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本格化する大メコン圏への戦略的なシフト―タイ
長年にわたり政情不安が続くタイです

PwCネットワークでは東南アジア各国

が、2014 年 5 月にクー デター が起き軍

において、会計・税務に加え、経営コン

事政権が確立されてからは、現地で生活

サルティングでも日本人スタッフを増強

していると、平時よりもむしろ安定した

している最中です。今後は、サービス横

状態になっているように感じられます。

断・国横断により、現地の日系企業を支

経済に関しては、タイだけでなく、カ

援する体制が大幅に強化され、これまで

ンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナ

にないダイナミックな事業展開を体験で

ムを加えた大メコン圏を「 面 」で攻略す

きることに胸を躍らせています。

野田 由美子
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
PPP・インフラ部門アジア太平洋地区代表 都市ソリューションセンター センター長
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ひとりの人間として相手の立場を思いやることが大切
人々との触れ合いを通じ、国際協力への理解を広げていきたい
紺野 美沙子 氏

るという動きが本格化しつつあります。

女優 国連開発計画（ UNDP）親善大使
［ 聞き手 ］

例えば、製造業であれば、労働集約的な

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

工程を人件費の低い国に移管することで
生産分業したり、サプライヤー開拓・育

12 Management Issue—————————————————————————————————————————

成などの調達活動を国横断で実施する。

OECDのBEPSプロジェクトに対するASEAN 諸国の反応と日本企業の対応

小売業であれば、国境を越えて広域で通

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 国際税務サービスグループ パートナー

販を行ったり、複数の主要都市でチェー

高野 公人

ン展開する。こういった事業機会が、経

14 Value Report————————————————————————————————————————————

済水準の向上や各種インフラの整備など

     ASEAN マネジメント・フォーラム 2 014

により視野に入ってきています。

［ 問題提起 ］

それに伴い企業経営においても、タイ

日本企業が陥るグローバル化の課題

集中体制から、周辺国を含めた広域マネ

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 戦略コンサルティング リーダー パートナー 坂野 俊哉

16 パネルディスカッション

ジメント体制への戦略的シフトに対する

ASEANマネジメントの課題と実践

関心が高まっています。12月にはPwC

パネリスト：カゴメ株式会社 ASEANオフィス 室長 橋詰 眞義 氏
パネリスト：ヤマト運輸株式会社 グローバル事業推進部 部長 梅津 克彦 氏
モデレーター：プライスウォーターハウスクーパース株式会社 戦略コンサルティング リーダー パートナー 坂野 俊哉

ThailandとStrategy&との共同で「大メ
コン圏における組織・人材マネジメント」
Thailand

という経営セミナーを開催し、国・事業・
機能を跨いだマトリックス組織運営のあ

20 敷島製パンにみるASEANへの進出について
PwC Japanのご紹介

り方や地域人材の強化の方向性などを
クライアントとともに討議しました。
特派員

北川 友彦 Tomohiko Kitagawa
PwC Strategy&（Thailand）Inc.
プリンシパル

PwC Japanは、日本におけるPwCグローバル
ネットワークのメンバーファームおよびそれら
の関連会社
（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、PwC弁護士法人を含む）の総称
です。各法人は独立して事業を行い、相互
に連携をとりながら、監査およびアシュアラ
ンス、アドバイザリー、税務、法務のサービ
スをクライアントに提供しています。

敷島製パン株式会社 代表取締役専務 盛田 兼由 氏

21 日本企業のグローバル戦略と経営課題

コクヨ株式会社 顧問（ 元戦略担当執行役員 ）
（ 現マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア
アドバイザー ）北條 元宏 氏

22 東レにみるグローバル HRマネジメントの取り組み
本社、海外グループ各社を繋ぐ人材戦略

東レ株式会社 取締役 人事勤労部門長 吉田 久仁彦 氏

23 ［ 全体総括 ］

ASEANでの成功を目指す日本企業への提言
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 佐々木 亮輔
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（ 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157
カ国、195,000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。
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Value Talk

寺島 実郎 氏
Jitsuro Terashima

一般財団法人日本総合研究所 理事長
多摩大学 学長
株式会社三井物産戦略研究所 会長

対

談

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式会社
パートナー
PPP・インフラ部門アジア太平洋地区代表
都市ソリューションセンター センター長

