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インドネシアでは1997年7月に発生

したアジア通貨危機の影響を受け、一時

GDP成長率はマイナス13％にまで落ち

込みました。さらに、2009年世界金融

危機の影響もありましたが、現在は、好

調な国内個人消費を背景に6%を超える

成長を継続しています。2014年7月9

日に実施された大統領選挙の結果が注

目されており、選挙後には政治的安定を

期待したさらなる投資が予測されてい

ます。

現地の日系企業では、従来からの懸案

事項である不透明な各種法規制や税制

に加えて、近年では人件費の高騰など新

たな課題が生まれています。それらを

受けて、PwCインドネシアには、製造業

のお客様からは業務の効率化について、

現地に子会社を数多く持つ大手企業様

からはグループ会社の組織再編、機能統

合、ローカルパートナーとの合弁が求め

られる際のパートナー探しから交渉な

ど広範囲の相談が増加しています。

PwCインドネシアのオフィスでは、非

常に多国籍でかつバックグラウンドの

異なるプロフェッショナルが共存して

仕事をしています。そのためか、日本と

比べてもシンプル、論理的かつビジネス

ライクに仕事が進んでいきます。

オフタイムにはお客様、同僚とゴルフ

に出かけることが多いです。また、年に

１度社員旅行があり、昨年はバリ島で３

日間過ごしました。他にも、最近ではジャ

カルタに初めて大相撲の巡業が来たり

と、さまざまなイベントが楽しめます。

グローバルに広がるPwCの活動を、現地オフィスからレポートします。

Global

好調な個人消費を背景に経済成長が続くーインドネシア
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本誌では、PwCのグローバルに広がる157
カ国、180,000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
レッジ情報をご紹介します。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、この誌名に表現しました。

Indonesia
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小林 祐樹  Yuki Kobayashi

PwC インドネシア Assurance – Accounting Advisory ジャパンデスク　
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	 好調な個人消費を背景に経済成長が続く	—	インドネシア

世界の10 大リスクと「G ゼロ後」の世界
Eurasia Group President イアン ブレマー氏

16 キーノートセッション
Fit	for	the	Future	世界的な潮流をつかむ

	 ～日本と世界のCEO意識調査から見えるメガトレンドへの対応比較～
	 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
	 代表取締役社長　椎名	茂

18	 日本企業の海外進出AtoZを見直す
	 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
	 パートナー	坂野	俊哉

19	 サイバー	セキュリティの脅威と対応
	 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
	 パートナー	松崎	真樹

20	 グローバル企業の新世界
	 ～M&Aにおける日本企業の挑戦～
	 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
	 ディレクター	吉田	あかね

21	 持続的な企業価値創造に貢献する
	 ディフェンス	ラインの活用方法
	 ～グローバル	リスク	マネーを呼び込む
	 統合報告への挑戦～
	 あらた監査法人
	 ディレクター	久禮	由敬

22	 インフラ輸出から都市ソリューション輸出へ
	 プライスウォーターハウスクーパース株式会社
	 パートナー	
	 都市インフラソリューションセンター	グローバルリーダー
	 野田	由美子

23	 グローバル競争下における
	 経営課題としての税とは？
	 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	宮川	和也

PwC Japanのご紹介
PwC Japanは、あらた監査法人、京都監
査法人、プライスウォーターハウスクーパー
ス株 式会社、税 理士法人プライスウォー
ターハウスクーパース、およびそれらの関
連会社の総称です。各法人はPwCグロー
バルネットワークの日本におけるメンバー
ファーム、またはその指定子会社であり、
それぞれ独立した別法人として業務を行っ
ています。

［特集：サイバー セキュリティ］
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 セキュリティはコストではなく、成長のための武器。
 日本仕様の「安全・安心・信頼」が、大きなビジネス チャンスをもたらす。
 齋藤 ウィリアム 浩幸氏

	 株式会社インテカー	代表取締役社長　内閣府本府参与　科学技術・IT戦略担当

	 ［聞き手］
	 プライスウォーターハウスクーパース株式会社	パートナー
	 松崎	真樹

8 Management Issue ————————————————————————————————————————

 巧妙化するサイバー犯罪、日本企業はどう対処していくのか？
	 ～「経済犯罪実態調査	2014」より～

10 ValueReport ———————————————————————————————————————————

 サイバー ポリティクス
 国家と市民がしのぎを削るハイテク軍備競争
	 ～「Cyber-Politics	The	Technological	Arms	Race	between	States	and	Citizens」抄訳～

				［PwC グローバル メガトレンド フォーラム］
14 スペシャルセッション —————————————————————————————————————————
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増大するハッカーの脅威

いまや CEO の経営責任 が 問われる

時代に

松崎　まずは最近のサイバー セキュリ

ティの動向から、お話しをお伺いしたい

と思います。

齋藤　政府間だけではなく、企業をター

ゲットとした多方面からの攻撃が、これま

で以上に増えています。実際、JPCERT

コーディネーションセンターや情報処理

推進機構、内閣官房情報セキュリティセ

ンターのセキュリティ インシデントの発

生に関する統計情報などを見ても、ここ

3 ～ 4 年、攻撃の件数が目に見えて増加

しています。

　そうしたなかで今の企業は 2 種類しか

ありません。攻撃されていることを認識

している企業と、認識していない企業で

す。攻撃に気づき何らかのセキュリティ対

策を講じている企業はまだ良いですが、

攻撃に気づかず、知らぬ間に機密情報や

資産を盗まれたりしている企業が増え続

けているのです。

松崎　そうしたセキュリティ インシデン

トは、企業の経営やビジネスにどのよう

な被害をもたらしているのでしょうか。

齋藤　一例を挙げますと、全米で 5 位の

売上げを有する大手流通企業のターゲッ

ト社は昨年 12 月、ハッカーの攻撃を受け、

膨大な顧客の個人情報が流出しました。

その情報開示が遅れたことで株価も下落、

信用を失墜し巨額の損失を出したことを

理由に、CEO が取締役会によって解任さ

れたのです。いまやセキュリティ インシデ

ントの発生によって CIO や CSO ではなく、

経営トップが解任されるという事態にまで

及んでいます。

松崎　そのような大きな事件が起こるな

か、日本のセキュリティ インシデントに

対する危機意識は欧米のレベルに追い付

きつつあるのでしょうか。

齋藤　昨今、ようやく日本のメディアも

セキュリティについて取り上げるようにな

り、企業の意識も高まりつつありますが、

まだまだ遅れているというのが実情です。

実際、企業の経営層にまでセキュリティ

の重要性が届いておらず、関心も低いよ

うに感じます。例えば、今年 4 月、世界

中の Web サービスの 3 分の 2 で使われ

ているといわれる暗号通信ソフトウエア

について、致命的な欠陥が発見されたと

いうニュースが駆け巡りました。「ハート

ブリード」（Heart bleed：心臓の出血 )

