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Greetings

読者の皆様へ

このたびPwC Japanの広報誌である「Value Navigator（バリューナビゲーター）VOL.5」
を皆様のお手元にお届けします。

近年、新興国の都市化が急速に進展する中、グローバルレベルでの都市間競争が激化して
います。都市化の進展は経済成長の過程で非常に大きな要素ですが、一方で、都市化が
もたらす環境的・社会的課題への対処も同時に進めていくことが重要となっています。そこ
で、都市の持続的成長に寄与する「スマートシティ」に注目が集まり、グローバルで都市イ
ンフラのスマート化への実証実験プロジェクトが進められています。PwC Japanでは、ITや
インフラのスマート化だけではなく、人やコミュニティ、文化といったソフトな面の価値も生み
出す都市“Future City”を目指す経営こそが、これからの都市のあり方だと考えます。
今号では、東京の玄関口ともいえる丸の内の再開発により、街づくりによって日本をけん引
している企業にお話を伺うとともに、スマートシティへの取り組みに先進的な自治体と企業か
ら、都市創りにおける官民連携や日本の成長戦略につなげる海外展開についてお話を伺い
ました。

本誌が、クライアントの皆様とPwC Japanとの絆を深め、ビジネスのご支援に何かしらの形
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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未来の都市を創る

Creating 
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持続可能な経済発展を実現し、
人や企業が集まる魅力的で住み
やすい都市になるためには、これ
ら７つの要件を満たすことが重要
となる。

世界の都市化が猛スピードで進行している。成長著しい新興国は、交通渋滞や環境汚染
といったさまざまな都市課題と格闘しながら、未来の都市構築に向けた挑戦を繰り広げる。
一方、新興国の追い上げを受ける先進国の都市は、魅力的で持続可能な未来の都市を
目指して進化を続ける。
「未来の都市創り」に向けた競争が激化する中、わが国においても、都市の魅力向上に
向けた取り組みが欠かせない。同時に、高度成長を経験したわが国の都市マネジメントの
ノウハウは、新興国に対して大きな貢献の可能性を秘めている。さらに、少子高齢化やエ
ネルギー不足、自然災害などの新たな問題は、世界の多くの都市が今後直面する課題で
もある。官民を挙げて推進するスマートシティの構築など、日本がソリューションを提示できる
領域は少なくない。
そのためには、都市ソリューションという視点から、産官学が一体となって取り組みを進める
ことが重要となる。



Creating 
Future City
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海外の人 に々魅力的な
丸の内を目指す

　われわれの街づくりは、ハード面だけ

でなくソフト面も重視しています。これ

までも「東京21cクラブ」や「日本創生

ビレッジ」といった交流の場をつくり、

若い人たちを中心に、新しい事業を創造

しようとする人たちが集まる場づくりに

努めてきました。

　これは、丸の内からもっと新しいベン

チャーが誕生してほしいと思って始めた

ことですが、ベンチャー企業に限らず、

大企業で新しいものを生み出そうとする

人も参加しています。アントレプレナー

シップ育成の一環としては、被災地の大

学生も参加したワークショップなどの活

動も行っています。

　また、世界の産業を結び付けるために、

丸の内に「インド・エコノミックゾー

ン」というスペースをつくり、インド企

業と日本企業の橋渡しをする活動もして

います。日本で新しい産業を起こしたい

と思うインドの方々というのは結構いる

んです。そこで、資金的な面で支援を受

ける機会や、人材を紹介する場をつくり

ました。まだまだ規模は小さいものの、

さらにサービスを充実させていきたいと

思っています。

　10月にオープンした大手町フィナン

シャルシティでは、「東京金融ビレッジ」、

外国人が英語で診療を受けられる「聖路

加メディローカス」など、外資系企業を

誘致する取り組みにも力を入れています。

　また、今年10月に新丸ビルに開設し

た「ビジネスコンシェルジュ東京」は、

東京都の委託を受けて当社が窓口になり、

海外企業の日本進出をワンストップでサ

ポートしていくものです。

　東京都では「アジアヘッドクオーター

特区構想」を進めており、法人税減税など

にも言及していますので、私どもも協調

し、海外の方々ができるだけ働きやすく、

企業を立地しやすい街づくりを目指して、

積極的に取り組んでいくつもりです。

120年以上、受け継いできた
街づくりのDNA

　街づくりは、公共的な性格を帯び、長

い視点でやっていかなくてはなりません。

当社が丸の内の開発に携わるようになっ

たのは、1890年にさかのぼります。三

菱の創業者である岩崎弥太郎の弟岩崎弥

之助が、明治政府から丸の内の土地を一

括購入したことがきっかけです。

　弥之助は、これから日本の将来を背負

うためには近代的なビジネスセンターが

不可欠であり、未来を明るくするための

街づくりをしていこうと考えたのです。

それから120年余りにわたって、われわ

れはそのDNAを受け継いできました。

　街づくりの公共性という視点では、丸

の内の再開発はPPP（官民連携）の典型

と言えます。地元の地権者が集まって街

づくりの協議会をつくり、そこに東京都、

千代田区などが入り、「まちづくりガイ

ドライン」を定めています。

　官民学でアイデアを出し合い、折り合

わない点を一つ一つつぶしていきました。

また、都市計画制度の改定という話にな

れば、国交省も巻き込んでの議論が必要

です。

　その結果、規制緩和もかなりしていた

だきました。たとえば新丸ビルなどの開

発では、容積率の移転制度を利用して東

京駅舎の未利用容積を活用したり、オ

フィス用途とオフィス以外の活性化用途

を2つのビルで入れ替えることもしまし

た。その結果、オフィス中心の東京ビル

と、オフィス以外の用途であるペニン

シュラホテルの一体開発が可能となった

のです。

　丸ビル開業から10年、時代はかなり

変わりました。環境問題への要請はます

ます高まり、一方で東日本大震災の後は

安心や安全という要素が一層重視されて

います。防災と環境を両立させた丸の内

　現在進めている丸の内再構築は1998

年に始まりました。それまでは、ただ働

きに来て帰るオフィスだけの街でしたが、

「世界で最もインタラクションが活発な

街」をキーワードに、働く人々だけでな

く買い物客や旅行者など、さまざまな方

がエンジョイできる街にしようと取り組

んできました。

　2002年に丸ビルが開業し、今年でちょ

うど10年になります。東京駅丸の内駅

舎も復原され、東京駅前は広場を残して、

ほとんどの整備が終わりました。

　今は人の流れが変わり、本当に生活が

楽しめる街になっています。これほど変

わるとは、われわれも思っていませんで

した。

　24時間楽しめるといえば、「朝大学」

というのもスタートし、活発なビジネス

パーソンが朝７時から文化、歴史、教育

などを学び、リフレッシュしてからオ

フィスに向かっています。新しいライフ

スタイルの発信基地に、ここ丸の内が

なっています。

木村惠司氏 Keiji Kimura

三菱地所株式会社 取締役会長

PROFILE

東京大学経済学部卒業。1970年に三菱地所入社。
代表取締役専務執行役員、取締役社長を経て、
2011年より現職。一般社団法人不動産協会理事長、
公益社団法人経済同友会副代表幹事。

［企業データ］
三菱地所株式会社
オフィスビル・商業施設などの開発・賃貸・管理を中心とする
ビル事業をはじめ、住宅事業、都市開発事業、海外事業、
投資マネジメント事業、設計監理事業、ホテル事業、不動産サー
ビス事業など、不動産関係ビジネスを幅広く展開する。
会社設立は1937年だが、三菱草創期から事業は継承され、
歴史は丸の内の払い下げを受けた1890年にまでさかのぼる。
1972年に三菱地所ニューヨーク社を設立、1973年に札幌、
仙台、名古屋、大阪の各地に支店を新設するなど、国内外
で積極的に展開する。丸の内再構築は1998年からスタート、
2002年の丸ビル開業をはじめ丸の内の街づくりに取り組む。
資本金は連結1,413億円、売上高は連結1兆130億円（2012
年3月31日現在）。

住宅事業

海外事業

設計監理事業

都市開発事業

投資マネジメント
事業

ホテル事業

三菱地所
グループ

不動産サービス
事業

ビル事業

三菱地所グループの事業

国内外の人 を々惹きつける 
魅力的な街を創る
三菱地所株式会社 取締役会長 
木村惠司氏

丸の内の再開発を中心に大都市「東京」の価値向上に貢献してきた三菱地所。
国内外の人 を々惹きつける魅力に溢れ、かつ災害に強い街を目指し、ハードとソフ
トの両面から取り組んできた。
昨今、日本の政策の柱の一つにインフラ輸出が掲げられているが、同社も日本の
街づくりの海外展開に挑んでいる。同社会長の木村惠司氏に、街づくりへの想い、
東京の国際的な位置づけ、日本の強みと官民連携のあり方についてお話を伺った。
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のスマートシティ化を、今後進めていき