世界が直面する
都市化への答えは日本にある
す ね。 貴 社 で は 2007 年 か ら「Cities

ソフトウェア、システム、テクノロジーと

果的に展開できていないことです。

“ 都市の世紀 ”とも言われる現在、グローバルで都市間競争が激化し、わが国の都

of Opportunity– 世 界 の 都 市 力比 較 」

いった都市の “ ソリューション ” を世界

寺島

市の地盤沈下が懸念されている。一方で、世界の都市問題も深刻化しており、日本

レポートを発表されていますが、あのレ

中から引き寄せて自国の課題を解決し、

いうべき状況において、都市の課題を解

の都市インフラのノウハウや技術に注目が集まっている。そこで今回、グローバルな

ポートを見ると、魅力を向上させた都市

さらに付 加価値を付けて輸出する仕組

決してきた実績を有しているのが日本の

視点からの鋭い提言でメディアでもお馴染みの一般財団法人日本総合研究所理事

には、さらなる人・モノ・カネが集積し、

みを構築しているところにあるのです。

強みです。さらにビッグデータや ICT な

長の寺島実郎氏と、プライスウォーターハウスクーパースの都市ソリューションセン

都市力のさらなる向上につながっている

ター長を務める野田由美子に、都市の競争力強化や、その課題解決の方向性など

ことがよくわかります。こうした世界の成

について語り合ってもらった。

功事例と失 敗事例をにらみながら、議

成熟した「大人の民主主義」とも

どの技術を組み込み、都市をさらに「磨
日本は “ 都市ソリューション ” の宝庫

く」ことで、より有用かつ 先 進 的なソ
リューションが可能ではないか。たとえ

野田

シンガポール政府は都市に関す

ば今、私は「21 世紀自動車社会の未来

る世界のハブを目指し、世界都市サミッ

に関する体系的研究委員会」で分析を

したのですが、残念ながら東 京は昨年

トの開催から都市インフラ企業の誘致、

行っていますが、ITS ※の高度化と自動運

PwC では世界の潮流を示す 5 つ

から 3 ランク下がって、30 都市中 13 位

都市力の強化、都市輸出に至るサイクル

転技術などの普及により渋滞を解消しよ

のメガトレンドを発表していますが、そ

という結果になりました。一方、シンガ

を戦略的に回しています。しかしわが国

うと考えると、単に自動車に自動運転の

論を深めるときが来ていると思います。
野田

避 け る ことができない世界の都市化
野田

今年、第 6 回のレポートを発表

の 1 つが Urbanization（都市化）です。

が、都市のリーダーにとって大きなチャ

ポールは前回の 7 位から 3 位に躍進し

も、高度成長期の都市化に伴う諸課題

システムを組み込むだけではなく、道路

急速に膨張する都市には、慢性化する

レンジであり、都市の課題解決（ソリュー

ています。

を克服し安全で環境に優れた都市をつ

自体が自動運転に対応するようなシステ

交通渋滞や環境汚染、溢れかえるゴミ、

ション）が世界の現場で切望されている

寺島

日本の昨年の 1 人当たり GDP は

くり上げた実績があります。大都市から

ム設計になっていなければいけません。

上下水道や電力の不足など、深 刻な課

のです。

38,000 ドル、 シンガポールは 55,000

地方都市までそのモデルは多様性に富

このような付加価値の高い道路をまずは

題が顕在化しています。こうした都市化

寺島

都市の課題を可視化するために

ドルです。土地も人口も工業生産力もな

み、官民のノウハウが眠る “ 都市ソリュー

日本の高速道路などで実証し、システム

に伴う諸課題をいかに解決し、未来に

は、都市の競争力を包括的な指標群で

いシンガポールが、なぜこれほどまでに

ション ” の宝庫だと思うのです。残念な

やソリューションとして輸出する発想が

向けて魅力ある都市を構 築していくか

定量的に分析、比較することが重要で

進化したのか？ その源泉は、サービス、

のは、それらを世界の視 点に立って効

重要です。

※ Intelligent Transport System 高度道路交通システム
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総人口

6 億人超

Lao PDR
Viet Nam

の都市力を強化するというインバウンド
の取り組みも併せて進め、アウトバウン
ドとインバウンドの好循環を生み出すこ

Thailand

総面積

Malaysia
Singapore

国内総生産

Indonesia

2.4 兆米ドル

2050 年には現在の居住地域の

すが、都市圏ほどそのインパクトは強い
と予想されています。企 業や労働組合
などの帰属組織を失った高齢者が大量
に都市部で増加し若年層が大幅に減少
中で、いかに日本の都市力を高め「移
動と交流」のある充足した空間を維持し
ていくか。そのとき同様の課題を有する
チングさせる仕 組み を つくり出すこと

実現を

が必 要だと考えています。これを私は

消費支出

伸び率 10%

※2

世界平均 5％

日 本 が 有 する豊 富 な 都 市 ソ

行っています。

には、政府、自治体、企業が横断的に

寺島

連携して日本の都市に関わる「戦略と知

れ多様な側面を持っていますが、そこに

進出日本企業

日に増す国際的な影響力 ─ 東南アジア諸国連合

日本からの直接投資残高（ 2012 年末 ）

122,269百万米ドル
中国

6 月に東名高速から関越 道までが圏央

93,215 百万米ドル

年の中央リニア開業により都市と地方、

世界の都市がどのような知恵を集めてこ

太平洋～日本海～アジアの「移動と交流」

の前例のない課題に立ち向かっているの

がさらに活性化するでしょう。そのとき

かを学ぶことは本当に重要なことです。

東京をはじめとする国内の都市が、いか

PwC のグローバルネットワークによる貢

にその都市「ならでは」の価値を高め、

献に期待しています。

提供するとともに、相手都市の課題を

構想」においても、都市ソリューション

的確に把握して、シーズとニーズをマッ

の輸出というアウトバウンドだけでなく、

あるASEANを一括りに捉えて市場進出すれば、思わ
ぬ落とし穴にはまりかねない。1 0 カ国の構 成 国そ

同一のアプローチはほとんど通用しない。まずはその

いる首都圏 3 環状道路の開通や、2027

野田 「アーバンソリューションセンター

※3

れぞれ が 異なった言 語 や宗 教、民族を有しており、

道でつながりましたが、今後予定されて

ションのポートフォリオを「見せる」場を

（ 2014 年 ）

している日本企業は多い。だが、広大な地域連合で

こそ都市の魅力があると思います。今年

内外に発信するかが焦点になりますね。

※3

顔を持っている。そんな若い活力に溢れた ASEAN に、ビジネスチャンスを見出そうと

興味深いですね。都市はそれぞ

のハブ」をつくり、日本の都市ソリュー

6,135 社

（ ASEAN ）は、円熟期を迎えた日本とは対照的な

と呼んでいまして、実現に向けた提唱を

リューションを海外へ展開していくため

ASEAN に
向き合う
発 展し続ける経 済、増え続ける人 口、そして日に

「アーバンソリューションセンター構想」
野田

※1

特集

た、高齢化率がますます高まっていきま

する、いわば異次元の高齢化の状況の

※1

（インドネシアは世界最大の島嶼国 ）

Brunei
Darussalam

63％のエリアで人口が半減します。ま

アーバンソリューションセンターの

444万 m2

Philippines

とに重点を置いています。
寺島

（ 中国・インドに続く世界 3 位 ）

Cambodia

Myanmar

世界のベストプラクティスを学んで自ら

※1

多様性に着目し、それぞれの国・地域の特性を理解したうえで、自社の経営資源の投
入先を見極めることが求められるのである。今年末には経済共同体としての進化を遂
げる予定の ASEAN に、日本企業はどう向き合えばいいのか─そのヒントを考えたい。

1 人当たりの

GDP成長率 7%

※2

世界平均 5％

Source
ASEAN 事務局、外務局
United Nation、IMF、ASEAN.org、EurostatよりPwC 作成
※ 3: 東洋経済新報社、経産省
※ 1:
※ 2:
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しょうね。でも実際には、行く先々で政
それぞれ課題を抱えながらも急激な発展の途上にあるアジア諸国。国際社会での