と名付けられた、正にインターネットの

心臓部が停止するような欠陥です。欧米

では IT 専門誌だけでなく新聞・テレビな

ど主要メディアがこぞって取り上げたので

すが、日本でようやくニュースになり始め

たのはその 1 週間後です。私にはまった

く理解できませんでした。

松崎　おっしゃるように、日本の IT は欧

米に比べて数年遅れている、と言われて

います。そうしたなかで、今後の社会的

な大きなトピックスとして 2020 年の東京

オリンピックがあります。あらゆる場面で

日本が世界から試される場になると思う

のですが、セキュリティに対する取り組み

も、その 1 つですね。

齋藤　東京オリンピックに向けた有識者

会議において、2012 年のロンドン大会

で IT インフラを統括したブリティッシュ

テレコム社（BT）を招聘し話を伺ったの

ですが、オリンピックの公式サイトのセ

キュリティを堅牢にした結果、ハッカー

はスポンサーサイトへと攻撃の対象を変

え、BTは急遽、スポンサーサイトの防御

までも担うことになったといいます。つま

り、東京オリンピックでも、すべての関

係組織や関係企業が狙われる、というこ

とに注意しなければなりません。

また、2008 年の北京大会からロンドン

大会の間に起きた技術進化として、スマー

トフォンの普及があります。防御しなけれ

ばならないエンドポイントが 10 倍以上も

増えたというわけです。2020 年の東京

オリンピック開催時には、さらに IT が進

化し、防御しなければならないエンドポ

イントが今よりも 2 ケタ以上増えると予想

しています。

松崎　ネットワークにつながるデバイス

は、すべて攻撃対象になると考えられま

すね。

齋藤　その通りです。ここでもう1 つ重

要なのは、従来のサイバー攻撃はバー

チャルの世界を標的としていましたが、

Value Interview

セキュリティはコストではなく、成長のための武器。
日本仕様の「安全・安心・信頼」が、
大きなビジネス チャンスをもたらす。

齋藤	ウィリアム	浩幸氏

日々、拡大しその脅威を増し続けるセキュリティ インシデント。2020 年の東京オリン

ピックという社会・経済的一大イベントを迎えるなか、日本企業はサイバー セキュリ

ティ にどう取り組んでいけばよいのか。サイバー セキュリティの第一人者であり、

インテカー代表取締役、内閣府本府参与を務める齋藤ウィリアム浩幸氏に、プライス

ウォーターハウスクーパース パートナーの松崎真樹が話を伺った。

Hiroyuki Williams Saito

株式会社インテカー 代表取締役社長 ／ 内閣府本府参与　科学技術・IT戦略担当

齋藤 ウィリアム 浩幸

株式会社インテカー代表取締役社長
内閣府本府参与 科学技術・IT戦略担当
アメリカ生まれ日系 2 世の起業家、ベンチャー支援コンサル
タント、暗号・生体認証技術の専門家。 指紋認証などの生
体認証暗号システムを開発し、160 社以上の企業とライセン
ス契約を締結。2004 年に会社をマイクロソフトに売却後、
2005 年に拠点を東京に移し、株式会社インテカーを設立。
日本再生に必要なリーダーシップやチーム作りを訴え、ス
タートアップ企業の育成を手助けするとともに、世界各国の
政府機関への協力、大学の講義、企業研修、政策提言など
幅広く活躍している。2011 年、世界経済フォーラムからは「ヤ
ング・グローバル・リーダー」、および「グローバル・アジェン
ダ・カウンシル」のメンバーに選出、2012 年には国家戦略
会議の委員に任命される。 著書に『ザ・チーム』（日経ＢＰ
社 2012 年）、『その考え方は「世界標準」ですか？』（大和書房
2013 年）などがある。

