


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154カ国、
161,000人以上のプロフェッショナルネットワークを
生かし、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）」を皆様のお手元にお届けします。
本誌は、本年10月のPwCネットワークブランド刷新に伴い、プライスウォーターハウスクーパース
株式会社の広報誌であった「Insight」を誌面・内容ともに改め、「Value Navigator」として
PwC Japanより新創刊いたしました。
新しい冊子名は「価値を導き出すもの」という意味がこめられています。私たちはPwCのグロー
バルネットワークを生かして、監査およびアシュアランス、アドバイザリー、税務のスペシャリスト
の視点で、最新の経営情報やグローバルの最先端のナレッジを幅広く提供し、クライアント企
業の皆様の価値創造をお手伝いしていきたいと考えております。
本誌が、PwCとクライアントの皆様との絆を深め、ビジネスのご支援の何かしらの一助となるこ
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。

2010年10月

PwC Japan

あらた監査法人 代表執行役
初川浩司

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
内田士郎

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
理事長

鈴木洋之
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エネルギー需要と変革
世界の人口増加と新興国や途上国の経
済発展に伴い、世界のエネルギー需要
は、今後急増すると指摘されている。
2050年には、世界のGDPは約4倍に成
長、エネルギーの需要も2倍以上に膨
れ上がると予想されている。

Sustainability
Global Thought Leadership

Lifeline

200万人

1年間

水・食糧の安全保障
人口増加と都市化、経済拡大によって、水の
問題が深刻化している。
世界人口の20％は、安全な飲料水を確保で
きず、毎年、約200万人が地表水のし尿汚染
による水系伝染病によって命を落としている。

BOP

72％
40億人

人口爆発と人口構造
グローバリゼーションの急速な進展は、
各国で富裕層と低所得者層の格差を広げ
ている。
2007年時点において、世界人口の所得
ピラミッドの底辺から72％、約40億人が
年間所得3,000米ドル以下で暮らす低所
得者層（BOP）に相当するとされている。

Issue

Issue

Issue
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リーダーの役割

　今、世界で何が起こっているのか。そ

れに対して組織のリーダーたちは何を思

い、自らの組織や企業の方向性をどう決

定すべきなのか。そしてそれをどう具体

化していくのか。

　長い歴史の中で培われてきた現在の市

場経済システムを変革することは、容易

ではない。だが、私たちはサステナビリ

ティを阻害する要因を、市場メカニズムを

通じて解決する努力を惜しむべきでない。

　その変革段階において、政府機関は制

度設定者として極めて重要な役割を持つ

だろう。プレーヤーである企業のリー

ダーもまた、重要な役割を担う。

　あらゆる組織のリーダーは、価値の変

化に対応していかなければならない。な

ぜなら対応することで新しい価値が生ま

れ、市場へと発展していくからだ。この

変化は、リーダーにとって大きなチャン

スでもある。

地球規模のメガトレンド

　20世紀初頭、約20億人だった世界人

Big Picture
サステナビリティの未来を考える

グローバル経済がもたらす繁栄による
歪みは、いつどのように解消されるのか。
地球規模で進行しつつある様 な々問
題は、国家にとどまらず市場にも影響
を及ぼし始めている。
本稿では、持続可能な地球環境と健
全な人間社会の発展のために、ビジ
ネス・政策のリーダーとして、その目線
の置き方と行動原則のあり方について
概観する。

野村恭子 Yasuko Nomura

あらた監査法人 マネージャー
PwC Japan サステナビリティネットワーク
ドライバー

PROFILE

環境学博士。環境コンサルタント会社、国
の研究機関を経て、2005年からPwCのサ
ステナビリティサービスに従事。地方自治体や
業界団体の環境関連委員会委員を歴任。
気候変動分野の排出量取引制度、CDM、
森林バイオマス分野の事業展開に貢献。本
レポート（Big Picture）の作成に携わる。

口は、2050年には現在より3割多い90億

人を超えると予想されている。医薬の進

歩と拡大する食糧生産、交通や情報通信

を支える様々な技術とその進歩を誘発し

続けるグローバル経済システム。

　現在の繁栄を支えるために、今以上の

スピードでエネルギー、農水産物、鉱物

資源、水を大量に消費することは、廃棄

物、汚染物質、温室効果ガスを大量に排

出することと等しい。それだけにとどま

らず、資源ナショナリズムや貧困、人種

差別といった社会問題の歪みも引き起こ

しつつある。

 「持続可能な社会づくり」という共通の

目的に向けて行動する前に、私たちを取

り巻く世界の状況と近未来像を正しく理

解する必要がある。

サステナビリティに関する
ビジネスリスクと機会
　

　図表1で示した8つのメガトレンドの

諸問題は、私たちの経済社会や企業のビ

ジネス活動にどのような影響を及ぼすの

だろうか。

　気候変動のような環境問題は人の健康

や社会インフラに対して物理的な損害を

与えるだろうし、国際金融資金は先物取

引市場に価格的な影響を与えるだろう。

　しかし、メガトレンドの諸問題はすべ

てがネガティブに働くわけではない。対

処の仕方によっては新たな機会となる可

能性がある。ただし、それらを新たな機

会とするためには、今ある社会やビジネ

スの仕組み、既存方法の変革が必要とな

世界経済システム

▶サブプライムローン問題に端を発した世界同
時不況からの脱却の遅れ。深刻化する先進国
各国政府の財政難

▶グローバリゼーションの進展に伴う世界経済
の多極化と、米ドルとユーロの国際的位置づけ
の行方

▶新興国、アジア諸国の経済の成長と安定の不
確実性

▶短期的な経済情勢、景気等に左右されない長
期的な資金の循環と配分。社会インフラとして
の金融の役割・機能の模索

水・食糧の安全保障

▶生活・命を支える基本的な資源。世界全体の
人口増加、水・食糧需要の増加は、各国の水・
食糧の安全保障、特に貧困層への確保の課題
が増大

▶世界の飢餓人口は、2009年で世界人口の６分
の１3）。食糧需給が、食糧価格の高騰、食糧輸
出の制限、自然災害による収穫被害等の影響
を受けやすくなる

▶新興国・途上国の急速な人口増加と都市化は、
安全な飲料水と上下水道の環境整備が遅れ、非
衛生的な水による健康被害や水不足が深刻化

天然資源・生態系へのあつれき

▶気候変動と人口増加が農水産物、バイオマス、
鉄鉱石、レアメタル等の需要を増大させ、天然
資源の利用と生態系の保全と対立が顕在化

▶公共財としての生態系サービス（エコシステム
サービス）の利用のあり方の議論と取り組みの
動き

▶2010年、生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）の名古屋開催

人口爆発と人口構造

▶新興国・途上国の急速な人口増加は、都市と農
村の所得格差、食糧や資源・エネルギーの確保、
環境汚染を深刻化

▶日本の少子高齢化と労働人口減少は国の活力・
財政への影響。社会インフラの受け皿の整備
が急務

▶グローバル化に対応した、人種・宗教・人権・
労働条件の多様性を加味した人事・雇用戦略
の必要性

気候変動による危機

▶気候変動は、海面上昇、集中豪雨や渇水、感染
症や疫病の発生と、農水産業や国土に及ぶ二
次的被害をもたらす

▶致命的な危機を回避するには、2050年頃まで
に温室効果ガスを50～80％レベルまで抑制が
必要1）

▶世界全体のGDPの１％に相当する2.5兆円を毎
年投資が必要で、経済投資を行わない場合
GDP換算で各国平均５～10％の損失2）

▶世界全体での低炭素型の経済・社会の進展が
急務

経済圏域のシフト

▶2010年中に、中国のGDPが日本を抜き世界第
２位に
▶組み立てた消費財を欧米へ輸出するモデルか
ら、アジアが最終需要地となる供給モデルへ
の変化

▶アジア新興国を中心とした資金流入、貿易構
造、労働市場等へのパワーシフト

▶アジア市場、経済のガバナンス体制構築への
動き

エネルギーの需要と変革

▶2050年、世界全体のGDPは４倍に対して、エ
ネルギー需要は２倍以上に膨張

▶ピークオイルと化石燃料の枯渇、エネルギー安
全保障、気候変動の流れから化石燃料の依存
からの脱却

▶原子力発電や再生可能エネルギーの促進と新
たなエネルギー需要戦略の加速。一方で、新た
に各国、各企業の保護主義、利益追求主義を
生み出す

IT・デジタル社会

▶情報通信技術による異業種間の融合ビジネス
の拡大

▶情報通信インフラの投資効果、次世代技術（ス
マートグリッド、クラウドコンピューティング
等）の導入、企業のグローバル化等、ITを生か
した包括的な経営マネジメント戦略の重要性
が増大

▶情報格差への配慮と情報セキュリティの確保

1）IPCC（2007）, IPCC第４次評価報告書
2）HM Treasury UK（2006）, Stern Review on the Economics of Climate Change
3）FAO（2009年7月19日）, 1.02billion people hungry

図表1◉地球規模のメガトレンド

21 世紀の「持続可能な社会づくり」に警鐘を鳴らす代表的な要因は、「気候変動による危機」「エ
ネルギーの需要と変革」「天然資源・生態系へのあつれき」「人口爆発と人口構造」「水・食
糧の安全保障」「IT・デジタル社会」「経済圏域のシフト」「世界経済システム」の８つである

スコット・ウィリアムス
Scott Williams

あらた監査法人 ディレクター
PwC Japan サステナビリティネットワークリーダー

PROFILE

オーストラリア出身。４月よりシドニー事務所か
ら東京事務所に着任。サステナビリティ全般、
気候変動、最新のIntegrated Reporting

（統合報告）に精通。ロンドン、ニューヨーク、
環太平洋の各事務所のネットワークを生かし、
日本におけるサステナビリティサービスの事業
拡大、発展を目指す。

※本稿は、PwC Japanが発行するレポート「Big 
Picture～サステナビリティの未来を考える」か
らの抜粋・要約版です。本レポートご希望の方
は、以下にお問い合わせください。
＞＞pwc.jp.sustainability@jp.pwc.com
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る場合もある。こうした変革に取り組ま

なければリスクを機会に変換できず、こ

れまで認識していたリスクのみの対応に

とどまってしまうだろう。

　組織のリーダーは、それぞれの立場か

らこうしたリスクを予測することによっ

て早期に対処すると同時に、新たな事業

機会にもつなげていく役割を担う。

社会的な損害リスクの認識

❶ 物的損害

　温室効果ガスに起因する気候変動は、

物的な社会インフラや事業用施設・設備

に直接的な影響を与える要因となる。温

暖化が原因とされる巨大低気圧や局地的

な豪雨・水害による世界的な被害件数

は、2008年現在約600件、金額ベースで

約1,200億米ドルであり、過去30年間で

件数は2.7倍、金額ベースでは約４倍に

増加した†1。

　経済社会にとっては、自然生態系が持

つ生物の多様性も重要な要素である。生

態系サービスの恩恵で成り立つ産業は数

多く存在するが、環境配慮を欠いた開発

行為、有害物質を含んだ排出による大気、

水域および土地の汚染は、大きな脅威と

なっている。

　特に、有害物質を含む排出に起因した

土壌汚染は、土地利用を制約する物的損

害であると同時に、深刻な財務問題でも

ある。

　土壌地下水汚染に起因した日本全体に

おける潜在的な土壌汚染対策費は16.9兆

円と試算されている†2。また、日本では

2010年4月の会計年度より、法的義務を

伴う場合には会計上、環境負債として土

壌修復費用を計上する必要がある。

❷ 人的被害

　急激な人口増加に伴う食糧不足、資源

争奪のための紛争、気候変動による自然

災害や農業・漁業への悪影響、自然生態

系の有害物質汚染等、現在、地球上で進

行しつつある多くの事象は、生命や健康

に甚大な影響を及ぼしている。

　中でも食糧不足による飢餓は、今も昔

も変わらず、私たちが抱える最大の問題

である。背景には、地域紛争や温暖化等

に起因する自然災害による難民の発生が

あるが、食糧価格の高騰や貧困層の人口

増加も飢えの原因となっている。

　水不足も深刻な問題である。新興国や

途上国では、生活排水や産業排水が河川

や地下水を汚染し、人々の健康被害が広

がっている。人口が増加しているアフリ

カでは、水不足の深刻化が地域紛争のさ

らなる原因になる可能性がある。

　さらに、気候変動は、洪水および暴風

雨による水害、熱波や山火事を引き起こ

し、これらの自然災害による犠牲者を増

加させる。防災施設や国土整備が不十分

で、沿岸地域に人口が密集する途上国で

は、被害をより一層大きくさせる可能性

がある（図表2）。

企業活動におけるリスク

　図表３に示すように、ビジネスのリス

クは、経営の外部環境として生じるもの、

経営の内部要因に関連して生じるものに

分類できる。

 【外部環境】

❶ 競合者（市場における競争力）

　企業全体、国内・海外地元地域におい

て、サステナビリティの諸問題にいかに

取り組むかによって、事業収益や企業評

価を揺るがす場合もあれば、積極的な取

り組みや貢献が社会から支持され、競合

者や業界をリードできる場合もある。

❷ 顧客（ニーズ）

　企業活動に対する顧客の評価は、価格

や機能、利便性、安全性のみならず、サ

ステナビリティという観点からも重要視

されつつある。顧客の信頼を得るには、

環境・CSR報告書やステークホルダー

対談を活用し、これまで以上に顧客との

コミュニケーションを深めていく必要が

ある。

❸ サプライヤー（管理）

　製品やサービスの多様化や機能の向上

は、取引先であるサプライヤーへの依

存が高まる。サプライヤー側でもサス

テナビリティ関連の不祥事によって自社

のブランドや業績にダメージを受けやす

い。サプライヤーとの協力関係とサプラ

イチェーンマネジメントが鍵となる。

❹ 投融資者・他のステークホルダー（期待）

　投融資者とのコミュニケーション不

足、不十分な情報把握と開示は評価を下

げ、資金調達リスクを高める可能性があ

る。サステナビリティへの取り組みとそ

の関連情報を積極的に開示した資金調達

戦略も期待される。

 【内部環境】

❺ 従業員（人材資本）

　取り組み次第で大きな力となる反面、

大きなリスクにもなりえる。事業の海外

進出における海外特有の課題の克服と、

国内労働人口の減少を見据えた雇用戦略

の見直し等、多くのハードルが存在する。

❻ 製品・サービス
　（環境性・安全性の責任、配慮）

　グローバリゼーションにより、製品や

サービスを通じて生じる環境や社会への

影響が拡大するリスクがある。また、使

用や廃棄の段階で生じる環境・社会的問

題にどのように配慮しているか、製品や

サービスに対する説明責任とともに、信

頼性と透明性も不可欠となる。

❼ 製造
　（プロセスの環境・社会のマネジメント）

　メガトレンドの影響によって、製造や

調達から派生するサステナビリティのリ

スクも変化する。従来からの設計変更や

追加コストを伴う取り組みは企業の負担

となるが、リスクに対する積極的な行動

は業界のスタンダードを変えていくと同

時に大きな競争力となる。

❽ 財務（コスト・会計・情報開示）

　環境を中心としたサステナビリティ情

報と財務情報は、その関連性が深まると

ともに重要性も高まると考えられる。企

業、経営者は、自社のサステナビリティ

に関する状況と財務情報とを関連づけた

統合的な管理に加え、客観的な情報を用

いた説明が求められる。

リスクを機会に変える

　リーダーが企業活動においてサステナ

ビリティを考慮することで、ビジネスの

リスクと機会のあり方が異なってくる。

ある産業にとってはビジネスリスクで

あったとしても、他の産業にとってはビ

ジネス機会と考えられる場合もある。

プロセスの環境・
社会のマネジメント

❼製造

コスト・会計・
情報開示

❽財務

人材資本

市場における
競争力

❺従業員

❶競合者

期待

❹投融資者・他の
　ステークホルダー

ニーズ
❷顧客

管理
❸サプライヤー

環境性・安全性
の責任、配慮

❻製品・サービス

内部環境

外部環境

企業

▶新興国等、成長市場への進出と
経営戦略のグローバル化

▶エネルギーや天然資源の調達競
争の激化

▶サプライヤーの不祥事の自社ブラ
ンドへの影響

▶海外サプライヤーによる環境や社
会的配慮の欠如

▶サプライチェーンにおける情報開
示要求の高まり

▶従業員の就労条件に関する意識
の変化

▶グローバル化に伴う企業の地理
的な活動範囲の拡大

▶少子高齢化に伴う労働力の減少

▶エネルギーや天然資源の調達競
争の激化

▶グローバル化に伴う製造拠点の
分散と拡大

▶環境や社会的配慮にかかわるコスト
の増大

▶環境債務の会計報告の義務化
▶気候変動に関する非財務情報の要求

▶投資家や金融機関の社会的責任投資への拡大
▶気候変動問題が及ぼす財務影響への投資家の
関心の高まり

▶サステナビリティの取り組み情報の開示制度

▶製品やサービスの選択基準の変化
▶顧客と企業間のコミュニケーショ
ン不足

▶グローバリゼーションによる製品・サ
ービスの拡大

▶製品関連情報の説明責任の高まり
▶環境意識の高まりとIT革新によるス
マート化

図表3◉企業活動におけるリスク

物的損害

▶温室効果ガスに起因する気候変動による、
物的な社会インフラや事業用施設・設備の
損害、事業被害

▶環境配慮を欠いた開発行為、有害物質を
含んだ排出による大気、水域および土地の
汚染

▶有害物質を含む排出に起因した土壌の汚
染による、土地利用を制約する物的損害と
財務問題

人的被害

▶急激な人口増加に伴う食糧不足
▶資源争奪のための紛争
▶食糧価格高騰により引き起こされた貧困層
へのしわ寄せ

▶気候変動に起因する自然災害による死亡
者や負傷者の増加

図表2◉社会的な損害リスク
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　サステナビリティの問題をめぐり、将