たいと考えています。時代の要請に機動

的に対応し、丸の内再構築のあり方を少

しずつ変え、強化すべき部分は強化して

いかなくてはならないと思っています。

　今後も丸の内の街づくりは、目先の

経済状況にかかわらず、長期的な視野

に立って進めていくつもりです。全ビ

ルの建替えには相当な時間を要しますが、

30年、40年かかっても着実にやり遂げ、

東京を世界に冠たる都市にしたいと思い

ます。

東京の強みは
もっとアピールできる

　PwCの世界都市分析調査で、東京は

10位と発表されました。ほかの都市ラ

ンキングなどもありますが、東京の国際

的地位は相対的に下がっているように感

じています。

　ですが、東京にもアジアの諸都市に負

けない強みはあります。経済規模が大き

く、安定した市場があり、企業集積が高

く、丸の内だけでも4,000事業所、23万

人が働いています。交通、上下水道など

のインフラ整備はシンガポールや香港に

劣りませんし、何よりもクリーンです。

食事や買い物ができる場所も豊富にあり

ます。

　課題は、法人税率の高さや英語の話せ

る国際的人材が不足していることです。

日本では、世界で通用する人材を育てよ

うという意識があまり強くなかったので、

教育制度の問題から見直さなくてはいけ

ません。

　調査では「自然災害のリスク」が他都

市との比較で最下位となっていましたが、

逆に見れば、災害に備えてそれだけの対

応を施しているので、世界でもかなり災

害に強い都市になっていると思うのです。

　先日米国では、ハリケーン「サン

ディ」がニューヨークを襲い、火災や停

電も起こり、地下鉄や電気などのインフ

ラ回復に時間がかかりました。高潮が重

なった影響もあると思いますが、それだ

け災害への備えが弱かったのかなと思い

ます。

　海外企業には、日本は地震国だから重

要なアジア拠点機能は置けないというよ

うなことを話す方もいますが、地震国だ

からこそ、自然災害に対して耐震、洪水

対策など、昔からいろいろと取り組んで

きたのです。

　今後、地震や水害などに備え電気設備

などを、地下でなくビルの上階へ移設す

ることも考えていきたい。たとえそれが

できないとしても、機械室に水が入らな

いよう二重、三重の防水装置をとってい

こうと考えています。このように自然災

害への対策がきちんとしていることは、

もっとアピールすべきですね。

　今、海外の方にとって、日本に対する

不安感や懸念の一番は、結局は、これか

らの日本の社会がどうなるのかという点

にあると思います。言い換えれば、今後

も日本経済は成長していくのかというこ

とです。

　日本には1億2,000万人の市場がある

のでそれだけで何とか食べていける、そ

れでいいと思っている部分が、日本人に

あるのではないか。そこが、資源も工業

もなく、海外企業の誘致に積極的になら

ざるをえないシンガポールなどと大きく

違う点です。政治家もジャーナリストも

内向きの議論ではなく、もっとグローバ

ルに対する意識を持ったほうがいいと思

いますね。

ハードとソフトのパッケージ化を
提案すべき

　当社は米国や英国、最近ではアジア各

都市にも進出しています。

　海外では開発をする主体と、完成した

ビルを運営・維持管理する主体が異なる

ことが多い。そのため、建てたら終わり

というデベロッパーが多く、アフターメ

ンテナンスが日本のようにしっかりして

いません。

　しかし、ハードを建てたらそれで終わ

りというものではありません。ビルや街

の価値は、清掃や治安といった基本的な

ことから、インフラの効率的な管理、将

来の大規模改修まで含め、その後のフォ

ローアップがどれだけきちんとしている

かで変わってきます。

　当社では、開発の企画や設計段階から、

プロパティマネジメントやアセットマネ

ジメントに携わる人々を巻き込んで、意

見を取り入れています。彼らがきちんと

役割を果たしてはじめて、ビルや街の価

値が出てくるのです。このように、ハー

ドとソフトの両面で設計段階から定着化

までトータルでサービスを提供できるの

が、日本の強みです。

　実際に、日本のプロパティマネジメン

トのノウハウをぜひ入れたいという要望

はたくさんあります。また、ビジネスの

進め方として、日本人は裏切らないとい

う信頼感も築いています。そうした部分

も含めて、海外に向けた街づくりのパッ

ケージ化をしていきたいですね。

　ただ、海外への都市輸出を進めるうえ

で期待したいのは、政府の後押しです。

政府の支援を受けた韓国や中国のメー

カーに、仕事を取られてしまったという

話も聞きます。政府間での合意がある中

で民間がやっていくかどうかは大きな差

になります。

　中国の都市開発などの案件では、シン

ガポールや台湾企業などと国際連携を行

うのも一つのやり方です。しかし、せっ

かく日本のインフラ企業やメーカーに優

秀なところが多いのですから、日本企業

同士で連携したいところです。ただし、

私ども不動産会社のビジネスと、ほかの

企業とではニーズの違いもあって、なか

なか話がまとまりません。

　ハード面だけで言えば、たとえばメー

カーはパイプラインなどを取り付け、ゼ

ネコンはビルを建てて、そこで完結する

かも知れない。しかし当社はそこからオ

フィスや商業施設、住宅をつくったり、

工場を誘致したりと、それからが長いの

です。

　長期的になるほど、さまざまなリスク

が高まります。特に新興国では政治的な

変動リスクもありますので、国レベルで

の約束やサポートを借りたいところです。

「チームジャパン」の意識で
海外でモデルケースを

　都市輸出にあたっては、インフラ整備

だけで終わらせず、街づくりや産業進出

という流れを意識することが大切です。

日本のODA援助でインフラを整備して、

その後、進出してきたのは韓国企業だっ

たというような残念な話も聞いたことが

あります。

　現在、国土交通省のバックアップも受

け、海外でのエコシティプロジェクトの

ワーキンググループがスタートしていま

す。具体的には、中国の温州市、東営市、

ベトナムの街づくりについて検討を進め

ているところです。

　都市輸出については、経済産業省も国

土交通省と同様に検討をしています。積

極的に後押しいただけることはありがた

いですが、重複した議論や縦割りの弊害

が出ないよう「チームジャパン」として

取り組んでいく必要があります。

　エコシティに関し、当社では、官との

連携だけでなく民間同士の連携も行って

おり、ITを使って地域の安心・安全を

どう図っていくかについて、さまざまな

電機メーカーと話をしています。

　特に丸の内では、ビル単体ではなく、

エリア単位で効率的な熱のやりとりをす

る地域冷暖房の仕組みがすでに構築され

ています。今後はこのインフラを活かし、

コジェネレーション設備を導入し、電力

を融通しあう仕組みなども進めていきた

いと考えています。同時に、テナント

向けに電力メーターをきめ細かく用意

し、使用電力の“見える化”を進めること

も、省エネにつながる試みとして検討し

ています。

　特に東日本大震災後は、こうしたIT

を活用した「スマートシティ」と、防災

の視点からの自立分散型のエネルギー対

策の両立が重要となっています。当社も

街づくりの中で、力を入れていきたい。

　今、被災地の復興にもスマートシティ

を街づくりに取り入れることが俎上に

上っています。しかし、被災地の方々の

気持ちを置き去りにして、スマートシ

ティという理念先行で進むことのないよ

う留意しなくてはいけません。

　われわれは今後も、「日本の再生は、

都市の再生から」という意識を持ち、日

本の成長を引っ張るくらいの気持ちで、

さまざまな街づくりに取り組んで参りた

いと思っております。 V

Creating Future City

30年、40年かかっても、
東京を世界に冠たる都市に
したいと思います。
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のですが、JRは以前、輸送と広告がビ

ジネスの中心でした。それが今は、ナビ

ゲーションシステムを導入し、ICカー

ドを使って集客を図り、エキナカとして

快適な空間をつくっています。ITを活

用しながら、移動する人々に楽しんでも

らい、喜んでお金を払ってもらえるサー

ビスを提供する収益モデルを創ったので

す。同じような考え方で街づくりをすれ

ば、みんなが幸せになります。それがス

マートシティの本来の姿だと、私たちは

考えています。

自治体の信頼を活用することで機会
が生まれる

Q  スマートシティの海外展開の 
可能性についてはいかがでしょうか。

信時：日本には、まだスマートシティの

理想形はなく、今まさにプロジェクトを

推進している最中ですが、これまでもイ

ンフラでは上下水道、ゴミ処理などの面

では注目されており、技術の紹介や指導

などのコラボレーションは行っています。

　たとえば、横浜市は世界銀行が立ち上

げたEco2Cities（環境に配慮しつつ持

続的成長をする都市）に選ばれています

1
2
3

スマートシティは、人を中心とし、住みやすい都市を
どう創るかという発想で考える

日本のインフラ輸出には、国際都市間協力の経験豊
富な自治体の信用力を活用することも有効

縦割りを打破し、国の設計図の下に産官学が連携す
れば、グローバル市場で戦える

Key 
Point

スマートシティへの関心が加速している。スマートシティは、わが国の都市力向上や
未来の魅力ある都市創りにどのような役割を果たすのか。海外への輸出促進のた
めには何が必要だろうか。わが国のスマートシティ分野における官民のリーディング
プレーヤーである横浜市の信時正人理事と日立製作所の齊藤裕専務に、官民双
方の経験を有するPwCの野田パートナーが加わり、意見を交わした。

し（ほかにブリスベン、ストックホルム、

シンガポール、クリチバ、オークランド）、

C40（世界大都市気候先導グループ）な

どに参加して都市間で情報交換を行って

います。中国や米国は国レベルでは京都

議定書に消極的というような報道がなさ

れていますが、都市レベルはまったく違

う状況だと思います。1,200万人規模の

上海やソウルなどの都市も必死で頑張っ

ているのを見ていると、負けていられな

いと思いますね。

　国際協力機構（JICA）と包括連携協

定を締結して開発途上地域への国際協力

について連携を図っているほか、横浜

ウォーターという水道局の100％出資会

社をつくり、フィリピンのメトロセブ水

道区のコンサルティングにも取り組んで

います。まだ民間企業に必死についてい

こうとしているレベルですが、ビジネス

面の要請にも目も向け、英語のできる人

材を増やすなど強化していかなくてはな

りません。

野田：おっしゃるように、自治体は都市

間協力を通じたリレーションを世界の都

市と築いています。民間企業が商談を持

ちかけるよりも、自治体のほうが相手国

からの信頼は圧倒的に厚くなります。特

に、交通・環境問題などさまざまな都市

課題を抱える新興国の都市にとって、同

様の課題を克服してきたわが国都市の経

験はとても参考になります。自治体が良

き相談相手として、相手都市のニーズを

引き出しながら、必要とされるノウハ

ウ・技術を民間企業が提供していく、と

いう形が有効だと思います。

　そのためには、信時さんが指摘された

行政の国際化も必要ですね。シンガポー

ルや中国、韓国などの政府・自治体は海

外から貪欲に学び、世界に向けたマーケ

ティング活動にも力を入れています。

齊藤：われわれが海外に進出する場合、

電力や鉄道でも、運用や保守を実際に

行っているのはユーティリティ会社や自

治体の方々なので、コンソーシアムを組

んで同じ目線でパッケージをつくらない

とうまくいきません。たとえば、横浜の

ある設備について計画・構築から運用保

守までワンストップで対応できるように

したうえで、コンサルテーションやプロ

ジェクトマネジメントから、機器・シス

スマートシティを展望する

Q  未来の都市創りに向けた取り組みや 
考え方についてお聞かせください。

信時：横浜市は2008年に環境モデル都

市に指定され、2010年に次世代エネル

ギー実証地域に選定されました。2010

年に策定した「横浜市中期４か年計画」

の成長戦略の最初に、環境最先端都市

「横浜」を創ることを掲げ、メインプロ

ジェクトとしてスマートグリットの実証

実験に取り組んでいます。さらに昨年、

環境未来都市に指定され、温暖化対策に

加えて超高齢化という都市の二大課題に

対し、環境・経済・社会の総合的な観点

から解決を図っていくプロジェクトを

種々取り組み始めました。ビジネス地域

のみなとみらい、高齢化の進む郊外地域、

単身世帯率の高さ、農地の活用など横浜

の実態を踏まえながら、エネルギーの切

れない震災に強い街づくりをして、そこ

にどう新しいスマートなインフラを組み

込むかが課題となっています。

齊藤：世界各地でエネルギー主体のス

マートシティの取り組みなどが行われて

いますが、当社が目指しているのはIT

を活用しながら無理・無駄を省いて、低

コストのユーティリティ設備を提供し、

人を中心とした社会インフラへのスマー

ト化を図ることです。そのうえで、エ

コ（地球環境）とエクスペリエンス（安

心・便利で豊かな都市生活）のバランス

をとる。生活する人々が安心・安全で便

利・快適な空間で生活でき、しかも安く

て、省エネ、省資源という持続可能な社

会をあわせて実現できるのが「スマート

シティ」であると考えています。

　さらに、これまでのスマートシティの

取り組みに加え、今回の震災を受けて、

BCP（事業継続計画）対応やディザス

ターリカバリー（災害復旧）など危機管

理も含めた安全面にも応えていかなくて

はなりません。

野田：齊藤さんが指摘された「エクス

ペリエンス」の点はとても大切ですね。

“スマートシティ”というと、どうしても

インフラやIT技術のイメージが強いで

すが、そこに暮らし活動する人や企業に

とってどう魅力的な街を創るのか、とい

うトータルな視点が欠かせません。

齊藤：スマートシティは、人を中心にし

た住みやすい街のことです。そこで生活

する人々が参加型で知恵を出し合い、そ

れをインフラに活かせる仕組みができれ

ば、住みやすくて、産業が発展しやすい

街になる。

　JRを例に出すとわかりやすいと思う

信時正人 Masato Nobutoki

横浜市 
温暖化対策統括本部 
環境未来都市推進担当理事

PROFILE

三菱商事、2005年日本国際博覧会協会（政
府出展事業 企画・催事室長）を経て、東
京大学大学院新領域創成科学研究科特任
教授を務める。2007年に横浜市に入庁後、
都市経営局都市経営戦略担当理事、温暖
化対策統括本部長を経て現職。

世界は都市の時代だと思います。
1,200万人規模のソウルや上海などの
アジアの都市が頑張っているのを見ていると、
負けていられないと思いますね。
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テム導入、運用保守、アフターサービス