府の要人ともお話しされていますよね。

注目度が高まるそれらの国や地域で、人々はどのような思いを抱き、日々の生活を

どんな話をされているのですか。

営んでいるのか─。豊富なキャリアを有する女優であり、国連開発計画（ UND P ）

紺野

親 善 大 使として各 国を歴 訪している紺 野 美 沙 子 氏に、プライスウォーター ハウス

かわからなくて、とりあえず笑顔を絶や

クーパースの椎名茂が話を伺った。

さないようにと、お人形のようにして乗

最初のうちは何を話せばいいの

り越えました（ 笑 ）
。ただ、私のように
れないなと、思い切ってお受けすること

国際協力についての専門知識がなくて

にしました。

も、真剣に相手の言葉に耳を傾けている

椎名

なるほど、ほぼ無報酬なわけです

うちに、お互いが心からの笑顔で話せる

ね。実際に親善大使として活動を開始

ようになっていくことに気づいて。親善

内容についてお聞かせいただけますか。

された時の印象はどうでしたか。

大使として何事にも気負うことなく自然

紺野

紺野

体で臨むことが大切だと思います。

「 報酬は年 1 ドル 」
親善大使としてアジアの扉を開く
椎名

UNDPではサッ カー のロナウド

最初の訪問地がカンボジアに決

選手やジダン選手、テニスのシャラポ

まり、そこを訪問してみて初めて親善大

椎名

ワ選手など、私を含めて 10 人をグロー

使の役割や責任の重さを痛感したんで

異なる言語の方々と会った時に笑顔と

バルな親善大使として任命しています。

すね。UNDPと日本が援助をしている小

いうのは言葉の壁を超える大切な能力

私の役割は、途上国の視察を通じて、

さな村を訪問した時には、集まった村の

だと思いますね。それは一般の方々と

人々の生活の現状や UNDPの活動を学

人たちが日の丸や国連旗を振って大歓

の交流でも同じですか。

ぶと同時に、多くの人々に伝えていくこ

迎してくれて。これはとんでもないこと

紺野

とです。

を引き受けてしまったんじゃないかと責

ジアの町で様々な方とお話ししている

椎名

任の重さを痛感しました。

と、なかには「 私の家族はすべてポルポ

うたるメンバーですが、そんな親善大使

椎名

ト政権時代に亡くなったのよ 」と悲しい

の声がかかった時はどう思いましたか。

の光景を目にされるのは大変な驚きで

紺野

ひとりの人間として相手の立場を思いやることが大切
人々との触れ合いを通じ、国際協力への理解を広げていきたい

まずは UNDP 親善大使のお仕事

いずれも世界的にも有名なそうそ

まったく変わりません。カンボ

過去を明かしてくれる女性もいました。

正直「 なんで私が？？」でしたね。

国連機関の親善大使というと大先輩の
黒柳徹子さんやオードリー・ヘプバー
ンさんのお顔がまず浮かんで、大変名誉
なお仕事というイメージでしたし。
椎名

心構えができていない状態でそ

ビジネスの世界でも同じですが、

それでもいろいろと考えられた

紺野 美沙子 氏
Misako Konno

女優 国連開発計画（ UNDP ）親善大使

結果引き受けようと決断されたわけで
すよね。そのあたりの理由はなんだった
のでしょうか。
紺野

当時、私との窓口になっていた

だいた UNDP本部の日本人の方からこ
う言われたんです。
「 報酬は年に1ドル。
本業に支障のない範囲での活動で構い
ません 」と。そうか、無理のないボラン
ティア活動だったら私にもできるかもし
8
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紺野 美沙子
東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒。1980 年、NHK 連続テレビ小説「虹を織る」のヒロイン役で人気を博す。
「武田信玄」
「あすか」
など多数のドラマに出演。舞台「細雪」
（原作・谷崎潤一郎）では三女・雪子役を好演。他に、
「オットーと呼ばれる日本人」
（作：木下
順二）
、
「きんぎょの夢」
（原作：向田邦子）
、
「日本の面影」
（作：山田太一）など、硬軟を問わず意欲的に取り組む。テレビ・映画・舞台
で活躍する一方、1998 年、国連開発計画親善大使の任命を受け、カンボジア・パレスチナ・タンザニア・東ティモール他、アジア・ア
フリカの各国を視察するなど、国際協力の分野でも活動中。著書に、親善大使として訪れた国や人々について綴った「ラララ親善大使」
（小学館刊）がある。2010 年秋から、
「紺野美沙子の朗読座」を主宰。音楽や影絵や映像など、様々なジャンルのアートと朗読を組み
合わせたパフォーマンスや、ドラマリーディングを定期的に続けている。
国連開発計画（ UNDP）とは
国連開発計画（ UNDP）は途上国支援を行う国連システムの中核的な開発機関として 1966 年に設立。貧困の撲滅と不平等と排除の
是正を同時に達成するために、①持続可能な開発、②民主的ガバナンスと平和構築、③気候変動対策と強靭な社会の構築、の３つ
の重点分野において、約 8,000 名のスタッフが 170 以上の国・地域で政府、民間セクター、市民社会とともに活動している。
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はい。ニューヨークの UNDP本

部のウェブサイトで取り上げてもらうこ
とで、そこからワールドワイドに知って
いただくといった効果もあるのではない
かと期待しています。
国内での活動にも注力しながら
国際協力の輪を広げていきたい
そしてそんな話を聞かせていただいた
後には、
「 お茶を飲んでいきなさいよ 」と
温かくもてなしてくれました。似たよう
な経験は他の国でもよくあって、どこの
国の人間なのかではなく、ひとりの人間
として親身に向き合うことが大切なのだ
と教えられました。
地元の人々の感謝の言葉で実感した
インフラ整備がもたらす希望
椎名

著書を拝読したところ、ほとんど

椎名

途上国のインフラ整備支援は、日

椎名

お話を伺っていて、紺野さんが訪

本は国だけでなく企業も積極的に行っ

問することで、その土地の人たちに喜び

ていますからね。PwCも政府、企業と

だけでなく希望も与えているのだろうな

協力しながらそうした活動を支援して

と感じました。

いますので、紺野さんのように大使とし

紺野

て直接現地に赴いて日本とのかけ橋に

あ私は “ゆるキャラ ”みたいなものだと

なっていただいているのは本当に素晴

思っています（ 笑 ）
。私が伺ったどの国

らしいことだと思いますよ。それに加え

でも、現地の UNDPのスタッ フの方々

て UNDPは現地産業の振興支援活動に

が本当に頑張っていて、そこに私のよう

も関わっていますね。ビジネス面での支

なゆるキャラが行くことで、地味なプロ

援についても聞かせていただけますか。

ジェクトにも関心が集まったり、現地の

紺野

人たちに喜んでもらえたりすればいい

そうですね、特に印象深いのはモ

そうだといいのですが……。ま

人 間 、誰 も が一日一日 を 頑 張って 生 きている
ど ち ら が 偉いと か、進 んでいると か、
そ ういったこ と は あ ま り 関 係 ない

紺野

想像力を働かせるのが基本だと思って
いるので、そういった意味では同じなの
かなと。
椎名

外国の方々の気持ちに寄り添う

ために想像力を働かせることは、私たち
が関わっているグローバルビジネスで
とても大切な心構えだと思いますね。そ
んなご経験を通じて、アジア諸国の人々
や文化についてどういった見解を持つ
ようになりましたか。
紺野