物理的な攻撃も可能になったということ

です。最近の乗用車はコンピュータ化が

進んでいますが、遠隔からのハッキング

が不可能ではなくなっています。さらに

交通システムに目を向けると、ハッカー

が高速道路の道路情報掲示板をハッキ

ングしたという事件も起きています。他

にも街中に設置されたカメラや、センサー

などもネットワークに接続可能になったこ

とで攻撃の対象となりました。東京オリ

ンピックでは、これまで遭遇したことの

ないようなサイバー攻撃を想定し、備え

なければなりません。

セキュリティを “ コスト ” から

次の成長のための “ 武器 ” へ

松崎　再び、日本企業のセキュリティ意

識に目を向けると、企業や業界によって

温度差が異なる面もありますね。ネット

ビジネスを生業とする企業ならば攻撃に

よって大きな被害を受けることが容易に

4 Value Navigator 5Value Navigator
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連想できるのですが、他の業種ではいま

だ「ホームページが改ざんされる」程度

の認識しか持っていないようにも感じま

す。

齋藤　そうした企業は自社のビジネスで、

どこまで日常的に IT が活用されている

のか見えていないのです。IT 部門もその

重要性についてきちんと説明し切れてお

らず、経営者も攻撃によって IT インフラ

が停止したらどうなるのか、ピンときてい

ないところもある。セキュリティに対する

関心の低さは、「IT が経営を支えている」

という認識の薄さと根底でつながってい

ます。

松崎　一方で、「どれだけセキュリティに

投資すればいいのか」という声もよく聞

かれます。

齋藤　確かに「セキュリティ対策はコスト」

「セキュリティは煩わしい」という意識が

根強く残っています。対して、今、ビジネ

け ” であり、事件が起きてから、ようや

く火消しのように対処しています。それで

は非常に効率が悪い。これからはセキュ

リティを使いやすく、かつ効率的にする

という発想が重要です。そのためにも、

後付けのセキュリティから脱却し、「セキュ

リティ バイ デザイン」として、最初の設

計段階からセキュリティを実装していくこ

とを考える必要があります。

そして、私が訴えたいのは、セキュリティ

は決してコストではなく、有効活用するこ

とで武器になり、ひいては企業の競争力

向上をもたらす、ということです。

松崎　セキュリティを武器にしていく、と

いう発想は、なかなか想像しにくい所も

あると思います。その点について齋藤さ

んのお考えをお聞かせください。

齋藤　日本は国産のセキュリティ製品が

ない反面、セキュリティビジネスが新し

い産業になるチャンスだと捉えています。

すなわち、最先端の技術を開発して導入

するとともに、これまでの日本が強みとし

てきた「安全・安心・信頼」をサービス

として付加してグローバルに打って出てい

くわけです。日本のオンラインサービス

はとても優秀ですし、日本ならではのセ

キュリティサービスを創出できれば、大

きな競争優位性になります。政府に提言

しているのですが、東京オリンピックを

実証実験の場として活用することで、日

本のセキュリティを海外にアピールするこ

ともできるのではないでしょうか。

組織の “ 横 ” と “ 縦 ” を乗り越えた

対策が不可欠に

松崎　今後、日本企業がセキュリティを

高めていくために、行っていくべきことは

何でしょうか。

齋藤　組織の “ 横 ”と “ 縦 ” の両方を乗

り越えて、セキュリティ対策を施していか

なければなりません。まず “ 横 ” ですが、

IT は総務部だけではなく、法務部、マー

ケティング部、全部門へと広がっており、

さらには関連会社や外部の協力会社、取

引先を含めたサプライチェーンにまで及

んでいます。対して、ハッカーは IT の弱

い部分を攻撃します。ハッカーがある大

企業をターゲットとした際、その大企業

は十分な予算もあり、セキュリティ対策

もある程度万全であることから、セキュ

リティの脆弱な取引先や協力会社を狙い

ます。先述した米国ターゲット社の場合、

ハッカーは取引先である空調機会社を経

由して侵入し、多大な被害を与えました。

すなわち、すべての関係組織を貫いたセ

キュリティ対策を、チームとして実施して

いくことが不可欠です。

松崎　一方の “ 縦 ” については、いかが

でしょうか。

齋藤　サイバー インシデントに気づい

ていない企業のなかには、経営層が認識

していないだけで、IT部門の現場担当者

が自社システムにセキュリティ上の問

題があるのを気づいていることが少な

くありません。それを上に報告しないの

は、自分の責任が問われるのを恐れてい

るからです。しかし、どれだけ対策を施

しても、ハッカーには攻撃されます。担

当者が問題を隠さずに上層部に報告し、

積極的に対策に乗り出せるような、十分

なコミュニケーションが図れる組織にし

ていかなければなりません。

セキュリティの実践にあたり

経営者は論理的・客観的思考を

松崎　組織的な意識変革に加え、今後

はセキュリティのプロフェッショナルの育

成も重要になってきますね。

齋藤　日本の経済規模を考えると、セ

キュリティのプロフェッショナルの人口は

不十分です。政府も人材育成に注力して

いますが、一過性のものであってはなり

ません。先述した東京オリンピックの話

題にも関連しますが、2020 年に向けて

育成したセキュリティのプロ達が 2021 年

になって仕事がなくなってしまうのでは意

味がありません。それならば、企業側で

プロを育成し、東京オリンピック開催時

には政府が民間に臨時で協力を仰ぐこと

がベターだと考えます。

その一方で、日本の IT に関する教育シ

ステムにも問題はあって、そもそもコン

ピュータ サイエンスの人材が不足してお

り、結果、セキュリティのプロの育成も

困難な状況にあります。一方、育成した

人材に対して十分な待遇と責任を与える

ことも重要です。そして社内で人材育成

が困難ならば、外部のセキュリティ サー

ビスを利用することも 1 つの手段でしょ

う。しかし、その場合でも、やはり社内

に人材は必要ですから、最終的には外部

のスタッフも交え、社内外のチームで防

御していくことが重要となります。

松崎　今後、企業の経営者はセキュリティ

について、どのような意識を持つべきで

しょうか。

齋藤　これまでは国産のセキュリティ製

品がなかったことで、セキュリティ ベン

ダーの言いなりにシステムを導入してきた

側面も否めません。「実際に何を守らな

ければならないのか、そのために何をし

なければならないのか」、客観的かつ論

理的な判断ができず、コストを基準にシ

ステムを導入してきたのです。これからは

自社にとって本当に何が重要なのか、客

観性と論理性をもってセキュリティを評価

できるよう、考えを改めなくてはなりませ

ん。そしてセキュリティ インシデントの

発生に対して、迅速にフォローできるよう

にすることも重要でしょう。自社で起き

た事故を表ざたにすることは勇気がいる

ことです。しかし、それに対応できる企

業というのは、今後、海外に勝負に出る

にあたって、大きな強みになるでしょう。

今こそ「安全・安心・信頼」を強みとし

てきた日本が、世界にその存在をアピー

ルするチャンスなのです。

松崎 真樹

プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 パートナー
外資系コンサルティング会社のパートナーを歴任し、長年に
わたりITのコンサルティングに携わる。現在はテクノロジーソ
リューション部統括リーダーとして、セキュリティに関わるコン
サルティングも数多く手掛ける。

スで日常的に使われているインターネッ

トを例にあげると、もともとは 1950 年

代に研究者が自由に情報を交換するため

のネットワークとして誕生しました。それ

がビジネスで日常的に利用できるように

なったのは、セキュリティが実装された

からです。将来にわたってインターネット

をビジネスツールとして用い、進化させて

いくのならば、セキュリティも継続的に進

化させ続けなければなりません。

しかし現状のセキュリティ対策は “ 後付
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～「経済犯罪実態調査 2014」より～

Management Issue

 巧妙化するサイバー犯罪、
日本企業はどう対処していくのか？

テクノロジーだけでは対処できない

サイバー犯罪

「過去24 ヵ月の間にサイバー犯罪の

被害に遭ったと報告した日本企業は1社

もなかった。が、今後24 ヵ月間におい

て40％の企業が被害を受けると危惧し

ている」――。

これはPwC Japan が発表した「 経済

犯罪実態調査 2014 日本分析版 」にお

いて、「経済犯罪発生の想定および報告」

の設問に対し、寄せられた回答のサマ

リである。

プライスウォーターハウスクーパース 

ディレクターのホンマ シンは、「世界全

他の犯罪行為のように目に見えないこ

とです。さらに、サイバー犯罪の手口は

日々、巧妙化しています。そうしたこと

から、多くの企業は、自社のネットワー

クに侵入されたり、重要なデータが盗ま

れたりしているのに気づいていない恐

れがあるのです」（ホンマ）

これまでサイバー犯罪は、堅牢なセ

キュリティ システムを構築すれば対処

できると考えられてきた。しかし、ホン

マは、「今やサイバー犯罪は、テクノロ

ジーだけで解決できるものではありま

せん」と警鐘を鳴らす。

「 サ イ バ ー 犯 罪 を 起 こす の はコン

ピューター自身ではなく、それを使う人

間です。そして、ハッカーもシステムの

脆弱性だけでなく、特定の人間を標的と

して、その人の弱みに付け込んだ攻撃を

行うようになっています」（ホンマ）

その一例が「標的型攻撃」だ。これは

ある人間をターゲットとして定めるや、

SNSをはじめとしたWeb上で公開され

ている情報を事前に調査し、会社名や部

署、さらには取引先の情報を入手したう

えで、その人の弱点に付け込んだ攻撃を

行うもの。具体的には、標的となる対象

者に対して、取引先や知人などを装った

メール等により不正プログラムを送付

する。ターゲットとなったユーザーは、

取引先のメールであることから、それを

疑うことなく不正プログラムをクリック

してしまい、結果、内部への侵入経路が

開かれてしまう。

組織全体を通じた対策に加え

外部パートナーの支援も不可欠

このように巧妙化するサイバー犯罪

に対処していくためには、社員一人一人

に対する十分な教育によりセキュリティ

意識を向上させていくとともに、組織

全体を通した対策を施していく必要が

ある。ホンマは、「サイバー犯罪に対処

するためにはIT部門担当者だけでなく、

法務担当者、人事部門、広報部門、そし

て上級管理職や経営層まで、組織内を横

断したセキュリティ対策チームを編成し

なければなりません。セキュリティ イン

シデントが発生した場合、会社内のあら

ゆる部署、そして経営層から現場の担当

者まですべての社員、さらには株主や顧

客にまで影響が及びます」と強調する。

「人事部門は社員にセキュリティ教育

を実施し、社員の認識を高めなければ

なりません。また法務部門は、セキュリ

ティ インシデントの発生により、いか

なる法的な問題が起きるか考える必要

があります。そして広報部門もサイバー

犯罪の被害に遭った場合、メディアをは

じめとした外部に対して正確な情報を

発信しなければなりません。これらの各

部門の足並みがそろわなければ、顧客や

株主への対処もばらばらとなってしま

い、結果、金銭的な被害だけでなく、企

業の信用を大きく失墜してしまいます」

（ホンマ）

このようなセキュリティ対策チームを

編成するにあたり、「さらには法律アド

バイザー、個人情報アドバイザー、フォ

レンジック アドバイザーといった第三

者の専門家によるメンバーを加えるこ

とも重要」とホンマは強調する。

また、ホンマは、「セキュリティ対策

を実施していくにあたり、重要なことは

組織にとって最も重要な情報資産を特

定し、それを守るために人、時間、資産

を集中させることです」と説明する。実

際、社内の脆弱性を突き止めるためのリ

スク アセスメントをはじめ、会社が所

有する情報資産の棚卸しなど、実施すべ

き項目は多岐にわたる。

このような課題に対して、プライス

ウォー ター ハウスクー パー スではセ

キュリティに関する広範囲なサービス

PwCは2013 年 8月から10月にかけて、世界 95カ国 5,128 名の経営幹部に対し経済

犯罪の実態に関する調査を実施した。その結果をまとめたものが、「経済犯罪実態調査 

2014」であり、「同 日本分析版」では、回答のなかでも特に日本に焦点を置き、日本およ

びアジア太平洋地域と世界全体での結果を比較している。同調査は会計不正、汚職、知

的財産の侵害といった経済犯罪だけでなく、年々進化し、巧妙化するサイバー犯罪につい

ての脅威についても踏み込んでおり、その報告から今後、日本企業が適切なセキュリティ

対策を実施していくにあたっての課題が浮き彫りとされた。

米国（カリフォルニア州）公認会計士。米国PwCに11年在籍し、昨年5月より日本に赴任し
た日系2世。国際的に有名な数多くの不正調査案件に携わり、日本では主にクロスボーダー
の不正調査プロジェクトをリードしている。複雑な会計不正調査から、eDiscovery対応を
必要とする訴訟サポート、贈収賄・汚職に関連する調査及びコンプライアンス プログラムの
構築支援等、国内外の企業をサポートしている。