来的には業界の勢力図が移り変わる可能

性がある。たとえば、電力業界では化

石燃料の安定調達・確保と温暖化ガスの

排出削減への圧力があるが、このことは

再生可能エネルギーの導入やスマートグ

リッドによる新規電気需要開拓を促進す

ることとなり、異業種の新規参入の機会

となりうる。

求められる新しいガバナンスモデル
サステナビリティフレームワーク

　地球規模のメガトレンドに対応するた

め、今あらゆる組織において新しいガバ

ナンスが必要とされている。これは、従

来のガバナンスモデルが、時代の変化に

対応できなくなっているからである。

　それでは、新しいガバナンスモデルと

はどのようなものなのだろうか。

　国家レベルでは、国の豊かさを示すた

めに経済生産面だけでなく、資源の枯渇

や環境破壊といった経済のマイナス面も

加味されるように、GDP自体を見直そ

うとする議論が高まっている。一方、企

業レベルではコーポレートガバナンスに

サステナビリティ要素を取り込むための

新しいガイドラインが制度化されようと

している。

　このように、世界のガバナンスは経済

要素に加えて環境や社会の要素を取り込

んだ形へと変化しつつある。

　PwC（プライスウォーターハウスクー

パース）が提案する「サステナビリティ

フレームワーク」は、メガトレンドから

生じるサステナビリティの課題を解決し、

新しいガバナンスモデルに対応するもの

である。

【サステナビリティフレームワーク】

Ⓐ 統合された意思決定

Ⓑ 管理システムと情報通信技術

Ⓒ 新しい価値にもとづく会計と内部報告

図表4◉化石燃料を再生可能エネルギーに変えた時に起こる変化

ゲームの目的：組織の持続可能な発展と価値向上、地球レベルの課題解決に取り組む

経営者

測
定
・
外
部
報
告
・

透
明
性
と
保
証

Ⓑ管理システムと情報通信技術Ⓐ統合された意思決定

Ⓓ研究開発と教育Ⓔステークホルダーエンゲージメント
（対話と関係づくり）

新
し
い
価
値
に
も
と
づ
く

会
計
と
内
部
報
告

クッション

メガトレンド 1

2

3

気候変動による危機
エネルギーの需要と変革
天然資源・生態系へのあつれき

4

5

6

人口爆発と人口構造
水・食糧の安全保障
IT・デジタル社会

7

8
経済圏域のシフト
世界経済システム

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

サステナビリティフレームワーク

球

1 4

6

8

7

キュー

企業
手球

5 3

ⒸⒻ

2

あなたの会社は、サステナビリティリーダーと言えるだろうか？

外部要因対応1

レポート・説明責任4

戦略策定2

マネジメント支援・強化3

□企業のセルフチェック体制は整備されていますか？

□企業の外部事象、要因から企業経営におけるリスク検討（事故・故
障対応による企業リスクの検討等）を行っていますか？

□また上記のリスク検討結果を経営戦略に取り入れていますか？
□社会的責任を果たせていますか？（企業活動が環境、資源等に影響
を与えていませんか？）

□社会継続のための必要な対応はできていますか？

□環境法・規制対応のための組織構築、機構改正がなされていますか？
□グローバリゼーションに伴う多様なリスク（マネジメント、現地対応
時の問題、監査のコスト過多等）に対応できていますか？

□自社の社会に対するビジネス影響度を分析できていますか？

□温室効果ガス排出量・削減量の信頼性は担保できてい
ますか？

□環境・CSR報告書／サステナビリティ報告書は第三者か
ら保証されていますか？

□環境債務や環境会計は現状を反映していますか？
□廃棄物管理は効率的に機能し、合法的に処理していますか？

□（規制対応等を行う際）グループ内での現状把握（数
値的把握）はできていますか？

□サービス、製品レベルのトレーサビリティはできていますか？
□サステナビリティ・マネジメント・システムは構築できていますか?

□企業価値向上のための活動はなされていますか？
□上記に関する人材育成はなされていますか？
□投融資者、その他ステークホルダー（業界団体等）の意見を取り込
んでいますか？

□ステークホルダーダイアログ等を実施していますか？
□国内外で発生する排出権、環境税、環境負債に対応できていますか？

図表5◉サステナビリティ・リーダーズ・チェックリスト

Ⓓ 研究開発と教育

Ⓔ  ステークホルダーエンゲージメント

（対話と関係づくり）

Ⓕ 測定、外部報告、透明性と保証

　ここでは、サステナビリティフレーム

ワークを用いた組織の運営と経営の実践

をビリヤードになぞらえて説明しよう。

　ビリヤードでは９つの球を用いたナイ

ンボールが有名だが、サステナビリティ

フレームワークで使うのは８つの球だ。

この８つの球がメガトレンドを、手玉を

つくキュー（棒）が経営者を、手球が

組織、クッションがサステナビリティフ

レームワークを表している。

　ビリヤードでは、クッションと球、球

と球が起こす衝突の連鎖を踏まえ、いか

に少ないショットでポケットできるかを

考える。そして、これを引き起すのが

キューと手球だ。

　一方、組織経営も、メガトレンドから

生じる複数の課題を同時に解決する戦略

が必要となる。リーダーには、組織が直

面する数々の課題の相互関係と、組織内

部での連携を意識した方向性の決定が求

められるのだ。

　図表４は、製品製造に使用する化石燃

料を再生可能エネルギーに変えることで

（球②）、天然資源の枯渇を和らげる（球

③）と同時に、食糧の燃料使用の回避

（球⑤）にも効果があることを示してい

る。また、組織によるこれら一連の取り

組みを、効果的にステークホルダーと対

話していくことで、ステークホルダー自

身の行動にも影響を与え、気候変動によ

る危機を緩和すること（球①）にもつな

がるのである。 V

 †1: Climate change and impacts, Munich Re, 
2009

 †2: 土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実
態等について、環境省、2007

サステナビリティ関連発行物

Vision 2050
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/
details.asp?DocTypeId=33&ObjectId=Mzc0MDE

　PwCは、「持続可能な開発のための経済人
会 議」（World Business Council for Sustainable 
Development、WBCSD）によるVision 2050プロ
ジェクトの主要企業スポンサーを務めている。本
レポートでは、「持続可能なネットワークとはどの
ようなものなのか？」「どのようにそれを認識する
ことができるのか？」「新たな世界により早く到
達するためのビジネスの役割とは何か？」に対す
る回答を記載。

The Sustainability Yearbook 2010
http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/
publications/sustainability-yearbook-2010.jhtml

　PwCとSAMグループは５年連続でサステナビリテ
ィ・イヤーブック・2010を発表。同イヤーブックは、
企業のサステナビリティとそれに関連する課題と機会
について解説した、世界で最も包括的な発行物のひ
とつである。

PwC Low Carbon Economy Index 
2008-2050
http://www.pwc.com/gx/en/low-carbon-
economy-index/index.jhtml

　本レポートは、2020年を中間期として、2000年
から2050年までを対象とし、全世界の炭素削減計
画（carbon budget）の63％を構成するアメリカ、
中国、インドそしてEUの４経済の変化に着目した
もの。アメリカ、中国、EUの代表としてイギリスの、
炭素削減計画、コミットメントギャップ、政策ギャ
ップについて明らかにしている。
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PwC（プライスウォーターハウスクーパース）
は、世界48カ国を対象にエンタテイメ
ント＆メディア業界の主要セグメントに
ついて調査を行い、今後2014年まで
の予測数値と、消費者・エンドユーザ
ー支出から分析した業界動向を発表
した。

図表1◉セグメントごとの世界の成長率予測と実績値（2009年） 翻訳監修・桂 憲司 Kenji Katsura

プライスウォーターハウスクーパース（株）
パートナー

PROFILE
大手新聞社における経理部門、シス
テム部門を経て現職に至る。出版社、
エンタテイメント会社、ゲーム会社、
放送局、ISP等への経営管理モデル
設計、業務改革、システム構築等の
コンサルティング実績を多数有する。

加速するデジタル化への潮流

　世界のエンタテイメント＆メディア

(E＆M）市場は、2009年には世界的不

況により低迷したものの、2014年までに

は年平均５％の成長率を示した。PwCが

予測したセグメントごとの成長率と実績

を比較すると、2009年におけるE＆M業

界の成長は、ビデオゲームを除いて、デ

ジタル化への速度がPwCの予想をはるか

に上回る結果となった（図表１）。

　特にインターネット広告と音楽は予測

よりも好調だった。だが、新聞や雑誌等、

デジタル化によって減収を余儀なくされ

たものは予測よりもさらに大きく後退し

た。この結果は、E＆M業界の未来を暗

示していると言えるだろう。

進む市場の細分化

　E＆M業界では、技術と消費習慣が変

化すると細分化する傾向がある。しかし、

今回の変化の波は、速度においても、全

セグメントへの影響度においても、従来

よりもはるかに規模が大きい。

　細分化が加速している点として、メ

ディア消費や購買決定等の消費者行動

が、時期や市場によって大きく異なるこ

とが挙げられる。すべてのセグメントで、

国・地域ごとに市場規模や将来的な成長

が異なっているが、これはインフラ整備

やアクセス手段、消費者行動等が、その

国・地域によって違うからである。

　たとえば、日本ではモバイルインター

ネットが急成長し、2009年には全世界

のモバイルインターネット市場の53％

を占めた。しかし、他の国・地域はまだ

成長曲線の底の段階にある。

　現在進行している必然的で継続的な市

場の細分化を「脅威」と捉える人は多い。

一方、先進的な企業はこれを「機会」と

して捉える。そうした企業は市場の変化

に伴う消費者の行動を見極め、事業分野

を超えた創造的なパートナーシップや革

新的な製品等を利用すべきである。

主導権を握る消費者

　急速に変貌するE＆Mの世界をどのよ

うな道筋で進むべきか、多くの企業が迷

走している。こうした中で、企業の対応

や戦略を形成する重要な要因が1つある。

　それは「消費者の行動」だ。世界的な

不況にあっても、消費者が新しいデジタ

ルコンテンツを経験し消費しようとする

動きが鈍ることはない。むしろ、こうし

た動きは加速されているようだ。その結

果、E＆M業界の構造変化も勢いを増し

ている。

　業界の構造変化は「経済的信頼感」

「広告」「消費者行動」という３つの側面

に表れている。だが、経済的信頼感はま

だ回復しておらず、広告は安定化が見え

てきたものの、まだ勢いがない。

　したがって消費者からのフィードバッ

クと利用状況だけが、製品・サービスの

事業的な実現可能性を示すものとして信

頼できる指標となる。消費者行動は、こ

の先５年間、E＆M業界の行く末を動か

すカギとなるだろう。

フィードバックに耳を傾ける

　消費者の影響力が強くなってきている

ことを明確に示すものある。デジタルに

移行し、E＆M業界が未知の領域に深く

入り込むに従って、企業は消費者の意見

により耳を傾けるようになり、製品開発

にも巻き込むようになったことだ。

　この状況は、世界の消費者層が新製品

や消費傾向を試す巨大な実験場となった

ことを意味する。新しい技術イノベー

ションの立ち上げが続いた後──数年

前のスマートフォンやタブレットPC、

ネットブック等──、業界はまず消費

者がどのように反応し、これらの新製品

をどう使うのかを見定める必要がある。

その後で適切なサービスや価格、ビジネ

スモデル等を確定するのだ。

　この傾向は、ソーシャルネットワーキ

ングの台頭にも反映されている。なぜな

らソーシャルネットワーキングは行動面

での重大な変化を示すだけでなく、情報

の共有とコミュニケーションの力を、鮮

やかに映し出すからだ。

　現在のソーシャルネットワーキングは

従来型のメディアに包含されており、既

存サービスを補完するものと捉えられて

いる傾向があるが、今後ソーシャルネッ

トワーキングの重要性が高まることで、

消費者の経験もより豊かになるだろう。

消費者の反応は変化し続けている 

　ソーシャルネットワーキング等のツー

ルがあるにせよ、常に変化する消費者行

動を追跡し、それに対応するのはかなり

難しい。だからといって、消費者行動を

勘で言い当てようとするのは無謀なこと

だ。しかも、新製品や新サービスに対す

る消費者の反応は、初期段階では評価が

定まっていないことも多い。

　消費者の反応は変化し続け、進化する。

図表２に示すのは、その進化の一例だ。

これらのトレンドは、消費者が明らかに

采配を振っていることを示すものである。

逆に言えば、もし企業が新製品・新サー

ビスを開発し立ち上げる際に消費者調査

を実施していないとしたら、それは大き

な危険を冒していることになる。

密着度を強めようと
模索するE＆M業界

　変化と細分化が進むE＆M業界では、

コンテンツを利用した時に経験する品質

と便利さ、価格が、そのコンテンツに対

する消費者の密着度を決める。そしてこ

の密着度が、消費者の購買意欲につなが

る。言い換えれば、コンテンツの有料課

金につながるのである。

　これまでの状況から、たとえ無料サー

ビス（信頼性は低い）があっても、使い

やすく、品質も高く、利用したいサービ

スがあれば、消費者はお金を払う傾向に

あることがわかっている。

　つまり、適切な価格設定ができれば、

多くの消費者に有料コンテンツを利用し

てもらえるのである。その代表例が１

曲99セントのiTunesだ。iTunesのよう

に、他では真似できない経験は、消費者

にとって非常に魅力的なものに映る。

　E＆M業界のあらゆる企業が、もっと

魅力的で、他社が簡単には真似できない

ような経験を作り出すことで、利益を得

ようと模索している。

　たとえば、映画業界は3Dにシフトす

デジタルバリューチェーンの
変革
模索するE＆Mプレーヤーの役割

Global entertainment 
and media outlook 2010-2014
http://www.pricewaterhousecoopers.co.jp/
knowledge/research/global/gl_in_1006_01.html

インターネットアクセス

有料テレビ放送・ライセンス料

映画

ビデオゲーム

ネット広告（モバイル含む）

一般書・教育書

音楽

ラジオ

テレビ広告

その他B2B

一般雑誌

新聞

屋外広告

-15 -10 -5 0 5 10%

2009年予測 2009年実績

成長率 
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層の高い消費者にとっては、より深刻な

問題となるかもしれない。

　様々な市場で調査した結果によると、

若い世代ほど、自分にとってより優れた

関連性の高い便利なサービスを得る代わ

りに、個人情報を提供するという考え方

を受け入れる傾向にある。

 
デジタルバリューチェーンにおける
７つの成功要因

　流通と消費が、従来の形態からデジタ

ルのプラットフォームに変わりつつある

ことで、E＆M業界の経営構造も変化し

ようとしている。

　これまでのE＆M業界は、コンテンツ

の制作と流通に高いコストがかかり、そ

れが参入障壁を高くしていた。しかし、

制作と流通のデジタル化によって参入障

壁は低くなった。その結果、E＆M業界

全体で競争が激しくなり、利益率は低下

している。

　こうした経営面での課題と変化の速

度を考慮すると、E＆M企業に時間がな

いことは明らかだ。デジタルバリュー

チェーンにおける最適かつ正しいポジ

ションをすぐに見出し、追い求め、確保

する必要がある。ビジネスモデルや収入

源、組織構造に関する業界全体としての

これまでの経験は、過去5年の間に使え

なくなってしまったのだ。

新しいビジネスモデル

　E＆M企業は今、前例のない速さで、

ビジネスモデルを革新し、試行している。

各部分を再配置し、有効なビジネスモデ

ルを築こうとしている。新しいバリュー

チェーンにおいて、持続可能で、身を守

ること、すなわち利益の出るポジション

を確保しようとしている。

　E＆M業界の広範な変化の中心にある

のは、これまで述べてきたように消費者

の動きである。この買い手側のトレンド

を無視するE＆M企業は、危機に立たさ

れるだろう。

　時間のない消費者は、ネット接続でき

る様々な機能のある機器と、他人と分か

ち合えるような経験を得たいと思ってい

る。このように選択肢が広がることは、

消費者にとってはコンテンツの入手しや

すさ、品質、価格の間でトレードオフが

増えることを意味する。

　無料であることは、低品質や利便性を

図表2◉変化し、進化する消費者

図表3◉デジタルバリューチェーンにおける７つの成功要因

収入源を多様化する機会を見出し、実現する能力。
サービス、ビジネスモデル、顧客、市場の場所、製品・
サービスの成熟度合い等によって多様化する。

戦略面での柔軟性1

顧客が経験することを基準にして、顧客との密着度を
高め、関係性を築く。たとえば、映画やレンタルDVD
の場合、以前はチャネルによって顧客との関係が定
義されていたが、映画を見るという顧客の経験を基
準に、チャネルに関係なく顧客との関係を定義する。

顧客との密着度を高め、関係性を築く2

コングロマリットにおいて、異なる事業活動の間の
シナジーを強力に作り出す。規模を拡大するために、
デジタル標準を活用する。

規模の経済と範囲の経済3

核となる有能な人材を引き込み、辞めさせない。戦
略を実現するために、目標設定や報酬、業績管理等
で、従業員にインセンティブを与えると同時にコン
トロールする。

有能な人材の機敏なマネジメント5

たとえば、レコード会社が音楽イベントから収入を
得る。個人のプロデューサーがタレントのマネジメ
ントを始める。放送局がインターネットテレビに参
入する等、専門性やブランド、所有している顧客デー
タや収集可能な顧客データ等を活用する。