椎名

常に相手の立場に立って考えな

基本は「 人間っ てみんな同じな

ければならないというのは、ビジネスの

んだな 」ということですね。誰もが同じ

世界でも基本だと思います。ただ人間

人間として 1日１日を頑張って生きてい

というのはどうしても自分のことばかり

る。どちらが偉いとか、進んでいるとか、

考えてしまいがちなので、そんな “鉄則 ”

そういったことはあまり関係ないんだ

を思い起こさせることはとても意義深い

なと。

ですね。紺野さんの使命はそうしたとこ

ただ、生きる力のような部分で途上国

ろにもあるのでしょう。

の人たちと比べて自分の無力さを思い

紺野

知らされることはあります。例えばモン

せんが、細く長く活動を続けていくこと

ゴルでは、男性は大地に血を流さないよ

ができればと考えています。東日本大

うに羊を調理するところまでできてこそ

震災以降は国内の公民館や学校などを

一人前とされるのですが、私たち日本人

訪問する機会も増えています。そうし

に果たしてどれだけ生きぬく力があるの

た場で、世界を訪れて感じた、自分とは

使命というと大げさかもしれま

ンゴルでの経験でしょうか。大分県で

かなと。

始まった一村一品運動が今では世界に

椎名

広がっていて、モンゴルでも地域ごとの

いうわけですね（ 笑 ）
。これまでに映画

だろうと疑問を抱いてしまいます。です

異なる環境に置かれた人々の立場や気

特産品を募集し事業化を支援するプロ

やドラマなどで様々なキャラクターを

から途上国を訪れる時はいつも、同じだ

持ちを理解することの大切さを、ライフ

ジェクトを UNDPが実施していました。

演じられてきたわけですが、そんな女優

な、と思うことと、これはかなわないぞ、

ワークである朗読などを通じて伝えて

例えば社会主義時代には蜂蜜が名産と

としてのご経験が親善大使の活動に役

と感心するのとの繰り返しの連続です。

いきたいですね。そうしながら国際協力

して売れていたのが、その後の社会変動

立っていると感じることはありますか。

むしろ私たち日本人のほうが学

に興味を抱いてくれる人々の裾野を少

とともにサプライチェーンが崩れて売

紺野

椎名

公式行事などの社交の場では “あ

ぶべき点が多いということですね。国

しずつ広げていくことが私の目標です。

村を訪れたのですが、そこには日本の

れなくなっていたんです。そうした産業

あ女優で良かったな ”と思うことがあり

や文化、さらには言葉も異なる人々との

ODAで作られた井戸があって、村の方々

の再開などを目指した活動を視察しま

ます。内心では緊張でドキドキなのに

コミュニケーションはいろいろと難し

が「 おかげで生活が楽になった、ありが

した。

堂々としていなければなりませんから、

いことがあるかとは思いますが、紺野さ

とうございます 」と声をかけてくれるん

椎名

“私は親善大使の役割を演じているんだ”

んがもっとも大切にしていることはな

です。とても嬉しい気持ちになったのと

たりすると、地元メディアも注目するの

と言い聞かせるんです。

んですか。

同時に、安全で枯渇しない水がいつでも

ではないですか。その国の人たちも知

役作りというのは、人間の気持ちに寄

手に入るようになれば、地域の人々にこ

らなかったようなことが広く知れ渡ると

り添う作業なので、想像力が必要なんで

番。それとやはり、謙虚な気持ちで相

れだけ大きな希望を与えるんだと感動

いった副次的な効果も期待されている

すね。親善大使の役割も、日本とはまっ

手の立場を思いやりながら触れ合うこ

しました。

のでしょうね。

たく異なる環境の人たちを理解しようと

とですね。

開発が進んでいないような場所も数多
く訪問されていて驚きましたが、ご苦労
されたことや想定外の危険な目に遭わ
れたことはありませんでしたか。
紺野

その点はあまりなかったですね。

むしろ、新鮮な発見や驚きばかりでし
た。 例えばカンボジアでは、車で何時
間もかけてベトナム国境沿いの小さな

10
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親善大使として視察活動を行っ

紺野さんは日本のゆるキャラと

紺野

なんといってもまずは笑顔が一
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Management Issue

OECD の BEPS プロジェクトに対する
ASEA N 諸国の反応と日本企業の対応
OECD の BEPS プロジェクトの概要と

税収への影響、各国企業の競争上の不平

Erosion and Profit Shifting ）を公表し

しようとするもの（ Transparency ）で

BEPS 行動計画

等、各国事業環境への影響等に係る国際

ている。2015 年末までという短いプロ

あり、これには、BEPSに関する情報の

的な課税問題 」であるという説明が適当

ジェクト期間のもとで、行動計画ごとに

収集と分析の欠如、当局側でのタックス

なのではないだろうか。

検討スケジュールが設定されており、そ

プラニングに係る情報の入手可能性が

今や BEPSという用語を聞いたことが

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
国際税務サービスグループ
パートナー 公認会計士・税理士