など、ライフサイクルでのサポートまで

含めたパッケージをつくり、ITでそれ

を支援する仕組みを入れつつ、さまざま

な自治体に売り出していく。センターは

横浜市に置いて、支援サービスを提供し

ていく、というイメージです。

　これを自治体やユーティリティ会社と

一緒に実現できればいいのですが、現状

はみんな国内で生活できているので、な

かなかそういう発想になりません。縦割

りの弊害もあります。

自治体の単独アプローチではなく
国全体での一元的な体制が必要

信時：われわれも、縦割りの壁を壊すよ

う取り組んでいますが、その点はどの自

治体も悩んでいる部分です。横浜市の場

合、私の所属する統括本部は全庁を横串

が刺せるように局間連携を推進すべく位

置づけられています。環境未来都市推進

をする、という市長の意志を表していま

す。環境未来都市に選定されなかった都

市は環境関係部局のみで主体としていた

のに対し、選定された都市は、偶然かも

しれませんが、われわれのような統括的

な役割を持った局や本部などが中心にな

り、環境や地球温暖化対策だけでなく超

高齢化など諸問題を俯瞰した形で提案で

きるところでした。

野田：世界の市場を見たとき、縦割りに

よる機会損失は大きいと感じています。

たとえば、横浜をはじめ北九州、東京な

ど各都市がそれぞれに頑張って海外展開

を図っていますが、韓国では、Kウォー

ターという国の企業が水ビジネスを手が

けています。「都市ソリューション」の

視点に立った国レベルでの一元的な体制

を整え、ノウハウの共有・蓄積・発信を

することも重要です。その点、シンガ

ポールは強いですね。都市国家でもあり

ますし、政府系の企業と一体となった迅

速な動きをしています。政府が海外企業

を呼び込み、シンガポール企業と一緒に

海外展開させるといった支援にも積極的

です。とはいえ、人口500万強の都市国

家という特殊性を持ったシンガポールが

他都市にとってお手本になるとは限りま

せん。日本の都市ソリューションのノウ

ハウを集め、効果的に提案できれば、大

いに歓迎されると信じています。

　日本の素晴らしさは、ハード面だけで

なくソフトの部分にもあります。横浜市

はごみの量を４割削減されていますが、

ごみ問題に対して、焼却所の建設という

ハードによる解決ではなく、分別など市

民の行動を通じて量そのものを削減した

ことは世界でも注目されています。ハー

ドとソフトをセットにして伝えることも

有効です。

Q  今後の課題や展望を 
お聞かせください。

信時：実験参加を前提に、ホーム・エ

ネルギー・マネジメント・システム

（HEMS）をつけてもらうよう市民に呼

び掛けていますが、実験が終わった後も

市民に本当の価値があると思ってもらえ

るかどうかは、これからの2年間が勝負

だと思っています。永遠に補助金は続け

られないので、最後にお金を払う市民に

メリットを感じてもらわないと、実験だ

けで終わってしまいます。実証実験で得

たノウハウや知恵がトータルな形でパッ

ケージとして残らず、実験に参加してい

る各メーカーが自社に持ち返るだけに

なって、個別の技術面の知見だけが残り、

地域や市民活動を含めたトータルとして

の知見が残らなくなってしまうと、これ

は大問題だと思っています。

齊藤：今回、実証実験地域の間で知見や

情報を持ち寄って、トータルで結果を検

討し、日本の都市のインフラやビジネス

モデルについて標準形をつくるようわれ

われは提案したのですが、残念ながら実

現しませんでした。これはもったいない

ですね。ITについても、社会インフラ

への活用の視点から知識を集約していけ

れば、世界に発信できるようになるはず

です。これまではインフラのコンポーネ

ントの勝負でしたが、今後はインフラの

システムで勝負しなくてはなりません。

日本には、運営保守の経験、住民の巻き

込み方、将来にわたって回すサービスの

知見があるので、標準化を図り世界に展

開すれば、メーカーもビジネスがやりや

すくなります。

実験で得た知見を集約し
標準化された日本型モデルを売り出せ

野田：確かにルールを制しないと、モノ

は売れません。特に、途上国は資金が無

いので、目先の価格が安いものを買う傾

向が強く、日本企業には競争力がありま

せん。中韓のみならずインドやイスラエ

ルなどの企業も積極的に海外進出するな

ど、新興国間の横展開も見られるように

なっています。こうした中、目先の価格

に捉われずに、齊藤さんご指摘の運営保

守も含めたライフサイクルコストや、環

境負荷が低いとか災害に強いといったリ

スク要素も含めて評価・調達するよう、

相手国政府に働きかけることも重要です。

信時：そうですね。自治体にとって、調

達のときの評価軸がもっぱら価格面でし

かないのも問題です。そのため、安かろ

う悪かろうになることもありえます。実

際に低価格だけで採用して、かえって委

託側の手間が増えて結局、残業代などの

コストもかさむことは、われわれも経験

しています。

野田：東南アジア諸国は災害も多く、災

害に強い都市創りには高い関心がありま

す。水がないシンガポールは、マレーシ

アからの独立以来、自前で水を供給する

のが悲願でした。それが水技術の革新を

生み出し、ハイフラックス（シンガポー

ルに本社を置く水道事業運営会社）は今

やグローバル市場で大きな競争力を持っ

ています。日本も防災の領域で、弱みを

強みに転ずるという発想でやってはどう

でしょう。防災をキーワードとして、イ

ンフラ輸出やスマートシティを売ってゆ

くといった戦略も有効だと思います。

信時：東北大震災の復興についての議論

ではそういった大きな戦略的な話はあん

まり出てきていないという実感です。世

界から見た日本、その中で東北はいかに

あるべきで、産業、生活はどうしていく

べきなのか、といった大きな視点が必要

と思うのですが。今は各都市で、地域限

定の街起こしレベルの話が多いように思

いますが、それでは本当に逆転の発想に

よるチャンスなどは逃してしまうように

思いますね。

齊藤：当社は、グローバルでメジャープ

レヤーになることを目指し、世界で戦い

勝ち残るためにどう業務効率を上げるか、

複数の工場をつなぎエンジニアをどう活

用するかなど、組織内の設計もあわせて

検討しています。

　国の場合も、会社経営と同じです。ど

のように日本を世界で認めさせ、トッ

プ3を維持し、さらに発展させられるか

を考える中で、国内にいる企業群や国民

をどう活用するかという設計図が必要で

す。そこに向かって産官学の人々が一つ

になって考えていけば、優秀で真面目な

人々がいて、ボトムアップやすり合わせ

の文化のある日本ですから、必ずやグ

ローバルで戦っていけるはずです。  V

齊藤 裕 Yutaka Saito

（株）日立製作所 執行役専務 
インフラシステムグループ長 
兼インフラシステム社 社長 

PROFILE

インフラシステム社の前身である大みか工場
に配属後、主に鉄鋼分野の制御システム設
計・開発に従事。社会システム事業部長、
情報・通信グループCSO兼CTO兼経営戦
略室長、情報制御システム社社長を経て現職。

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・インフラ部門リーダー 
パートナー

PROFILE

邦銀のニューヨーク・ロンドン支店駐在を
経て、PwCアドバイザリーでPFI部門を立
ち上げる。2007年から横浜市副市長とし
て国際都市戦略、共創推進本部、経済
観光・水道分野などを管轄。清華大学
日本研究センターシニアフェローを経て、
現職。

日本の都市ソリューションのノウハウを集め、
効果的に提案できれば、
大いに歓迎されると信じています。

日本には、運営保守の経験、住民の巻き込み方、
将来にわたって回すサービスの知見があるので、
標準化を図り世界展開すれば、
ビジネスがしやすくなります。
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いるのか。そこで必要とされるソリュー

ションは何なのか。将来どのような都市

像を目指しているのか。それに対して、

日本の経験や技術をどう役立てうるのか。

　都市マネジメントという大きな枠組み

の中でスマートシティを捉え、再定義し、

相手都市に対するコンサルティング機能

をも果たしながら、個々の技術を提供す

るというアプローチがより有効なのでは

ないだろうか。この観点に立つとき、わ

が国は新興国の都市に対して大きな貢献

をなしうる潜在力を持っている。なぜな

ら、高度成長期以降現在にいたるまで、

経済発展、公害問題、交通問題、ごみ問

題、治安、災害、さらには少子高齢化と

いった多様な都市課題に立ち向かい、試

行錯誤しながらも解決してきた経験を

持っているからだ。

PwC Japanが提供する
都市開発にかかわるサービス

　PwCは、こうした“Cities of Oppor-

tunity”を目指す世界の都市と日本の企

業の橋渡しをし、未来の都市創りに貢

世界の都市は、持続可能な発展や魅力ある都市の実現に向けてその姿を進化さ
せており、とりわけアジアにおいては、高付加価値の企業、有能な人材、国際会議、
観光客などを巡る熾烈な都市間競争が繰り広げられている。
人や企業を惹きつける「未来の都市」に求められる要件は何だろうか。日本が持
つ都市インフラ開発の強みやノウハウを国際展開していくには何が必要だろうか。

図表1◉ 持続的な発展を実現するためには、 
“Holistic”な視点に立った都市経営
が必要

献する。PwC Japanは、世界158カ国

におよぶグローバルネットワークを活か

しながら、国内および海外の都市インフ

ラ開発に携わる政府・自治体や民間企業

に対して、各種調査・研究業務をはじ

め、PFI／PPP、不動産リスクマネジメ

ント、不動産・環境ファンド組成アドバ

イザリー、ファンド監査、税務アドバイ

ザリー、環境サステナビリティ（温室

効果ガス排出量に関する保証業務、環

境・CSR報告書作成支援など）、さまざ

まなサービスを提供している。ここでは、

PwC Japanが提供する都市開発にかか

わるサービスの代表的な事例をいくつか

ご紹介する。

　内閣府は、日本の国家戦略の一部を構

成する「グリーン成長戦略」の実施事業

として「環境未来都市」構想を推進して

いるが、あらた監査法人は平成23年度

および平成24年度において、本構想の

調査・研究事業などを受託している。日

本の政府、自治体、研究機関（有識者）

の連携の下、海外の政府、政府機関、自

治体、先進企業と連携し、政府主導の

「グリーン成長戦略」の推進支援の一役

を担っている2）。

　PFI／PPPは、エネルギー・交通・

上下水道などの都市インフラの整備・

運営に民間を導入する仕組みであるが、

PwC Japanは、国内での豊富なPPPア

ドバイザリー実績を有するほか、インド

ネシア、インド、ベトナム、フィリピン、

ミャンマー、中南米などのインフラ市場

へ進出を図る企業・政府に対して数多く

の支援をしている。

　また、都市開発における不動産リスク

マネジメントは、特定の地域（街区、区、

市）において公共インフラ、公共サービ

スなどのあり方を全体最適化の視点から

見直し、地域全体の課題を効率的に解決

し、環境・社会・経済のあらゆる側面に

おける地域の持続的な成長を目指すもの

であるが、近年、台湾、マレーシア、イ

ンドネシア、中国などの新興国へ進出を

目指す日本企業を支援する機会が増加し

ている。

　さらに、これに続く都市開発における

関連領域における資金調達面においても、

不動産ファンド組成アドバイザリーや

ファンド監査、環境ファンド組成アドバ

イザリー業務などに対する需要は、増加

していくものと推測される。

　世界には300以上の環境配慮型の不動

産地域開発プロジェクトが存在し、ま

た関連ビジネスの市場も急成長してい

る。また、エネルギー関連市場に限って

も、その規模は2020年には180兆円に達

すると予想されており、今後、日本の産

業界に不可欠な分野であると考えられて

いる。  V

「魅力ある未来の都市の 
創造」に向けた 
スマートシティの構築

統合的視点に立った経営により
魅力ある都市へ

　PwCグローバルでは、長年にわたり

都市のあり方についての研究を重ね、世

界の都市のリーダーたちと対話を続けて

きた。そこから見えてきたのは、目前の

都市課題の解決にチャレンジしながらも、

魅力ある未来の都市の構築に向けて、世

界のベストプラクティスを学び、前進を

遂げようと模索する姿である。

　未来の都市には、インフラやICT（情

報通信）、環境・社会面でのサステナビ

リティ、ビジネスのしやすさ、住みやす

さ、市民参加、文化・レジャー、イノ

ベーション力といった多様な価値が求め

られる。こうした統合的視点に立った都

市経営こそが、機会に溢れ魅力ある都市

を創り出す。PwCは、これを“Cities of 

Opportunity”と呼んでいる（図表1）。

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・インフラ部門リーダー 
パートナー

PROFILE

邦銀のニューヨーク・ロンドン支店駐在を
経て、PwCアドバイザリーでPFI部門を立
ち上げる。2007年から横浜市副市長とし
て国際都市戦略、共創推進本部、経済
観光・水道分野などを管轄。清華大学日
本研究センターシニアフェローを経て、現職。

若林俊一郎 
Shunichiro Wakabayashi

あらた監査法人 
リスク・アシュアランス部 
シニアマネージャー

PROFILE

民間企業や行政組織に対し、不動産リスク
管理、不動産開発戦略、BCP、不動産管
理システム設計などの管理・顧問業務に従
事。PwCネットワークを活用し、リスク管理の
視点で国内外の不動産地域開発支援・ス
マートコミュニティ支援プロジェクトを指揮。

相手都市目線の
スマートシティ構想を

　こうした問題意識からPwCが世界の

27都市を比較分析し、毎年公表してい

るのが『Cities of Opportunity─世界

の都市力比較』レポートだ1）。2012年版

で、トップ３はニューヨーク、ロンド

ン、トロントであり、東京は10位である。

アジアにおいてはシンガポール、香港に

続く3位という結果だ。シンガポールは、

「世界一ビジネスがしやすい都市」であ

ることを圧倒的な強みに据え、世界中か

ら有能な人材を吸引する「リバブルシ

ティ」の構築を国家戦略として進め、同

時にその都市ノウハウを積極的に海外展

開する。

　東京は、災害リスクが高く持続可能性

に弱みを持つ一方で、技術の成熟度や交

通・インフラに強みを発揮する。それは

日本全体の特徴とほぼ共通する。その点

において、政府がここ数年進めてきた環

境未来都市やスマートシティの取り組み

をさらに強化し、海外の都市へと輸出す

ることは理にかなった政策と言える。

　ただし、世界の都市が求めているのは、

高度な技術を駆使したエネルギー効率に

優れた最先端のインフラ施設だけではな

い。人々が安心して暮らし、働き、学び、

遊び、社会に参加し、イノベーションが

生まれる。そんな都市の実現だろう。

　したがって、何より重要なことは、相

手都市の目線に立つことである。相手都

市は、現在どのような都市課題を抱えて

PwCレポート 
「Cities of Opportunity─ 

世界の都市力比較 2012」
本レポートでは、世界の産業・金融・
文化の中心となる主要27都市について、
都市を活性化する主要素（都市力）を、
2011年および2012年に収集したデー
タをもとに10の領域・60の変数を用い
て分析し、それぞれランキングを公表
している。また今回は、各都市のセク
ター別雇用状況の分析および2025年の
人口・雇用・生産性に関する予測も実
施している（P30参照）。

「Cities of opportunity─世界の都市力比較
2012」全文レポート（英語）
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-news/
assets/pdf/cities-opportunity2012report.pdf

1） PwC、第5回共同分析レポート「Cities of 
opportunity─世界の都市力比較 2012」
を発表

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-news/2012/
cities-of-opportunity121018.jhtml

2） あらた監査法人、「環境未来都市」構想に
関する内閣府事業を受託

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-service/ 
susta inabi l i ty/knowledge/topics/2012/ 
20120913-00055.jhtml

m e m o  

Cities 
of 

Opportunity

サステナブル
シティ

リバブル
シティ

スマートシティ

文化
レジャー

ICT

環境

社会市民参加

インフラ
知的資本
イノベー
ション
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避けられないであろう。

　しかしPwCは、日本は活力を取り戻

すことが可能であり、また取り戻さなけ

ればならないと強く考えている。この問

題には多くの側面があるが、『Future of 

Japan〜成長への処方箋〜』では日本企

業ができることに焦点を当てていく。

　その理由として、改革には政府の政策

1
2
3

日本企業は、「大胆さ」「リスクテイク」「スピード」「柔軟
性」「適応性」といった観点から、抜本的な変革を進める
ことが急務となっている

トップ自ら先頭に立ち、変革を推し進めなければならない

すべての課題の中にチャンスは存在する

Key 
Point

日本はさまざまな意味で課題先進国である。それは高齢化や、複雑性を増すグロ
ーバルな事業環境の要請を受けた成長に向けた成熟経済からの転換といった課
題である。
将来的にすべての国に迫りくるであろう、これらさまざまな課題に最初に直面する国
として、日本はほかの先進国の一歩先をいく存在である。日本の身の処し方から、
私たちすべてが教訓を学ぶことができるであろう。
PwCは、グローバルでプロジェクトチームを組み、産官学から約60名のリーダーの
方 に々インタビューを実施。日本が直面する課題や日本企業が実際に取り組んでい
る変革について議論した。

イニシアティブが必要不可欠であるが、

企業がその役割を果たさなければ効果的

なものとはならないと考えるからである。

また、PwCの見解では、日本企業の中

で現状を変革させるような行動を起こし

ている例は少ないと見ている。

　新たなグローバル課題への解決策は容

易に見つかるわけではない。次のような

Future of Japan
成長への処方箋

鈴木洋之 Hiroyuki Suzuki

PwC Japan 日本代表

PROFILE

1976年入所。1977年からPwC
米国ニューヨーク勤務。1988年
パートナー。1999年税理士法人
プライスウォーターハウスクーパース
CEOに就任。日本でいち早く国際
税務の実務を実践し、一貫して
経営課題としてのタックスマネジメ
ントの重要性を提言。2012年7月
より現職。