様々なプラットフォームで、
ブランドや権利からお金を得る

6

M＆Aや統合を進める力。かつてないほど戦略資産
を巡る競争が激しくなっている。

パートナーシップを構築する力7

実験し、失敗することを厭わない。意思決
定を速めるために、個々人を鼓舞し、より
多くの責任と権限を委譲する。組織の管理
を簡素化する。

意思決定と実行のスピード4

1 7

6

5
4

3

2

ることでプレミアム料金を設定、興行収

入を維持しようとしている。これは、オ

ンラインでPCに映画をダウンロードさ

れるという脅威に対抗することにもなる

が、今後3D対応のPCが普及していくに

つれ、映画業界はさらなる変革が必要と

なるだろう。

　差別化されたコンテンツでお金を得よ

うという試みが成功していることは、消

費者が「自身にとって付加価値の高いコ

ンテンツを得るには、プレミアム料金を

支払う必要がある」と、認識しつつある

ことを示している。

　また、そのためには消費者は進んでお

金を払うことも示している。この状況を、

音楽業界では数年前に認識し、CD販売

とサプライチェーンによって支配されて

いた状況から、今ではコンサートによる

売上げの割合が次第に増えてきている。

　レコード会社は、アーティストとマネ

ジメント業務を含むフルサービスの全方

位的な契約を結ぶことで、コンサートか

らの売上げをも受け取れるよう手を打っ

ているのである。

便利さでお金を稼ぐ

　もうひとつ、消費者がお金を払うよ

う仕向けるポイントに「便利さ」があ

る。この側面から、クラウドコンピュー

シャルゲームはゲームそのものは無料で

提供するが、少額のデジタルアイテムの

販売と広告で売上げを上げている。

地域ごとのサービスが密着度を強める

　地域ごとのサービスも、利便性を高め

る。これは消費者とコンテンツサービス

との密着度を強め、その結果、E＆M企

業の課金能力も高める。

　インターネットによるターゲッティン

グやモバイル技術による位置情報を利用

した地域ごとのサービスによって、消費

者は地域ニュースや情報を入手する。一

方、企業は近隣に住む人やそこに偶然居

合わせた人に広告を打つことができる。

　一般的に、インターネットを使った情

報伝達と位置情報サービスにより、イン

タラクティブ性と測定力、ターゲッティ

ングの精度は高まる。これらを組み合わ

せると、あるコンテンツに適した顧客を、

より正確に捉え分類することができる。

このことは、より的を絞ってカスタマイ

ズされた広告キャンペーンを展開できる

ことを示す。その結果、プレミアム料金

を支払ってもらえる可能性も高くなる。

　だが、ターゲッティング広告が増える

と、プライバシーに関する顧客の懸念が

高まるかもしれない。これはE＆M企業

の大きな課題となるだろう。中でも年齢

ティング等を利用した柔軟性、規模、ア

クセスのしやすさを備えたユーザー環境

は、E＆M製品やサービスにとって強力

な武器となるだろうということが言える。

　2010年３月、オンライン音楽サービス

のMOGは、新しいモバイルアプリケー

ションを立ち上げた。これは、アメリカ

のモバイル契約者に、iPhoneとアンドロ

イド端末に音楽配信するというサービス

であるが、月額10米ドルという利用料は、

デスクトップPCに限って配信する場合

の２倍だ。

　アメリカのThumbplayやRhapsodyも、

どこからでもオンデマンドで音楽ライブ

ラリーにアクセスできるサービスを提供

している。Spotifyも類似のサービスを

ヨーロッパで提供している。

　これらの例が示すように、多くのコン

テンツサービスが、消費者に支えられた

ビジネスモデルを志向している。それは、

純粋な契約の形をとる場合もあるし、フ

リーミアムのような混合形態をとる場合

もある。

　混合モデルは、様々な収入源を組み合

わせることで1つのビジネスモデルに依

存することを避けるというものだ。だ

が、さらに革新的な混合モデルが登場し

た。それが、FacebookやMyspace等が

提供するソーシャルゲームである。ソー

デジタル技術の進化は、
既存のコンテンツの価値を高める。
タブレットを初期に購入した人々は、以前より本
を読むようになったという。これは、タブレット
により、読書が復活する可能性を示している。同
様に、HDTV（高精細テレビ）はテレビ局の売上
げを増やし、3Dは映画を押し上げている。また、
公認の音楽サイトは、個人間の不法なダウンロ
ードで失われた音源の価値を、徐々に立て直し
ている。どの場合も、機器やアプリケーションに
おけるデジタルイノベーションにより、コンテン
ツ消費は増えている。

「無料で利用」から
広告のない「フリーミアム」に移行した。
フリーミアムとは、基本的なサービスは無料（フ
リー）で提供し、特別な機能についてはプレミア
ム料金を求めるというビジネスモデルである。写
真共有サービスのFlicker等がその先駆者で、
Zyngaの「FarmVille」や「Mafia Wars」等が成
功したのもこの手法である。フリーミアムの台頭
が示すのは、消費者にとっては、高品質で認可を
受けたサービスのほうが、無認可の個人間のやり
とりよりも魅力的だということだ。

より高い年齢層の人々も、
デジタル消費を熱心に取り入れている。
最近の業界データによると、45歳以上の人が
Facebookの全利用者に占める割合は42％であ
った。年齢層が高いデジタルコミュニティが台頭
することで、新たな顧客層とコンテンツ分野に、
新サービスの市場可能性と売上げがもたらされ
ている。

新しいプラットフォームが、
古いコンテンツの消費を押し上げている

消費者は、
お金を払う意思がある

デジタル消費は
世代を超えて広がる

意味するかもしれない。一方で、有料で

あることは、高品質やよりカスタマイズ

された魅力的なサービスを意味するかも

しれない。そして、これらの選択肢は二

極化するであろう。

　変化に順応する消費者がいると同時に、

昔からのやり方を継続する消費者もいるだ

ろう。たとえば、従来型の本や新聞を読む

タイプの消費者だ。企業はこうした従来の

収入源も維持しつつ、デジタルサービスに

も投資し、さらに両者の間で補完的でシナ

ジーのある関係を作る必要がある。

　こうした状況が業界を徐々に変えつ

つある中、E＆M業界が優先して取り組

むべきなのは、業界の新たなバリュー

チェーンにおいて自社が果たすべき役割

と、他の参加者との関係を明確にするこ

とだ。ある分野では他社と競争し、ある

分野では手を組むというのも選択肢の1

つである。

　ポジションを最適化するうえで、E＆

M企業が集中すべき２つの重要な側面

は「規模」と「多様化」である。同時に、

魅力的なコンテンツ、調和のとれた戦略、

厳密な事業遂行も、これまでと同様に成

功の前提条件となる（図表3）。 V
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イノベーションを求める
医薬品業界

　イノベーションは、医薬品業界を語る

うえで最も重要な言葉の1つであろう。

　個人の健康という点で見れば、医薬品

は寿命を延ばし、生活の質を高めること

に貢献してきている。また、経営の側面

から見れば、他社に先駆け画期性の高い

製品を発売することが高い収益につなが

り、企業にとって最大の成長ドライバー

となる。

　今や医薬品業界におけるイノベーショ

ンは、社会からの明確な要請でもある。

難病に苦しむ患者の団体が、わずかな可

能性を求めて、医薬品の候補物質を持つ

製薬会社に開発を求める運動も見られる。

　製薬会社によるイノベーションの成果

を享受した患者からの感謝の手紙の内容

がその会社で語り継がれ、次なる新薬を

産み出すモチベーションの源泉になるこ

ともある。

　一方で、医薬品業界に対する世間の評

判は必ずしも好意的なものではない。消

費者の意識に関する各種調査で「薬剤

費が医療費高騰の原因である」あるいは

医薬品業界における
変革と挑戦
2020年に向けて

医療は、医師と患者だけのものではな
い。医学、薬学の進歩に代表される
技術革新のみならず、経済環境の変
化も受けて、社会的な課題となってき
ている。PwC（プライスウォーターハウス
クーパース）は、最新の科学・技術動
向の調査や医薬品および医療業界関
係者へのインタビューの実施、さらに
各国に在籍する業界専門家の知見を
活用することで、医薬品業界の10年
後を考察するレポートをシリーズで発
行している。
従来のビジネスモデルの限界が露呈
している医薬品業界は、今まさに岐路
に立っている。医薬品業界の未来とは、
どのようなものだろうか。

執筆協力

嘉津山弘樹 Hiroki Katsuyama

プライスウォーターハウスクーパース（株）
医薬品・ライフサイエンス業界担当 
アソシエイト

「製薬会社は広告宣伝費を使いすぎであ

る」といった結果が見られることは、製

薬会社に対する世間の印象が必ずしもよ

くないことを表している。

岐路に立つ医薬品業界

　医薬品業界に対する負のイメージが形

成される過程では、製薬会社の業績に関

する情報が大きく影響していると考えら

れる。

　製薬会社は景気の変動に業績が比較的

左右されにくく、一般に高利益率を誇っ

ている。これには、新製品の開発には多

大な投資を必要とするが、ひとたび製品

を発売すると大々的な販売促進により売

上げを拡大し、その収益を長期間にわた

り享受するという戦略に、医薬品業界が

成功してきたという背景がある。しかし、

新製品開発の生産性は急激に低下し、研

究開発活動の環境も劇的に変化している。

　PwCは、2007年よりPharma 2020と

いう表題のもと、将来の医薬品業界の動

向を展望する一連のレポートを発行して

いる。その中で、以下の７つの動向を特

に重要なものとして挙げている。

❶ 慢性疾患による負担の増加

　糖尿病等の慢性疾患は、世界各地で増

加傾向にある。また、高齢化により慢

性疾患発症時でも仕事に就いているケー

スが各国で増えることになると思われる。

そのため、慢性疾患治療の社会的・経済

的負担が増加する。

佐藤 薫 Kaoru Sato

プライスウォーターハウスクーパース（株）
医薬品・ライフサイエンス業界担当
ディレクター

PROFILE

医薬品・ライフサイエンス業界へのコ
ンサルティングサービスをリード。製薬
会社、大手総合コンサルティング会社、
米系戦略コンサルティング会社等を
経て現在に至る。薬剤師。

❷ 医師に対する処方指定の強化

　医薬品の処方が医師の裁量に任された

ものから標準治療プロトコルにもとづく

ものへと徐々に変わりつつあるため、政

策当局や医療費支払者（医療費の一部ま

たはすべてを負担する企業や団体を指す。

各国の制度により、民間の医療保険会社、

政府というように該当するものは変わる。

日本ではおおむね健康保険組合が該当す

る）の力が強くなってきている。

❸ 成果に応じた支払いの拡大

　薬剤経済学的評価（薬剤の臨床効果と

経済効率の評価）を行う医療費支払者が

増えている。電子カルテの普及により、

治療の成果を医療費支払者が評価するこ

とも可能になる。

❹ 医療の境界線の変化

　臨床医学の進歩により、かつての死

に至る病が慢性疾患となり、処方薬の

OTC（大衆薬）化が進むといった現象

により、専門医と開業医の役割が変化し、

セルフケアの位置づけも変貌している。

❺ 途上国市場の急成長

　新興国で医薬品需要の急増が見込まれ、

これは今後10年間にわたり継続するも

のと思われる。ただし新興国では、それ

ぞれに異なる医療、経済環境があり、知

的財産権保護に対する姿勢も様々である。

❻ 治療から予防医療への移行

　世界中で政府の関心が治療から予防医

療へ移行しているが、予防医療分野への

投資は依然として不十分な状況に置かれ

ている。

❼ 規制当局のリスク回避傾向

　鎮痛薬であるバイオックスの副作用問

題以降、主要規制当局は革新的医薬品の

承認により慎重になる傾向が見られる。

2020年
世界の医薬品市場

　こうした動向のもと、製薬会社が直

面する状況は混迷の度を深めている。

Pharma 2020シリーズは、2020年まで

に医薬品市場で起こると考えられる変化

やそれに対応するための変革について論

じている。

　本節では、医薬品業界が取り組むべき

５つの課題およびその影響について紹介

する。

　

❶ バーチャル化による研究効率の向上

　安全性、有効性の高い新薬をより経済

的に開発するためには、人体の分子レベ

ルでの機能や、疾患の原因となる病態生

理学的変化について理解を深める必要が

ある。

　ここで得られた情報を活用し、新製品

開発の生産性を向上させるために、多く

の学術機関や企業が、人体のコンピュー

タモデル「仮想人体」の構築に取り組

んでいる。このようなモデルの開発には

多くの関係者の協力が必要になるだろう

が、2020年までには仮想細胞、仮想臓器、

仮想動物が創薬研究で広く利用されるよ

うになるだろう。

❷ 治験への新アプローチの導入

　予測性の高いモデルを利用して選定さ

れた物質でも、ヒトによる試験（治験）

は必要となる。ただしその方法は変わり、

現行の４つの段階（フェーズ）からなる

治験プロセスから、医学的に妥当と判断

されるプロフィールを有する患者を対象

とする単一フェーズの試験を繰り返す形

式になるだろう。

　これを実現するためには、適切な患者

を選択するためのバイオマーカー（生体

内の生物的変化を定量的に把握するため、

生体情報を数値化、定量化した指標。代

表的な例は、生活習慣病の指標としての

血糖値やコレステロール値）の導入、既

存情報の有効活用、リアルタイムで正確

なデータの収集が必要である。

　また、複数の医療機関で個々に治験が

実施されている現行のシステムから、治

験スーパーセンターが被験者募集、治験

管理、データ収集といった業務を行うシ

ステムに変わっていくだろう。

❸  ヘルスケア関連業種を通じた
規制の統一

　規制は医薬品、医療機器、診断等によ

り分かれたものではなく、すべてのヘル

スケア関連製品とサービスを一貫して扱

うものになるだろう。国境を越えて、世

界で制度が1つに統一されることもあり

える。
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❹  「ライブライセンス」を基本とする
新薬承認制度

　新薬の承認に関しては、現在の「オー

ル・オア・ナッシング」的な（広範の

患者集団を対象として承認されるか、あ

るいはまったく承認されない）方法は、

「ライブライセンス」に置き換えられる

と考えられる。

　ある医薬品の効能と、費用効率の高さ

を有意に示すことができれば、規制当局

は製薬会社が制限つきで、その医薬品を

上市（医薬品を市場にて販売開始するこ

と）することを承認することになるだろ

う。安全性、有効性、価値の裏づけが得

られるたびに、規制当局はこの承認の範

囲を拡大していく。このアプローチのこ

とをPharma 2020シリーズでは「ライ

ブライセンス」と呼んでいる。

❺  医療費支払者や患者に対する
アプローチへの重要性の増加

　各国で、治療の成果に応じて薬剤費の

償還額が決まる形式が標準となりつつあ

る。これは、医療費支払者の視点に立っ

た営業・マーケティングが求められてい

ることを意味している。だが、現在のと

ころ医療費支払者の視点を理解しようと

注力している企業は少数である。

　また、医薬品の評価に対する患者の影

響力も強くなっており、医薬品の承認に

おいて患者の意向が重視されたケースも

存在する。

とるべき針路と
医薬品業界の未来

　それでは、医薬品業界はこの状況にど

のように取り組むべきだろうか。これま

での延長線上にない新たなビジネスモデ

ルを構築することが必要になるだろう。

❶ ビジネスモデルの変化

　医薬品を製造し、販売することから、

医療上の成果を獲得することにビジネス

モデルのフォーカスを移動しなければな

らない。たとえば、自社の開発した治療

薬に関連して幅広い健康管理サービスを

提供する（医療サービスパッケージ化を

行う）ことで、医薬品の効果を高めるこ

とが可能になる。

　また、マーケットが大きく、知的財産

権も保護される先進国で事業を展開する

だけでなく、新興国における可能性を模

索することも求められる。その際には、

価格設定についても柔軟なアプローチが

必要となるだろう。

❷ 営業・マーケティング手法の再構築

　市場の変化に合わせて、各社はマーケ

ティングと営業機能を革新しなければな

らなくなる。個別に医師を訪問し、自社

製品の魅力を訴求する従来の営業担当者

の役割は、2020年までにおおむね時代

遅れになる。

　求められるのは、ブランドを構築し、

政府や医療費支払者と交渉し、専門医療

に携わる相手と連携し、患者とコミュニ

ケートできる人材になるだろう。

❸  他業種の企業や学術機関との
ネットワーク構築

　これから医薬品業界に起こりえる変化

には、業界単独では対応できないだろう。

多国籍で、学際的で、さらに他業種まで

巻き込んだネットワークの発達を必然的

に伴う。医薬品業界には、外部組織との

連携にも対処できる専門的な人材が求め

られるだろう。

❹ 研究開発生産性の向上

　今日現れつつある新しい技術や規制を

活用しようとすると、組織と行動を大き

く変革する必要がある。たとえば、研究

開発の一部、ともするとそのほとんどを

アウトソーシングするのか、社内で行う

のか、といった意思決定をしなければな

らないこともある。それに伴い、研究開

発の管理方法や研究者の報酬体系を見直

す必要も出てくるだろう。

　また、医療費支払者の動向を踏まえ、

自社のいずれの候補物質の開発を進める

か決定する際に、早期に医療費支払者と

相談する必要が生じてくることも想定さ

れる。

再定義される医薬品業界の役割
患者本位のトータルサービスへ

　対処しなければならない課題は大きい

が、PwCは医薬品業界の未来は明るい

だろうと考えている。

　予想される課題に適切に対応すること

ができれば、各社は新たな収益源を生み

出し、自社製品をより効果的に差別化で

きるようになる。

　今日まで、医薬品業界は、医薬品に費

やされる保健医療関連予算のおよそ10

～15％から得られる利益を奪い合って

きた。だが、残りの85～90％にも収益

を生み出す機会は数多くある。

　PwCの考える市場の変化への対応は、

各国のサービス提供者や競合他社、異業

種の各社と様々な形の協力関係を形成し、

安全で、相互運用可能な技術インフラを

開発し、新たな知的財産権の課題に対処

し、これまでよりもはるかに強力なブラ

ンドを作り出し、医薬品業界の役割につ

いての再定義を行う、ということに帰結

するだろう。

　今後は、疾病との闘いに挑む患者の手

助けをするという医薬品業界の役割がよ

り明確になることだろう。こうした業界

の再定義が成功すれば、医薬品業界への

世間の評価も高まり、医薬品業界と社会

の双方によい循環が生まれるのではない

だろうか。 V

図表1◉現在の開発プロセスと2020年の開発プロセス（予想）

フェーズ I フェーズ Ⅱ フェーズ Ⅲ MAA／NDA
申請 フェーズ IIIｂ／IV

現在の開発プロセス

2020年の開発プロセス予想図

8年

1.5年 2年 3年 1.5年

CIM CIS 上市

治験
（アダプティブデザイン）

20-100症例
自動申請／承認 限定的臨床使用

1.5年

1年 0.5年

CIE
CIS

上市

CTA／IND提出

●研究活動からのCIM
●疫学データ
●疾患に関するナレッジ
●臨床使用または類似品から
 得られたナレッジ／データ
●要件充足の条件

将来の適応症や患者集団の治験への
臨床データ／ナレッジの組み込み

出所：PricewaterhouseCoopers

CTA ：Clinical Trial Application
IND ：Investigational New Drug
CIM ：Confidence in Mechanism（作用機序確認）
CIS ：Confidence in Safety（安全性確認）

MAA ：Marketing Authorization Application
NDA ：New Drug Application
CIE ：Confidence in Efficacy（有効性確認）

ファーマ2020：ビジョン
岐路に立つ医薬品業界
http://www.pwcjp.com/knowledge/archive/
pharma_2020.html

ファーマ2020：バーチャルR＆D 
岐路に立つ医薬品業界
http://www.pwcjp.com/knowledge/archive/
pharma_2020_vision_rd.html

Pharma 2020：Marketing the future
Which path will you take?
 http://www.pwc.com/pharma2020

Pharma 2020：Challenging business models
Which path will you take? 
   http://www.pwc.com/pharma2020

Pharma 2020: Taxing times ahead
Which path will you take?
 http://www.pwc.com/pharma2020

Pharma 2020シリーズ
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　17歳で黒澤明監督の「乱」に出演し