高野 公人

ないというビジネスマンは、本誌の読者

BEPSの問題は各国政府が個別的・単

れぞれ討議草案（ Discussion Draft ）が

低いこと、相互協議が十分に利用されて

金融機関での事業債投資のクレジットアナリストを経て、2001 年に入所。クロスボーダー

の中では数少ないであろう。ご存知のと

一的な対応をとることでは解決できない

次々に発表されているが、2014 年 9 月

いないこと等の問題が指摘され、これら

調査業務も多く経験。2014 年よりPwC Japanの BEPS研究チームのリーダー。事業再生

おり、BEPSは Base Erosion and Profit

グローバルベースの問題であるが、これ

には15 の行動計画のうち 7 つの行動計

は行動 11（ BEPS情報の集約方法と分析

Shifting（ 税源浸食と利益移転 ）の頭文

に係るリーダーシップを担っているのが

画についての報告書（ Deliverable ）が

方法の策定 ）
、行動 12（ タックスプラニ

字をとったものであるが、
「 BEPSとは何

OECDである。また、OECDのBEPSプロ

第一次提言として公表されている。

ングの報告義務 ）
、行動 13（ 移転価格文

所得国あるいは発展途上国で構成され

15 の BEPS行動計画のうち、ASEAN諸

か 」といわれると、国際税務の専門家で

ジェクトは、G20の正式プロジェクトと

BEPS行動計画の15 項目は左下図の

書化 ）
、行動14（ 相互協議の効果的実施 ）

ていることにあると思われるが、OECD

国の今後の動きに特に関係すると思わ

も説明に少々戸惑ってしまうという側面

しても採択されており、OECD加盟国だ

とおりであるが、これらは大きく3 つの

として検討が行われている。なお、これ

は BEPSプロジェ クトに対する発展途

れる行動計画は、行動 4（ 利子等の損金

があることも事実である。これは OECD

けでなく、OECD非加盟8カ国（中国・イ

類型に分けられる。第一は、各国で国際

らの分野に横断的に関係する項目とし

上国の参加は非常に重要であると認識

算入の制限 ）
、行動 6（ 条約濫用の防止 ）
、

の BEPSプロジェ クトが現代の国際税

ンド・ブラジル・ロシア等 ）も巻き込ん

課税ルールの整合性を確保しようとす

て、行動 1（ 電子商取引に係る課税 ）お

しており、2014 年には低所得国におけ

行動 7（ PE認定の人為的回避の防止 ）
、

務の主要なテーマを広範にカバーしよ

だまさにグローバルプロジェクトである。

るもの（ Coherence ）であり、これには、

よび行動 15（ 多国間協定の開発 ）が挙げ

る BEPSのインパクトについての 2 巻の

行動 8, 9, 10（ 移転価格ルールの策定 ）
、

うとしているからであると思われるが、

OECDは2013 年2 月にBEPSに関する初

貸付・資本の定義や事業体の取扱いが

られている。

報 告 書（ Report to G20 Development

行動 13（ 移転価格文書化と国別報告書 ）

BEPSとは、一言でいえば、
「 企業が各国

期的報告書（ Addressing Base Erosion

一貫していないこと、いわゆるタックス

Working Group on the impact of BEPS

あたりが挙げられるといえよう。

間での税制上の差異を利用して、当該企

and Profit Shifting ）を 公 表 し、2013

ヘイブン対策税制が各国で整合性がな

BEPS プロジェクトに対する

in Low Income Countries ）を公表して

ASEAN諸国においては、税制と課税

業の利益を低税率の国または無税国に

年 7 月には15 の行動計画を取りまとめ

いこと、利子の損金算入に係る制限要件

ASEAN 諸国の反応

いる。また、2014 年 12 月には、パリに

実務が未成熟であることによって、課税

人為的に移転する行為から生ずる各国

た BEPS行動計画（ Action Plan on Base

が各国で異なること、過度な優遇税制が

おいて発展途上国の BEPSプロジェクト

当局からアグレッシブな課税が行われ

BEPS 行動計画（ Action Plan on BEPS ）
1 電子商取引への課税のあり方の検討
Address the tax challenges of the digital
economy

2 ハイブリッドミスマッチの効果の無効化
Neutralize the effects of hybrid mismatch
arrangements

3 外国子会社合算税制の強化
Strengthen CFC rules

4 利子等の損金算入の制限

Limit base erosion via interest deductions and
other financial payments

5 有害税制への対抗

Counter harmful tax practices more
effectively, taking into account transparency
and substance

6 租税条約濫用の防止
Prevent treaty abuse

7 恒久的施設（PE ）認定の人為的回避の防止
Prevent the artificial avoidance of PE status

8 無形資産の移転価格ルールの策定

Assure that transfer pricing outcomes are in line
with value creation:  Intangibles
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9 リスクと資本に関する移転価格ルール
の策定

Assure that transfer pricing outcomes are in
line with value creation:  Risks and capital

10 他のリスクの高い取引に関する
移転価格ルールの策定

Assure that transfer pricing outcomes are
in line with value creation:  Other high-risk
transactions

11 BEPSの規模や経済効果の指標の
集約方法と分析方法の策定

Establish methodologies to collect and analyse
data on BEPS and the actions to address it

12 タックスプランニングの報告義務

Require taxpayers to disclose their aggressive
tax planning arrangements

13 移転価格文書化の再検討

Re-examine transfer pricing documentation

14 相互協議と仲裁制度の充実

Make dispute resolution mechanisms more
effective

15 多国間協定の開発

Develop a multilateral instrument

M&A、事業再生税務、税金勘定監査等を幅広くカバーし、政府等からの税務に関する委託
研究機構税務問題委員会副委員長、JICPA経営研究調査会再生支援専門部会専門委員。