椎名 茂 Shigeru Shiina

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

PROFILE

2009年パートナーに就任。2012
年７月より現職。企業のグローバル
SCMの再構築、新興国への進出
戦略支援、グローバルIT戦略立案
などのコンサルティングを多数実
施。2012年１月からは、PwC グ
ローバルと連携し日本経済の復興
のシナリオを提言すべく、プロジェクト

「Future of Japan」をリード。

デビッド・ジャンセン  
David Jansen

PwC 米国　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
かかわる戦略策定、実行および
反不正・腐敗問題に関してアドバ
イスを提供。

Future of Japan 〜成長への処方箋〜 
産官学から約60名のリーダーの方々にPwCプロ
ジェクトチームがインタビューを実施、１年間に
わたり日本企業の経営層の皆様と日本および日
本企業が直面する課題や、日本企業が実際に取
り組んでいる変革について意見交換した結果を
まとめたレポート。
http://pwc.com/gx/revitalising-corporate-
japan
http://pwc.com/jp/ja/japan-service/
revitalising-corporate-japan

世界の新たな現実を前に、すべての国が

自国の現在の強みと置かれた環境を比較

検討しなければならない（図表1）。

❶ アジアの台頭

❷ 複雑化する事業

❸ 新たなイノベーションモデルの要請

❹ 新陳代謝の衰え

1
成長への処方箋
企業は、大胆さ、リスクテイク、スピード、柔軟性、適応性といった観点から、抜本的な変革を進めることが急務となっている。

4つの
現実

アジアの台頭

どのグローバル戦略を
持っているか？2 複

雑
性

4 代

謝
力

3 イノベーシ
ョ
ン1 
アジ

ア

日本企業にとってグローバル化はもはや避けられず、
アジアが焦点となる。すでにアジア新興国から、強力
な新たなライバルが生まれている。
•アジア新興国の「最強のライバル」
に、どうすれば優位性を保てるか？
•アジアでのビジネス形成、
業務提携に向けた適切な
アプローチは何か？

2
複雑化する事業
貿易・金融面の結びつきの強まりに対応して、新たな
戦略が求められている。
•海外拠点との統合は進んでいるか？
•経営陣は世界の多様な価値観を理解しているか？

3
新たなイノベーションモデルの要請

企業が開かれたビジネスモデルを追求する中、起業
制度と共創でイノベーションプロセスを活性化する。

•部外の新興企業との協力にうまく
適応しているか？
•社員や提携先との協力を後押し
して、イノベーションを推進して
いるか？

4
新陳代謝の衰え

日本は先進国の中で最初に、高齢化や生き残りをか
けた組織転換といった課題に直面する。
•資本を効率的に活用しているか？
•グローバルな人材獲得競争をどう戦うか？

図表1◉日本株式会社のシナリオ
日本は今、
歴史上非常に重大な局面を
迎えている

　成熟した産業国家が平和と繁栄を謳歌

し、経済的優位を保っていた第二次世界

大戦後の時代は、一見すると終わったか

のように見える。グローバル化、新興国

や新興企業との競争、資源圧力、環境悪

化、気候変動という問題によって、既存

の経済構造が揺さぶられている。

　新興国における中産階級の台頭と輸出

拡大に伴って、これまで国際貿易を支配

していた国やその産業部門の相対的な地

位が低下している。世界の表舞台に登場

したこの新たなライバルたちは、グロー

バル市場で活躍してきた国や企業にとっ

て真の競争相手となる一方、成長、改善、

競争力向上のチャンスをも提供している。

競争が成功を生み、それを有効に活用す

るうえで格好の位置にいるという意味で

は、日本は今、歴史上非常に重大な局面

を迎えている。

　日本には先駆者となる能力がありなが

ら、実際には日本の活力が失われつつあ

ると指摘する議論が国内外で沸き上がっ

ている。

　日本の平均寿命はOECD諸国中最も

高いが、出生率では最低水準に属し、労

働力人口の縮小と高齢化を招いている。

人口構造に加え、膨大な公的債務と新興

諸国をはるかに上回る人件費などのコス

トを勘案すると、経済活動の抜本的な変

革なしには、日本社会の生活水準低下は
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複雑化したグローバル環境で
生き残るために必要な4つの行動

　日本企業はさらなる適応を遂げねばな

らない。的確な措置に着手する企業も数

多く出てきているが、日本経済の規模の

大きさを考えると、変革を遂げ将来的な

繁栄を手にするためには十分なスピード

で適応している企業はまだまだ少ないと

言える。

　この種の急激な変革を遂げるため、

「大胆さ」「リスクテイク」「スピード」

「柔軟性」「適応性」を含む新たな姿勢が

求められている。今日の複雑なグローバ

ル環境の中で生き残るため、日本企業は

こうした姿勢を武器に、行動を起こすべ

く次の4つの行動を起こさなければなら

ない（図表2）。

　もちろん、企業によって業種も違えば

出発点も異なるため、これらのうちどの

対応を併用するかはさまざまだろう。ま

た同時に、グローバル化やガバナンス、

イノベーション、戦略的思考、資本計画、

M&A、報酬、業績管理といった多様な

課題に関しても、改善に取り組む必要が

ある。

❶ 組織を変革する 

リーダーは今日のグローバル環境で自社

を成功に導くため、抜本的な組織変革を

推進しなければならない。

❷ イノベーションに適応する 

イノベーションを加速するため、組織を

オープンにする。自社の事業を外部の視

点で鳥瞰することが必要である。

❸ 未来のリーダーを体系的に育成する 

今日のグローバル環境で組織を正しい方

向に率いるために必要な幅広い能力を把

握する。

❹ 成長戦略を重視する 

合併・買収（M&A）や直接投資、業務

提携などの手段を通じ、多くの日本企業

はさらに積極的に仕掛けられる。

　今、日本は変化の最前線に立たされて

いる。長年世界でリーダーシップを発揮

してきた日本は、多くのライバルより一

足早く行動を起こし、環境に適応する

チャンスを手にしている。将来的には、

世界のほかの国々も早晩日本が今日対処

している課題の克服に取り組むことにな

るだろう。

　勝利を収めるために必要な資質は、行

動、イノベーションへの探求心と細かな

配慮、それに課題を克服する勇気であり、

これらはすべて、日本が過去何世紀にも

わたり示してきた優れた特性にほかなら

ない。

トップ自ら先頭に立ち
姿勢への変化を進める

　日本企業は、変化する世界に対する自

らのアプローチを十分検討する必要があ

る。それには多くの場合、以下の3つの

観点が含まれるべきであろう。

❶ 大胆さとリスクテイク 

日本の企業・役員は、もはやリスクを

負わずに成功できると考えてはならない。

企業はリスクを負わねばならず、たとえ

取り組みが失敗しても、リスクテイクした

人間のキャリアを終わらせてはならない。

❷ スピード 

多くの日本企業は、急速に変化する世界

への対応が遅すぎる。国内市場の合理化

は進まず、資本コストがほぼゼロの状態

で、複合企業は依然としてあまりに多く

の業種において事業を持っている。より

スピーディーに、適応性をもって柔軟に

動くため、日本企業が一丸となって努力

する必要がある。今後の方向性の変化を

見据えて意思決定を行うべきであり、企

業はこうした柔軟性をより巧みに自社の

戦略に組み込まねばならない。

❸ 柔軟性と適応性 

意思決定は、今後、風向きは変わるもの

だということを踏まえて行わなければな

らない。また日本企業は、戦略において

もこのような柔軟性をもってビジネスを

変革していかなければならない。

　姿勢への変化はトップからしか起こり

えない。多くの企業経営陣にとって最も

緊急のタスクは、自ら先頭に立って姿勢

の変化を進めることだ。

チャンス増大が、
イノベーションと野心につながる

　革新的なアイデアは、新たな事業や分

野のきっかけとなることが多く、雇用創

出・機会創出につながるとともに、国内

外の人々にとって魅力的な事業環境を生

み出す。世界中の国がこの事実を認識し、

起業家を育てるためにさまざまな措置を

講じている。

　日本も同じようになれるはずだ。優れ

たアイデアを高品質な製品・サービスに

変えるという点で長い歴史と豊かな経験

を持つ国であるだけに、新たなアイデア、

新たなビジネスを受け入れれば、日本は

他国との競争で一歩先を行けるだろう。

起業家に魅力的な環境をつくれるかどう

かは、政府の政策や民間部門のニーズへ

の対応に左右されるが、企業も、新たな

アイデアを育て花咲かせる余地をつくる

ことで、貴重な起業家たちを支援するこ

とができる。

　チャンスを増やし、イノベーションを

促すという課題に対処すれば、日本の若

手世代にプラスになるだけでなく、この

国の成長、繁栄、競争力も蘇るだろう。

企業リーダーは、国の人的・物的・知的

資本に指針を示し、影響を与えるという

重要な責務を担っている。彼らがどんな

決定を下し、方向性をどう定めるかが重

要になる。

　日本企業に変革を起こすには、リー

ダーシップと有意義な（時に難しい）話

し合いを進んで行う姿勢が求められる。

日本は厳しい課題に直面しているが、す

べての課題の中にチャンスが存在する。

　PwCもほかの有識者と同様に、日本の

未来は明るく、新たな時代のグローバル

リーダーとして再び注目を浴びる日が来

ると信じている。この国を繁栄の道に戻

すべく懸命な努力が続く中、企業経営者

は日本経済とその民間部門に変革をもた

らし、日本の未来をつくってゆくという

意味で最も重要な役割を担っている。 V

PwCグローバル講演会 “Future of Japan 〜成長への処方箋〜” 開催レポート

c o l u m n

PwC Japanでは、日本の産官学のリー
ダー約60名へのインタビューに基づく日
本企業の成長に向けた提言「Future 
of Japan 〜成長への処方箋〜」の発
表記念イベントを2012年9月4日にホテ
ルオークラ東京にて開催しました。本
イベントは、PwCが東日本大震災を
受けて発足したプロジェクト“Future of 
Japan”の集大成となるもので、約100
名のクライアントとメディア、約20カ国の
PwCグローバルのリーダーおよびPwC 
Japanのパートナーが出席しました。
　PwC Japan 日本代表 鈴木洋之によ
るPwC Japanの体制紹介の後、PwC
インターナショナル会長のデニス・ナリ
ーが登壇し、「日本の企業経営者はアジ
アと世界の成長を取り込むためには抜
本的な変革が必要と認識している」と
語り、「アジアの台頭」「複雑化する事
業」「新たなイノベーションモデルの要
請」「新陳代謝の衰え」という日本企業
が世界で直面する4つの現実を解説しま
した。そして、「日本は、ほかの先進国

より一足早く高齢化や複雑化するグロー
バルな事業環境のニーズへの対応など、
将来的に迫りくる課題に直面する。これ
らをどのように克服するかは、世界中の
国々に大きな示唆を与える」と締めくくり
ました。
　続いて、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 椎
名茂がレポートの概要を説明し、その
中で「30才以下の日本人のうち14%が、

『自分の仕事に将来性がないと感じて
いる』」というPwCの調査結果を引用し、

「若手社員をもっと活気づけるような組
織変革とリーダーシップが今日の日本企
業には求められている。また、スピード、
大胆さ、リスクテイクを考慮した戦略が
重要である」と強調しました。
　PwCは今後も、日本企業が必要な措
置を講じて正しい方向に舵を切り、持
続的な成長を遂げていけるよう、引き続
きグローバル全体で支援に取り組んでい
くことを参加者に伝えました。

PwCインターナショナル会長デニス・ナリーおよび
講演の模様

図表2◉戦略的な重点課題

組織を
変革する

リーダーは、21世紀におけ
る持続可能な成功を実現す
るため、抜本的な組織変革
を推進しなければならない。
今日のグローバル環境で必
要な人材や斬新な視点、活
力を手にするため、組織全
体に多様性を取り入れる必
要がある。

イノベーションに
適応する

自社の事業を外部の視点で
鳥瞰する。自分がもし部外
者──たとえば、自社事業
を推進する優れたアイデアや
技術を持つ起業家──だっ
たらどうかと考えてみてほし
い。あなたはパートナーとし
て簡単に自分の会社と協力
関係を結び、適切な人材を
見つけられるだろうか？

未来のリーダーを
体系的に育成する

企業は、今日の世界で組織
を巧みに率いるために必要
な幅広い能力を把握し、昇
進・教育訓練・ローテーシ
ョン・報酬制度を変更して、
グローバルなリーダーを大
勢育てていかねばならない。

成長戦略を
重視する

合 併・買収（M&A）や直
接投資、業務提携など、積
極的な成長戦略を検討す
る。成長途上の市場におい
て、日本に必要な付加価値
的な活動の実践につながる
チャンスに、これまで以上の
労力を注がねばならない。
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高校時代はPL学園のエースとして甲
子園に5大会連続出場。2度ずつの優
勝と準優勝で伝説をつくり、プロ野球
では巨人の18番を21年間背負い続け
た。メジャーリーグも経験し、引退後
は早稲田の大学院を総代主席で卒業。
桑田真澄の輝かしい実績を支えてきた
のは、「自分にはずば抜けた能力はな
い」という冷静な分析から生まれた「超
効率的努力」と独自のバランス感覚で
ある。桑田が編み出した成長と成功
の方法論は、スポーツのみならず、あ
らゆる分野で挑戦する人 の々参考にな
るはずだ。