て以来、映画、ドラマ、現代劇等、様々

なジャンルに挑戦してきました。しかし、

私はあくまでも「狂言師」。一貫して軸

足は、狂言に置いています。

　若い頃は自分に言い聞かせるように、

「映画やテレビに出るのは、狂言を一般

の方に知っていただくための広報マンの

役割」と話していたこともありました。

しかし、経験を重ねるうちに、狂言に対

する考えとか、異分野への挑戦について

の思いが、変化してきたように感じます。

蜷川幸雄から受ける刺激、
喜劇と悲劇のバランス感覚

　異分野への挑戦といっても、のべつま

くなしに出演するというわけではありま

せん。古典芸能の表現者である自分に合

うかどうか。それが1つの基準です。

　最近、西洋古典を題材にした蜷川幸雄

さんの舞台によく出させていただいてい

ますが、そこから見えてきたのは、「私

に合うのは、西洋ならルネッサンス期ぐ

らいまで」ということです。ルネッサン

ス期以前というのは、人々が近代的自我

を意識する前、まだ神様や人智を超える

存在に恐れを抱いていた時代です。

　近現代の心理表現主体の劇はあまり合

わないようで、江戸時代のものもほとん

どやらないのですが、不思議なことに幕

末から明治、大正はまた合うのです。武

士の時代から再び天皇中心に移る、どこ

か平安時代が復古したような世の中にな

るからかもしれません。そもそも狂言の

舞台となるのは、格式や様式が重んじら

れ、自我を超えた大いなる存在に支えら

れた世界です。映画「陰陽師」で描かれ

た世界とでも言いましょうか。

　狂言というのは、基本的に人間讃歌の

喜劇です。そして、喜劇にはどこか引い

て俯瞰するような、批評的な視線が必要

です。

　ところが、蜷川幸雄さんと仕事をする

と、全然違う視線に気づきます。蜷川さ

んはどちらかというと悲劇的にものごと

を考え、ヒーローを好むのに対し、私

は喜劇的でアンチヒーロー派。やはり自

分が普段やらないことをやらせてもらい、

違う発想を提示してもらえるとおもしろ

いし、得るものも多くなります。

狂言から現代の演劇へ
いかにしてギアを切り替えるか

　様々な領域を飛び回るように活動する

時は、クルマのギアを入れ替えるように

して、それぞれの作品に臨みます。

　狂言師・野村萬斎から映画にギアを入

れる。あるいはテレビドラマに入れる。

芝居に入れる。というふうに、レバーを

切り替えます。

　具体的な作業としては、役づくりや演

技法よりも、身体の使い方から入りま

す。立ち方も狂言と現代劇とではまった

く違いますし、発声にしても声の出所を

変えます。もともと、狂言は低いとこ

ろから張り上げて抑揚をつけるので、あ

んまり小気味よく喋ることはできません。

現代劇のようにペラペラ喋るには、もう

ちょっと上に響かせるように変えなけれ

ばいけない。そうやって一つひとつギア

チェンジしていきます。

　狂言と現代劇とでは、身体の使い方そ

のものが違うものですから、狂言の技術

を映像や現代劇に応用することはできて

も、その逆はなかなかできません。かと

いって、せっかく異分野で培った財産を

そのまま放っておくのももったいないで

すよね。そこで、次に投資することにな

ります。すると、ますます狂言とは異な

る方向へ蓄財が積み重ねられていくこと

になる。

　結果的に、今「おまえは何者だ？」と

問われたなら「職業は狂言師です」と答

えますが、より正確には「野村萬斎業」

と表現したほうがふさわしいのかもしれ

ません。「野村萬斎という人」は映画に

も出るし、舞台にも出るし、子供の教育

番組にも出るし、学生も教えるし、とい

うふうに。

　こんなふうですから、外からは色々な

ことに手を出しすぎているように見える

ようです。しかし、自分の中では、一つ

ひとつが専門的にどんどん深まっていく

ような気がしていますし、それが今度は

横で繋がってくるような感覚もあります。

　蜘蛛の巣のように、別々に伸ばして

いった縦糸が、少しずつ横糸でリンクし

てきている。違う方向だと思っていたも

のが実は近かったり、隙間に別のものが

できたりしながら、だんだんすべてが繋

がってきている。そんな感覚が、今の自

分の中にはあるのです。

越境する狂言師・野村萬斎
無心の境地を目指して

狂言師・野村萬斎 Mansai Nomura

PROFILE
1966年４月５日生まれ。東京都出身。祖父・六世野村万蔵および父・野村万
作に師事し、３歳で狂言の初舞台を踏む。東京芸術大学・音楽学部卒業。
国内外で狂言・能公演に参加する一方、映画「乱」を始め、ジョナサン・ケン
ト演出「ハムレット」や蜷川幸雄演出「オイディプス王」等、数 の々現代劇や映画・
ドラマに主演。94年に文化庁芸術家在外研修制度によりイギリスに留学し演出
を学ぶ。2002年より世田谷パブリックシアター芸術監督を務め、舞台「敦─
山月記・名人伝─」で紀伊国屋演劇賞、朝日舞台芸術賞を受賞。「まちが
いの狂言」「国盗人」では、伝統芸能の技法を駆使した作品を演出し、国内
外で高い評価を得る。一方でNHK「にほんごであそぼ」に出演する等、幅広
い分野で活躍。「万作の会」での公演活動のほか、「狂言ござる乃座」を主宰し、
狂言の普及に努める。重要無形文化財総合指定者。

野村萬斎と聞いてあなたが思い浮か
べるのは、狂言の太郎冠者か？　映
画「陰陽師」の安倍晴明か。それとも、
ドラマ「あぐり」のエイスケさんだろうか。
あるいはシェイクスピアの「ハムレット」、
ギリシャ悲劇「オイディプス王」か。
その顔はあまりに多彩だ。
人間国宝・野村万作の長男として、
正統な狂言師の道を歩みながらも、
古典と現代を軽やかに越境し、新た
な表現を開拓、自ら活躍の舞台を広
げてきた。
狂言師として、演技者として、演出家
として、独特の輝きを放ち続ける野村
萬斎。そのエネルギーの源はどこにあ
るのだろうか。
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を目前にして、もうなんの力みもなく、

なんでも自然にできてしまう。もちろん

技術の裏打ちがあるわけですが、理屈で

説明できることでもありません。そうい

う無心無色の境地が先人から示されてい

るので、最終的には私もやっぱりそこを

目指したい。そう思いますね。

　でも、その前にはいろんな色に染まっ

てみようというのが、私の志向でもあり

ます。今は型を自分のほうに引きつける

試みをしたい。もちろん、そうするとみ

えみえな演技になってくるし、私はこう

やりたい、ああやりたいというのが鼻に

ついてきます。意図的にやっているとし

ても、そのあたりの塩梅は非常に難しい

ところです。

　とはいえ、高みへ向かってただまっす

ぐ登っていくよりも、全方位的にものを

考えて、裾野を広くとって積み上げてい

くほうが、最後にはより高いところへ登

れるのではないか。そんなふうにも思っ

ています。

海外公演から見えてきた
文化を往還する新たなる挑戦

　日本人は狂言というものに対して、古

典で堅苦しいとか、言葉が難しいとか、

どこか壁を感じている部分があると思い

ます。ところが、海外公演をすると、字

幕を現代英語や現代イタリア語でつけて

もらえるものですから、古典狂言をやっ

ているのに、「これは現代の作品です

か？」と聞かれるほど、ストレートに本

質を理解してもらえることがあります。

　これは新鮮な体験です。逆に言えば、

「伝統」に宿るステイタスが理解の枷に

なってしまうこともあるということです。

自分たちから伝統を脱がなければならな

い時もあるのです。

　一方、ちょっと言葉が強いかもしれま

せんが、日本の演劇は海外から文化的搾

取にあってきた面があります。日本の物

語を使った劇が海外にはいくつもありま

すし、文楽や能狂言のテクニックをその

まま採り入れたものもある。日本で勉強

してヨーロッパの演劇界で成功した人も

います。彼らを見ていると頭がいいなと

思いますが、本当はわれわれ自身が、自

分たちの宝を使って、現代性のある作品

を作らなければいけないはずです。

　そのためには私たちのほうも徹底的に

西洋を勉強しなければ駄目です。向こう

の土俵に乗り込んで、私たちのアイデン

ティティを見せる。そこで初めて相手と

同じ地平に立てるのだと思います。

　私はシェイクスピアの「まちがいの喜

劇」を翻案した「まちがいの狂言」とい

う作品を日本で上演し、それをさらに海

外に持って行ったことで高く評価してい

ただきました。その後、「リチャード三

世」を翻案した「国盗人」という作品も

作りました。

　さらに今、狂言の手法を応用して、海

外に向けて文化を輸出するというアイデ

アも持っています。たとえば面を使った

演技というのは、日本ならではのメソッ

ドです。西洋の演劇ではほとんどマスク

を使いません。唯一の例外が、コメディ

アデラルテというイタリアの伝統的な喜

劇で、皮の半仮面を使います。そこで、

彼らに「まちがいの狂言」を教えて、面

をつけて演じてもらおうと考えていると

ころです。

　そもそもルーツを辿れば、シェイクス

ピアがコメディアデラルテに影響を受け

て作った作品が「まちがいの喜劇」です。

その「まちがいの喜劇」を狂言に翻案し

たのが「まちがいの狂言」。

　では、その「まちがいの狂言」を当

のコメディアデラルテでやるとどうなる

か？　数百年をかけた文化の大循環とで

も言いましょうか。まだどうなるかはわ

かりませんが、これこそが私の次なる挑

戦なのです。 V

ん。でも、二度目、三度目の時は、わざ

とちょっとだけ自分に引きつけてやって

みたりします。

「古典ではそうかもしれないけれど、今

はこうやったほうがお客さんにとって現

実味があるだろう」と考えてのことです。

そうすると当然、周りからは色がついて

いるように見える。

　親から子へ、師匠から弟子へ技を伝承

していく古典芸能の世界では、少なくと

も修行中は自分流の解釈を持ち込んでは

いけないと言われます。自分に引きつけ

るのではなく、自分のサイズではないも

のに自分を合わせていくことが求められ

るのです。

「他人のふんどしを履く」と言いますか、

代々みんなが履いてきたふんどしを履い

てみて、もしゆるければ、自分が太ら

なければいけないというわけです。これ

は、いつも自分のふんどしを履くだけで

は、そのサイズで終わってしまうからで

す。自分の可能性を広げるには、他人サ

イズに合わせなければいけない。それが

古典の強みでもあります。

　狂言の「型」は、600年間かけて培わ

れたもので、「こうすればこうなる」と、

きっちり決められたデジタルな方法論で

す。しかし、型を使って最終的に舞台で

演じる人間はアナログな存在です。

　どんなに優れたデジタルの型を持って

いても、空気を読みながらどういうタイ

ミングでどう繰り出すかが極めて重要に

なるのです。

　そこに現代を生きる狂言師の存在意義

があり、それがあるからこそお客さんも

見にきてくださるのでしょう。

なぜ演じるのか？  なぜ見るのか？
鏡のような無心の境地を求めて

　お客さんと対峙する時、ただ「私はこ

う習いました」では済みません。能楽堂

でも劇場でも、なぜお客さんは見にくる

のか？　なぜわれわれは演じるのか？　

いったいわれわれは何をしているのだ？

という、演劇という行為の根本に立ち返

る時、私は演者もお客さんも「生きてい

る」ということを実感するために集まっ

ているのだと思っています。

　それがなければ、３Ｄ映像で名人の技

を撮っておいて、再生して見ればいいと

いうことになってしまいます。いわば技

術があるのは当たり前。いい役者かどう

かは持っている技術を使って、どうやっ

て観客にプレゼンテーションするか、そ

こにかかっているのだと思います。

　狂言の場合、舞台となる世界は現代に

直結してはいません。そこに「生きて

いる」という感覚を持ち込むためには、

「現代人の私が、現代人のあなたに、狂

言というものを通して向き合っているの

です」というスタンスが必要になります。

　だから、私の中ではいつも「現代性」

がキーワードになります。それは、ファ

ウストやシェイクスピアでも同じことで

す。現代にやる意味を、観客と演者がと

もに見出せないなら、狂言師・野村萬斎

が演じる意味はないのです。

　舞台の上である人物の人生が演じられ

るのを見て、観客が自分の人生を顧みる

──そういう意味で、演劇はお客さんの

人生を写す鏡でもあります。

　狂言の多くの曲は「このあたりの者で

ござる」という第一声から始まりますが、

この言葉には「私はあなたの鏡ですよ」

というニュアンスも含まれているのだと

思います。

　どこにいても、どの時代においても、

文化の違いをも越えて、「私は一人の人

間です」「私は人間の本質の代表者で

す」という宣言なのです。だから、いつ

かは私も無色になり、鏡のような存在に

なりたいなと思います。

　実際に先人、たとえば父はそういう境

地に達しているように見えます。80歳

600年かけて培われた型と
現代に生きる狂言師の存在価値

　外の世界と狂言を往還する中で、狂

言のあり方そのものについても考えが深

まってきました。イギリス留学では演出

について学びながら、様々な種類の演劇

を見てきた結果、いつしか、古典という

ものを相対化して考えることができるよ

うになっていました。そのせいか、帰国

後はかなりの懐疑心を持って狂言の手法

を見直すようになりました。

　伝統の「型」というものは、長い時間

をかけて先人が洗練させてきたメソッド

です。でも、どうしてそうなったのか、

実は誰にもわからない。

「型」を、そのまま盲目的に信じていい

ものだろうか？　この曲は私にはこう読

めるのに、どうしてこういう演出になっ

ているのか？　なぜ、こういう演技に

なったのだろうか？

　ただ、そういうことを意識し、解釈の

違いを感じても、最初は師匠に習った通

りにやります。すぐに変えたりはしませ

野村萬斎にとっての
「チャレンジ」とは？

安全圏から飛び出して、自分の知らない世界をもっと知りたい。
自分の可能性をもっと広げたいです。

狂言「止動方角」太郎冠者・野村萬斎
撮影：政川慎治
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中国のIPO市場は
世界最大に

　中国では今、IPO（株式公開）が相次

いでいる。件数と資金調達額でイギリス

を抜き、世界最大のIPO市場となってい

る。PwC（プライスウォーターハウス

クーパース）の見通しでは、上海・深

圳の両市場の2010年のIPO件数は300件、

資金調達総額は5,000億元（約6兆4,900

億円）、香港市場でも60件、3,300億香

港ドル（約3兆7,000億円）に達する見

込みだ。こうした状況を受けて、日本企

業の間では、中国をはじめとするアジア

市場でのIPOに関心が高まっている。

　各国関係者による日本企業の誘致活動

も盛んだ。PwCの韓国におけるメンバー

ファーム、三逸（サミル）会計法人は、

日本でセミナーを行い、日本企業向けに

韓国上場の事前診断サービスを開始して

いる。また、あらた監査法人が今年７月

に香港証券取引所やみずほ証券と共催し

た「香港上場セミナー」には、100人以

上が参加した。さらに、海外上場を本気

で検討する企業経営者も増えている。

　実は、海外上場ブームはこれまでにも

アジア市場における
ボーダーレスIPO

海外でビジネス展開するためのファイナ
ンス手法の1つとして、海外証券市場、
特に中国や東南アジア市場でのIPO
（株式公開）に注目が集まっている。
日本企業によるアジア市場の上場事例
はまだ20社余りにすぎないが、現地化
の進展とともに今後は増加していくと見
られる。
本稿では、破竹の勢いで成長する東
南アジアの主要市場について、その特
徴ならびにIPOの現状、上場審査基
準等について紹介する。

何度かあった。だが、盛り上がっていた

のは、主に証券会社やコンサルティング

会社等、周辺のプレイヤーであった。企

業や出資者サイドは、国内よりも敷居の

高い、海外でのIPOには慎重な構えだっ

たのである。

　ところが、今年に入ってから、風向き

が変わり始めた。少子高齢化や人口減少

が進行する中で、スピード感をもった成

長を実現するためには、アジア市場を視

野に入れた展開を考えざるをえない。ま

た、主要な国・地域で活動していく資金

を現地通貨で調達できれば、為替リスク

を回避し効率的になる。

　しかも、日本以外のアジア諸国は総じ

て力強い成長を遂げているので、世界中

の資金が集まる魅力的な市場となってい

る。国内市場が行き詰まり、海外市場に

目を向けざるをえない、という消極的理

由だけではない。積極的なビジネス展開

や有利な経営環境という観点から、アジ

ア市場でのIPOが現実的な選択肢になり

つつある。

アジアの主要市場の
上場審査基準を比較する

　それでは、アジア市場での上場プロセ

スは実務上、容易なのだろうか。国内上

場とは、どのような違いがあるだろうか。

　図表１は、東京、シンガポール、香港、

韓国、台湾における証券取引所の主な上

場基準をまとめたものである。市場ごと

に上場審査基準やプロセス、コスト等が

異なるので、ポイントを見ていこう。

上場審査プロセス

　日本では通常、取引所と主幹事証券会

社の審査担当部門が、実質的な上場審査

を行う。証券会社の引受担当部門と監査

法人は、内部管理体制整備のサポートを

担う。

　韓国では、会計事務所や法律事務所に

よる監査、調査等を用いながら、取引所

が実質的な上場審査を行う。証券会社は

上場へ向けてのアドバイザリーサービス

を行う。

　また、英国法を基礎とする香港では、

本則市場と新興市場（GEM）のいずれ

も、証券取引所が認定するアドバイザー

会社が上場支援をするスポンサー制度が

採られている。スポンサーは、会計事務

所、法律事務所のデューデリジェンス等

を援用しながら、実質的な上場審査を行

う。シンガポールの新興市場（Catalist）

でも、スポンサー制度が採られており、

同様の上場審査を行うことになる。

会計基準

　自国の会計基準に加え、日本以外の国

では、米国会計基準や国際財務報告基準

（IFRS）の採用も認められている。

内部統制監査

　日本と韓国ではIPO後に、アメリカの

SOX法に類似した内部統制監査が義務

づけられている。審査の過程でも、内部

管理体制が審査される。香港、シンガ

ポールでは、SOX法に相当するものは

ないが、財務報告プロセスについてスポ

ンサー等による審査が行われる。

財務数値要件

　本則市場については、各国とも利益基

準が設けられており、実質的に３億円程

度の税引後利益が必要とされる。各国の

新興市場の基準は様々で、利益について

の数値基準を設定していない市場も多い。

上場時の株式分散状況

　本則市場では500～1,000人程度、新興

市場では300人程度の株主が必要となる。

上場時時価総額

　本則市場では、利益基準を満たしてい

ない場合は、30億円程度の時価総額を

必要とする。新興市場については、基準

を設けていない国が多い。

事業運営

　どの市場でも３年程度の営業実績が求

められる。香港ではマネジメントの継続

も要求される。また、シンガポールと台

湾では、取締役の中に、現地居住者もし

くは戸籍保有者が含まれることが条件と

なっている。

コーポレートガバナンス

　どの国も、本則市場、新興市場の別な

く、コーポレートガバナンスに関する基

準が設けられ、審査対象となっている。

特に、香港とシンガポールは厳格であり、

それぞれガイドラインや原則が定められ

ている。原則と異なる体制を採用する場

合には、その理由の開示が必要となる。

子会社上場

　どの市場においても、子会社の上場は

基本的に否定的で、グループ会社間取引

や独立性に関して厳格な審査が行われる。

上場審査費用

　取引所に支払う審査費用（新規上場審

査手数料、年賦課金）のみに着目すると、

マザーズでは400万円強、香港やシンガ

ポールの新興市場でも300万円前後かか

るが、韓国の新興市場（KOSDAQ）は

２桁台と、圧倒的に安価である。別途、

証券会社やスポンサー、会計事務所、法

律事務所等のコストがかかるが、その金

額は上場する企業の組織、ビジネス、取

引慣行、ガバナンス体制等によって異な

るので、市場間での単純比較はできない。

　上場に伴い、現地の投資家向けにIR

活動をするため、渡航費用、英語や現地

語への翻訳等のコストも発生する。審査

費用だけではなく、発生する費用すべて

をトータルに考えていく必要がある。

地域や業種の観点から見た
IPOのターゲット市場

　上述した基準面から見ると、アジア各

国市場でのIPOへのハードルは総じて高

くはないと言えそうだ。時間的にも、日

本では上場までに２～３年かかるが、韓

国では半年～１年程度で可能だという。

　手っ取り早く資金集めをしたいベン

チャー企業等には、魅力的に映るかもし

仲澤孝宏 Takahiro Nakazawa

あらた監査法人  
財務報告アドバイザリー部  
ＩＰＯグループリーダー
代表社員／公認会計士

PROFILE
一部上場会社の化学系、石油、消
費財・流通会社、アメリカ・EUの本
邦子会社等の監査に従事し、IFRS
導入支援および諸業種にわたる会
社の株式公開に携わる。