各国レベルで導入されていること等の

BEPSプロジェクトの始動は、欧米多

への参加についてのワークショップが

たり、本来課税されるべき所得が課税さ

問題が指摘され、これらは行動 2（ ハイ

国籍企業の過度なタックスプランニン

開催されているが、これには ASEAN諸

れないままとなるような状況が生ずるこ

ブリッドミスマッチの効果の無効化 ）
、

グから生じている利益移転の問題に端

国からはフィリピンとベトナムが参加し

とが少なくない。BEPSプロジェクトの

行動 3（ 外国子会社合算税制の強化 ）
、

を発していることもあり、現在のところ

ており、徐々に ASEAN諸国においても

結果を受けて、それぞれの国の税制と課

行動 4（ 利子等の損金算入の制限 ）
、行

では、欧米の先進諸国、特に欧州諸国で

BEPSの分析、対応の検討は始まってき

税実務がグローバルスタンダードなも

動 5（ 有害税制への対抗 ）として検討が

の議論が活発である。アジア諸国では、

ているものと考えられる。

のに変化していくことが期待されるが、

行われている。第二は、経済実態と課税

日本の他では、中国が比較的積極的に政

実態が一致するような国際課税ルール

府としての声明を出すなどしているが、

ASEAN 諸国の今後の動きと

あるものではないため、自国に都合のい

を再構築しようとするもの（Substance）

ASEAN諸国での BEPSの議論は現時点

日本企業の対応

い議論のみを取り出して、課税を強化

であり、これには、トリーティーショッ

では必ずしも進んでいるとはいえない

ピング、人為的な恒久的施設（ PE ）課税

状況にある。ただ、これらの国において

ASEAN 諸 国 に お け る 議 論 が 遅 れ て

の回避、移転価格ルールの濫用による低

も、先進国企業による BEPS行為に対す

いるといっても、BEPSの問題は欧米先

ASEAN諸国に進出する日本企業として

税率国への所得移転等の問題が指摘さ

る漠然とした懸念を有してきたのは事

進国だけに限った議論ではなく、また、

は、グローバルタックスリスクマネジメ

れ、これらは行動 6（ 条約濫用の防止 ）
、

実であろう。

OECDの BEPSプロジェクトにおいても、

ントの一環として、そのような動きから

一方で、OECDの報告・提言は強制力の

しようとする国が出てくることも十分に
予想されるところである。したがって、

行動 7（ PE認定の人為的回避の防止 ）
、

ASEAN諸国における BEPSに係る具

その狙いはグローバルベースでの国際

出てくるであろう現地の税務リスクを今

行動 8 －10（ 無形資産、リスクと資本、

体的な議論が遅れている理由の1 つは、

課税ルールの再構築を行うことにある

のうちから分析し、十分な対応策を検討

その他取引に係る移転価格ルールの策

ASEAN 諸 国 10 カ 国 の う ち OECD 加 盟

ため、ASEAN諸国においても、ある一定

しておく必要があると考えられるところ

定）として検討が行われている。第三は、

国がないことや G20 の構成国がインド

の時点で、何らかの政府としての対応を

である。

企業行動の透明性と予測可能性を確保

ネシアしかないこと、その大部分が低

打ち出してくることになると思われる。
Value Navigator
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大きな魅力。生産拠点としてだけでな

アジアで 挑むグローバル化と成長 戦 略

く、製品やサービスの売り込み先市場
としても有望であり、日本からもすでに
6,000 社以上が進出しているという。

～日本企 業 の課 題と実 践

一方、個々の国としての姿はそれぞれ
に異なる。政治体制として社会主義を

2014 年 9 月9 日、野村コンファレンスプラザ（ 東京都中央区 ）で ASEAN

選ぶ国が 2 国含まれているほか、言語や

マネジメント・フォーラム 2014（ 主催：株式会社ビジネス・フォーラム事

宗教も国や民族によって違う。産業構

務局 ）が開催された。今回のテーマとして掲げられたタイトルは、
「 アジア

成も国によって違いが目立ち、タイとイ

で挑むグローバル化と成長戦略～日本企業の課題と実践」
。プログラムは、

ンドネシアは自動車、マレー シアは電

プライスウォーターハウスクーパースによる「 問題提起 」に始まり、すでに

器に強いものの、多くは農業国や資源

ASEAN に進出している企業 2 社によるパネルディスカッション、3 社からの

国にとどまっているというのが現状だ。

成功事例の発表、プライスウォーターハウスクーパースによる全体総括で
締めるという盛りだくさんの内容になっていた。参加者には、ASEAN やア

情報を集めて戦略を立て、権限移譲と

ジア諸国への展開を考える企業の経営企画 ・人事担当者が多くみられた。

グローバル管理のバランスを

コンサルタントやすでに現地に進出している企業からのサジェスチョンは、
参加者の胸に深く刺さったようである。

このような特質を持つ ASEAN へと展
開するにあたって日本企業が注意しな
ければならないことも多い。
「 2013 年
に JETRO が日本企業に対して実施した

しっかり情報を収集してASEAN 展開戦 略を立案 せよ
『 日本企業が陥るグローバル化の課題 』
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
戦略コンサルティング リーダー
パートナー

坂野 俊哉
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調査では、投資環境としてのメリット
地域連合としての顔と個々の国の姿