元プロ野球選手／野球解説者

桑田真澄 Masumi Kuwata

PROFILE
1968年兵庫県生まれ。幼少時から父親に野球を教わる。PL学園時代、5大会連続
甲子園出場。優勝2回、準優勝2回、ベスト4が１回。甲子園通算20勝は戦後最多記録、
6本塁打は史上2位の記録。86年ドラフト1位で東京読売巨人軍に入団。87年沢村
賞獲得。94年には最多奪三振王となりMVPに輝く。2006年に巨人を退団し、MLB
ピッツバーグ・パイレーツに入団。08年現役引退。プロ野球通算173勝。09年に早
稲田大学大学院スポーツ科学研究科に入学し、翌年、総代主席で卒業。現在はボー
イズリーグの麻生ジャイアンツの会長として子供たちを指導しつつ、講演活動や野球
教室で全国を回り、アマチュア野球の現状を分析。NPO法人アミーチ・デル・クオー
レの理事長として指導者講習会を行うなど、精力的な活動を続けている。

桑田真澄に学ぶ 
超効率的努力と成功の法則
マネジメント視点で野球界を変革する

実力主義の世界で生き残るためには
超効率的努力が必要

　40年以上の野球経験を通じて僕が痛

感してきたのは、スポーツの世界では実

力がすべてだということです。財産や社

会的地位に関係なく、実力のある人間し

か試合には出られません。しかも野球の

場合はたった９人。さらにプロ野球とも

なれば実力があるのは当たり前。結果を

出し続けなければ、翌年の契約はありま

せん。だから、先輩からは「人の足を引

きずり下ろしてでも上へ行け。数字を残

さなければ、プロの世界では生きていけ

ないぞ」とよく言われました。実際プロ

野球選手の平均引退年齢は28〜29歳で

す。非常に素晴らしいスポーツなんです

が、一方では残酷な側面もあります。

　では、実力がすべての世界で結果を残

すためにどうしたらいいのか？　僕がそ

ういうことを考え始めたのは中学生のと

きでした。小学生時代は勉強ができなく

て、いじめにも遭い、野球も一度やめて

しまったんですが、中学に入ったとき、

PL学園→早稲田大学→巨人という目標

を明確に立てたんです。そこから人生が

開けていきました。

　ただ、僕に初めて「目標に向かって努

力することは楽しい」ということを教え

てくれたのは、じつは勉強でした。きっ

かけは「早稲田に行くんだったら勉強が

できなきゃいけない」と、母親に言われ

たことです。もともと成績は一番下のほ

うだったので、ちょっと頑張ったら10

〜20人はごぼう抜きにできました。そ

うやって小さな成功体験を積み重ねてい

くうちに、「自分はやればできるんだ」

「努力って楽しいな」と自信がついてき

たんです。

　ただ野球部の練習が毎日朝と放課後に

あるから、とにかく時間がありませんで

した。そこで、授業中は集中して真剣勝

負。宿題は休み時間に済ませ、帰宅は9

時近くでしたが、それでも復習を30分

から１時間は必ずやりました。それを続

けることで、成績は学年２番にまで上が

りました。僕にとって時間がなかったこ

とは、むしろ幸運でした。そのおかげで

短時間集中型の努力の方法を身につけら

れたんです。

表と裏、プロセスと結果を
両立させるバランス感覚

　勉強から学んだ方法論を、僕は野球に

も活かしていきました。それは、大事な

のは量ではなく質ということ。超効率的

で合理的な練習方法を考え抜くことで、

僕は野球がうまくなっていったんです。

　野球界ではいまだに1000本ノックや

素振り1000回など、量ばかり追求する

指導者がいますが、そんなことをしても

後半は手を抜くだけですし、もし本気で

やったら絶対に怪我をします。そこで僕

は、「バランス」を自分のキーワードに

しました。

　科学的には、練習をすることで筋肉は

破壊されます。だから、練習をしたら必

ず栄養補給をして休養をとらなければな

らない。そのサイクルを繰り返すことで

筋肉は再生し強くなるんです。でも、量

を求める練習では、ひたすら破壊だけを

繰り返すことになる。だから、高校時代

には監督や先輩を説得して練習時間を短

くしてもらいました。それでも当時は水

も飲めないし、練習量はすさまじいもの

がありました。そこで僕は「ランニング

に行ってきます」と言って、ゴルフ場で

１時間ぐらい寝たりして、自分の中でバ

ランスをとってました（笑）。

　そもそも野球というのは表と裏、攻撃

と守備があるスポーツです。そのバラン

スがとれていなければ勝利することはで

きません。学生時代は勉強と野球を両立

し、プロに入ってからはプロセスと結果

の両立を目指しました。「バランス」は、

僕の人生哲学ともいえます。

　また、野球には実力だけでなく、運と

縁とツキも大事です。それらを引き寄せ

るには、「表の努力」だけでなく、「裏の

努力」も大切だと、僕は考えています。

　表の努力というのは技術を磨いたり、

ランニングをするなど野球の実力を上げ

るための練習です。それに対して裏の努

力というのは、直接野球とは関係ない功

徳のようなものです。それを始めたのは

高校１年生のときでした。「僕の実力じゃ、

とてもPL学園ではレギュラーになれな

い」と諦めかけたとき、母親から「何か

方法があるはずだから考えなさい」と言
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リーグに挑戦しました。

　野球界のOBからは「ジャイアンツで

21年間も活躍して何が不満なんだ？　

その歳でメジャーリーガーになんかな

れるわけないだろう。恥をかくだけだ

ぞ」と言われました。でも、僕は恥をか

いてもいいと思ったんです。それよりも、

「本物に触れたい」「自分の目で見てみた

い」という気持ちが強かった。もちろん

自信はほとんどなく、不安が９割でした。

でも、僕は不安なことにこそ挑戦するべ

きだと思うんです。たとえ失敗したとし

ても、それは貴重な経験になります。

　実際マウンドに立って、身長２ｍを超

える大男に睨まれたときは怖かったです

よ。もう足がブルブル震えました。でも、

そういうことも、自らマウンドに立って

みないとわからない。恐怖とどう対峙す

るか？　そこで必要とされる勇気とはど

んなものか？　それは経験した者にしか

わからないでしょう。

　挑戦する対象が難しければ難しいほど、

達成したときの感動も大きいものです。

リリーフで登板して、試合を締めくくっ

たときの感動は言葉で言い表せないもの

がありました。だから、僕は命ある限り

自分の見たいもの、触れたいものに挑戦

したいと思うし、世界に挑戦する若い選

手の背中も押してあげたいと思う。

　彼らには日本人であることに誇りを

持ってほしいと思っています。もちろん

世界に出れば、持って生まれたパワーや

スピードの面で敵わない相手がたくさん

います。でも、日本人が対抗できる武器

もある。それは緻密な野球、基本に忠実

なプレー、創意工夫する力です。だから、

メジャーに行く若い選手が相談に来たと

きは、自分の長所を活かせば絶対やれる、

「考える野球」をしろというアドバイス

をしています。

　僕自身、高校で清原和博君という圧倒

的な体格とパワーを持った選手と出会っ

たとき、これはとても敵わないと思いま

した。でもそこで、自分が生き残る術を

考えた。僕には時速150キロを超えるス

トレートも、消えるような魔球もない。

だったら、それを補うために頭を使えば

いい。そして、コントロールを身につけ、

守備も打撃も含めた総合力で勝負しよう

──それが僕の選んだ道でした。

　一方で、世界に出ると誰もが実感する

のが人種の壁です。僕も米国ではやっぱ

り「イエロー」と言われました。でも

堂々と「俺は日本人だよ」という態度を

とりました。ロッカールームは白人が固

まるゾーン、黒人のゾーン、アジア人の

ゾーンなどが分かれています。そこで僕

はあえて白人のロッカーの真ん中に行き

ました。すると「イエローは向こうだ」

と言われます。でも、「チームメイトや

ないか」と言って入ってしまう。次の遠

征で黒人の真ん中に行くと「ホワイトと

一緒にいただろ！」と言われる。それで

も「チームメイトやないか」と言って入

る。そうやって回っているうちにみんな

受け入れてくれるようになりました。

　その行動の原点にあるのは、人間はみ

んな世界で唯一の貴重な存在だという思

いです。国と人種にかかわりなく、すべ

ての人をリスペクトして接すること。そ

の大切さも僕は野球から学びました。

われて思いついたんです。

　まずは、トイレ掃除をしました。寮の

便器を毎朝１個ずつピカピカにする。玄

関の靴を揃え、廊下のゴミを拾い、挨拶

と返事をきちんとする。そういった行い

を続けました。周りからは「アホかぁ、

おまえ」と言われましたが、「ええねん。

俺はやりたいからやんねん」とかまわず

続けました。

　そうしたら３カ月後、運が回ってきた

んです。一度ピッチャー失格の烙印を押

されていた僕に、監督が突然「投げろ」

とチャンスをくれた。それだけでも驚い

たのに、実際に試合が始まると、打たれ

ても打球がぜんぶ野手の正面に行くんで

す。結果はシャットアウト。みんなビッ

クリしていましたが、一番ビックリした

のは僕でした。そんな調子で勝ち続ける

うちに、気がついたら甲子園のマウンド

に立って優勝してたんです。よく「ウソ

でしょう」と言われますけど、これはホ

ントのことなんです。

　PL学園に入学できたこと、中村順司

監督と出会い、清原和博君ら実力のある

選手が同じ時代に集まっていたことも、

運と縁だと感じます。

　監督には３年間、「桑田、すべてに感

謝して、謙虚に行こうな」ということだ

けを言われ続けました。だから、僕はス

トライクが１つ入るごとに、アウトを

１つとるごとに、「ありがとうございま

す」という心境で投げました。今でも

OB戦などでヒットを打つと、一塁上で

「ありがとうございました」と呟いてい

る自分がいます。

メジャーリーグへの挑戦
世界で戦う日本人に必要なもの

　今、スポーツ選手もビジネスマンも、

さまざまな分野で世界へ挑戦することが

求められる時代になっています。僕も現

役の最後、39歳になってからメジャー

桑 田 さ ん に と っ て の
「 Va l u e  o f  t h e  L i f e（ 人 生 の 価 値 ）」と は ？

簡単なことに挑戦してもつまらない。
すごいものに挑戦していくから、すごい感動がある。
不安だからこそ挑戦すべきだと思うんです。

指導者としての夢と
野球界への恩返し

　目標を立てて、それに向かってベスト

を尽くすというのが僕の生き方です。引

退後、早稲田の大学院に入ったことで、

中学のときに立てた目標はすべてクリア

することができました。

　ただ、達成できなかった目標もありま

す。たとえば、プロ野球では200勝には

届かなかったことです。それでも、僕は

現役生活に何一つ悔いはありません。そ

れは自分ができる努力を全部やり尽くし

たという実感があるからです。結果だけ

でなく、プロセスも大事だというのはそ

こなんです。

　現在の僕の目標は、自分の経験に大学

院で学んだスポーツマネジメントや経済

の知識をプラスして野球界に恩返しをす

ることです。

　野球は今のところ日本で最も人気があ

り、選手の収入も一番高いプロスポーツ

です。ただ、その一方でオリンピック競

技からは外され、子供たちの間ではサッ

カーの人気が高まっている。このことに

野球界は危機感を持つべきです。そして、

50年後も100年後も、トップスポーツの

位置にいられるように努力しなければな

りません。僕は野球からたくさん幸せを

もらいましたから、後輩たちにもそれを

味わってほしいんです。

　そのためには、やはり若年層の普及と

指導がカギになります。昔ながらの根性

主義を改めていく必要があります。僕は

麻生ジャイアンツというボーイズリーグ

のチームを運営して来年でちょうど10

年になりますが、そこでは投げる球数も

ノックの本数も制限しています。そして、

痛いところがあれば必ず休ませる。過保

護だという人もいます。僕も小中学生の

頃、休むと監督やチームメイトから「根

性なしやなあ」と言われました。でも、

根性なしでいいんです。練習で怪我をし

て試合で100％を出せなかったら、何の

意味もありません。僕が最初に子供たち

に話すのは、「君たちは世界に一人しか

いない人間なんだよ。自信を持って、自

分を大切にしろよ」ということです。

　そして、子供たちに自主的に考えさせ

るようにもしています。監督がすべて指

示を出して、それ以外のことをすると

「バカヤロー！」と怒鳴る。そんな指導

をしたら、子供たちは自分で考えること

をやめ、指示を待つだけになってしまい

ます。でも、野球というのは本来、０コ

ンマ何秒の間に自分で判断してプレーす

ることが求められるスポーツです。

　そこで僕は紅白戦をするとき、「今か

ら５分間あげるから、みんなで打順を決

めてください」と子供たちに投げかけま

す。子供たちが打順を決めたら、その理

由を聞く。すると「あの子は足が速くて、

出塁率が高いから」「この子はバントが

うまいから」と、ちゃんと答えるように

なっていきます。指導法を変えれば、子

供たちも自分で考えるようになるんです。

　少年野球のおかげで、小さな組織をど

う運営すればいいのかは大体わかってき

ました。今はドミニカやロシアなど世界

の野球、国内ではさまざまなアマチュア

野球に自ら足を運んで、プレーのレベル、

組織運営、資金調達などを多面的に学ん

でいる最中です。

　今後はプロ野球のコーチ、監督も10

年前後やりたいと思っています。ただ、

それが最終目標というわけではなくて、

その先はやはり野球界全体をマネジメン

トしていきたい。現在の日本の球界は、

プロ、社会人、大学、高野連、すべてバ

ラバラの状態です。これを何とか１つに

したい。プロ野球を頂点にした垂直統合

である必要はなく、並列でいいと思って

います。ただ、「将来のために選手をこ

う育成していこう」という点は一貫性を

持たせたい。また、プロ野球のビジネス

面を改善して収益を上げ、それをアマ

チュアに還元していく仕組みもつくりた

いと思っています。

　僕にとって野球とは、自分を磨いてく

れる砥石のようなものです。いろんな試

練にさらされるし、失敗の多いスポーツ

でもあります。僕はよく子供たちにこう

言うんです。「野球は失敗するスポーツ。

イチロー選手でさえ４割打てないんだよ。

だから失敗を恐れるな。大事なのはそこ

から学んで起き上がることなんだ」と。

僕自身、それを繰り返すことでここまで

来られたのですから。 V



Management 
Issue

22   Value Navigator Value Navigator   23

人口が多く、経済発展の著しいBRICsの一つとして注目されるブラジル。
近年、キリンホールディングスによる現地ビールメーカー買収や自動車メーカーによる
工場建設の発表など、ブラジルビジネスをめぐるニュースも増えてきた。その一方で、
時差が12時間あり、地理的にも遠いブラジルはいまだ未知の国であり、情報量は際
立って少ない。
複雑な税制、雇用面の保護措置、治安面など「ブラジルコスト」1）と呼ばれる懸念
材料もある。今回は、PwC Japanese Business Networkのブラジル駐在員にブラ
ジルの現状を語ってもらった。