越田 勝 Masaru Koshida

あらた監査法人  
財務報告アドバイザリー部  
ＩＰＯグループ
ディレクター／公認会計士

PROFILE
大手監査法人で会計士としてスター
トし、その後、独立。コンサルタントと
してIPOプロジェクトを数多く経験し、
海外留学(MBA)を経て現職に至る。

美若晃伸 Terunobu Miwaka

あらた監査法人  
財務報告アドバイザリー部
ＩＰＯグループ
ディレクター／公認会計士

PROFILE

15年以上にわたってIPO業務に携わ
る。ソフトウェア開発、インターネットビ
ジネス、コンテンツビジネス、製造業、
サービス業等の経験を数多く有する。
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れない。だが、これら表面的な上場のし

やすさを優先させてIPOを目指すのは危

険だ。まず、一般論として、自己資本の

資本コストにはリスクプレミアムが含ま

れるため、増資による資金調達のコスト

は高くつく。さらに、IPOの場合、発行

価格自体、IPOディスカウントにより割

り引かれる。

　IPOをすれば、一気に多額の資金を調

達できる。その資金で企業成長を促進す

るとともに、知名度の向上、販売促進、

優秀な人材の確保、自己資本の充実に伴

う信用力の向上、調達先や顧客との取引

効率の向上等のメリットを総合して初め

て合理的な資金調達と見なせる。

　したがって、上場を考える時には、調

達した資金をどのように活用して事業を

発展させていくか、という成長戦略を描

くことが先決である。ビジネス主体で考

えていけば、なぜその市場で資金調達を

すべきなのかが明確になるはずだ。たと

えば、東南アジアでビジネスを展開して

いくならシンガポール市場が候補となる

だろう。一方、中国をターゲットとする

なら香港や台湾の市場が候補となる。な

ぜなら、現在、上海や深圳の市場は外国

企業が上場できる環境にないからだ。

　一方、業種を軸とした市場選択も考え

られる。各国市場には、上場企業の業種

構成に偏りがある（図表２）。たとえば、

韓国や台湾は半導体関連の集積地となっ

ている。半導体関連企業であれば、韓国

や台湾の市場から資金調達をして、仕入

れから販売まで現地密着型でビジネスを

構築することも、より有効な選択肢にな

るかもしれない。

　また、決算時の開示書類には取引先が

公開されるので、馴染みのある会社名が

載っていたほうが、投資家にも信頼され

やすい。さらに、先端技術を扱うといっ

た新規性はなくとも、身近なモノやサー

ビスを扱う等、理解されやすいビジネス

を行っている企業のほうが、現地の投資

家に受け入れられやすいかもしれない。

　このように、上場後の株主の顔ぶれも

念頭に置きながら、地元のビジネス環境

をベースに考えていくことが大切である。

国内市場をパスして
海外で初上場を果たす動きも

　海外市場で上場する場合、主に①プラ

イマリー、②セカンダリー、③DR（預

託証券）の３つのパターンがある。

　プライマリーは日本では未上場で、現

地で初めて上場するというもの、日本で

上場しておりさらに現地でも上場をする

のがセカンダリー。株式が直接売買でき

ない等の際、信託銀行等に本国発行の株

式を預託して代替証券を発行してもらい、

それを市場に上場するのがDRだ。DR

の場合、直接上場せずに第三国で資金調

達することができる。

　これまで、アジア市場で実際に上場し

た日本企業は20社余り。そのほとんど

がセカンダリーで、現地の子会社やグ

ループ会社を上場させている。プライマ

リーの例としては、熊本を拠点とする「味

千ラーメン」が挙げられる。同社は2009

年に香港の本則市場、2009年にシンガ

ポールの新興市場で上場し、アジアを中

心に海外店舗数を伸ばしている。

　これまで日本企業は、工場を作り、地

元の人々を雇って生産し、現地市場で商

取引するというように、オペレーション

や人材面の現地化を進めてきた。しかし、

資金調達の現地化だけは遅れていた。

　それが今、現地密着で事業を展開し、

雇用を生み、信頼を形成し、社会的責任

を果たしていくために、現地市場でIPO

を目指す、新しい時代が到来しつつある。

　今後はこのような最初からアジア諸国

の市場での上場を目指す動きが活発化し

ていくと思われるが、PwC Japanでは

こうした企業に対して、PwCのグロー

バルネットワークを活用して高品質な

サービスを提供できる体制を整えている。

　特に香港、シンガポール、韓国、台湾

には、PwCのメンバーファームによる

監査市場の占有率が高く、それだけ多く

の情報が集まる。また、言語や会計基準

（日本基準からのコンバージョン等）の

問題に対しては、現地のプロフェッショ

ナルによるサポートも行っている。

　アジア市場でのIPOはある意味で、今

後の日本企業の海外戦略のあり方を示

す試金石となるものだ。PwC Japanで

は、各分野のプロフェッショナルが機能

横断的に連携しながら、「ワンストップ

ショップ」のサービスを提供し、企業の

ボーダーレスな活動を支援していきたい

と考えている。 V

図表1◉日本、シンガポール、香港、韓国、台湾の主な株式上場基準（本則市場）

東証（TSE） シンガポール（SGX） 香港（HKEX） 韓国（KRX） 台湾（TWSE）
会計基準 日本会計基準 シンガポール会計基準

米国会計基準
国際財務報告基準

香港財務報告基準（国際財務報
告基準とほぼ同一）
米国会計基準
国際財務報告基準

韓国会計基準
米国会計基準
国際財務報告基準
（上記の中で選択可能）

台湾会計基準
米国会計基準
国際財務報告基準

内部統制
監査

法律上強制（J-SOX）
公認会計士または監査法人によ
る内部統制監査が必要

不要。上場審査時に、一定水準
以上の内部統制整備は必要

不要。上場審査時に、スポンサー
がレポーティングアカウンタントに
レビュー業務を依頼するのが一
般的

法律上強制（K-SOX）
外部会計監査人のレビュー報告
が必要だが、外国法人については
適用なし。ただし、上場審査時に、
一定水準以上の内部統制整備は
必要

直近3年間の内部統制提案書の
提出
会計士による評価が必要
また、コーポレートガバナンスに関
する自己評価報告書の発行および
主幹事証券会社からの評価、意
見が必要

四半期
開示

開示義務あり
四半期終了後45日以内
公認会計士または監査法人によ
るレビューが必要

開示義務あり
四半期終了後45日以内

メインボード：不要（年間および
半期）
GEM：開示義務あり（四半期終
了後45日以内）

開示義務あり。ただし、資産総額
2兆ウォン未満の法人は半期開示
のみ
四半期終了後45日以内

開示義務あり
第一四半期、第三四半期は公認
会計士による1カ月以内のレビュー
が必要

数値要件
 （利益の額
または時価
総額）

❶～❸いずれか
❶利益基準
利益は連結経常利益または連結
税引前利益の小さいほう
最近の2年間で最初の1年1億円
以上、最近の1年4億円以上
❷利益基準
最近3年間の総額6億円以上
最初の1年1億円以上、最近の1
年4億円以上
❸時価総額基準
時価総額が1,000億円以上かつ
最近1年間における売上高が100
億円以上

❶～❸いずれか
❶利益基準
3年合計で税引前利益S$750
万以上かつ、各期の税引前利益
S$100万以上
❷利益基準
1年または2年合計で税引前利益
S$1,000万以上
❸時価総額基準
時価総額S$8,000万

❶～❸いずれか
❶利益基準
直近1年間の純利益HK$2,000万
以上かつ、過去2年間の純利益合
計HK$3,000万以上かつ、上場
時の時価総額HK$2億以上
❷時価総額・収益基準
上場時の時価総額HK$40億以
上かつ、直近年度の売上高HK$5
億以上
❸時価総額・収益・CF基準
上場時の時価総額HK$20億以上
かつ、直近年度の売上高HK$5
億以上かつ、前3年度営業CF総
額HK$1億以上

❶～❸いずれか
❶利益基準 
直近年度の売上高300億ウォン以
上で3年間の平均売上高が200億
ウォン以上、かつ、次のいずれか
を充足
・ 直近年度のROEが5%以上で、
直近3年間の合計が10%以上
・ 直近年度の当期純利益25億ウォ
ン以上で、かつ、直近3年間の
合計が50億ウォン以上
・ 自己資本1,000億ウォン以上の場
合、 直近年度のROEが3%以上
か利益額が50億ウォン以上で、
営業CFがプラス
❷時価総額・収益基準
直近年度の売上高が500億ウォン
以上、かつ、時価総額が1,000億
ウォン以上
❸時価総額・収益・CF基準
直近年度の売上高700億ウォン以
上、かつ、時価総額500億ウォン以
上、かつ、営業CF20億ウォン以上

❶一般事業
直近3事業年度の税引前純利益
合計が2.5億台湾ドル以上、かつ、
直近1事業年度の税引前純利益
が1.2億台湾ドル以上、および累
計損失がないこと
❷科学技術事業
直近財務諸表（監査済）の純資
産が資本金の2/3以上、かつ、上
場後12カ月運営するための運営
資金があること

株式分散 上場時：800人以上
（上場時見込み）

最低株主数：500人 数値基準❶または❸：300人
数値基準❷：1,000人
※ 上場時に、上位3位までの大株
主による保有株数は流通株式
の50%未満

少額株主1,000人以上 ❶一般事業
記名株主数1,000人以上かつ、流
通株の株主数500人以上
❷科学技術事業
記名株主が500人以上

流通株式（上場時見込み）
・流通株式数：4,000単位以上
・流通株式時価総額：10億円以上
・ 流通株式数：上場株券等の

30%以上

募集後株主資本の25%は一般
株主（時価総額S$3億超の場合
12~20%）
流通株式

公募株式比率25%以上 下記のいずれか
❶公募株式比率25%以上
❷少数株主比率25%以上
❸予備審査後、公募株式比率が
10%以上の場合、株主資本また
は時価総額を基準として以下のい
ずれか（自己資本）
・ 500億-1,000億ウォン：100万
株以上
・ 1,000億-2,500億ウォン：200
万株以上
・  2,500億ウォン以上：500万株以上
（時価総額）
・ 1,000億-2,000億ウォン：100
万株以上
・ 2,000億-5,000億ウォン：200
万株以上
・ 5,000億ウォン以上：500万株以上
❹海外市場とKRX同時公募の法
人は、公募比率10%以上、かつ
韓国内で100万株以上（額面金
額5,000ウォンとして）

❶一般事業
流通株の合計が総発行株の20%
以上あるいは1,000万株以上
❷科学技術事業
流通株が総発行株の20%以上あ
るいは500万株以上
※ 上記にかかわらず、上場予定株
式総額の10%を、すべて現金
増資による新株発行の方法で
幹事証券会社へ公開売出を委
託する必要がある。ただし、提
出すべき引受株数が2,000万株
以上になる場合は、2,000万株
以下の公開売出ができない

上場時
時価総額

20億円以上（上場時見込み） NA
※ 2010年1月6日に上場基準改訂
案がプレスリリースされている
（下記❶か❷いずれか）
❶直近年度黒字：3年の営業実
績および時価総額S$1.5億以上
❷直近年度営業収益：時価総額
S$3億以上

最低時価総額：HK$2億
一般に流通する株式：HK$5,000
万以上

❶❷の選択適用
❶時価総額：200億ウォン以上
（KOSDAQ上場企業の場合は、

300億ウォン以上）
❷株主資本：100億ウォン以上

❶一般事業（次のいずれかを選
択適用）
・ 上場時時価総額：16億台湾ド
ル以上
・株主資本：6億台湾ドル以上
❷科学技術事業（次のいずれか
を選択適用）
・時価総額8億台湾ドル以上
・株主資本：3億台湾ドル以上

純資産額 連結純資産の額10億円以上かつ
単体純資産額が負でない

なし なし なし

事業運営 上場申請日の直前事業年度の末
日から起算して3カ年以前から継
続のこと

上場基準に従って場合により1年、
2年、3年

3年以上の営業およびマネジメント
の継続

3年以上（合併等の場合には、実
質的な営業期間考慮）

❶一般事業：3年以上
❷科学技術事業：1事業年度以上

図表2◉業種別時価総額

特に香港市場では本則市場、新興企業向け
市場とも業種の偏りが大きいように見える

電気電子機器 22.2％
金融 17.2％
輸送機器 11.4％
化学 10.8％
サービス 8.6％
その他 29.8％

半導体 13.8％
ITコンポーネント 11.0％
金属製品 7.0％
製薬 6.4％
機械 6.0％
その他 55.9％

本則市場 KOSDAQ

2010年６月末
出所：韓国証取HP

韓国

金融 32.8％
不動産・建設 13.7％
通信サービス 10.2％
消費財 10.0％
エネルギー 7.4％
その他 26.0％

消費財 22.3％
情報技術 20.7％
サービス 19.6％
素材 17.1％
電気、ガス、水道等 5.4％
その他 14.9％

本則市場 GEM

2010年３月末
出所：香港証取HP

香港

電気機器 14.0％
輸送用機器 10.5％
銀行業 8.3％
情報・通信業 7.7％
化学 5.6％
その他 53.9％

情報・通信業 34.9％
サービス業 15.6％
小売業 10.9％
卸売業 7.2％
電気機器 5.6％
その他 25.8％

東京証券取引所第一部 JASDAQ

2010年５月末
出所：JASDAQ HP

日本

2010年５月末
出所：東証HP
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製造から市場の獲得に変化する
日本企業のグローバル展開

　海外に事業拠点を有する日本企業、い

わゆる海外進出企業の数は、『海外進出

企業総覧2009』（東洋経済新報社）の統

計によれば、2009年度で約4,000社、こ

のうち非上場企業が2,300社となってい

る。さらに、資本金３億円未満の会社は

約1,300社にも上る。

　業種別に見ると、製造業が約2,600社

と圧倒的に多く、次に卸売業・小売業が

約600社と続く。また、会社別の海外事

業拠点数では、総合商社が軒並み上位を

占めている。

　さらに、日本企業の海外進出先は、１

位が中国、２位がアメリカ、３位がタイ、

４位が香港、５位がシンガポール（図表

１）となっており、2位のアメリカ、９

位のイギリス、10位のドイツを除けば、

アジア地域に集中している。

　日本におけるＭ＆Ａ市場は、2006年

をピークとして、件数、金額とも年々、

減少傾向にある。

　しかし、ディールバリュー（取引金

額）の内訳を見ると、近年、日本におけ

日本企業の
グローバル競争力
Ｍ＆Ａの視点から

近年、中国や韓国等、新興国を含め
近隣のアジア企業が競争力を高めて
いる。「ものづくり大国」と称賛された
日本の製造業も、事業（ビジネス）で
勝てない限り、「いいものを安く作る」
技術だけでは勝者とはなれない。
日本企業にとって強力なライバルも出
現しつつある現代において、真のグ
ローバル・ビジネス・プレイヤーとして、
日本企業がさらなる成長を実現してい
くためには何が必要なのか。Ｍ＆Ａの
視点から考察してみたい。

るＭ＆Ａ取引の約半分がIN-OUT、すな

わち日本企業による海外投資案件が占め

ていることがわかる。

　2009年にPwC（プライスウォーター

ハウスクーパース）が実施した『2009

年度Ｍ＆Ａ実態調査』によれば、日本企

業による海外投資の目的は、営業拠点・

販売網、顧客の獲得が上位を占めている

（図表２）。

　この調査結果から見えてくるのは、日

本企業が海外でＭ＆Ａを行う主たる目的

が、製造設備や労働力、技術の確保から、

自社の製品・サービスを販売する市場の

獲得にシフトしてきているということだ。

　こうした背景から、近年では、BRICs

（ブラジル、ロシア、インド、中国）等

の新興国での市場獲得を目的としたクロ

スボーダーＭ＆Ａ案件が多く見られるよ

うになった。また、BRICsに次ぐ次世

代の市場として、アフリカ地域も注目さ

れてきている。

事業で勝てずに
低下する日本の国際競争力

　高度成長期以降のある時期、世界中か

ら「ものづくり大国」と称賛された日本

の多くの製造業は、「いいものを安く作

る」技術力によって世界市場において大

きな存在感を示していた。

　だが、現代は技術力で勝っていても事

業（ビジネス）で勝てない限り、市場

での勝者とはなれない時代である。現在、

多くの日本企業が、進出先である海外で

の市場シェア拡大に苦戦している。

図表1◉日本企業の海外進出国（上位10カ国）

岩嶋泰三 Taizo Iwashima

プライスウォーターハウスクーパース（株）
クロスボーダーＭ＆Ａ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
ションサービスのクロスボーダーＭ＆Ａ
グループリーダー。日本企業による海
外投資（IN-OUT Ｍ＆Ａ）案件に数
多く関与し、財務デューデリジェンス等
のディールの実行支援サービスを提供
している。