を提供している。情報セキュリティの

診断～導入支援によるセキュリティ ブ

リー チ（抜け穴）への対処やフォレン

ジック調査をはじめ、セキュリティ ア

セスメント、セキュリティ コンサルティ

ング、インシデント レスポンスなどを

提供する「サイバー セキュリティ サー

ビス」、そしてセキュリティ インシデン

トが発生した場合の対処に関するアド

バイス、さらにはセキュリティに関する

トレーニングまで、その範囲は多岐にわ

たる。

「セキュリティ対策はシステムを構築

したり社内の体制を整備したりすれば

終わり、というものではありません。ビ

ジネスを取り巻く環境やテクノロジー、

そしてサイバー犯罪の脅威は日々変化

しており、常に進化させていかなければ

なりません。これは企業にとってチャレ

ンジングな課題であり、外部パートナー

の支援により適切なセキュリティ対策

を打っていくことも重要です」（ホンマ）

国際訴訟、規制当局調査に必要な電子証拠開示をワンストップでサポート
eDiscovery & Forensic Centre

体で発生した経済犯罪のなかでも、サイ

バー犯罪は4番目に多く報告されている

犯罪です。冒頭で述べたように、調査か

らは、日本企業のサイバー犯罪に対する

警戒意識の高さが伺えます。その一方で、

世界全体で24％の企業がサイバー犯罪

の被害に遭っていると回答するなか、日

本企業の被害はゼロと報告されていま

す。しかし、その実態は、既にサイバー

犯罪に巻き込まれていることに気づか

ず、どのような被害にあっているか把握

していない可能性もあります。また、事

件が発覚したとしても、外部に公表して

いないことも考えられます」と解説する。

「サイバー犯罪の最も脅威である点は、

eDiscovery & Forensic Centreは、日本
国内におけるeDiscoveryのワンストッ プ
サービスであり、有事対応だけではなく、
有事にスムーズに対応できる体制の構築サ
ポートから、有事対応後のコンプライアン
スの改善提案までをカバーする点が特長だ。

「 eDiscovery & Forensic Centre は、
eDiscoveryの実現に必要なすべての要素
を併せ持つことに加え、テクノロジーだけ
でなく、フォレンジック関連の調査も行え
るスタッ フをはじめ、弁護士事務所をサ
ポートできる専門家集団を擁していること
も強みです。こうしたことから、日本国内
において eDiscoveryをフルサポートでき
る唯一のサー ビスであると自負していま
す 」（ ホンマ ）

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

フォレンジックサービス ディレクター ホンマ シン

プライスウォーターハウスクーパースで
は、広範囲にわたるセキュリティ関連サー
ビスを提供しているが、2014 年7 月29日よ
り開始したのが、「 eDiscovery & Forensic 
Centreサービス」である。

eDiscoveryとは、訴訟時において証拠
として電子データの開示を求める米国の制
度。2006 年12 月に米国連邦民事訴訟規則
(Federal Rules of Civil Procedure ）の改正
に伴い、電子データも開示対象となること
が明記された。これにより、米国で訴訟を
起こされた場合、日本の本社やデータセン
ターなどにある電子証拠もすべて開示対象
となる場合があり、データを提示できない
と、制裁を受けるなどの不利を被る可能性
がある。

事業継続
マネジメント

セキュリティ戦略

セキュリティ
ガバナンス・

統制

脅威・脆弱性
管理

構造、
ネットワークセキュリティ、

アイデンティティ
（ ID 管理）

インシデント
レスポンスと

フォレンジック調査

人 
プロセス 

テクノロジー 

回復性の構築 
ビジネス継続性管理、災害復旧、 危機管理

インシデント管理 
インシデント レスポンス体制の構築、
内部調査・規制当局調査、フォレンジック調査・
準備、危機対応

安全なシステムとインフラの構築 
セキュリティ体系、ネットワーク セキュリティ、クラウド コンピューティング セキュリティ、 
ID & アクセス管理（IAM）ソリューション、ERP セキュリティ

方向性の設定 
セキュリティ戦略の開発、組織設計、管理報告

統制の安定した枠組みの構築
リスク、ポリシー、プライバシーのレビュー、 
法規制遵守に関する評価、データ損失防止、
自覚プログラム

外部脅威の管理 
ペネトレーションテスト、脆弱性スキャニング・
改善、継続的な外部からの脅威のモニタリング

PwC グローバル のサイバー セキュリティ サービス

経済犯罪実態調査 2014 日本分析版

『日本における経済犯罪 現状と対策』
https://www.pwc.com/jp/ja/japan-
knowledge/archive/assets/pdf/
economic-crime-survey2014.pdf
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Value Report

サイバー紛争の国内情勢への影響

トルコのRecep Tayyip Erdogan 首

相はソーシャル  メディアに宣戦布告

し、新しいコミュニケーション プラット

フォームを「社会に対する最悪の脅威」

と呼んだ。政府高官による不祥な会話

の録音がTwitter やYouTube にリーク

され続けたのを受け、同首相は、これら

のサービスを遮断したのである。だが、

首相の思惑は外れ、Twitter のアクティ

ビティはかつてないレベルに急増、トル

コ発のつぶやきは遮断後に138％増と

なった。

これほどまでに強い反応がTwitter 

に寄せられた理由の一つとして挙げら

れるのが、Erdogan 首相の独裁的な考

え方や傾向が、世論の大半を占める意

見や民主的な国の行政を反映していな

いという事実である。Erdogan首相自

身の政党の主要メンバーが、大統領も

含め、ほかでもないTwitter で首相の

Twitter 遮断を批判。また、その後の司

法裁判でも、首相による遮断は違憲で

あるとされた。

これらのコミュニケーション チャネ

ルは、そもそも遮断や規制が難しいとい

う側面もある。例えば、一般ユーザーは

SMS（ショート メッセージサービス）で

つぶやけるほか、VPN（仮想プライベー

ト ネットワーク）やTor（トーア）など

の使い勝手の良い迂回策を使うことが

できるからだ。

ソーシャル メディアを「撲滅」する唯

一の確実な方法は、より広範囲な重い

規制をインターネットに課し、政治的

にも経済的にも大きな代償を課すこと

だろう。2011 年1 月8 日、エジプトの

Hosni Mubarak 大統領（当時）は、自国

のインターネット アクセスを完全に遮

断し、自らの政権に対する抗議運動の高

まりを抑え込もうとした。だが、この行

動は逆効果を招いた。より多くの市民が、

遮断行為自体への抗議活動を行うため、

街頭に出るようになったのだ。政府は数

日後にインターネット アクセスを回復、

Mubarak 大統領は間もなく失脚した。

YouTube、Twitter、Facebook、衛星

テレビ、カメラ付き携帯電話は、「 草の

根」革命を構成する新たな武器となり、

市民が行動を示し合わせたり意見を発

表したりする力を増強させている。ま

すます普及するこれらの技術が、情報

をすばやく伝達する、反政府集会を開

く、スキャンダルを明るみに出す、不満

を共有するといった行動を可能にして

いるのだ。

しかし、市民による要求や技術の使用

に対抗するための、より巧妙な方法も存

在する。中国のネット検閲は今も行わ

れており、国家はインターネットのトラ

フィックを監視し、機密または扇動的と

見なす情報を削除できる。

そして中国政府の戦術は、市民の技術

的手腕とともに進化してきた。単に情

報の流れを抑圧するのではなく、政府を

支持する会話を積極的に助長・増幅す

ることで、反対の会話をかき消すことも

可能となっているのだ。事実、中国政府

は、市民が草の根の懸念を生成するのと

まったく同じやり方で、独自のニュース

を作り出すことができる。さらに、省レ

ベルの政治家や外国企業、他国などのス

ケープゴートに市民の怒りを向けさせ

ることもできる。

サイバー ポリティクス
国家と市民がしのぎを削るハイテク軍備競争

650億件
米国で処理される

ロケーションタグの付いた
年間決済取引件数

1,540億件
1 日に送信される

メールの件数

イランの核施設を停止させたウイルス「スタックスネット」や、国の送電網を標的とした

大規模攻撃の可能性など、国家間のサイバー戦争がメディアを賑わせている。しかし、

最も重大な影響を持ち得るのは、政府と市民の間で繰り広げられる国内のせめぎ合い

となる可能性がある。ソーシャル ネットワークをはじめとする新しいコミュニケーション 

チャネルは、政府と市民との闘争にいかなる新しい局面をもたらしているのか ――。

87%
携帯電話から

ロケーションを特定可能な
米国の成人の割合

※ 本 レポートは、Eurasia GroupとPwC 
Japanが共同で発行した「 Cyber-Politics 
The Technological Arms Race between 
States and Citizens」を抄訳したものです。