括払いの2倍近くになることもあるのに、

みんな月々払えるかどうかしか考えませ

ん。先のことよりも「今あるお金を使

う」のが、ブラジル人の思考傾向のよう

です。

──これから投資が期待される領域はど

こでしょうか。

矢萩：インフラ事業が伸びていくでしょ

う。この先、ワールドカップ（2014年）、

オリンピック（2016年）と続き、さら

にサンパウロで万博の可能性もあります。

ブラジル大統領も8月に、鉄道と道路に

ついて大規模な投資計画を発表しました。

片岡：ほかには、プレサル層2)と呼ばれ

る超深海油田の開発も有望です。国策産

業として力を入れていますので、今後の

石油の需要に伴って、付随する産業が伸

び、関連企業の参入も増えてくると思い

ます。

　消費財市場も注目されます。欧米系プ

ライベート・エクイティ・ファンドはか

なり以前から、レストラン、家具、アパ

レルといった消費財市場に積極的に投資

しています。

コスト競争力に大きく影響する
国内調達率に要注意

──最近のブラジルの法規制の動向や、

それが日本企業へ与える影響についてお

聞かせください。

矢萩：ブラジル政府は、自動車産業につ

いて、域内調達率が65%に満たないな

どの条件を達成していない自動車メー

カーに対して、IPI（工業製品税）3)の税

率を最大30％に引き上げることを発表

し、現在、施行されています。

　コスト競争力を維持するためには、ブ

ラジルに自社工場を建設し製造を行い、

域内調達率を上げる必要があります。こ

のため、最近の傾向として、ブラジル国

内で工場建設を計画している自動車部品

のサプライヤーが増えています。

片岡：保護主義的な政策が発動されてい

る背景には、一時期、ブラジルの為替が

強くなり、国内生産メーカーよりも輸入

メーカーのほうが売上げを伸ばしていっ

たことが影響しています。IPIの引き上

げは、ブラジル国内に工場を持つ企業が

不利にならないように、国内で雇用を創

出し、工場を持つ会社を守るという意図

があります。

　国内調達率を高める必要があるの

は、自動車産業に限りません。造船やコン

ピューター、エレクトロニクス、ペトロ

ブラスの大きなプロジェクトといったい

わゆる国策プロジェクトなどは、一定の

域内調達率、国内調達率が求められてい

ます。

──現地生産したほうが、税金も含めて

コスト的に有利なのでしょうか。

矢萩：輸入関税は一般的に高く、普通に

モノを輸入すると、さまざまな諸税がか

かるのが一般的です。また、関係会社か

ら輸入すると、移転価格の問題も出てき

ます。したがって、輸入を考える場合、

税制絡みのところで競争力を保つのが難

しくなります。

片岡：ブラジルでは、労働力が決して安

くありません。たとえば自動車産業では、

中国の生産コストよりもブラジルのほう

がはるかに高いと聞きます。その一方で、

輸入関税や域内調達率関連の追加徴収分

などを考えると、現地生産をしていかな

いと、国内調達率を満たしている欧米系

企業との競争にはなかなか勝てません。

訴訟大国なので、 
税務コンプライアンスや 
リーガル対応力は必須

──統計資料に、ブラジルの税務コンプ

ライアンスに必要とされる年間の時間

数として、日本企業の330時間に対して、

ブラジル企業は2,600時間とありますが、

これは本当でしょうか。

──ブラジルでのビジネスを検討する日

本企業が増えていますが、ブラジルにお

ける機会について、いかがお考えでしょ

うか。

矢萩：ブラジルの人口は約１億9,200万人

で、資源も豊富です。消費意欲の旺盛な

中間所得層が増加しており、マーケット

が伸び、今後も成長が続くと思われます。

　欧米企業は過去の投資により、市場の

情報をしっかりと蓄積しています。対す

る日本企業は、ブラジルで長く事業を

行っている企業はもちろんありますが、

70年代に一度進出したものの、その後、

撤退する企業もあり、最近になって再び

参入企業が増えています。しかし、ブラ

ジルマーケットに関する情報や知識はま

だまだ不足しています。

──今、ブラジルの1人当たりGDPは1

万ドルを超えました。とはいえ、まだ先

進国の5分の1、4分の1のレベルですが、

一方で消費財の価格は相対的に高いとも

言われています。ブラジルの生活者の実

際の購買力について、どのような印象を

お持ちですか。

片岡：ブラジルは、日本に比べて消費性

向が高いです。ブラジルは、かつて貨幣

価値を失いました。その影響で、ブラジ

ル人は日本人のように貯蓄するのではな

く、モノに変えようとする傾向がありま

す。特に最近は、インフレ市場でモノの

価値が相対的に上がっていることも、こ

の状況を後押ししています。ホームパー

ティなどで、友人をよく自宅に呼ぶせい

でしょうか。家電でも、テレビでも、見

栄えのする大型なものを好む傾向があり

ます。

　また、ブラジル人は買い物をするとき

に現金で支払いません。与信枠がとても

大きいので、非常に少額でもカード払い

をします。

矢萩：車や家電などは、分割払いが一般

的です。小売店に行くと、一番大きく書

かれた数字は分割払いの月々の値段で、

横に小さく「×15回」「×20回」とあっ

たりします。分割払いすると、総額が一

矢萩信行（PwCブラジル サンパウロ事務所）
主に日本企業の自動車メーカー、電機メーカーなどを中心
とした監査業務に従事している。12年以上の監査経験を
有する
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ブラジルで成功する秘訣
積極的な交渉を通じて、
有利な条件を引き出す
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ブラジルは今後の成長が期待されるマーケットである

複雑な税制など、進出にあたっては留意が必要である

専門家の効果的な活用が成功の鍵となる
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片岡：ブラジルの税務は日本と比べては

るかに複雑なので、肌感覚としてはおか

しくないと思います。たとえば、デュー

デリジェンスの際に、日本であれば財務

と税務に投じる人材は７対３や８対２程

度だと思いますが、ブラジルはむしろそ

の逆で、税務に多くの人手が必要です。

──ブラジルに進出している日本企業は、

実務をしていく際に、税務リスクにどう

対応していますか。

矢萩：ブラジルの税制は連邦、州、自治

体（市）の３段階あります。年間の税制

改正が非常に高い頻度で実施されます。

一般企業がそうした税制改正にキャッチ

アップしていくのは非常に難しいので、

税務専門コンサルタントを雇ったり、ア

ウトソーシングしたりする必要があり

ます。PwCでも、コンプライアンスレ

ビューのサービス提供をよく行います。

片岡：参入してくる日本企業は、ブラジ

ルにおける税務の複雑さを甘く見ている

ケースが多いように見受けられます。余

計な税金がかかる商流をつくってしまっ

た後で、レビューをしてみると問題点が

見つかることもあります。税制も含めて

事前によく検討しておかないと、競争力

のあるビジネス構築はできないでしょう。

──外資系企業に対する税制上の優遇措

置はありますか？

片岡：アジア諸国のように、外資誘致の

ために一定期間、低い税率を一律に適用

するというような、横断的な優遇制度は

基本的にありません。

　ただし、育成産業別あるいは地域別に、

優遇措置がとられることがあります。た

とえば、サンパウロやリオのある南部や

南東部と比べて、北部や北東部は所得水

準が低く、南北格差の縮小は政府の政策

課題の一つとなっています。

　そこで北部や北東部には、特別な税制

優遇が認められています。北部や北東部

は市場の成長率が高いこともあり、イタ

リアの自動車メーカーのフィアットは北

部に新工場を建設しました。

　連邦レベルだけでなく、州や市のレベ

ルでも、企業誘致のための優遇措置が設

けられています。さらに、企業が個別に

交渉することで、税務インセンティブが

勝ち取れることも多々あります。

──課税はどのくらいになるのでしょう

か。また、申告漏れなどによるペナル

ティはどのくらいですか。 

片岡：税制が複雑で、場所や産業によっ

て変わるため、一概に何％と答えること

ができません。しかし一般的には、関税

も含めてブラジルのトータルの税率は、

ほかの先進諸国とほぼ変わらないと言わ

れています。

　ペナルティも内容により異なりますが、

よく用いられる率は20％程度です。た

だし、課徴金だけでなく金利もかかり、

かつブラジルは金利が高いので、その累

積額もかさんできます。

──税務調査はどのくらいの頻度やプロ

セスで行われますか。

片岡：日本のようなルーティンでの調査

はありません。特徴的なのは、日本では

税務調査を１回受けると、それ以前のも

のは一般的に問われることは実務上少な

いのですが、ブラジルでは、税務当局は

その都度、過去のものまで訴追すること

ができることです。一部例外もあります

が、遡る期間は５年くらいです。

──ブラジルでは、税をめぐって訴訟に

なるケースが多いと聞きますが。

片岡：税務訴訟や労務訴訟などは確かに

多いです。

　以前は認められていた税務処理が、制

度改正により認められなくなり、多数の

企業で同じような問題が生じて、それぞ

れが訴訟を起こすケースもよくあります。

どこかの企業で判例が出ると、それを見

ながら、ほかの企業はそれぞれ判断して

対応を考えることになります。

──労務訴訟に関して日本企業が注意す

べき点は何でしょうか。

片岡：ブラジルでは、ほとんどお金をか

けなくても提訴できるので、頻繁に訴訟

沙汰になります。

　労務訴訟の例としては、超過勤務の不

払いがあります。また、ブラジルでは社

会保険料が高いので、会社側が正社員で

はなく契約社員扱いで雇用して社会保険

料を払わないといったケースも見られま

す。しかし、実際には正社員と同じよう

に働かされたのに、払ってこなかったの

は不当だとして、元従業員が訴えるケー

スなどがあります。会社を辞めてから２

年間は訴える権利があるので、次の職に

なかなか就けない労働者が、提訴すれば

お金がもらえるかもしれないと思って、

安易に訴えるケースもあります。

　会社側に非はなくても訴えられること

もあり、要するに、労務訴訟はブラジル

ではよくあることと考えたほうがよいと

思います。

ブラジルを基点に
周辺地域への展開を考える

──ブラジルに進出している日本企業の

進出形態として、直接投資よりも、これ

までは米国などの第三国経由での投資が

一般的でした。日本からの直接投資と比

べたときのメリット、デメリットは何で

しょうか？

矢萩：米国からの投資は、地理的に近い

ことが大きなメリットです。ブラジル自

体が欧米マーケットに近いやり方なので、

欧米人が管理したほうが事業としては進

めやすい側面もあります。

　一方、日本からの直接投資のメリット

として、日伯の租税条約が挙げられま

す。源泉税一つとっても、米国は税制面

で15％、日本は12.5％。税務の観点に

限れば、一般的に日本から投資したほう

がよいと言えるでしょう。

──進出時に、ブラジル企業と合弁を組

まなくてはならないなどの規制はありま

すか。

片岡：農業や鉱物資源などのコア産業に

ついては一部規制がありますが、日本企

業が通常、進出する分野ではそうした規

制はほぼないと思います。たとえば、ブ

ラジルのショッピングモールの中には、

外資系ファンドが所有しているものもあ

ります。

──ブラジルの経済発展プロセスの中で、

日伯間のビジネスも今後、拡大していく

ものと思われますが、日本企業にとって

ほかの南米諸国の位置づけはどのように

変わっていくのでしょうか。

片岡：ブラジル進出に際して、専門家

は「ブラジルだけのマーケットを考える

な」と指摘しています。南米全体やアフ

リカも商圏として捉えながら、ブラジル

でのビジネスを構築すべきだ、というこ

とです。先日も、現地のビジネス誌でア

フリカ特集が組まれていたりと、アフリ

カも視野に入れたビジネスは盛んです。

矢萩：アフリカにはポルトガル語圏もあ

るので、ブラジル人にとって、ビジネス

がやりやすいのでしょう。

──南米の中で、ブラジルの次の成長市

場として注目されている国はどこでしょ

うか。

矢萩：一般的によく話題にのぼるのは、

コロンビア、ペルー、チリの3カ国です。

資源のある国が多いですね。

──日本ではかつて、人件費の安い東南

アジアに工場など生産拠点をつくって、

海外に輸出するという動きが見られまし

た。同じようにブラジルを基点にして、

人件費の安い周辺諸国を使って経済発展

を加速させることは可能でしょうか。

矢萩：ブラジル、アルゼンチン、ウルグ

アイ、パラグアイ、ベネズエラなどとメ

ルコスール（南米南部共同市場）協定が

結ばれています。労働コストの安い周辺

諸国を柔軟に組み込むやり方も一つの選

択肢として考えられるかもしれません。

──最後に、日本企業の経営層にアドバ

イスをいただけますか。

矢萩：一般的に日本企業はブラジル投資

1）ブラジルコスト
諸規制や複雑な税制、人件費、社会保険料、
セキュリティコスト、インフラが未整備なことによる
物流コストなど、ブラジルで経済活動を行う際
にかかるとされるコストの総称。