　その一方で、ビジネスに長けたアジア

諸国のプレイヤー、特に中国や韓国と

いった近隣諸国の企業が、ここ数年、一

段と躍進してきており、日本企業にとっ

て強大なライバルとなりつつある。

　インターネットを通じて、世界中が繋

がる現代においては、世界各国に広が

る事業拠点を統括するグローバルコック

ピット機能を本社が備え、有用なマネジ

メント情報にもとづいて経営者が迅速か

つ最適な意思決定を行うことができるグ

ローバルマネジメント能力が、国際競争

を勝ち抜くためには必須であると言える

だろう。

　世界市場で起こっている様々な変化と

その兆候を適確に捉え、即時に適切なア

クションをとることができなければ、国

際競争社会を生き抜いていくことはでき

ないのである。

困難なクロスボーダーＭ＆Ａの成功

　日本企業のＭ＆Ａ取引の実行を支援す

る機会に際して、私たちが実感すること

がある。それは、言語や法律制度、諸規

制、商慣習、文化等、様々な違いが存在

するクロスボーダーＭ＆Ａを成功させる

ことは、日本企業同士のＭ＆Ａ取引より

も難易度が数倍も高いということだ。

　買い手と売り手の交渉を成立させる

ディールの実行そのものも難しいが、加

えて、その後の事業統合によってディー

ルの成果を実現させることも、クロス

ボーダーＭ＆Ａでは難しい。

　デューデリジェンスによる対象会社の

調査、最適なディールストラクチャー

（取引方法）の検討、バリュエーション

（事業価値評価）モデルによる買収提案

価格の決定、SPA（売買契約書）の文案

作成等、社内外の専門家をチームに結集

して、周到な準備のもとにディールに臨

んだとしても、買い手として譲れない点

ははっきりと主張しながら、外国人であ

る売り手の心理を読み、自社に有利な形

で交渉を進めてディールをクローズさせ

ることは、決して容易なことではない。

　何カ月間にも及ぶ厳しい交渉の末に、

お互いの主張する条件がどうしても折り

合わず、ディールブレーク（交渉決裂）

となる案件も数多く存在する。

　Ｍ＆Ａの交渉は、異種格闘技に似てい

ると言われることがあるが、当事者で

あるプロジェクトチームのメンバーは、

ファイターとしてリングに上がっている

間、ディール成立に向けて、知力と体力

の限りをつくし、あらゆる手段を用いて、

交渉相手と対峙することになる。

　入札案件のＭ＆Ａにおいては、他の潜

在的な買い手も同じ売り手と対峙してい

る状況の中で、難易度はさらに増す。日

本人の持つ美徳である几帳面さや繊細さ

図表2◉日本企業の海外投資の目的

出所：『海外進出企業総覧2009』（東洋経済新報社、2009年）をもとに作成
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位
位
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中国
アメリカ
タイ
香港
シンガポール
台湾
マレーシア
インドネシア
イギリス
ドイツ

出所:『2009年度M&A実態調査』  PwC、2010年
http://www.pricewaterhousecoopers.co.jp/knowledge/research/deals/
tra_1003_01.html
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③ 構想したことを実行に移すことのでき

る行動力の伴ったリーダーシップ

　等である。企業の成長戦略としてのＭ

＆Ａを成功させる鍵は、グローバル人材

の確保・育成にあると言えそうだ。

日本経済の未来
──国際競争力を取り戻すために

　経済産業省による「産業構造ビジョン

2010」の中で、今後の日本経済を担う

戦略産業分野として、

① インフラ関連産業（原子力、水、鉄道等）

② 次世代エネルギーソリューション

（環境都市、次世代自動車等）

③ 文化産業立国（ファッション、コン

テンツ、食、観光等）

④医療・介護・健康・子育てサービス

⑤先端分野（ロボット、宇宙等）

　の５つの領域が掲げられている。

　これらの領域は、日本経済の競争力が

低下しているという強い危機感のもとで、

日本経済再生のための成長戦略の原動力

となることが期待されている重点産業分

野である。

　また、日本企業が生み出す製品やサー

ビスを消費する市場として、総人口が多

く、富裕層、中間層が拡大していく可能

性のある、成長著しい新興国での市場競

争をいかに勝ち抜くことができるかとい

うことも、日本企業にとっての重要な課

題である。

 「産業構造ビジョン」では、伝統的なグ

ローバル・ビジネス・プレーヤーであ

るグローバル製造業以外の産業も加えて、

戦略産業分野を中心に、オールジャパン

体制で日本経済が海外マーケットにつな

がっていく姿が示唆されている。

　日本企業が重点産業分野、重点市場に

フォーカスして、「勝てる分野」で圧倒

的な競争優位性を確保することが重要で

あろう。

　そのためには、スピード感が重要であ

る。これまでのように悠長に構えている

と、前述したようなビジネスに長けたア

ジアの近隣諸国のライバル企業が出現し

て、ポジションを奪われかねない。

　たとえ最先端の技術力を有していても、

市場への参入が誰よりも早かったとして

も、目の前にブルーオーシャンが広がっ

ている期間はそれほど長くは続かないと

いう現実を認識すべきである。

　重点産業分野の強化、新興国市場の開

拓、海外市場シェアの拡大を迅速かつ確

実に進めていくうえで、Ｍ＆Ａが今後も

重要な企業戦略であることは疑いの余地

がない。

　しかしながら、真の意味でＭ＆Ａを成

功させること（ディールの成果を実現さ

せること）は容易ではなく、特にクロス

ボーダーでのＭ＆Ａを成功させるために

は、外国企業を相手にディールを有利な

形で実行し、既存事業と海外の買収事業

との統合を迅速かつ効果的に成し遂げる

ことが極めて重要である。

　そのためには、多くのグローバル人材

を社内に確保することの必要性が高まっ

てきている。すなわち、日本企業が本当

の意味でグローバル化することが求めら

れているのである。 V

経営上の重要課題 グローバル化推進における重要課題

人材育成・人材の確保
利益率の改善
売上高の増加

グローバル化への対応
研究開発力の強化
財務体質の強化
販売力の強化

ブランド力の強化
高コスト体質の改善

企業理念・ビジョンの徹底
CSR・社会貢献

適切なコーポレートガバナンスの確立
スキル・ナレッジの継承

株主への利益還元
環境マネジメント
買収防衛策の構築

その他 1.8

1.8

7.0

11.7

12.2

15.1

17.4

21.1

24.2

27.1

31.8

32.0

35.2

37.0

42.4

70.6

74.5%

出所：「企業経営に関するアンケート」（経済同友会、2009年）をもとに作成

その他 1.6

特にない 12.4

すでにある製品・
サービスの輸出 17.1

海外拠点の
人材の交流 17.6

海外拠点（研究・開発・
生産・販売）の設立 19.5

グローバルでの仕組み・
制度の一体化 24.5

グローバルでの企業理念・
ビジョンの徹底 25.5

グローバルに通用する
製品・サービスの創出 41.8

グローバル化を推進する
人材の確保・育成 73.2%

(n＝380)(n＝384)

が裏目に出て、勇断すべき場面での意思

決定が遅れたために、ディールを成立さ

せることができなかったというケースも

少なくない。

　無事、ディールクローズ（交渉成立）

に至ったとしても、高すぎる買収価格や

自社に不利な契約内容等、無理な条件下

で成立させた案件の場合、買収後、数年

経っても、期待されたような効果が十分

に得られず、結果として買収そのものが

失敗であったとの評価を下されるケース

も少なくない。

　実は、Ｍ＆Ａの真の意味での成功は、

買収後における既存事業との統合のシ

ナジー実現による成果がどれほど得ら

れるかという点にかかっている（Post 

Merger Integration）。

　買収の成果を十分に得るためには、有

利な交渉を行うことに加えて、買収後の

事業統合を、迅速かつ効果的に進めるこ

とが極めて重要となる。

　経営破たんした事業を対象とする事業

再生系のＭ＆Ａは別として、通常のＭ＆

Ａにおける買収価格は、買収対象となる

事業の現状における価値よりも高い価格

（プレミアムプライス）で合意されるこ

とが多い。それゆえに、買収後の事業統

合を効果的に進めて事業運営にかかるシ

ナジーを実現させなければ、投資の効果

を得ることはできない。

　事業統合によるシナジーを実現するた

めには、早い段階で対象会社の事業組織

を掌握して管理統制化に置くこと、すな

わち「Taking Control」、当該事業の運

営に関わる様々な機能（営業、製造、購

買、IT、財務・経理等）の統合、すなわ

ち「Operational Integration」を迅速か

つ確実に行うことが成功の鍵となる。

　クロスボーダーの事業統合が非常に

難しいと言われているのは、言語や商

慣習、文化等、様々な違いがあり、時

差と地理的な距離のある環境下で、上

述 し た「Taking Control」「Operational 

Integration」を確実に実行していくこと

は決して容易ではないという意味である。

　ここでは、日本流の「あうんの呼吸」

や「飲みにケーション」は通用しない。

親会社である日本本社が明確なビジョン

と強いリーダーシップのもとで、現地と綿

密なコミュニケーションをとることなくし

て、海外との事業統合は決して成功しない。

　図表３は、日本企業がＭ＆Ａを行うう

えでの重要な課題を示したものであるが、

事業統合の難しさ、リーダーシップの重

要性を如実に表していると言えるだろう。

　また、図表４は、日本企業における経

営上の課題を示したものである。日本企

業がグローバル化を推進するうえでの最

大の課題は、人材の確保・育成であると

いう点に注目したい。

　最近、多くの日本企業がグローバル人

材の確保・育成に本格的に乗り出してい

ることを伝える報道記事を目にすること

が多くなった。

　経営幹部候補を選抜する際に海外での

ビジネス経験を条件としたり、経営幹部に

外国人を登用する企業が増えてきている。

　グローバル人材に求められる要件は、

① 語学力や異文化を理解するコミュニ

ケーション力を備えたグローバル性

② 職業的、事業的、地域的な専門性

図表3◉日本企業のM&Aにおける課題

Ｍ＆Ａを成功させるために求められるもの
（過去にＭ＆Ａを実施した企業／Ｍ＆Ａを検討中の企業）

Ｍ＆Ａで苦労した点
（過去にＭ＆Ａを実施した企業）

1.4

7.2

20.7

26.1

27.9

37.3

40.2

45.7

60.5%
（n＝276） （n＝233）

相手企業の的確な選定
迅速な意思決定と実行
トップのリーダーシップ
異なる企業文化への対応

企業理念・ビジョン
相手先従業員とのコミュニケーション

マネジメントの統合
優秀な人材獲得

その他

企業文化の融合
戦略の融合
システム統合

プロセスの標準化
人材流出・モチベーション低下

人員整理
意思決定の遅れ
過度の譲歩
主導権争い
その他 1.7

4.7

5.2

7.3

11.6

22.3

27.5

34.8

35.6

69.1%

出所：「企業経営に関するアンケート」（経済同友会、2009年）をもとに作成

図表4◉日本企業における経営上の課題
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納税額の実態を把握する
経済産業省委託調査

　税理士法人プライスウォーターハウス

クーパースは、経済産業省の委託事業と

して、日本経済団体連合会（経団連）に

所属する日本の大企業95社（38企業グ

ループ）の2007年度と2008年度の納税

額および社会保険料事業主負担分の納付

額を把握する調査を行った†1。

　経済産業省および経団連の呼びかけに

より、今回の調査には自動車、鉄鋼、電

気機器メーカー、エネルギー、電力・ガ

ス・情報通信、商社、小売業の各業界で

日本を代表する企業に参加協力いただい

た。なお参加企業には、日本の市場総資

本上位50社のうち28社が含まれている。

また、国際比較のデータは、PwC（プ

ライスウォーターハウスクーパース）

が、カナダ、アメリカ、ベルギー、ア

イルランド、オランダ、イギリス、オー

ストラリア、南アフリカ共和国、イン

ドで行った総合的財政貢献（Total Tax 

Contribution：TTC）の調査結果を用

大企業に依存する
国家税収構造の脆弱性
企業の法人税等公的負担に関する
国際比較調査より

国家に対して企業が負担・納付して
いるのは法人税だけではない。法人
税以外の税金や社会保険料事業主
負担分、給与源泉所得税、消費税等、
企業には様 な々公的負担が課されて
いる。
本稿は、日本を代表する企業を対象
に実施した法人税等公的負担に関す
る国際比較調査結果をもとに、日本の
財政が大企業に依存している実態を
明らかにするとともに、日本企業の国
際競争力を高めるための法人税制の
あり方について論じる。

いている。

　昨今、日本の法人税率引き下げが現実

的課題として大いに議論されている。た

だこれらの議論は、法人税の制度税率の

みを国際比較している場合が多く、企業

が負担や納付している法人税以外の税金

や、社会保険料に代表される義務的コス

トをすべて含めた「総合的な公的負担」

は調査対象としていない。

　今回の経済産業省委託調査は、税目を

特定した旧来の制度比較ではない。幅広

い税金を対象に、企業が実際に納付して

いる金額の実態を調査することを目的と

している。

　また、法人税をはじめ事業活動に伴い

発生する租税および社会保険料（事業主

負担）等の公的負担や、当該公的負担

にかかる手続きコストを把握する手法と

して国際比較を行う観点から、今回の調

査にはPwCが主要各国で実施している

TTCを用いた。

　以下に、今回の調査結果を少し詳しく

検討してみたい。

本当に、大企業は
税金を払っていないのか？

　大企業が税金を負担していないといっ

た批判はいまだに聞かれ、大企業自身も

昨今の経済情勢での収益悪化に伴い、単

に法人税等を納付していないだけで「税

金を払っていない」というような感覚に

陥る。

　しかしながら、日本の税収が継続的に

数少ない大企業に依存していることが今

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PwCドイツファームに入
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。

回の調査で明らかとなった。

　参加企業95社の2007年度の税金なら

びに社会保険料事業主負担分の納付額

は４兆6,874億円。これは政府等の歳入

金額の3.2％に相当する。特に、法人税、

法人住民税、事業税、事業所税は、これ

らの税目の税収の10％強をたった95社

で担っている実情が明らかとなった。

　2008年度の法人税等に占める大企業

の納税額の割合は約10％であり、景気

が全体的に悪化している中で、大企業の

割合に変化は見られない。

　一方、2010年度予算ベースで法人税

等が国税・地方税税収に占める割合は

15.6％となっていることから、上記の約

10％を今回の参加企業が担っていると

すると、ざっくり言って日本の税収の

1.5％を参加企業の法人税等が左右して

いる計算となる。

　数少ない大企業の収益状況に、最も長

期的に計画されなければならない日本の

財政が依存していることに、日本の財政

構造の脆弱性がある。

　企業利益に税金が与える影響は、単純

に税引前利益と当期利益の差額では測れ

ない。日本の大企業が負担している税

金と社会保険料事業主負担分の納付額に

占める法人税等（法人税、住民税、事

業税所得割）の比率は、2007年度では

53.5％、企業の業績が悪化した2008年

度では44.1％にすぎない。このことはつ

まり、大企業は法人税等100円に対して、

別途、同額の異なる公的負担をしている

ことを示している。

　したがって、業績の悪化に伴い、単に

利益連動型の税金を払っていないからと

いって、決して「税金を払っていない」

とは言えないだろう。逆に、業績が悪け

れば悪いほど、税金の支払いは企業の収

益を圧迫することになる。

　景気の悪化に伴い、2008年度に参加

企業が負担した税金ならびに社会保険料

林 幹 Kan Hayashi

税理士法人プライスウォーターハウス
クーパース
顧問／公認会計士・税理士

PROFILE

PwCパートナーとして日本企業の海
外進出・M＆Aにかかわるタックスア
ドバイザリーに長年関与。21世紀政
策研究所（経団連）国際租税研究
会等委員を務める。

事業主負担分の納付額は、前年度に比べ

て15％減、３兆9,863億円へと大幅に減

少した（図表１）。

　しかし、これらの企業の会計上の税引

前純利益の合計額は、納付額を下回る

２兆9,669億円であった（図表２）。公

的負担の総額は売上高の総額125兆

5,868億円の3.2％に相当する。

　税金と社会保険料事業主負担分の納付

額を分母に加算した税引前利益に対す

る割合である総租税負担率を、2007年

度と2008年度に分けて計算してみると、

2007年度が41.6％、2008年度が58.2％

と、不況期に明らかに上昇している。

　多くの企業がリーマンショックの影響

を受け、2008年下半期から急激な業績

悪化を記録した。それにもかかわらず、

2008年５月または６月に行われる前年

度の確定申告による納税、法人税、法

人住民税、事業税所得割以外の大半の税

金が、企業の利益と連動しない課税ベー

Total Tax Contribution：総合的財政貢献
m e m o

 「Total Tax Contribution（TTC：総合的
財政貢献）」は、PwCが独自に開発した、
企業の財政的貢献を多面的に把握するた
めに国際的に標準化された調査手法のこと。
　TTC調査では、企業に関連する租税負
担を、企業が直接的な費用として負担し
純利益に影響を与える「負担税目」（法人
税、固定資産税、関税等）と、企業が実
質的には税務当局の代理機関として徴収
する税であり、原則として支出の際に費用
負担（ただし徴収・管理にかかる事務的
費用を除く）が生じない「徴収税目」（消
費税、所得源泉税、酒税等）に区分、売
上・税引前利益に占める割合等の形で企
業の総合的税負担を明らかにする。

　また、税目別に徴収事務も含めた税務
申告作成費用等も調査対象とすることによ
り、企業負担の観点からの税制の効率性
を検証することができる。
　従来の法人実効税率による法人課税の
国際比較は、法人所得税のみを対象とし
ている点で、企業の総合的な租税負担を
正確に把握するものとなっていないだけで
なく、企業が徴収義務者となり、政府に
代行して徴税機能の一端を担っている税
目を通じて企業が行っている財政貢献を
正しく示しているとは言えない。
　日本でも、「所得税法等の一部を改正
する法律」（2009年法律第13号）の附則
において、税制抜本改革の道筋および基

本的方向性を規定する中で、「法人課税に
ついては、国際的整合性の確保および国
際競争力の強化の観点から、社会保険料
を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、
課税ベースの拡大とともに、法人の実効
税率の引き下げを検討すること」と述べら
れており、総合的な企業の実質的負担が
問われている。
　TTCは、全世界で標準化した測定法を
用いていることから国際的な比較が可能で
ある。PwCでは、すでにカナダ、アメリカ、
ベルギー、アイルランド、オランダ、イギ
リス、オーストラリア、南アフリカ共和国、
インド等、主要な国でTTC調査を実施し
ている。
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スを用いている。また、本格的なリスト

