演していただきました。
　BoP層に属する人口は世界中で40億人、

市場規模は500兆円といわれており、新興
国の経済成長に伴い、次世代の成長を支え
る巨大市場として世界中で注目されていま
す。PwCでは、BoPインクルーシブ・ビ
ジネスを検討して
いる企業を支援す
るサービス体制を
整えています。

国際金融公社（IFC）とPwC Japan、「BoPインクルーシブ・ビジネスセミナー」を開催

Japanese Business Network（JBN）

ウクライナ1人、スイス1人、トルコ2人、
ハンガリー 2人、チェコ1人、
アイルランド2人、フランス2人、
オランダ2人、イギリス11人、
ポーランド3人、ロシア3人、ドイツ8人、
ベルギー 3人、ルクセンブルク1人

欧州 

₃₂人

韓国24人、中国50人、インド2人、
台湾14人、ベトナム2人、
シンガポール4人、インドネシア3人、
オーストラリア10人、フィリピン3人、
タイ7人、マレーシア4人、ラオス1人、
カンボジア1人

アジア・オセアニア 

₁₂₃人 カナダ6人、アメリカ40人、
メキシコ1人、ブラジル2人

米州 

₄₉人

＊原則マネージャー以上
＊ 兼務者がいるため国ごとの合計は地域
の合計に一致しません。
＊2011年9月現在

日本語対応スタッフがいる
海外拠点
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vol.2 Brazil

世界の
PwCから

Brazil

グローバルに広がるPwCの活動を、
現地オフィスがレポートします。

世界最大の森林地帯を擁する
南米最大の国ブラジル
　ブラジル連邦共和国、通称ブラジルは南アメリカ大陸最大の面
積（世界第5位）を持つ、人口約１億9,300万人のラテン・アメリ
カ最大の国です。また、南北アメリカ大陸で唯一のポルトガル語
圏でもあります。首都はブラジリアですが、最も発展している都
市はサンパウロ州のサンパウロです。実は、日本以外の国では、
一番日本人人口が多い国でもあります。
　資源が豊富なうえ土地も広大だからでしょうか。近年、特に外
資系の企業投資が増加しています。日本企業も第二の波に乗り
（第一の波は1970年代）、2008年頃からブラジルへの再投資が加
速しています。
　ブラジルには、世界最大の森林地帯であるアマゾン熱帯雨林が
広がっています。アマゾンは「地球の肺」とも呼ばれているよう
に、世界最大の二酸化炭素の吸収地帯でもあります。しかし、ア
マゾンの熱帯雨林は、森林伐採などによって減少、環境破壊に対
する警鐘が各所から出されています。

特派員

矢萩信行 Nobuyuki Yahagi
PwCブラジル法人
アシュアランス
シニアマネージャー

カロリーナ坂間 Carolina Sakama
PwCブラジル法人
アシュアランス
ADMリーダー

アマゾナス州のDigital Houseの落成式

自然破壊ではなく、森林と共存して生きていくための
「Digital House in the Forest」
　PwCブラジルでは環境へのコミットメントとして、ブラジル
初のカーボンフットプリント中和プロジェクトを組織しました。
その活動の一環として、2009年7月1日から2010年6月30日まで
の間、約4,000人を超えるスタッフが、国内外出張における移動
時（飛行機・自動車など）に発生する二酸化炭素の低減に努めま
した。
　また、アマゾナス州ではカーボンフットプリント中和プロジェ
クト活動の１つとして、PwCブラジルが「Digital House in the 
Forest」と呼ばれるHouseを建設。このHouseでは、ブロードバ
ンドインターネット、基礎ITおよびインターネットブラウザー
コース、Googleのストリートビューを利用した地理や歴史の学習、
森林伐採や自然退歩をテーマにした遠隔教育などの教育プログラ
ム、プロフェッショナル資格コースを提供しています。
　Houseの目的は、これらのプログラムによって、森林伐採を生
業としている人々が、ほかの職業に就くためのサポートをするこ
とです。森林伐採により収入を得ている現在の仕組みを変えるこ
とで、世界最大の森林地帯であるアマゾン流域を保護することが
可能となります。
　PwCブラジルでは、サステナビリティの発展および世界的な

環境の気候変動を軽減する活動への投資の重要性に焦点を当て、
さまざまなプロジェクトを行っています。これらのプロジェクト
を主導することで、PwCブラジルは社会、環境、統合されたソ
リューション、サステナビリティによる価値創造などに基づくビ
ジネス戦略、および賛同する団体との共同活動に対するファーム
コミットメントを一層強化しています。

森林の中に立てられたDigital House

アマゾナス州のDigital Houseの落成式

森林の中に立てられたDigital House
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