2）プレサル層
ブラジル南部のサンタ・カタリーナ州から南東部
のエスピリット・サント州までの約800キロメート
ルの沖合いに広がる、水深5,000メートル以上
のところにある超深海油田。大陸棚より下の塩
の層のさらに下に位置し、その深さから採掘は
技術的に困難とされてきたが、近年、開発の
可能性が高まり注目されている。

3）IPI（工業製品税）
連邦税の一種で、製造業者が製品の販売時
に、次の加工過程の製造業者、またはエンド
ユーザー向け販売小売業者である顧客に代わ
って納付する。製品が製造業者間で取引され
る際に課税される。

m e m o  

片岡万枝（PwCブラジル サンパウロ事務所）
デューデリジェンスや価値分析を基盤とするM&Aにかかる
アドバイザリー業務が専門。ストラクチャリングアドバイス業
務を得意とする。2011年9月よりPwCブラジルに着任。公
認会計士

の際に、自社でリサーチしてから入って

くるところが多いようです。しかし、ブ

ラジルマーケットは複雑で、言葉一つ

とっても、ポルトガル語という壁があり

ます。そのためコンサルティングサービ

スをうまく活用しながら、リサーチを進

め、マーケットの知識を深めるというの

も一つの手だと思います。

　また、ブラジルのマーケットでは交渉

が重要です。ブラジル人は、ルールが

あっても交渉したら変わっていくのでは

ないか、という発想をします。ルールが

あってもそのまま従うのではなく、何で

も交渉してみることをお勧めします。

片岡：働きかけて獲得するというアク

ティブな姿勢がないと、競争力は維持で

きません。専門のコンサルタントは、ど

んな企業がどのインセンティブをもらっ

ているか、どこまでインセンティブを引

き出せるかといった情報を持っています。

　ブラジルにはブラジルの流儀があるの

で、現地のマーケットを何十年も見てき

て、温度感を熟知し、各領域に精通して

いる人々を活用していくことが大事で

しょう。 V
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税率とは、それぞれの国の法人税法に

よって定められた法人税率、実効税率と

は、実際のその国の企業が負担した法人

税率である。

　図表２からは、２つの特徴が見てとれ

る。第一の特徴は、日本は諸外国に比べ

法定税率が相対的に高い、ということで

ある。日本の法定税率は約40％である

が、お隣の韓国はほぼ半分の24％である。

この表に記載されていない国も含め、世

界的に見て、日本は法人税率が高い国と

言える。

　第二の特徴は、日本企業と米国企業の

「実際に負担している税金の差」＝「実

効税率の差」である。米国は決して法定

税率が低い国ではない。州税の負担率に

もよるが、日本と同じほぼ40％である。

しかしながら、実際の税金負担税率、す

なわち実効税率はどうであろう。驚くべ

きことに、法定税率では１％も差がない

のに、実効税率では10％以上の差がつ

いている。この意味するところは何か。

経営戦略としての 
税務戦略
グローバル競争に勝ち抜くための
国際税務戦略とは
日本企業の実効税率は、世界的に見て最も高い水準にある。このことは、実効税
率の低い他国の多国籍企業に比べキャッシュ・フロー上明らかに不利な状態にある
と言える。
グローバル市場において競争優位なポジションを築くためには、日本企業にとってキ
ャッシュ・フローを充実させる合理的な国際税務戦略は喫緊の課題である。

国外の所得の法人税率を
1ケタ台にする
米国IT企業の国際税務戦略

 「ダブル・アイリッシュ」「ダッチ・

サンドイッチ」という耳慣れない言葉

が、2012年７月の日本経済新聞の紙面

を飾った。一体何のことか、おわかりだ

ろうか。

　飲み物や食べ物の呼称ではない。こ

れは、米国IT企業が採用している国際

税務戦略の名称である。「ダブル・アイ

リッシュ」とはアイルランド法人を2つ

利用することからの名称、「ダッチ・サ

ンドイッチ」とは２つのアイルランド法

人の間にオランダ法人を挟むことからつ

いた名称である（図表1）。

 「なぜ、わざわざこのような複雑なスト

ラクチャーを組むのか？」と、皆さんは

不思議に思うであろう。本誌面の都合上、

詳しい説明は割愛させていただくが、一

言で説明するならば「税金コストを圧縮

するための国際税務戦略」である。すな

わち、米国IT企業はこのストラクチャー

を採用することにより、米国国外で獲得

する所得の法人税率を1ケタ台に押さえ

こんでいる。

　米国企業はこのほかにも、「プリンシ

パル・ストラクチャー」「IPマイグレー

ション」などと呼ばれるさまざまな国際

税務戦略を用いることにより、その税負

担を軽減している。

実効税率が世界的に見て高い
日本企業にこそ必須な国際税務戦略

　図表2は、日本、米国を含む諸外国の

法定税率とそれぞれの国の企業の実効税

率を比較した一覧表である。なお、法定

宮川和也 Kazuya Miyakawa

税理士法人プライスウォーターハウス 
クーパース 
パートナー／税理士・公認会計士

PROFILE

多国籍企業に対する国際税務、組
織再編税制などの税務コンサルティン
グおよびコンプライアンス業務に関与。

　察しのよい方はすでにおわかりだと思

うが、日本企業は米国企業に比べて実

際には10％も多くの税金を払っている、

ということである。

　議論はいろいろあると思うが、これが

現実である。たとえば、日本企業Aと米

国企業Bが等しく税引前利益100億円を

獲得したとしよう。この場合、納税金額

の差により、米国企業Bは日本企業Aよ

りも10億円余計に手元現金が残ること

になる。米国企業Bはこの現金について、

投資するか、研究開発に利用するか、あ

るいは配当を行うか、さまざまな選択肢

が考えられるが、いずれにしても、日本

企業Aに対し優位なポジションに立つこ

とはまちがいない。さらに、これは単年

度だけの話ではないのである。

税金は、キャッシュ・フローに対して
絶大な影響を与える

　では、米国企業はどうやって税金を

圧縮しているのか。これが冒頭の「ダ

ブル・アイリッシュ」「ダッチ・サンド

イッチ」などの国際税務戦略に繋がって

いくのである。

　少子化が進み、日本市場の将来は残念

ながら明るいとは言えない。だからこそ、

日本企業による海外進出が進んでいる。

円高もそれを後押ししている。日本企業

は今後ますますグローバル市場において

欧米をはじめとする多国籍企業との競争

必至である。

　日本企業の国際化は、上場会社を中心

に外国株主比率の増大という形において

も展開されている。キャッシュ・フロー

を重視する外国株主は、それに大きく影

響する実効税率に強い関心を払い、欧米

多国籍企業に比べて高い日本企業の実効

税率に対して厳しい目を向け始めている。

　多国籍企業とグローバル市場で競争す

るため、商品開発は重要である。効果的

な販売網の構築ももちろん重要である。

しかしなぜ、日本企業は税務戦略に一層

の注意を払わないのであろう。

　すべての日本企業がそうとは言わな

いが、大多数の日本企業はいまだ税務

戦略に関心があるとは言えない。企業

が成長するため、キャッシュ・フローの

充実は必須である。先立つものがなけれ

ば、商品開発もマーケティングも、販売

網の構築もできないことになる。そして、

キャッシュ・フローに対する税金の影響

は絶大である。

法に従った合理的な節税対策は、
重要な経営戦略

　納税は国民の義務であり、脱税は絶対

に許されない違法行為である。これは、

日本に限らず万国共通のルールである。

支払うべき税金は支払う。しかし、法に

従った合理的な節税まで制限されるもの

ではない。さらには、多くの日本企業に

おいて二重課税が発生している可能性も

ある。

　リスクマネジメント・コンプライアン

スの観点からも、海外グループ会社にお

ける税実務にかかわる管理面および実務

上の課題を、日本の親会社として、適切

かつタイムリーに把握しておく必要性も

高まりつつある。

　このような経営環境の変化の下、適切

な国際税務戦略は、国際的にビジネスを

展開する日本企業にとって単なる節税対

策という域を越えた、重要な経営戦略と

して認識されるべき喫緊の課題と考え

る。 V

図表1◉  ダッチ・サンドイッチの概略

US Inc.

Ireland 
Holdings

Ireland 
Ltd.

Netherlands 
Holdings 

B.V.

法定税率※2（％） 実効税率※1（％） 差異
Japan※3 39.54 38.8 -0.74

United States 39.10 27.7 -11.40

Mexico 28.00 27.2 -0.80

United Kingdom※3 28.00 23.6 -4.40

Greece 25.00 25.2 0.20

Korea 24.20 24.3 0.10

Poland 19.00 19.4 -0.40

図表2◉  法定税率と実行税率の比較──外国税額控除制度を適用する国

※1  PwC米国調べ（2006年〜2009年の平均値）
※2  法定税率は2009年のOECDのデータより
※3  2009年からは国外所得免税制度へ移行
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とりわけM&Aマーケットについては、

M&Aの成約件数では年間15〜20件程度、

Deal Valueベースでは年間1,000億円前

後1）の市場規模となっている（図表2）。

　また、日本企業が採用する投資形態を

見ると、「100％買収」の事例は少なく、

一定の比率をインドの創業者（プロモー

ター）と保有しあう共同事業体（ジョイ

ントベンチャー）による投資形態が多く

見られる。このような投資形態の背景に

は、インドのプロモーターや既存株主が

一度に全株式を売却したがらない傾向に

あることのほか、プロモーターの有する

ビジネスのノウハウやネットワーク（人

脈、販売流通網など）、インドにおける

複雑な法規制・税制などへの対応という

ハードルを乗り越え、円滑にインド市場

に浸透したいという日本企業の要望があ

ると考えられる。

　業種別にM&A実績を見ると、「自動

車」「電機」を中心に、これら業種に関

連した「化学」「輸送・倉庫」「鉄鋼」な

どの業種の進出が多いのが特徴的である。

一方、2012年にいわゆるマルチブラン

ドの小売市場、すなわちスーパーマー

ケット、百貨店などへの外資企業の進出

が一定の条件の下緩和され2）、今後小売

市場での日本企業の進出が期待される。

外国企業による投資に関する
規制概要

　インド政府は、1991年に投資ガイド

ラインとして外国直接投資（FDI）に関

する規制緩和を公表し、以後外国企業に

インドM&A投資における
成功の鍵
「中国に次ぐ巨大市場」。人口12億人を要するといわれるインドが、中国の次なる
市場と注目されて久しい。近年のインドの持続的な成長が注目され、消費大国とし
ての展望が高まる中、海外からの直接投資の流入が拡大傾向にある。
2006年以降、日本企業によるインドM&A投資も活気を帯びている。本稿では、活
発化するインドM&A投資における現状および実務上のポイント・留意事項につい
て触れたい。

インドにおけるマクロ予測

　インドでは、2004年以降実質GDP成

長率が８％を超え、目覚ましい経済成

長を遂げている。2008年以降のGlobal 

Financial Crisis（いわゆるリーマン

ショック）により、成長率は６％台に鈍

化するものの、2010年および2011年は

8％台の成長を続けている。

　世間に“BRICs”という名前を広め

たゴールドマンサックスの“Dreaming 

With BRICs” に続き公表された“BRICs 

and Beyond”ではBRICs各国のGDP成長

予想値が示されており、インドのGDP成

長率は６％程度と仮定されている（図表
１）。2004年以降の超高度成長期から見

るとやや減速傾向ではあるが、まだまだ

底堅い成長が期待される市場と言えるの

ではないだろうか。

近年のインドM&Aの動向

　インド向け外国直接投資（FDI）の

流入は、90年代前半以降実施された外

資規制の緩和や投資手続の簡素化など

により増加傾向にあり、2006／2007年

以降急増している。このようなインド

市場における日本企業の対インド投資、

よるインド国内への投資が拡大し、投資

環境が整備されている。現状では、一部

の業種（鉄道事業、原子力事業、不動産

業［建設開発プロジェクトを除く］な

ど）を除き、外国投資が多くの業種に対

して認められる。だが、投資対象の業

種や出資形態により、（1）インド連邦

準備銀行（RBI）による自動承認となる

か、（2）財務省下の外国投資促進委員

会（FIPB）による事前承認が必要とな

るかなど、投資プロセスが異なる点につ

いては留意が必要である3）。また、当局

の決定により、当該FDIに関する規制内

容が変更される場合もあり、継続して関

連する規制内容を把握する必要がある。

インドM&Aにおける留意点

　最後に、外国企業によるインド企業へ

のM&A投資の一連のプロセスにおいて、

私たちが直面した典型的な論点を列挙し

後藤 肇 Hajime Goto

プライスウォーターハウスクーパース（株） 
ディールアドバイザリー部門 
シニアマネージャー／公認会計士

PROFILE

監査・IPO支援業務を経て、国内外
のM&A支援業務に従事。現在は、
日本企業のASEAN諸国・インドへの
進出（M&A、JV設立など）に関する
アドバイザリーを主として担当。2013
年よりPwCインド・デリー事務所在。