ラがいまだ始まっていない状況において、

社会保険料事業主負担分も微増（3.2％

増）している。このことは、税金と社会

保険料が、2008年度の企業のキャッシュ

フローと業績を一層圧迫している状況を

顕著に示している。

　このように、不況下にあっても大企業

の公的負担は決して小さくない。また仮

に、大企業がまったく税金を負担してい

ないという状況があったとしても、大企

業が徴収義務者として果たしている役割

を見過ごしてはならない。

　給与源泉所得税、消費税、社会保険料

従業員負担分、石油関連諸税等、参加企

業が徴収機関として政府に納付している

公的負担の2008年度の総額は３兆1,931

億円であった（図表３）。これは、参加

企業が負担している税金ならびに社会保

険料事業主負担分の納付額にほぼ匹敵す

る金額である。

　つまり、大企業は法人税等100円に対

してその他の公的負担を100円払い、さ

らに200円の税金を国家に代行して徴収

し納付している、ということである。

税制の簡素化は誰のためか？

　企業に発生する税金による負担は、税

負担のみにとどまらない。税制が複雑で

あればあるほど、税務調査が長引けば長

引くほど、税務コンプライアンスコスト

が上昇することは周知の事実である。

　税制の簡素化は、時として税率の引き

下げと同じ政策的効果をもたらすことを

忘れてはならない。現在盛んに議論され

ている、企業の損益に原則として影響が

ないと思われている消費税の引き上げも、

企業のコンプライアンスコストを引き上

げる要因となりうる。

　今回の調査では、１社当たりの平均

コンプライアンスコストは全体で１億

6,107万円となった。だが、そのうちの

３％が消費税のコンプライアンスコスト

であった。

　これを日本の消費税のモデルである

ヨーロッパの付加価値税と比較してみよ

う。たとえば、イギリスの2008年調査

結果†2では、イギリス企業は付加価値税

にコンプライアンスコストの15％を費

やしている。

　一方、2008年のイギリスの付加価値

税収がGDPに占める割合は10.5％であ

る。これに対して、現在、日本の消費税

収はおおよそ5.1％にすぎない。

　日本で検討され、欧州ですでに導入さ

れているインボイス制度等の制度的な違

いもあるが、一国の基幹税目としての重

要性が増せば、徴収義務者に課される

様々な管理義務は重くなり、調査の頻度

や深度も当然のことながら増して、コス

ト要因となる。

　法人税率の引き下げとともに議論され

なければならないのが、法人税制の簡素

化である。

　参加企業の平均的コンプライアンスコ

ストの内訳を見ると、国内税務に１億

1,677万円、国際税務に4,430万円が費

やされているが、これを税目別で見た場

合、コストの実に55％が法人税等の管

理コストであった。

　これは日本の国税・地方税の合計額か

ら、所得税等および相続税を除いた金額

に法人税等が占める割合が24％にすぎ

ないことと比較して、負担割合が非常に

高く、法人税等が効率の悪い税金である

ことを示している。

　日本の直間比率は徐々に下がりつつあ

る。もし、現在議論されている法人税率

の引き下げが行われれば、今後法人税が

一層高コンプライアンス負担、低税収の

効率の悪い税金となることが予想される。

　アンケート結果では、企業にとって負

担が重い事務の上位３項目は、「税務調

査対応」「申告調整」「法人税申告書の添

付書類の多さ」であった。すぐに改善で

きる項目もあるはずである。

　税制の簡素化に際しては、国内税務に

とどまらず、国際税務も視野にいれた検

討が効率的である。国際税務費用の内訳

を見てみると、52％が移転価格税制に

費やされており、ついで外国税額控除が

21％、外国子会社合算税制（タックス

ヘイブン税制）が13％となっている。

　外国税額控除は2009年度税制改正で

外国子会社配当益金不算入制度が導入さ

れ、外国子会社合算税制は2010年度改

正によりその対象となるトリガー税率が

25％から20％以下に引き下げられる等、

一定の簡素化のための改正がなされた分

野である。

　翌年以降の調査で、これらの改正にコ

ンプライアンスコストの削減効果があっ

たのかどうか、成果が期待される。

　これに対して、負担の半分以上を占め

る移転価格税制については、各国におけ

る文書化義務の拡充等、課税強化が行わ

れるばかりである。移転価格税制は、最

終的には企業が創出した付加価値に対す

る課税権の国家間の争いであり、非生産

的税制であることを考えると、付加価値

を創出する企業の経済活動を阻害しない

ようにするためにも、企業負担の軽減の

観点から何らかの取り組みが期待される。

リーマンショックと
労働分配率の動向

　企業が生み出した付加価値は、賃金、

図表2◉ 参加企業の財務データの合計額の推移

2007年度 2008年度 対前年比（％） 

売上高 134兆7,943億円 125兆5,868億円 -6.8

税引前純利益 7兆9,560億円 2兆9,669億円 -62.7

従業者数 1,046,420人 1,058,752人 1.2

給与総額 8兆1,136億円 8兆1,013億円 -0.2

支払利息 7,774億円 7,464億円 -4.0

受取利息 4,857億円 4,231億円 -12.9

図表1◉負担税目合計額の推移

2007年度 2008年度 対前年比（％） 

社会保険料事業主負担分 1兆301億円 1兆627億円 3.2

法人税 1兆5,367億円 9,479億円 -38.3

固定資産税 4,949億円 4,932億円 -0.3

事業税所得割 5,099億円 4,711億円 -7.6

都道府県住民税 2,461億円 1,799億円 -26.9

市町村住民税 2,113億円 1,584億円 -25.0

関税 958億円 842億円 -12.1

石油石炭税 570億円 804億円 41.0

揮発油税等 266億円 376億円 41.3

負担税目合計 4兆6,874億円 3兆9,863億円 -15.0

図表3◉ 主要徴収税目合計額の推移

2007年度 2008年度 対前年比（％） 

揮発油税等 1兆3,988億円 1兆2,853億円 -8.1

社会保険料事業主負担分 9,102億円 9,384億円 3.1

給与等源泉所得税 4,222億円 4,180億円 -1.0

特別徴収住民税 3,658億円 3,872億円 5.9

石油石炭税 2,809億円 2,767億円 -1.5

源泉徴収取得税 1,261億円 1,293億円 2.5

道府県民税配当割 92億円 97億円 5.5

軽油取引税 118億円 95億円 -19.9

石油ガス税 8億円 9億円 10.6

石油価格調整税 2億円 2億円 -8.9

道府県民税利子割 8億円 1億円 -76.7

酒税 5,272万円 1億円 96.2

消費税 -2,216億円 -2,629億円 18.7

徴収税目の合計
 （合計には、この他、ゴルフ場利
用税、入湯税、宿泊税を含む）

3兆3,058億円 3兆1,931億円 -3.4

利子、配当、内部留保等の源泉となり、

分配国民所得を構成する。賃金支払額

の付加価値に対する割合は、「労働分配

率」と呼ばれている。言い換えれば、労

働分配率とは、企業が生み出す経済的成

果の総量に対する、雇用者所得の割合を

示すものである。

　調査対象企業の2007年度の労働分配

率は31.8％、2008年度の労働分配率は

42.2％であった（図表4）。この間、労働

分配率は、後述する通り政策への支出で

ある公共分配率とともに上昇している。

　これは、2007年度から2008年度にか

けて、給与総額が８兆円強でほぼ変わら

なかったことに対して、配当と内部留保

利益の原資となる税引前純利益が大幅に

減少したことに起因する。

　総務省「労働力調査」の2008年から

現在に至る就業者数を見ると、就業者数

は、2008年５月の6,478万人を最高に下

降し始め、2008年11月から急激に減少、

2009年３月の6,245万人で一旦底を打っ

ている。

　その後、一時回復するも、2010年２

月に6,185万人まで減少する。リーマン

ショック後、2008年下半期から業績が

急激に悪化し、人件費削減の対応を迫ら

れたものの、雇用契約等の期間との関係

で実際に効果が現れ始めるのは2009年

に入ってからと言われている。このため、

今回の調査では労働分配率は増加すると

いう結果となった。来年の調査結果での

労働分配率の動向を観察したい。

　解雇の責任を大企業に問う報道が世間

を賑わしているが、給与総額を圧迫する

明らかな要因は税金と社会保険料である。

企業が負担・徴収している税金と社会保

険料の納付額が付加価値に占める割合と

して求めた「公共分配率」は、2007年

度が39.7％、2008年度が47.7％となった。

公共分配率が労働分配率を大きく上回り、

不況下において上昇しているのである。

　これに対して、配当および内部留保利

益の源泉となる税引後純利益が占める割

合はすでに27.1％から８％へと減少した。

　不況下で全体のパイが減っている以上、
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政府がその取り分を減らさなければ、長

期的には企業が労働分配率を下げること

は明らかである。これは、企業が創出し

た付加価値の分配を公共の手に委ねるの

か、それとも企業が雇用者所得として分

配するのかの違いにすぎない。

日本企業の国際的競争力を弱める
税負担

　参加企業の納税額と社会保険料納付額

をベース†3に計算すると、日本の税負担

率を議論する際に通常用いられる法人税

実負担率は35.5％（企業の受取利子・配

当等に課税される国内源泉所得税を負担

に含めた場合は41.8％）となり、表面税

率に限りなく近い数値となる。この結果

は、大企業が優遇税制の恩恵をあまり受

けていないことの表れである。

　これに社会保険料事業主負担分を加算

した狭義の公的負担率は44.5％、総合的

な公的負担率は50.4％となる（図表5）。

　日本の総合的な公的負担率である

50.4％を、現在までに調査を行っている

10カ国と比較した場合、日本はベルギー†4

に次いで高負担国であることが判明して

いる。

　ベルギーがそこまでの高負担国である

という印象は一般的にはないが、これは

法人税等のみを対象とした税負担の比較

がいかに税務上効率的な投資先国の選定

に向かないかを示していると言えよう。

　ベルギー企業が支払う税金の大半は、

雇用にかかる負担（社会保険料事業主負

担分）で占められている。欧州連合の加

盟国で比較してみると、いまだ調査が実

施されていないイタリア、フランス、ス

ペインが、世界銀行が毎年行っている中

小企業モデルを利用した総合的税負担率

調査である“Paying Taxes 2010†5”でベ

ルギーを凌駕する高負担国となっている。

総合的税負担率は、ベルギーが52.1％

であるのに対して、イタリアは68.4％、

フランスは65.8％、スペインは56.9％

（OECD平均では44.5％）に及んでいる。

　これらの国々ではいずれも雇用にかか

る負担が公的負担の半分以上を占めてい

るという特徴がある。社会保障協定の適

用がない国で現地社員を雇用して行う投

資には、社会保険料事業主負担分は重要

なコストファクターとなることに留意し

たい。

　最後に、法人税等の表面税率があまり

変わらないからという理由で、日本とア

メリカの税負担水準が変わらないという

ことが言われているが、それは真実では

ない。このことは、今回のデータ分析で

判明している。

　アメリカで2007年12月期を対象とし

て同様の調査を行った結果、アメリカの

法人税実負担率、狭義の公的負担率、そ

して総合的な公的負担率は、いずれも今

回の日本の結果を約８％下回った。これ

は連結ベースで見た結果ではなく、アメ

リカ国内で支払っている税金との比較で

あるから、アメリカ企業の海外展開状況

が日本企業のそれと異なっていることは

影響しない。

　税制は複雑であり、表面的な比較にと

どまらず、多面的な観察にもとづき比較

することが重要である。

税制改革に向けた
実証分析の必要性

　冒頭で説明したように、日本の税収は

極端に大企業からの税収に依存している。

大企業95社の法人税等が国家税収に占

める割合は約1.5％であり、長期的な計

画を必要とするはずの国家財政を不安定

なものとしている。

　今後、参入規制や保護関税等で保護さ

れた国内市場のみでビジネスを行う一部

企業は別として、グローバル化の中で日

本企業が生き残るためには、世界各地の

物的・知的資源を活用した経営が必要で

ある。

　現在はその過渡期にあり、過渡期に

あっては移転価格税制の課税強化等によ

り、海外への知的財産権の移転に課税を

行う等、法人税等税収の確保が一定の効

果を上げるが、現地で付加価値が創造さ

れる経営に日本企業が移行するに伴い、

法人税等税収が減少することは容易に予

測可能である。

　日本国民が必要とする財源を安定的に

確保するためには、消費税を含む間接税

に税収を求めることが必要である。

　日本に雇用を確保する意味でも、高付

加価値機能を日本にとどめるための政策

は必要であるが、長期的な海外への事業

移転の動きによる法人税収の減少は避け

られないし、日本企業のあるべき姿を反

映しているとも言える。

　総合的な公的負担率である50.4％を、

さらに業態別に観察すると、海外への事

業移転が可能な企業を数多く含む製造業

と卸売業（商社）の公的負担率は、それ

ぞれ51.5％と40.1％となっているのに対

し、日本国内をほぼすべてのビジネス基

盤とする電力・ガス・情報通信系のそれ

は66.5％という極めて高い数値となって

いる。これは、日本から海外への事業移

転を積極的に行うことが可能な業態に対

して、国内市場に大きく依存するビジネ

スは法人税を中心とするかなり高い公的

負担が強いられていることを意味する。

　こうした観点からも、日本でのビジネ

スを促進する外資誘致のためにも、法人

税率を引き下げることは不可欠であると

言える。

　先に企業の付加価値の分配率を見たよ

うに（図表４）、不況に伴い、政府への

支出である税金、社会保険料等の公的

分配率はむしろ上昇している。今後大

企業がもし給与の引き下げや解雇等を行

い、労働分配率を下げるとすれば、それ

は「投資家・設備投資への支出」の原資

たる税引後利益の分配率を高めるよりは

むしろ、固定的な公共分配率を相対的に

さらに高め、国家に所得の再分配を委ね

ているとも言える。

　現在流布している法人税実効税率や社

会保険料等の国際比較は、対象項目が限

られかつ制度比較にもとづくものが多く、

本調査のような実証分析にもとづく真の

企業の総合的な公的負担を検討したもの

は少ない。

　日本の法人税実効税率が高い、あるい

は社会保険料等を含めれば決して高くな

いはずである、というような議論が行わ

れるているが、日本が本当に必要として

いる税制改革を長期的な視野で検討する

に際しては、このような客観的な実証

データにもとづく継続的な分析が肝要で

ある。 V

図表4◉ ステークホルダーに対して分配された価値の構成 図表5◉ 総合的公的負担率の国際比較
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†1： 「企業の公的負担に関する国際比較調査」経
済産業省のウェブサイト（http://www.meti.
go.jp/press/20100607004/20100607004-2.
pdf）に掲載。

†2：Total Tax Contribution 2008/PwC UK

†3： 2007年度と2008年度の数値を合算し、各社
の平均を求めている。

†4： 現在公に発表されている調査結果は2006年度
を対象としたものであるが、2007年度調査も
同水準であったとの報告を受けている。

†5： 日本語による概略は、http://www.pwc.com/jp/
ja/tax-global-report /paying-tax2010.jhtmlを、
英文によるフルレポートはhttp://www.pwc.com/
gx/en/paying-taxes/index.jhtml?WT.mc_id
=email_11-09_gx-monthly-highlight_
payingtaxeshpを参照のこと。
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なぜ金融危機は起こるのか

　金融危機の発生後、世界経済は少しず

つ明るさを取り戻しているが、本格回復

まではまだ程遠い。欧米を中心に規制強

化の動きも見られるが、それによって金

融危機の再発は避けられるだろうか。

　このことを考えるためには、まず今般

の金融危機が起こった原因を見極める必

要があるだろう。

　金融機関の役割とは、マーケットで

「自由に」金融取引を行うことで、実体

経済に付加価値をつけることだ。マー

ケットの効果・効能を最大限に発揮する

ためには、この「自由度の高さ」が欠か

せない一方で、自由な環境においては自

由に伴う責任を果たす必要がある。

　もちろん、厳格な規制に従って通常の

金融取引を行っているだけでは、効率的

かつ収益性の高いビジネスは実現できな

い。そこで、証券化やデリバティブ取引

のような金融工学の最新技術を駆使した

金融危機後の
新たな金融資本市場を
展望する
グローバルな競争力を保つための
新たな視点

リーマンショックから２年。世界を巻き
込んだ金融危機の教訓を生かすため
には、危機の原因や発生メカニズムを
理解したうえでの、規律ある行動が求
められている。
一方で日本企業が中国やインド等に海
外進出する際にはマクロ視点で現状を
捉え、リスクと機会を見極めることが必
要とされる。
本稿では、金融危機発生の経緯を分
析すると同時に危機後の経済動向を
展望し、新たな経営環境の中で企業
が生き残っていくために必要な視点に
ついて考察する。

商品が生まれたのだが、むしろある意味、

経済はこうした活発な金融活動によって、

発展してきたとも言える。

　このような金融活動は、当然のことな

がら規制当局の想定を超えて発展してい

く。そこに法令上の義務づけや禁止のな

い「規制の空白」が発生する。見方を変

えれば、市場はそうして絶えず規制の空

白を作り出すことでイノベーションを遂

げ、そのことが経済の発展を促すとも言

えよう。

　しかしながら今般の危機では、市場参

加者の自己規律が欠如していたこと、そ

して規制の空白のもとで短期的利益の追

求に走るあまり、リスク管理がおろそか

になっていた。すなわち、自由に伴う責

任が果たされていない状態となり、これ

が今回の危機を誘発したと言える。

規制強化によって
危機再発は防止できるか
　

　そこでボルカールールのように、金融

機関が高いリスクをとる行動を禁止する

規制が出てくるわけだが、このような市

場参加者の手足を縛る規制は、市場の自

由度を阻害してしまうので、副作用のほ

うが大きいと言えるだろう。

　再発防止の面でも、効果は限定的であ

る。なぜなら、市場の参加者は必ず、規

制の枠外でどのような金融行動ができる

かと考え、様々な工夫を凝らすようにな

るからだ。すると、再び新たな空白が生

み出されることになるが、それは容易に

予測できる性格のものではない。結局は、

五味廣文 Hirofumi Gomi

株式会社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

PROFILE
東京大学法学部第一類卒業後、大
蔵省入省。同省主計局主計官、金
融監督庁検査部長、金融庁検査局
長、監督局長を経て、2004年から
2007年まで金融庁長官。西村あさひ
法律事務所顧問を経て2009年10月
より現職。