Eurasia Group・PwC Japan共同レポート

『サイバー ポリティクス：国家と市民がしのぎを削る
ハイテク軍備競争』
https://www.pwc.com/jp/ja/japan-
knowledge/archive/assets/pdf/cyber-
politics-1408.pdf
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デジタル世界の足跡を追う

インターネットのコミュニケーション

を管理する新しい方法の他にも、政府が

使うことのできる「トップダウン」型の

技術は多数ある。サイバー コミュニケー

ション ツールの多くは、市民に力をも

たらす一方で、多大な足跡をデジタル世

界に残すという欠点を抱えている。政府

は、市民がメールを送信したりオンライ

ンで検索したり、コメントやつぶやき投

稿したりする際に残すトラフィックデー

タや電子署名を収集・追跡する。そして、

この膨大な量のデータをふるいにかけ、

個人の追跡やパターンの割り出しを行

うことで、どこで集まろうとするか、ど

のように意見表明しようとするかなどが

予測可能となる。

コミュニケーションや組織化の力を市

民にもたらしているデバイスは、GPS（全

世界的衛星測位システム）を搭載してい

る。したがって、政府はこれを使うこと

で、居場所を正確かつ容易に突き止めら

れる。これはデータ革命だ。つまり、政

府が情報の流れを利用して、国家と市民

の間のサイバー軍備競争で攻撃に転じ

ることができるのだ。監視機能やデー

タ分析機能の発達を受けて、政府は今

まで以上に市民の足取りを把握し、行

動を予測し、反対を抑え込めるように

なっている。

このデータ革命において、当初、膨大

なデータとその分析手段を有している

のは、主に大手の技術企業だった。しか

し、機密情報の収集において国家がより

積極的かつ組織的な役割を果たすよう

になっており、国防の観点から有用と思

われるものは、できるだけ管理下に収め

たいと考えるだろう。プライバシーと

オープンなコミュニケーションを尊重

する米国のような自由主義の民主国家

でさえ、最近のEdward Snowden 氏の

スキャンダルでは、政府主導の巨大な監

視活動の実態を垣間見せた。ただし、国

家安全保障局の活動についてあれだけ

の機密情報をSnowden 氏がリークでき

たという事実は、市民が手段を持つよう

になっていることの証明でもある。オー

プンなコミュニケーション チャネルを

今までにも増して有するようになった社

会では、国家主導の監視行為は、他の機

密情報と同様に、告発や透明性に対する

脆弱性となり得る。

市民が技術を使って有効にコミュニ

ケーションして結集できるようになり、

また政府の機密情報を暴露できるよう

になる一方で、政府はデータ主導の手段

で対抗して反対運動を抑圧し、機先を制

したり不満の矛先を変えたりできるよう

になっている。この競争は、今後数年間

にわたって予測の難しい不安定な状態

で進展していくだろう。

今後の展開は国によって異なるだろ

う。市民と国家のどちらが優勢となるか

を見極めるのは時期尚早だ。しかし、こ

れらのトレンドはすでに、テクノロジー

が統治に及ぼす影響、および情勢不安や

国家の安定性の性質について、重要なパ

ターンをいくつか示している。要求を強

める市民への対応に葛藤する新興市場

は、最も大きなプレッシャーにさらされ

る可能性がある。そして、これら新しい

サイバー コミュニケーションの技術は、

今後も革命を起こしやすくするだろう。

ただし、革命の完遂をたやすくするわ

けではない。その理由は、ひとたび政府

が革命を受けて転覆してしまえば、反政

府感情を超えて抗議活動家を団結させ

る動機はあまりないことが多く、反対派

は、そもそも自分たちに力を与えた技術

の特徴ゆえに今度は被害者になり得る

ためだ。同じ組織内の全員が対立する

意見を持ち、その意見を声高に表明する

手段を持っている状況では、有効な構造

やヒエラルキーを維持するのは困難な

場合がある。

ただし、新しいコミュニケーション

チャネルを手にした市民と、それらプ

ラットフォームのデータを掘り下げる能

力を得た国家の間で、バランスが変わる

可能性はある。この押し引きが、今後数

年間にわたって新しいサイバー技術の

政治的影響力を決定する重要な要因と

なるだろう。

75%
一般個人が生成するデジタルデータが

全デジタルデータに占める割合

2,000%
2020 年までの

世界でのデータ量の
成長率見込み

111メガバイト
Facebook が保存している

ユーザー 1 人当たりの
ビデオおよび写真の容量

Edward Snowden 氏と米中関係

Snowden 氏が国家安全保障局の監

視活動の情報を最初にリークした時、米

中関係は微妙な局面にあっ た。Barak 

Obama 大統領と習近平総書記による二

国間協議が行われる直前のタイミング

だったからだ。この協議の主な目標の

一つは、サイバー セキュリティの「 基本

ルール 」をまとめること。Snowden 氏

による暴露が、中国からのサイバー攻撃

に対抗しようとする米国の活動に歯止め

をかけることはなかったが、国対国のサ

イバー戦争と、中国が従事しているよう

な国家の命に基づくサイバー産業スパイ

行為を区別しようとする米国の思惑に逆

風をもたらした。結果、中国が後者の活

動を今後も継続する可能性が高まったの

である。また、中国にとって、Snowden

氏の告発は、中国市場への投資を模索す

るインターネットおよびテレコム業界の

米国企業に対する不均等な市場アクセ

スや処遇を、国防の観点から正当化する

ことを可能にした。そして米国は、サイ

バースペースにおいて高い道徳的地位

に立つ国という定評を失い、中国のサイ

バー攻撃を非難できなくなった。
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スペシャルセッション

スペシャルセッションに登壇した

政治学者のイアン ブレマー氏は、

冒頭で日米関係について言及。「オバマ

政権は日本を信頼しており、両国は良好

な関係にある。しかし、日本以上に中国

との関係が重要だと考えている」と切り

出した。そうしたなかで日本は、アベノ

ミクスを支持して景気回復を図りつつ、

TPPを推進することで貿易競争力を高

め、結果的に中国に経済改革を促すこと

が得策だと説いた。

グローバルな政治リスク分析をリード

するコンサルティング会社、ユーラシア 

グループの社長を務めるブレマー氏は、

明確な主導国の存在しない世界を表す

話した同氏は、当面は米国政治の低落は

止まらないという見解を示した。

続く中国との関係に関してブレマー

氏は、「強力なリーダーが登場し、政治

や金融、国有企業などへの改革を進めよ

うとしている」と、習近平氏への期待を

のぞかせた。しかし、中国が抱える政治

の不確実性は、他の大国の比ではない。

念。「日本は必ず今から備えをすべきだ」

と訴えた。

またロシア問題では、ヨーロッパ諸国

がエネルギーを依存していることや、中

国、インドがロシア製兵器を購入してい

る事実などから、「米国が進めるロシア

の孤立化は失敗する」と主張。日本企業

に対し、ヨーロッパ企業とのロビー活動

に注力するよう促した。

一方、イランの核問題をめぐる交渉の

行方については楽観的で、今後イランの

石油輸出再開や石油価格下落といった

日本企業にとっては追い風が吹く可能

性が高いとした。

これら4つのメガトレンドとは別に、

新興国の今後の動向についても触れた

ブレマー氏は、日本への好感度の高いア

フリカにもっと日本は目を向けるべきだ

と語った。

最後の質疑では、日本と中国、韓国と

の関係に質問が集中。ブレマー氏は、「経

済的にどれだけお互いにメリットがある

かどうかに重きを置いておくべきで、歴

史からは離れれば離れるほどいい」とコ

メントした。

人口構造の変化や新興国へのエコノミック パワー シフ
ト、都市への人口集中、気候変動と資源の枯渇、テクノ
ロジーのブレークスルー……。ますます激化する国際競
争のなかで日本企業が勝ち残るためには、このような世
界のメガトレンドをビジネス戦略に取り込み、サイバー
犯罪や国際税制、金融リスクなど、直面するグローバル
リスクに立ち向かっていかねばならない。そして持続
可能な成長を実現していくことこそが、これからの日本
企業にとって不可欠のミッションだといえるだろう。4
月25日に開催された「 PwC グローバル メガトレンド 
フォーラム」では、この「世界のメガトレンドと直面するグローバル リス
ク」に焦点を当て、各分野に精通したPwC Japanのプロフェッショナル
たちが日本企業の成長戦略のあり方を示した。開会の挨拶に登壇した、あ
らた監査法人の木村浩一郎代表執行役は、「アベノミクス効果などにより
日本経済もやっと元気が出てきた」と日本企業の明るい展望を強調。そし
て「グローバルトレンドのリスクとオポチュニティについて検討し、日本
企業がどこに向かうべきかを皆さんと一緒に考えたい」と語り、本フォー
ラムへの意気込みを示した。