ておく。

❶ 財務情報などの適切な開示

　基本合意後、最終合意の前に、さまざ

まな情報が開示されることを期待するが、

対象会社から必要十分な資料開示がなさ

れるとは限らない。

❷ 財務情報の信頼性

　インド投資に限定される問題点ではな

いが、こと非上場同族会社における財務

情報の管理体制が十分に整備されていな

いことが少なくない。また、二重帳簿の

存在、現金取引による不明瞭な取引など

が対象会社に存在する可能性もある。

❸ インド市場の成長を見据えた事業計画

　十分な財務情報が開示されない中、実

績数値とは必ずしも整合しない事業計画

が開示されることが多々ある。信頼しえ

る市場調査レポートの不足や類似上場企

業の数が少ないことにより比較が困難で

あることなどから十分な検証ができない

ことが多く、現地実務に精通した専門家

から、将来事業計画について意見をもら

うことは少なくない。

。❹  非上場企業の価値評価における 
DCF方式の強制

　2010年５月にインド連邦準備銀行（RBI）

よりインド居住者からインド非居住者

への株式譲渡に関する規則が改正され、

「非上場企業株式の譲渡価額は、インド

証券取引所に登録されたマーチャントバ

ンカーまたは勅許会計士がDCF方式に

より算出した公正価値を下回らないもの

とする」と定められた。現地実務に精通

した専門家とともに、「交渉」のための

価値算定と「当局への申請」のための価

値算定を区分検討し、売り手と交渉する

必要がある。

❺ 文化的相違

　上記を含め当事者間に存在する文化的

相違を越えて相互に理解しあうことが、

海外投資、海外事業を成功させるために

は避けて通ることのできない事実であろ

う。「交渉に次ぐ交渉、また交渉」「期限

が必ずしも守られない」「実務担当者は

イエス、しかしながらプロモーターは

ノー」など、列挙すれば枚挙にいとまが

ない。

　このようなインド人特有の態度は、そ

の担当者の悪意がもたらすものではなく、

インド人の国民性がもたらすものだと先

に理解してしまうことが肝要であろう。

このようなことを理解したうえで案件を

前に進めることで、かえって心の平静を

保ち、案件の本質を見極めることにつな

がり、最終的には案件を成功に導くもの

と信じている。 V

図表1◉  GDP（実績）と成長予測（2000〜2020年）

図表2◉  日本企業による対インドM&A
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1） 2008年の第一三共によるランバクシーの買収
（約5,000億円）、NTTドコモによるタタ・テレサ

ービシーズへの出資（約2,610億円）は含めて
いない。

2） 小売（マルチブランド）の外資参入の条件 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
のWeb参照：http://www.pwc.com/jp/en/
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3） 商工省産業政策促進局（DIPP）のWeb参照： 
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http://dipp.nic.in/English/Policies/FDI_
Circular_01_2012.pdf
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　税理士法人プライスウォーターハウス
クーパースは、中央経済社の「法人税の実
務Q&Aシリーズ」として『欠損金の繰越し・
繰戻し』および『組織再編』を刊行しました。
　法人税制は、企業活動の多様化や企業経
営のあり方の変化に対応するため、ここ
10年でさまざまな改正が行われてきまし
た。こうした企業活動の変化や税制改正に
伴い、欠損金、組織再編をめぐる状況もき
わめて複雑化しています。制度を正確に理
解し、実務において適用することは従前に

も増して困難となっています。
　本書籍では、制度の概要から実際に起こ
りえるケースまで、Q&A形式で解説して
います。数値例や図表を多く織り込むよう
心がけ、かつ、専門家、実務家の皆様が関
連する条文などを確認できるよう、法令お
よび通達の参照をできるだけ多く記載して
います。また、2011年（平成23年）税制
改正における関連事項もカバーしていま
す。皆様の業務にお役立ていただければ幸
いです。

　プライスウォーターハウスクーパース（株）
は、2012年９月に新興国展開戦略支援室
を設置しました。本支援室は、インド、ブ
ラジル、ロシア、ASEAN地域などの新興
国において事業展開を加速する日本企業に
対し、戦略、サプライチェーン、人事など
の領域におけるコンサルティング、クロ

スボーダーM&Aをはじめとするフィナン
シャルアドバイザリーのサービス体制を強
化するものです。
　本支援室では、新興各国におけるPwC
のメンバーファームが長年培ってきた現地
の有力企業、業界団体、通商機関、規制当
局などに対するネットワークを活用し、正

確な情報に立脚した緻密な参入戦略の策
定を支援します。国内外のPwCメンバー
ファームとの連携により、新興国において
必要となる支援を統合的に提供する体制を
構築します。

News

News from Global News from Japan

　あらた監査法人とプライスウォーター 
ハウスクーパース（株）は、日本経済新聞
社が主催、内閣府・経済産業省・国土交通
省・環境省の後援で、日本経済新聞社、環
境・エネルギー・都市の専門家、自治体首
長、企業代表者が実行委員会を組織する「日
経スマートシティコンソーシアム」におい
て、企画・運営を協力しています。
　2012年7月に第1回「日経スマートシティ
シンポジウム」が開催されたのを皮切りに、
計4回のシンポジウムや日経メディアにお
いて、スマートシティ実現に向けた具体的
な道筋、課題解決の方策などの議論につい

て情報発信しています。
　10月23日・24日に開催された第２回シ
ンポジウムではプライスウォーターハウス
クーパース（株）から野田由美子パートナー
が「グローバル都市間競争と求められる都
市ソリューション力」について講演しまし
た。さらに、内閣府、経済産業省、北九州
市、日立が登壇した「環境未来都市とこれ
を支える都市インフラの国際展開」につい
てのパネルディスカッションで、あらた監
査法人の若林俊一郎シニアマネージャーが
コーディネーターを務めました。
　12月開催の第３回に続き、最終となる

第４回のシンポジウムは2013年３月に開
催予定です。
詳細はこちらから：日経スマートシティコンソーシアム
http://bizgate.nikkei.co.jp/smartcity/
symposium/

あらた監査法人とプライスウォーターハウスクーパース（株）が
「日経スマートシティコンソーシアム」に協力

法人税の実務Q&Aシリーズ、『欠損金の繰越し・繰戻し』および『組織再編』を刊行

プライスウォーターハウスクーパース（株）、「新興国展開戦略支援室」を新設

PwCの2012年度の総収益、過去最高の315億米ドルに

「Cities of Opportunity─世界の都市力比較 2012」を発表

ロンドンオリンピック・パラリンピックにPwCから5名のアスリートが出場

　PwCは、2012年６月期決算において、
315億米ドルという過去最高の営業総収益
を達成しました。なお、恒常為替レートで
の総収益は前年度比８%増となりました。
特に、北米および南米で13%、中東および
アフリカで15%という大幅な増収を達成
し、アジアにおけるPwCも安定した成長
を継続して８%の収益増となりました。ま

た、ユーロ圏の不安定な見通しが成長に影
響を及ぼしたにもかかわらず、欧州のPwC
の総収益も増加しました。西欧で４%、中・
東欧で８%の収益増を達成し、ともに前年
の成長率を上回る結果となりました。
　全体として見ると、先進国市場、途上国
市場を問わず、すべての主要市場において
増収を達成しました。現在、途上国市場で

の収益はPwC全体の営業総収益の20%を
占めるにいたっており、2017年には40%
に達すると予想しています。
　収益を伸ばす一方で、2012年度はPwC
ネットワーク全体でスタッフを7%増員し、
初めて180,000人を上回りました。PwCは
優秀な人材の採用およびスタッフの研修・
能力開発への投資にも注力しています。

　PwCは米国 Partnership for New York 
Cityと共同で、第５回目となる年次レポー
ト「Cities of Opportunity─世界の都市
力比較 2012」を発表しました。本レポー
トでは、世界の産業・金融・文化の中心と
なる主要27都市について、2011年および
2012年に収集したデータをもとに、都市
を活性化する主要素（都市力）を10の領域・
60の変数を用いて分析し、それぞれラン
キングを公表しました。
　東京の総合評価は、昨年から４ランク上
昇して27都市中10位となり（図表1）、ア
ジアの都市の中では、シンガポール、香港
に次ぐ3位の位置につけています。10の領

域別に見ると、「交通・インフラ」（４位）
および「技術の成熟度」（６位タイ）がと
りわけ高い評価を得ており、「ゲートウェ
イ機能」「ビジネスのしやすさ」「知的資本・
イノベーション」「経済的影響力」の4領
域においてもトップ10入りました。
　全27都市の総合評価を見ると、全領
域においてバランスのとれた評価を得た
ニューヨークが１位を獲得しました。今年
は、新興都市である北京と上海が、「経済
的影響力」および「ゲートウェイ機能」の
領域において、トップ5にランクインしま
した。経済発展や人口増加に伴い、新たな
事業ニーズや海外からの投資が増えている

ことなどが背景として考えられます。

　2012年夏にロンドンで開催されたオリ
ンピックおよびパラリンピックに、PwC
より５名のアスリートがそれぞれ母国を代
表して出場しました。
　ニュージーランドからはセーリング選手
として１名、アイルランドからはマラソン
選手１名、英国からはホッケー選手が１名
参加しました。また日本からは、パラリン
ピックの車椅子バスケットボール日本代表
に藤本玲央選手と及川晋平アシスタント

コーチが出場しました。
　大会期間中はPwC Japan一体となって、
車椅子バスケットボール日本代表を応援
し、パラリンピック開催後には、社内イベ
ントとして車椅子スポーツ体験会を実施し
ました。藤本選手や及川アシスタントコー
チをはじめとするPwC Japan Challenged 
Athletesのメンバーが講師を務め、車椅子
バスケだけでなく、電動車椅子サッカーな
どの体験をとおして、障害者スポーツを身

近に感じるとともに、選手たちの日々の努
力を知る機会を増やしています。

ニュージーランド代表としてセーリングに出場した
Jenna Hansen （中央）

コーディネーターを務めた若林

中央経済社
定価：4,200円（税込）
2012年7月発行

中央経済社
定価：3,360円（税込）
2012年5月発行

1位 ニューヨーク

2位 ロンドン

3位 トロント

4位 パリ

5位 ストックホルム

6位 サンフランシスコ

7位 シンガポール

8位 香港

9位 シカゴ

10位 東京

図表1◉  世界の27都市の総合ランキング 
（上位10都市）
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このたび、プライスウォーターハウスクーパース株式会社は、「The Japan Times for WOMEN」の「世界を見つめる女性の生き方」を提案す
る企画内容に賛同し、グローバルを舞台に第一線で活躍する女性コンサルタントを紹介させていただきました。

当社は、M&Aや企業提携など外部との連携による成長戦略を提供する「ディールアドバイザリー」と、経営戦略の策定から実行まで総合的
なソリューションを提供する「コンサルティング」の２つのアプローチで、クライアントの皆様の企業価値の向上をサポートしています。

「わたしたちは、世界158カ国180,000人以上のスタッフを有するPwCのグローバルネットワークを活かし、企業の経営課題に立ち
向かっています。」 

この広告は、「The Japan Times for WOMEN」 Vol.2に掲載したものです。

わたしたちは、
世界158カ国の仲間と一緒に、

企業の経営課題に立ち向かっています。

© 2013 PricewaterhouseCoopers Co., Ltd. All rights reserved.
PwC refers to the PwC Network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC Network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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ボリウッド（インド映画）スターや
著名企業トップが参加するムンバイマラソン

企業が宣伝しながら歩くことができる
短距離のチャリティーマラソン
　ムンバイマラソンには、フルマラソンのほかにハーフマラソン、
ドリームラン（7km）などがあります。特にハーフマラソンは大
変人気で、2013年の大会には3,000人の参加枠に約8,000人が応
募しています。ドリームランはチャリティーを通して参加すると、
企業の宣伝をしながらムンバイを歩くことができるため、多くの
企業が参加しています。
　PwCインドは、ムンバイマラソンのチャリティーに参加して
います。チャリティー金は、スラム出身の貧しい子供たちの教育
をサポートするNGOに寄付されます。また、スタッフのマラソ
ンへの参加も奨励しています。2012年１月のマラソンでは、フ
ルマラソンとハーフマラソンに30人が参加しました。さらに、
ドリームランには約130人が参加し、ムンバイの街をPwCの宣伝
をしながら歩きました（写真左）。来年のマラソンには300人以
上が応募しています。
　世界各都市で人気があるマラソンですが、ムンバイマラソンに
も挑戦されてみてはいかがでしょうか。

vol.4 India

世界の
PwCから

India
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。

特派員
金子佐和 Sawa Kaneko
PwCインド　
ムンバイ事務所
日系企業コンサルティンググループ

ドリームランに参加するPwCのスタッフ

ムンバイの街を疾走する選手

　ムンバイマラソンをご存知でしょうか？　世界の有名都市であ
るパリ、ニューヨーク、ホノルル、ロンドンなどと同様に、ムン
バイにもフルマラソンがあります。2004年から開始されたチャ
リティーマラソンで、ムンバイでは比較的涼しい１月に毎年開催
されています（エントリーは前年７月頃）。
　また、マラソンにはボリウッドスターやインドを代表するコン
グロマリット、リライアンスグループのアニル・アンバニ社長が
参加することでも有名です。
　参加者の多くは、アラビア海岸（インドの西海岸）沿いや公園
などで練習を重ねます。中には自宅アパートにある冷房の効いた
ジムでランニングのトレーニングをする人もいます。
　フルマラソンは、南北に細長いムンバイを走るコースです。南
部にあるユネスコ世界遺産のチャトラパティ・シヴァージー・
ターミナス駅（旧名ヴィクトリア・ターミナス駅）をスタートし、
マリンドライブ、海に浮かぶモスク「ハジアリ」を横に眺めなが
ら北上します。そこから通常は有料道路として歩行者の通行が禁

止されているシーリンクという橋を通り、ムンバイの繁華街であ
るバンドラで折り返し、南部へと戻ってきます。シーリンクを
走った人からは橋が安定していない、というインドらしい感想も
ありました。