当局の対応が後手に回り、増大するリス

クを管理できずに、同じような問題が繰

り返されることになる。

　当局がすべきなのは、むしろ「規制の

空白は起こるものだ」という前提に立ち、

空白の発生を直ちに察知できるようにす

ることだ。そして、自由に伴う責任が果

たされていない場合にのみ、当局が登場

するようにする。そのようなソフトな規

制のほうが、よほど効果的ではないかと

思う。

　ボルカールール等の一部を除けば、ア

メリカの金融規制改革法案の大部分は、

規制の空白において規律を働きやすくす

る方策として妥当である。たとえば、デ

リバティブ取引を相対取引ではなく統一

清算機関を通すことを定めた規制は、リ

スクの所在や大きさの把握に役立つ。格

付機関に対して格付の中身を規制するの

ではなく、格付手法のディスクロージャー

（情報開示）を義務づけるような方策も、

透明性の確保において有効である。

　重要なのは規制の空白の中にあって

も、できるだけ自由度を確保する視点を

当局が持つことだ。そうすれば、活発な

金融活動による経済発展を妨げることな

く、一定の危機防止効果が期待できる。

金融危機において
公的資金の投入が必要な理由

　金融危機の際に、欧米では金融機関の

資本増強のために、多額の公的資金が投

入された。こうした手法が果たして適切

かと、疑問に思う人も多いだろう。だが、

危機の際には金融機関の自力調達に任せ

るよりも、公が介入して資本を増強する

ことが必要になる場合がある。その目的

は銀行の救済ではなく、金融の仕組み全

体の崩壊を防ぐことにあるからだ。

　その代表的な例が、システミックリス

クの発生が予測される場合である。金融

市場では、相手が破綻するのではない

かと金融機関が互いに疑心暗鬼に陥り、

日々の資金の融通が円滑に行われなくな

ることがある。その中で、ある銀行が何

らかの事情で破綻しかけると、その銀行

への資金供給は瞬時に止まり、一夜にし

て破綻に追い込まれる。

　問題は、そうした破綻が１つの銀行に

とどまらないことだ。次に、その銀行と

取引関係のある他の銀行が疑われ、資金

供給がされなくなる。最終的には財務が

健全で、資金繰りに問題のなかった銀行

でさえも耐えきれなくなり、ドミノ倒し

のように連鎖破綻が広がっていくことに

なる。しかも、この影響は銀行業界を超

えて実業界にも波及していく。金融イン

フラが損なわれ、一般企業に資金が回ら

なくなれば、倒産が相次ぎ、経済全体が

崩壊してしまう恐れがあるだろう。

　こうした事態に直面した時には、公的

資金の是非を論じるよりも、直ちに回避

措置をとることが求められる。公が介入

しない限り、国家の経済破綻を防ぐこと

はできない。実際に、日本やアメリカで

公的資金が投入されたのは、そうしたタ

イミングである。

　その一方で、注入する資金の財源とし

て、国民の税金を使うべきかどうかにつ

いては、議論の余地があるだろう。税金

の投入は避けられるならばそれにこした

ことはない。また、注入した資本は国民

経済の救済に役立つだけでなく、金融シ

ステムの存続を可能にするので、最もメ

リットを受ける銀行業界がコストを負担

すべきだ、という考え方にも一理ある。

　それでは、今回の金融危機はどうだろ

うか。私は今回の公的資金投入にはそれ

なりに正当性があると思う。それは、国

の存立にかかわる危機に際し、国民経済

の維持に必要なコストである、という説

明が成り立つからだ。

　また、すべてを公的資金に頼っている

わけでもない。日本では預金保険機構

の「危機対応勘定」を用いて、民間が

資金を負担する仕組みが導入されている

ボルカールール
　2010年１月21日に、アメリカのオバマ大統領が発表した金融規制強化
案で、ポール・ボルカー元FRB（連邦準備委員会）議長が中心となってま
とめたことから「ボルカールール」と呼ばれる。
　金融機関によるリスクの高い投資の禁止（銀行業務を行う金融機関がヘ
ッジファンドや不動産ファンドへの投資を禁止、自己資金による高リスク
商品への投資の制限）、金融機関の大規模化の制限、の２つが特徴である。

m e m o
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し、アメリカでは税金から補填せずにす

べてを民間が負担する方向だ。イギリス

では各銀行の規模（負債額）に応じて徴

収する特別課税を積み立てておき危機の

際の財源とする等、国民感情に配慮しつ

つ、様々な手法が採用されている。

中国でバブルが発生するリスクに
どう備えるべきか

　中国を筆頭に、成長著しいアジア地域

は、新たな世界経済の牽引役として注目

されているが、こうした地域はバブルが

発生しやすい環境にある。

　歴史を振り返ると、どの国においても、

経済の成長を公的な資金で動かそうとす

る時期があるものだ。ただ、公が流動性

を供給しながら経済を刺激しようとする

と、バブルが非常に起こりやすくなる。

　日本では1980年代後半がそうした時

期だった。1985年のプラザ合意を受け

て円高に転じたため、輸出が不調になる

として、金融緩和により流動性を高める

措置がとられた。

　この方針そのものは誤りではないが、

コントロールの仕方を間違えると、実体

経済の付加価値の上昇と結び付かずに資

産市場に資金が流れていってしまう。す

ると、経済の実力を超えた土地や株の値

上がりにつながっていく。典型的なバブ

ル発生パターンである。

　中国は今、まさにそういう局面にある。

だが幸いにも、同国の当局者はそのこと

を十分に理解している。過去の各国の事

例を学び、ハードランディングにならな

いように注意しながら、一つひとつ手を

打っている。加えて、中国は日本とは国

情がかなり異なる。中国は国内の経済格

差が大きく、為替が管理されている。ま

た、中央政府の権限が大きく、政策決定

も迅速だ。

　したがって、日本やアメリカがバブル

崩壊した時のように、気づいたら大きな

問題に発展していたという事態にはなり

にくいだろう。

　中国といえば、為替動向も気になると

ころだ。収益に大きな影響を及ぼすため、

事業会社の経営者は為替の変動に一喜一

憂することもあるだろう。しかし、為

替変動という点だけではなく、中国が輸

出によって成長を遂げていて、その経済

の成長が周辺諸国や世界経済の底支えと

なっている、という側面をもっと重視し

たほうがよい。

　中国には為替管理や中央銀行の金融政

策の発動において適切な手を打ち、うま

く経済運営を図ってもらったほうが、日

本企業、中でも輸出企業にとってメリッ

トが大きいのではないか。

　アメリカは、大統領が輸出倍増計画を

打ち出し、議会も支持しているので、中

国に対して元の切り上げに圧力をかけて

いる。この動きに中国が屈した場合、大

きなバブルがはじける恐れがある。世界

経済において大事な役割を果たす中国経

済がふいに消えてなくなるような方策を

強要すべきではない。自国の利害のみの

視点で、経済運営をしてはならない。

　為替の問題は、中国経済が破綻しない

ようにコントロールする一貫として適切

に管理されているなら、それでよしとす

べきだろう。

日本の金融機関は
中国で競争力を持てるか

　最近、日本のメガバンクの中国進出が

加速化している。人口が減少する日本で

は、国内業務のみで利益を上げることに

は限界がある。より実体経済の成長が起

こっている海外で金融機能を働かせて利

益を上げるのは、正しい選択と言える。

　特に、中国は急成長を遂げており、実

体経済に対して資金を供給して、そこか

ら利益を上げるという伝統的な金融業務

を必要としている。これは、日本の金融

機関が強みとする部分である。

　日本の金融機関はこれまで、欧米の金

融機関に対して「周回遅れ」と言われる

ことが多かった。伝統的に、実体経済と

つながりが強い部分で資産運用するビジ

ネスモデルをとってきたので、金が金を

生むような金融行動で利益を上げる動き

に、乗りきれていなかったのだ。

　だが、今般の危機でその動きに揺り戻

しが来ている。日本の金融機関が最も得

意とする力を発揮できる場が近隣にある

ことは、大きなチャンスと言える。さら

に、日本の金融機関の経営陣の多くはバ

ブル崩壊後の痛みを体験している。その

反省から、理屈ではなく、バブル経済が

発生しそうな時に、どんな金融行動や管

理を行うべきかを身をもって知っている。

これは、バブルの懸念がある中国で活動

するうえで、大きなアドバンテージとな

るだろう。

今後の動向と
経営者が考慮すべきポイント

　今回の危機は、実体経済と金融行動が

乖離したところで発生した。実体経済の

規模をはるかに超える金融資産が世界中

を駆け巡った。現在、バブル崩壊ととも

に、こうした状況が逆回転を始めている。

身の丈に合わない借金をしてモノを買い、

運用する経済のあり方が見直され、金融

資産が従前の実体経済の規模に近いとこ

ろまで収縮しているのだ。

　現在は資産と負債が適正な規模まで収

縮していくバランスシート調整の過程に

あるが、こうした環境下で、企業の経営

者が注意すべきことが２つある。

　１つ目は、停滞した経済は、そう簡単

に上昇トレンドに戻らないということだ。

現在は膨張した経済が逆回転して、正常

な状況に向かって収縮しているが、これ

は同時に、経済構造が壊れる過程でもあ

る。大きなバブルが起こった後の経済

は、必ず従前とは異なる構造に形を変え

て、復興を遂げていく。

　各国の政府は今、大不況を回避しよう

と、身の丈を超える財政出動や超金融緩

和を続けており、予断を許さない状況

だ。構造変化が起こるのはこれからであ

り、雇用や設備投資が伸び始めて、経済

が自律的上昇に転ずるのは、構造変化が

ある程度達成された時点になる。それま

では、相当長い間、経済は低調のままだ

ろう。経営者は、このことを前提として、

経営を考えていかなくてはならない。

　２つ目は、経済が伸び始める時には、

従来とはまったく違う経済構造になって

いることだ。各企業は、世の中の変化を

見据えながら、自社が保有する経営資源

を見直し、その今後の使い方を検討すべ

きだろう。

　世界経済の体質は大きく変わるので、

自らも新しい環境に順応した体質を作ら

ない限り、共に上昇していくことはでき

ない。リスクをとって業種変更をするく

らいの発想で準備しておかないと、構造

変化の中で埋没し、サステナビリティを

獲得できずに、消えていくことになる。

　進化論を唱えたダーウィンは「強いも

のや賢いものではなく、環境に適合した

ものが生き残る」と語った。企業の場合

も同様で、環境変化に適合する経営を考

えていく必要がある。

新しい経営環境において
金融機関が果たす役割

　こうした環境下で金融機関に求められ

るのは、日本の製造業やサービス業が体

質を変えていく時に、それを先導するよ

うに支援をしていくことだ。それは「融

資支援」「事業支援」「経営支援」の3つ

である（図表１）。

 「融資支援」は、銀行がお金を貸すこと

によって、債務者は繁栄し、銀行も利益

を上げられる。木にたとえるなら、花が

咲いたり、実がなったりする部分だ。

　しかし、経済成長に陰りが見え始める

と、そうした活動のみでは不十分で、新

しい成長方法を探さなくてはならない。

そこで必要になるのが「事業支援」だ。

債務者の既存事業における成長分野の特

定、販路の変更やビジネスマッチングの

可能性等、事業発展に役立つアドバイス

を行う。木にたとえるなら、幹や枝の茂

り方の部分に当たる。

　現在は、不況により経済構造が変わっ

ていく状況にある。こうした場面では、

より大きな変革なしに、事業を継続させ

ることは難しい。そこで「経営支援」が

求められる。経営者の資質、社内の人材、

コンピュータシステム、得意技、知的財

産権、得意先と販路、経営のガバナンス

等、経営資源を洗い出し、強みや弱みを

知り、今後の構造変化に備えて、強化

すべき部分について助言する力が必要だ。

木にたとえると、地面の下にある根っこ

に相当する。経営支援で、大きな嵐（環

境の激変）に耐え抜き、栄養を吸い上げ

ていける強い根を作っていくのだ。

　こうした活動は、日本の金融機関が伝

統的に行ってきており、強みが発揮でき

る部分でもある。そうした活動をいっそ

う意識的に取り組むとともに、その事業

会社の収益性が多少悪くても、長く支え

続けることが大切である。 V

図表1◉ 新しい経営環境において金融機関が果たす３つの役割

融資支援
▶債務者は繁栄
▶銀行も利益増

事業支援
▶成長分野の特定
▶販路の変更
▶ビジネスマッチングの可能性 等

経営支援
▶経営資源の洗い出し
▶強みと弱みの把握
▶構造改革への助言 等

経済成長の陰り

経済構造の変化
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　来たる2010年11月12日（金）～14日（日）
に横浜みなとみらいで開催されるAPEC 
CEOサミット2010にPwCがゴールドスポ
ンサーとして協賛します。
　本年度のサミットは、「Asia-Pacifi c as 
the Driving Force for Global Growth: 
Seeking Prosperity after Crisis（世界の
成長における原動力としてのアジア・パシ
フィック：金融危機後の成功を模索する）」
というテーマのもと、官民における各国の

オピニオンリーダーをお招きし、APECが
世界経済の持続的成長にどのように貢献
できるかについて多角的に議論する予定で
す。また、本サミットのプログラムの中で、
PricewaterhouseCoopers International 
Limited会長のデニス・M・ナリーが、パ
ネルディスカッションに参加する予定です。
　詳細はこちらをご覧ください。
＞＞http://www.apec-ceosummit2010.com/
ja/index.html

　プライスウォーターハウスクーパース（株）
では、昨年度に続き本年度も2010年７月～
８月にかけて「役員報酬サーベイ2010」を
実施しました。本サーベイでは、約100社を
対象として企業の役員報酬水準・制度に関
するデータを収集し、統計的分析を行ったう
えで、全体的なトレンドや企業の規模・区分
ごとの特徴を明らかにしています。
　また、本年度は特に、2010年３月31日発
表の改正内閣府令に関連する指示内容（コー

ポレートガバナンス体制や役員報酬の一層
の開示）や、近年の役員報酬のトレンドで
ある「業績連動性の向上」「社外取締役の独
立性」等に焦点をあて、より掘り下げた分
析結果となっています。本年度のサーベイ
調査結果は、10月末に当社ホームページに
掲載予定です。
　昨年度の本サーベイの詳細およびレポー
トはこちらをご覧ください。

＞＞http ://www.pricewaterhousecoopers.
co. jp /knowledge/research/consulting/
pc_0910_01.html

　本書は、まず国際税務の全体像を概説し
たうえで、国際税務で最も重要な概念であ
る国内源泉所得および恒久的施設の内容を
明らかにしています。次に、2009年度改正
で導入された外国子会社配当の益金不算入
制度や外国税額控除、2010年度改正で大
幅に見直されたタックスヘイブン対策税制
等、国際税務の分野の核となる制度につい
て個別に解説していきます。
　また、移転価格税制や過少資本税制といっ
た制度の内容を理解することが難しい分野
については、可能な限り事例や数値例を用

いて解説します。加えて、国際取引におけ
る日本の消費税の取り扱いや国際相続の問
題も最新状況を踏まえて説明しています。

● 目次
1 国際税務の概要
2 国内源泉所得
3 外国法人課税
4 恒久的施設
5 租税条約
6 外国税額控除
7 外国子会社配当益金不算入
8 タックスヘイブン対策税制
9 移転価格税制
10 過少資本税制
11 外貨建取引
12 消費税
13 国際相続

　このたびPwC（プライスウォーターハウス
クーパース）は、2010年10月よりネットワー
クブランドを一新いたしました。これまで
PricewaterhouseCoopersの略称として用
いられてきた「PwC」の文字をシンプルに
ロゴとして採用することにより、世界各地
のプロフェッショナルファームがクライア
ントや地域の皆様に一貫したメッセージを
訴求し、PwCブランドのさらなる強化を目
指します。
　PricewaterhouseCoopers International 

Limitedの会長であるデニス・Ｍ・ナリー
（Dennis M. Nally）は、今回のブランド変
更について以下のように語っています。「こ
のブランド変更によって、PwCブランドの
視認性を高め、高い専門性や豊富な経験、
優れたプロフェッショナルサービスといっ
た品質面のみならず、視覚的にも差別化を
図ることとなります。新しいブランドのも
とで、PwCはクライアントの皆様との信頼
の絆をより一層深め、企業の新たな価値創
造に貢献したいと考えています」

　なお、PwC Japanの各法人の名称には
変更ありません。

　PwCが発表した調査レポート「Trends 
in Human Capital」によると、アメリカの
企業の人材投資に対するリターンは、イギ
リスおよびその他西欧諸国の企業と比較す
るとより効果的であることが明らかとなり
ました。
　この調査は、世界40カ国10,000社を対象
に実施され、給与や賞与等の従業員に支払
われた報酬をもとに、それぞれ１ポンド／
１米ドル／１ユーロ当たりの税引前利益を
人材投資利益率（HC ROI）として算出し、

比較したものです。
　その結果、経済状況が良好であった2002
～2006年のHC ROIは、イギリスが4.6％、
その他西欧諸国が8.3％上昇したのに対し、
アメリカは19.8％も増加しています。
　一方、世界的金融危機の最初の兆候が現
れ始めた2007年から、それが市場全体に
波及した2008年にかけては、イギリスで
2.8%、その他西欧諸国では1.7%下降した
のに対し、アメリカのHC ROIは依然とし
て同等の水準を保っています。

　これは、アメリカの法律による規制がイ
ギリスおよびその他西欧諸国と比較して緩
やかなため、従業員数や給与を必要に応じ
て調整することができ、人材コストを市場
の変化に合わせて柔軟に管理できるためだ
と考えられます。
　また、残業時間や長期欠勤の調査、フル
タイム／パートタイム社員と契約社員の比
率調整、福利厚生費・設備費・間接費等の
見直しによって、HC ROIにはまだ改善の
余地があるとしています。

プライスウォーターハウスクーパースがブランドを刷新

News

News from Global

PwCがAPEC CEO サミット2010に協賛

人材投資利益率（HC ROI）、アメリカの企業はより効果的

　2010年９月６日（月）～７日（火）に、京王プ
ラザホテルにて（社）日本内部監査協会主催
で開催された第44回内部監査推進全国大会
にPwC Japanが参画しました。大会テーマ
は「価値を付加する内部監査を！──組織
の健全かつ継続的な発展に寄与する内部監
査の実践」で、およそ700名を超える企業の
内部監査担当者が参加しました。
　本大会の個別研究会にて、あらた監査法

人リスク・コントロール・ソリューション
部 須原誠が「日本企業の国際競争戦略と
内部監査～道、天、地、将、法～」という
タイトルで講演を行ったほか、同時開催の
内部監査フェアではPwC Japanがブース
を出展しました。
　本大会の詳細はこちらをご覧ください。
＞＞http://www.iiajapan.com/pdf/
training/2010/44ztk.pdf

第44回内部監査推進全国大会にPwC Japanが参画

News from Japan

 『国際税務ハンドブック』発行
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 編

 「役員報酬サーベイ2010」のご案内

中央経済社
4,800円（税別）
2010年９月発行

「役員報酬サーベイ2010」調査内容
● 役員制度・ガバナンス体制
 （役員構成、会議体、役員選任基準等）
● 役員報酬制度
 （役員報酬構成要素、報酬要素別制度状況、
福利厚生等）
● 役員評価制度
 （制度導入状況、評価実施機関、評価指標等）
● 役員報酬水準・固定報酬、業績連動報酬、
株式報酬、退職慰労金等
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