 PwC
グローバル メガトレンド フォーラム
～ 勝ち残りを賭ける日本企業が、世界 のメガトレンドと直面する
グローバル リスクにどう立ち向かうかを考える一日 ～  Eurasia Group President

イアン ブレマー氏

世界の10大リスクと
「 Gゼロ後 」の世界

「 Gゼロ」という言葉の提唱者としても

世界中で知られている。同氏は、2007

年から2009年までのメガトレンドで

あった、金融危機を発端とする経済面で

のグローバルなリスクは今ではさほど

脅威ではないとしたうえで、現在のメガ

トレンドは経済から地政学的な問題へ

と移行しているとした。

日本が特に影響を受けそうなメガト

レンドとしてブレマー氏が挙げたのは、

①米国外交の凋落、②中国の改革と成

長、安全保障、③ロシア問題、④イラン

の核交渉、の4点である。このうち米国

については、「現在も他国に対して圧倒

的な軍事力を保持しているものの、もは

や米国は“世界の警察官”でいることを

望んではいない」と語った。

以前よりも米国が他国に影響力を行

使しなくなった結果、その外交政策も低

落の一途をたどっているというのがブレ

マー氏の考えだ。

「他国への関与を抑えたいというのは

多くの米国民が望んでいることでもあ

り、国内のエネルギー革命などに湧く米

国にとって決して悪い傾向ではない」と

そのため同氏は、どれだけ中国が経済大

国となったとしても、改革が失敗に転じ

る可能性を考えて慎重に投資すべきだ

とした。そして、改革が失敗すれば、日

本を含めた東アジアや東南アジアの安

全保障に深刻な影響が生じることを懸
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キーノートセッションには、プラ

イスウォーターハウスクーパー

ス 代表取締役社長、椎名茂が登壇。昨

年（ 2013年 第4四 半 期 ）PwCが 世 界

68カ国の主要な企業の最高経営責任者

（ CEO ）1344人を対象に実施した「 世

界CEO意識調査」の結果について解説

を行った。同調査は毎年実施されてお

り、今回で17回目を迎える。日本企業

のCEOも全体の1割となる127人が回

答を寄せており、椎名は日本のCEOの

意識の経年変化や世界のCEOとの差異

に特に着目。そこから日本企業が直面

する課題や今後の方向性について浮き

彫りにしていった。

調査によると、「 今後1年間の自社の

成長に自信がある」と答えた日本のCEO

は84％に達しており、前年比11ポイン

ト増と大幅回復している。世界全体の

85％とほぼ肩を並べるまでに、日本の

CEOは自信を取り戻したことになる。

この傾向について椎名は、「 なぜか日

本のCEOは、海外のCEOよりも長期間

にわたってリーマンショックの影響が

尾を引いていた感がある。反省する傾

向の強い国民性の表れかもしれない。

だが、アベノミクスの効果や為替変動

が追い風となって日本企業にもようや

く攻めの戦略を打つ環境が整った 」と

語った。

次なる成長ステージに突入した日本

企業の今後の成長要因としては、「新た

な地域の市場開拓」への関心度合いが

24％と、世界全体の14％を大きく引き

離している。また日本企業が成長するう

えで重要とする国・地域については、過

去に引き続きアジアへの関心が高く、上

位10カ国のうち7カ国をアジア諸国が

占めている。この傾向はM&Aや合併、

戦略的提携を計画している地域につい

ても同じで、東南アジアと東アジアで7

割を占めている。

ここで椎名は人口構造の変化のメガト

レンドに触れ、「 2020年には2009年比

で中間層が倍になり、購買層が圧倒的に

アジアに集中することを考えれば、日本

がこの地域に先手を打つのは有効な戦

略だろう」とコメントした。

「 日本の企業は技術力は高い 」の

“ 通説 ” に懸念

こうした期待の一方、成長に対する脅

威として日本のCEOは、為替相場の変

動や新興国の成長鈍化、労働コストや

エネルギーコストの上昇を挙げている。

一方、世界のCEOが最大のリスクとし

響を与える世界的なトレンドとして、世

界のCEOの81％が「技術進歩」を挙げ

ているのに対して、日本のCEOは65％

にとどまった。日本のCEOの数値が最

も高かったのは「世界的な経済力のシフ

ト」である。

この点に関して椎名は、「技術への関

心が世界水準より低いのは気になる。

よく『日本企業は技術力は高いが売り方

が下手だから低迷している』と言われる

が、果たしてそれは本当なのかもう1度

よく考えて欲しい」と、技術投資への関

心の低さへの懸念を示した。

ま た、 海 外 へ のM&Aに 関 し て も、

M&Aを計画する日本のCEOの割合は

15％で、米国のCEOの39％に対し半分

以下でしかない。椎名は、「欧米に比べ

て日本企業は緩やかな提携を好み、消極

性が目立つ。これからのスピード経営に

は、M&Aで“時間を買う”という意識も

大事だ」と強調した。

最後に椎名は、これから日本のCEO

のが競争に強い組織を作り上げていく

うえで抑えるべきポイントとして、「自

信」と「スピード」、「レジリエント」の3

点を挙げ、次のように訴えかけて講演を

締めくくった。

「ビジネスをめぐる環境は日々刻々と

変わるので、変化に素早く対応できる組

織を作っておくことが大事だ。変化を受

け止めながら次の行動に移せるような

レジリエントな組織づくりをぜひ目指し

ていただきたい。PwCもそのお役に立

てるよう尽力する構えだ」

Fit for the Future  世界的な潮流をつかむ
～日本と世界のCEO意識調査から見える
メガトレンドへの対応比較 ～

キーノートセッション

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

代表取締役社長 椎名 茂

て挙げているのは「鍵となるスキルの利

用可能性」であり、日本のCEOとの差が

大きい。

「日本企業はコストに対する意識が非

常に高い。原子力発電所の停止で海外の

天然資源への依存度が高まっているのに

加えて、労働人口が減少の一途にあるこ

とも大きな理由だろう。労働コストにつ

いては5年後には想定外のコスト構造に

なると見られ、そうした事態を見越した

製造体系が実現しているかどうかが生き

残りの鍵を握るに違いない」（椎名）

次に、自社のビジネスに革命的な影
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サイバー セキュリティの
脅威と対応