として『 市場規模・ 成長性 』だけが挙

を集めて戦略を立てることが重要だと

がっている国が ASEAN にいくつかあり

いう。

A S E A N に は、地 域 連 合 とし て の 顔

ます。いずれも可能性が高い国である

また、日本国内にある統括管理部門

と個々の国の姿の 2 つの異なる側面が

ことは間違いないのですが、果たして

側での管理も重要だ。坂野は「 地域に

ある。

よく理解されているのかと心配になり

権限を委譲することも重要ですが、よ

地域連合としての ASEANは、構成国

ます 」
（ 坂野 ）。各国で進む最低賃金の

く考えて設計しないと中途半端なもの

ロー バル化の “ 手近な ” 展開先と

参入するかを「 アプローチ 」
、参入決定

して多くの日本企業が目を向け

に先立って検討しておく事項を「 構造 」
、

が 10 カ国、総人口が 6 億人、総 GDP が

引き上げによって労働コストが上昇傾

になりかねません 」と述べて、現地の

ている、東南アジア諸国連合（ASEAN ）
。

参入した後の “戦い方 ”を「 戦略展開のダ

2.4 兆米ドルに達する経済的連携であ

向にあり、インフラが整備されていな

実 情 をよく知 っ た 統 括 管 理 部 門 側 が

しかし、よく調査・ 検討せずに飛び出

イナミズム 」にまとめることを勧めた。

る。地政学的には中国とインドの間に

かったり行政手続きが不透明だったり

マ ネ ジ し て いくべ き だ と 指 摘。 製 品

する国もまだあるため、きちんと情報

やサービスの開発と現地化、最適なサ

すと落とし穴にはまりかねない、とプラ

その上で、
「 ASEAN への展開計画をこ

位置し、インド洋を経て中東にもつな

イスウォーターハウスクーパース パー

のフレームワークできちんと説明でき

がっていることが特徴。中国の援助に

プライチェーンの構築、現地人材の活

トナーの坂野俊哉は注意を促す。

るかどうかが、落とし穴にはまってしま

よる南北回廊と日本の援助による東西

用、パートナー企業との連携、グロー

ASEANマ ネ ジ メ ン ト・ フ ォー ラ ム

うか成功を収めるかを分ける鍵となり

回廊・ 南部回廊の 3 本の大動脈がすで

バ ル マ ネ ジ メント 体 制 の 強 化 など に

2014 の最初のセッ ション「 問題提起 」

ます」と指摘。何年後に何をしたいのか、

に 通じ て おり、2015 年 には ASEAN 共

十分な経営資源を投じるとともに、暗

のスピーカーとして登壇した坂野は、ま

戦う土俵はどこか、そこではどのような

同体として統合され、2018 年には域内

黙 知となっ て い る 慣 習 や 文 化 など の

ず、ASEAN展開戦略を検討する際に役

プレーヤーがどのようなルールで動い

での関税も撤廃される予定だ。

“ ゲームのルール ” を形式知化すること

立つフレー ムワー クとして「 アプロー

ているのかをよく理解し、どの国・地域

ビジネスの展開先としては、今後 30

チ」
「 構造 」
「 戦略展開のダイナミズム 」

から順に経営資源を投入していくかを

年 は 人 口 が 増 加 し、そ れ と 並 行 し て

の 3 つを提示。どのような根拠・理由で

決めるべきだと述べた。

GDPも増えていくと見込まれることが

も勧めた。
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苦労はあるが、
AS E ANは日本企業 にとって参入しやすい地域
パネルディスカッション

『 ASEAN マネジメントの課題と実践 』
パネリスト：

カゴメ株式会社
ASEANオフィス 室長

パネリスト：

橋詰 眞義 氏

ヤマト運輸株式会社
グローバル事業推進部 部長

梅津 克彦 氏

モデレーター： プライスウォーターハウスクーパース株式会社

坂野 俊哉

出先を決めるにあたっては現地の様子

宅 急 便 事 業 を 行うには 集 配 の ネッ ト

を十分に調査した上で慎重に判断した

ワークを高密度で張り巡らす必要があ

と振り返る。

り、地域の広さや社会インフラが整備さ

カゴメが最も重視したのは、
「 戦争が

れていることが重要になってくる。

行われていない 」
「 政治体制がはっきり

「 その点、シンガポールは東京都 23 区

その後は最終消費地での製造・販売を

している 」
「 人心が荒れていない 」といっ

ほどの面積しかありませんし、ビルのフ

目指して、北 京 事 務 所（ 1996 年・ 中

たカントリーリスクの低さである。次に、

ロアごとに郵便番号が付けられている

国）
、カゴメ杭州（ 2005 年・中国 ）
、オ

「 人口が多く 」
「 ある程度の市場規模を

など社会インフラも整備されています 」

ソスパカゴメ（ 2012 年・タイ ）
、ルチ

期待できる 」こと。その理由を、橋詰氏

と、梅津氏。さまざまな利点を考慮して、

カゴメ（ 2013 年・ インド ）
、カゴメ天

は「 食品メーカーの場合、胃袋の数が多

まずはシンガポールに進出。次いで、同

津（ 2013 年・中国 ）
、カゴメ紅梅（ 2013

くないと商売にならない 」と説明する。

国と地続きという利点のあるマレーシ

年・中国 ）とアジアでの拠点を拡大して

同じ観点から、中間所得層の拡大によっ

アに進出したという。
「 ASEAN内の貿易

きたという。

て購買力の向上が見込めるかについて

や商流を考えると、その他の国々への進

も同時にチェックしたという。

出も視野に入れている 」
（ 梅津氏 ）

一方、宅急便でおなじみのヤマト運輸
のグローバル展開は、以前からアジア・

さらに、モダントレー ドと呼ばれる

また、海外進出に際しては、よきパー

欧米で携わってきたフォワーディング

スーパーマーケットやコンビニエンス

トナーを現地で見つけられるかどうかも

（ 通関 ）業務とハウスムービング（ 引っ

ストアのチェーンに商品を配送するた

ビジネスの成功を左右する重要な鍵と

越し ）業務とは別に、宅急便事業をアジ

めの流通インフラが整備されているこ

なる。
「 食品に関わるビジネスでは、現

は、すでに ASEANに駒を進めて

ア圏に拡大するという形で進められて

とも重視した。
「 食品産業の利益率はそ

地の食文化や慣習を知るために現地の

いる日本企業はどのようにグロー

きた。具体的には、2000 年 10 月に台湾

れほど高くないので、配送に関わるイン

パートナーと組むことが絶対の条件と

バルビジネスを展開しているのか――。

で宅急便事業を始めたのに続き、2010

フラ整備のコストまではとても負担でき

なります 」と、カゴメの橋詰氏。タイで

日常のオペレーションでどのような問題

年 1 月にはシンガポールと上海でもサー

ません 」と橋詰氏。商法などの経済法規

は野菜系飲料の市場が立ち上がってい

が発生し、それに対してどのような手を

ビスを開始。2011 年には香港とマレー

との関係では、万が一ビジネスがうまく

なかったこともあって地元企業からの

打ってきたのか――。パネルディスカッ

シアにも広がっ ている。
「 点ではなく、

いかなかった場合に撤退できる自由が

誘いは多かったが、
「 ただ、野菜系飲料

ションでは、カゴメ株式会社・ASEAN

日本と東アジア・ASEANを面として捉

あるかもよく確認した。

のマーケット規模はそれほど大きくない

オフィス室長の橋詰眞義氏とヤマト運

えた上での展開を考えています 」
（ 梅津

このようなポイントをチェックした上

と判断し、市場でシェアを取ることに主

輸株式会社・グローバル事業推進部部

氏）
。沖縄国際物流ハブを拠点として国

で、カゴメは ASEANへの最初の進出国

眼を置く大手財閥系と組むことは控え

長の梅津克彦氏がそれぞれの体験を基

際宅急便を東アジア向けに最短翌日配

としてタイを選択。同じような条件での

ました 」という。

に ASEANビジネスの実情を語った。モ

送するサービスを 2012 年 11 月から開

見極めが済んだマレーシアにも、2014

これに対して、
「 宅急便事業にはフォ

デレー ター は、コンサルタントとして

始し、2013 年 10 月から世界初の一貫保

年中に拠点を構える予定だと橋詰氏は

ワーダー（ 通関業者 ）
、セールスドライ

「 問題提起 」セッションのスピーカーを

冷輸送ネットワークによる国際クール

明かす。

バー、道路や施設などのインフラを提供

戦略コンサルティング リーダー パートナー

で

務めた坂野俊哉である。

宅急便を香港向けに開始させたという。

トマトジュー スやトマトケチャッ プ
で知られるカゴメが初めて海外に進出
し た の は、1942 年 の こと。 橋 詰 氏 は
「 中 国 東 北 部 の 遼 陽 市 に 15,000 平 方