日本企業の海外進出 A to Z を見直す

世界中で相次ぐ企業や政府機関のセ

キュリティ侵害事件に見られるよ

うに、今やサイバー セキュリティは国

家や企業における最重要課題の１つと

なっている。テクノロジーのブレークス

ルーによりIT社会が急速に進展するの

に伴い、そのサイバー攻撃の脅威レベル

も高まり続けているのである。そうした

背景を受け、プライスウォーターハウス

クーパースのパートナー、松崎真樹は、

PwCが世界で実施した「グローバル情報

セキュリティ調査2014」の結果を基に、

企業がサイバー セキュリティ対策を実

施するうえで押えるべきポイントなどを

示した。

松崎は、現在のメガトレンドの中核を

成すサイバーワールドを、企業が生き抜

いていくためには、CEOがリーダーシッ

プを発揮し、その下でCIOとCMOが連

携してミッションを遂行することが大事

だとし、「サイバー セキュリティについ

ても同じことが言えるだろう」と語った。

調査結果からは、74％もの企業が自

社のセキュリティ対策は万全だと考え

ていることが判明した。こうした楽観的

な傾向は上層部になるほど強くなってい

る。ところが、詳細に分析してみると、

セキュリティ対策の“先駆者”を自認する

企業でさえ、真にそう呼ぶに値する企業

はわずか17％に過ぎなかったのである。

このような結果を受けて松崎が特に

強調したのが、バリューチェーンのど

こかが破られてしまうと全体に攻撃の

手が及ぶことから、自社だけでなくビ

ジネスのエコシステム全体まで広げて、

セキュリティのポリシーやアーキテク

チャーの見直しを図ることの重要性だ。

「セキュ リティ 対策はどこまでやる

かの見極めが非常に難しい。バリュー

チェーンのなかで、守るべき適用範囲を

明確にしつつ、最新のテクノロジーを適

用すべき箇所を再確認しなければなら

ない」（松崎）

また、日本企業

のセキュリティ投

資額が海外と比べ

て低いことを懸念

した松崎は、日本

企業では投資の効

果をきちんと評価

していない点を指

摘し、「セキュリティに関していえば、日

本企業は決してバランスの良い投資を

行っていない」と主張。自社と他社、自

社内組織間についてセキュリティの状

況を比較して見える化を行い、今後の対

策につなげていくことが有効だとした。

「見えないところに実は解答があると

いうことを念頭に、見える化に取り組む

ことがポイントだ」と松崎は語り、講演

を締めくくった。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー 松崎 真樹

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー 坂野 俊哉

世界的なメガトレンドの1つ、新興

国へのエコノミック パワー シフ

トを受けて、アジア地域を中心に日本企

業の進出が活発化している。プライス

ウォーターハウスクーパースのパート

ナー、坂野俊哉は、海外戦略の策定に必

要なアプローチとして「マーケット アプ

ローチ」、「コンピテンシー アプローチ」、

「戦略的意思アプローチ」の3つを挙げ、

「これらをバランスよく回していくこと

を念頭に置きながら、全社を巻き込んで

それぞれの資源配分を考えることが必

要だ」と説く。

坂野は、進出先を理解して戦略を立

てることの重要性を示すため、インドへ

の進出例を紹介した。都市への人口集

中というメガトレンドはインドにも及ん

でおり、上位6都市で同国経済の4割を

占める。しかしその一方で、同じBRICS

の中国やブラジルほどは都市化が進ん

でおらず、今も農村部の人口割合が大

きい。加えて、初等教育の卒業者数は

1978年当時の中国と同水準となってい

る。ただし、高等教育に関しては一気に

比率が高まり、ITやヘル

スケアなど高度な産業も

発達している。 つまり、

インドは非常に二極化社

会であることがうかがえ

るのである。

「 人口だけで見るとイ

ンドと中国はほぼ同じ大

きさだが、その中身はか

なり異なる。このように

マーケットの特性を理解

しなければ進出をしても

うまくいかない」と坂野は指摘する。

インドにおけるビジネスでは、消費

者、サプライヤー問わず不払いが当たり

前のように発生し、オーナーの独断で方

針が二転三転して約束事が守られない

ようなことも日常茶飯事だという。その

ため進出した多くの日本企業がさまざ

まなトラブルに翻弄されることになるわ

けだが、坂野は「そもそもインドではそ

うしたトラブルは当たり前のことで、何

か起きてから対応するのが通例なのだ」

と語る。

坂野は、インドではトラブルが普通

だという「 現象 」があり、その背後に

は、同国ではトラブルの事後に対応す

るという習慣・価値観の「 暗黙知 」が

あることを説明したうえで、「 そこで学

んだ価値観からインドでは事後解決が

ベストだという「 形式知 」を導き出し、

日本の本社と共有することが大事だ 」

と説いた。

「現象」、「暗黙知」、「形式知」という

思考プロセスを生かし、多国展開を行う

には、「グローバルレベルとローカルレ

ベルの2層での戦略の見える化が必須

である」と坂野は強調。これらを踏まえ

て、日本企業が海外展開にチャレンジす

るには、「標準化や見える化を具現する

抽象力と抽象化されたコンセプトや概

念を文化を越えて伝えていくコミュニ

ケーション力が大切だ」と主張する。

そして最後に坂野は、 海外戦略の

A to Zを次のように統括した。

「どの国で何を作り売るかという次元

に加えて、今後はルールが異なる様々な

国でどのように事業を運営していく仕

組みを作るかという次元でのロジック

が要となるだろう」
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持続的な企業価値創造に貢献する
ディフェンス ラインの活用方法
～グローバル リスク  マネーを呼び込む
統合報告への挑戦 ～

グローバル企業の新世界
～ M&Aにおける
日本企業の挑戦 ～

不 確実性の高い現在の経営環境に

おいて、日本の本社におけるグ

ローバルリスク管理はどうあるべきか

──あらた監査法人のディレクター、久

禮由敬は、この疑問に対してまず“現場”

の気持ちを考える事の重要性を説いた。

コンプライアンス監査にしても国ごとに

法律が異なるうえに、品質マネジメント

や情報セキュリティ、環境監査、それに

事業継続対応など、ここにきて様々なリ

スクファクターへの対応が現場では迫

られている。

「多種多様なチェックシートが現場に

送られてくる。しかしそれだけでは現場

には“やらされ感”が生じてしまい、結果

プ ライスウォー ター ハウスクー

パースのディレクター、吉田あ

かねは、人口構造の変化や技術革新、世

界的な経済力のシフトといったメガトレ

ンドに対応するために、「世界のCEOは

これまで以上にM&Aの重要性を認識し

ている」と強調した。

PwCが行っ た「 世界CEO意識調査 」

の結果によると、実に78％ものCEOが

M&Aや合併・ 共同出資事業そして戦

略的提携を成長戦略の一貫に掲げてい

る。しかしその一方で、75％のCEOが、

M&Aが失敗した、もしくは既存事業と

の融合がなされずに終わったと回答し

ているのである。さらに日本の場合には、

M&A後に巨額の減損を計上していると

いう事実もある。

日本の減損の要因として吉田は、日

本企業及び日本経済の凋落を挙げた。

世界のGDPに占める日本のシェ アは、

1995年の17.6％から8.2％へと低下。

株式の時価総額についても、世界におけ

る日本市場の割合は1995年の34.2％

から7.8％へと著しく低下しているので

ある。

的にガバナンス効果の低下につながる

恐れがある」と久禮は危惧する。

そこで解決策として久禮が提唱する

のが、現場の業務執行部門、機能別の

本社管理部門、内部監査部門という3つ

のディフェンス ラインを設けることだ。

この3つのラインを中心に、監査役や外

部監査役とともにバランス良く連携し

ながら不確実性への対応力を確保する

のである。

3つのディフェンス ラインを活用した

効果的な統合・連携の基本パターンを5

つ紹介した久禮は、当事者意識の醸成や

全社的なリスク管理体制の構築・運用、

ステークホルダーの期待、各種ガイドラ

インの活用などを成功のポ

イントとして挙げた。

続いて久禮は、こうした

リスク管理の力を企業価値

評価に昇華させる手段とし

て統合報告の活用に言及。

「今までの企業コミュニケー

ションだけで果たしてうま

く企業価値を伝えきれてい

るのだろうか？グロー バル 

リスク マネジメントに真摯

だが吉田は、「経済的なリスクが低下

した現在、日本企業はM&Aを通じてグ

ローバル企業への変革途上にある」との

見解を述べ、海外企業の買収が増加傾向

にあることを評価。「買った果実を腐ら

せないためには、お互いの違いを原動力

として自己改革につなげていくことが重

要だ」と訴えた。

そして日本企業がクロス

ボーダー M&Aを成功する

ためのキーワードとして掲

げたのが、「守・破・離」と

いう日本の伝統芸能で言わ

れる成功の型である。

「これをM&Aに当てはめ

ることで成長への道筋が見

えてくるのでは」（吉田）

まず「守」では、己を知り、

相手を知ったうえで、長期

的な視点での戦略策定の結

果M&Aに望む。次の「破」は、お互いの

強みを理解してシナリオを作っていく

パートナー戦略を実践する。そして最

後の「離」で、買収先を熟知し、新たな

マーケットへの飛躍による成長を目指

すのである。

このうちパートナー戦略について吉田

あらた監査法人

ディレクター  久禮 由敬

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

ディレクター 吉田 あかね

に取り組んでいる会社が、その良さをき

ちんと伝えきれているのだろうか？投資

家は、リスクマネジメントがもたらす持

続的・安定的な企業価値の向上を評価

できているのだろうか？」と疑問を投げ

かけた。資本市場における企業価値の

８割が財務情報以外の要素で決まって

いるという調査分析結果もあり、この疑

問に真正面から向き合う時期がまさに

今、目の前に来ている。

「この8割の部分をどうやって表現す

るかという課題から生まれたのが統合

報告なのだ」（久禮）

日本企業でも現在約100社が統合報

告に取り組んでいることを紹介した久

禮は、最後に次のように講演の趣旨を統

括した。

「 統合報告はブー ムでもなんでもな

く、企業がチャレンジするか否かはそれ

によりどれだけのベネフィットが見込め

るかの判断にかかっている。リスクは時

代とともに変化し、ディフェンス ライ

ンも常に見直しが求められるだろう。そ

うしたなか、長い目で統合報告を通じ

たステークホルダーとの対話を続けて

いってほしい」

は、「国内の“競合”と連携して、グロー

バルな“強豪”へと変革を遂げることが

肝要。短期的には痛みを伴うかもしれ

ないが、長期的には大きな成功に結びつ

くはず」と熱弁。

最後に吉田は、「 買収先のマーケット

の獲得のみに甘んじず、真のグローバ

ル経営に結びつけることが重要なので

あり、そのためには、買収先の次世代

リーダーを日本に招聘して一緒に働く

ことも成長に役立つはずだ 」と締めく

くった。

20 Value Navigator 21Value Navigator20 Value Navigator Vol. 6 21Value Navigator Vol. 6



グローバル競争下における
 経営課題としての税とは？

インフラ輸出から
都市ソリューション輸出へ

「世界CEO意識調査」では、国、地

域を問わず租税負担の増大を

企業成長のリスクとして認識している

CEOの割合が高かった。税理士法人プ

ライスウォーターハウスクーパースの

理事長、宮川和也は、「にもかかわらず、

東証一部上場企業50社をランダムに

ピックアップして中期経営計画を調べ

たところ、「税」という言葉が出てきたの

はわずかに6社だけ。経営課題に関わる

かたちで税金を取り上げていた企業に

至っては1社もなかった」と現状を憂う

とともに、「 今や税は財務の問題にとど

まらず、経営に直結した問題なのだ 」

と訴えた。

世界の平均法人税率は24.5％となっ

ており過去7年間では51％の国・地域

で法人税率の引き下げが行われている。

これに対して日本の法人税率は世界的

に見てかなり高い水準にある。国際競

争力強化の視点から、日本政府はようや

く法人税率引き下げの方向で議論を開

グロー バル メガトレンドの１つ、

急速に進む都市化。この課題に

対して日本企業が貢献できる道筋を示

したのが、プライスウォーターハウス

クーパースのPPP・インフラ部門アジ

ア太平洋地区代表 パートナー兼都市イ

ンフラソリューションセンター グロー

バルリーダー、野田由美子だ。

現在、世界中で農村部から都市部へ

の移住が進んでおり、2050年には世界

人口の実に75％が都市に居住すると推

測されている。そんな急激な都市化は、

慢性化する渋滞や環境汚染、ゴミ問題

など深刻な問題を引き起こしている。

さらに追い打ちをかけるようにアジア

始しており、宮川も、「政府は引き下げ

に向けた議論をぜひ続けて欲しい」と期

待を示した。

日本企業の実効税率が欧米のそれと

比べて高い理由の1つとして宮川が挙げ

たのが、税に対する企業意識の違いだ。

欧米企業では、税金はコストとして割り

切り、適法である限り積

極的に税を削減してきた。

そして、その削減分を将

来の成長のための投資に

振り向けるのが一般的な

のだ。

「一方、日本企業では税

を一種の“聖域”とみなす

傾向にあり、思い切った

圧縮策に取り込んでこな

かった。それにより高税

率負担が一般化している

のではないか」と宮川は問いかける。「世

界CEO意識調査」の結果を見ても、世界

のほとんどのCEOが社会的な責任を果

たすことを重視しているものの、租税支

払いの公平性を重んじる米国のCEOは

わずか49％でしかなかった。

「 公平な税負担という意識には国に

の都市では災害が頻発。こうした状況

に対して野田は、「 都市問題が山積する

にもかかわらず、途上国には解決のた

めの資金も経験も不足している。世界

中の都市のリーダーが頭を悩ませてい

る」と訴えた。

都市問題に直面する一方で、アジアや

アフリカを筆頭に都市間競争も激化し

ている。各都市は付加価

値の高い企業や高度な人

材を呼びこむべく、様々な

チャレンジを繰り広げて

いるのである。

野 田 は、「 ス マ ー ト シ

ティやリバブルシティ、レ

ジリエントシティ（災害に

強い都市）など、それぞれ

の都市が目指すかたちに

はいくつかの潮流がある

が、未来の都市のあり方

を模索し、果敢にチャレンジする姿は頼

もしい」と評価する。

一方、PwCが世界で実施した都市力の

評価によると、1位はニューヨーク、2位

がロンドンで、東京は10位に位置づけ

られている。東京の場合、交通インフラ

やテクノロジーの水準への評価は高い

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  宮川 和也

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー
都市インフラソリューションセンター グローバルリーダー  

ものの、持続可能性と自然環境、産業生

活のコストに対する評価は低い。

「この弱みをどう克服していくかが日

本の課題だろう」（野田）

そこで野田が参考にすべき都市とし

て挙げたのが、7位にランクインしてい

るシンガポールである。国家戦略とし

て都市力向上と都市輸出に取り組むシ

ンガポールでは、“世界で最もビジネス

のしやすい都市”というブランドづくり

に注力。高度人材が移住しやすいよう

に住みやすい街としての価値を訴求す

るとともに、そうして得られた都市ノウ

ハウを海外へ輸出しているのである。

「水問題をはじめとした弱みがあった

からこそ、それらを克服したノウハウを

ベースに様々なソリューションを生み

出し、世界に展開できている」と野田は

強調する。

翻って東京をはじめとした日本の都

市に目を向けたとき、野田は、「日本は

都市問題の解決への素晴らしいポテン

シャルがある」とする。なぜならば、高

度経済成長期に世界でも例を見ない急

激な都市化を経験しており、そこでは現

在のアジア各国の都市が抱えているよ

うな都市問題にひと通り直面し、そして

それらを解決してきた過去があるから

だ。「ゴミ問題にしても、ただ焼却炉を

輸出するのではなく、ゴミの分別や減量

などの政策・ノウハウとともにインフラ

を輸出することが大切だ」と語った野田

は、日本の都市ソリューションのノウハ

ウを集約し、官民連携でその輸出を支援

する「都市ソリューションセンター」設

立の必要性を主張した。

よってかなりの相違がある」と宮川は指

摘する。

その実例として、スターバックスや

アップルといった米多国籍企業の税制

プランニングを紹介。欧米多国籍企業

が、重要な無形資産を低税率国に移動

し、国外所得の大部分をその国に所在す

る関係会社に帰属させることにより、グ

ループ全体で低税率を達成している事

実を説明した。

こうした取り組みはすべて適法ではあ

るものの、最近では世論の強い反発を招

く傾向にもある。それを受けて宮川は、

「いまや税務当局ではなく世論がアグ

レッシブな節税を批判するようになって

いる。税はもはや財務的な問題ではなく

レピュテーション リスクとしての経営

問題になっているのだ」と主張した。

最後に宮川は、「税にはコストとリス

クの二面性があることをよく理解して、

双方のバランスを取りながら管理する

ことが大事。そしてその取組みをすべ

てのステークホルダーに説明できるよ

う準備をしておかねばならない」と会場

に語りかけ、講演の幕を閉じた。

野田 由美子
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