進出先とパートナーは
「現地の食文化や慣習を知るために現地のパートナーと組む
ことが絶対条件」カゴメ 橋詰氏

十分に調査して慎重に選んだ

一方、シンガポールを最初の ASEAN

する国や行政という3 つのパートナーが

進出先としたのが、ヤマト運輸である。

あります 」と話すのが、ヤマト運輸の梅

同社が決め手としたのは、シンガポー

津氏。その中でもセールスドライバーを

ルが社会的・政治的に安定しているだ
けでなく、地理的な特性として、将来

「 PDCA サイクルを回していたのでは ASEAN のスピードには
追いつけない」 ヤマト運輸 梅津 氏

見つけ出すことは特に難しいため、
「半
年ほどかけて宅急便ならではのセール

メートルの土地を確保して工場と倉庫

ASEANを構成する10 カ国のうち、こ

ASEAN全域に展開する際の物流のハブ

スマインドを教え込み、その上でセール

の 5 棟を建設しました 」と説明する。戦

の 2 社が選んだのはタイ（ カゴメ ）
、シ

になりうる場所であること。さらに、参

スドライバーとして働いてもらっていま

後の 1967 年には、原料トマトを調達す

ンガポール（ ヤマト運輸 ）
、マレーシア

入を容易にする条件として国の面積や

す 」と梅津氏は話す。

るための拠点として台湾カゴメを設立。

（ ヤマト運輸 ）の 3 カ国。 両社とも、進

住居表示制度の整備状況も重視した。

16
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十分な調査をしても落とし穴や

う思い込み 」を挙げる。いわゆる雁行型

共有に基づいて管理部門が大局的な方

想定外の出来事は付き物

発展モデル だ。現実には、国や地域に

針を決め、現地オペレーションの管理を

よって経済成長の道筋はさまざま。野菜

するということ。

※1

ただ、十分な情報に基づいて進出先の

系飲料は「 健康に良い 」という付加価値

カゴメの橋詰氏は、まだ完全に機能し

国・地域やパートナーを慎重に選択し

を消費者が理解して“頭で飲んでもらう”

ているわけではないと断りつつ、
「 海外

たとしても、現実のグローバル展開には

商品であるため、長期的視点に立って育

拠点は個別最適を追求し、日本側の本部

“落とし穴 ”や “想定外の出来事 ”が付き

成していく必要がある。そのためには3

は現地で行われていることを細部に至

物。世界に進出しようとする企業には、

年先、5 年先、10 年先までの継続的な需

るまで掌握した上で、さまざまな海外拠

そうした事態に適切に対応し、その過程

要開拓を目指すものの、その際に、われ

点を有機的につなげて戦略的に活用す

で得られたノウハウを次の進出に生か

われの頭の中に刷り込まれている“日本

ることを考える 」という役割分担にして

すことが求められる。

型の経済成長過程 ”が思わぬつまずきを

いると説明。外国人従業員に対する教

生むことになってしまうのである。

育にも日本式との違いに気を配ってい

カゴメの場合は、商品をどのように位
置付けて進出先の国でマーケティング

ヤマト運輸の宅急便の場合は、サービ

る。
「 スペシャリストとして採用された

活動をするかを決めるところに落とし穴

スの内容と特長を現地の人々にわかっ

のに、何でも屋のジェネラリストとして

があったという。

てもらうところに苦労があったという。

を直接に説明できる B to Bから入ったほ

査 ）を実施したところ、広東省に登録さ

の教育を押し付けられた 」と反発されな

日本国内では知名度が高い宅急便も、

うがよかったのかもしれません 」と梅津

れている宅配事業者は個人事業主も含

いように事前の説明には十分な注意が

「『 何がその地域で受け入れられるかを

ASEANではまったく知られていなかっ

氏は振り返る。

めて 2700 社もあるとわかりました。中

必要と付け加える。

考えるより、日本での成功体験を背景

たのである。
「 シンガポールではシンガ

こうした落とし穴や苦労はあるもの

国全土では膨大な数になることでしょ

ヤマト運輸は現地のセー ルスドライ

にやってみたほうが早い 』と先走ってし

ポールポスト、マレーシアではマレーシ

の、中国やインドに比べて ASEANは日

う。当然、価格競争も激しさを増してお

バーや管理者の人事教育やサービス教

まったことが手痛い失敗につながりま

アポストが C to Cの宅配事業に携わって

本企業にとって参入しやすいと両社は

り、外国資本に対する行政の規制も厳し

育には特に力を注ぐ。
「 現地に赴いて指

した 」と、橋詰氏。そもそも野菜系飲料

いました 」と、梅津氏。B to Cや B toス

見ている。

いことから、年間取り扱い個数が 93 億

導することに加えて、日本国内の配送

は日本国内でも飲料市場の11％程度の

モール Bの宅配サービスを提供する事業

インドに比べて ASEAN各国は事業計

個という大きな市場であることを考え

センター で日本人と一緒に1 週間働く

ニッチな商品であるにもかかわらず、中

者もすでにあったという。

画を立てやすい、というのがカゴメの

ても、サステナブルなビジネスモデルを

合宿研修を実施しています 」と梅津氏。

問題は、中国への進出時に発生した。

国市場に参入する際にマスセールス（ 大

さらに、オフィス街で集配に使ってい

評価。橋詰氏は、
「 インドでは大手食品

適正なコストで実現するのは難しいと

セールスドライバーの顧客の対応には

量販売 ）向けの商品として事業計画を立

る台車の黒ネコのマークを見てペット

メーカーとパートナーを組んでいるの

言わざるを得ません 」と、梅津氏。それ

マニュアル化できない暗黙知も多数存

ててしまったのである。

ショップと勘違いされることもあった。

ですが、彼らをもってしても、政府や自

に対して、小ロット・高頻度のサプライ

在するので、その部分を可視化・体系化

認知度を高めるためのポイントは、集

治体の許認可にどれだけ時間がかかる

チェーンのような新ビジネスモデルを

して海外の展開先に伝えていくことにも

本でこれだけの市場形成ができていて、

荷も配達も正確かつ簡単に依頼できる

かまったく読めません。ASEANでも許

立ち上げられるだけの “伸びしろ ”があ

取り組んでいるという。

中国の消費者層の購買力も高まってい

という宅急便の特長を消費者にわかっ

認可やハラル認証にはそれなりの時間

るASEANのほうがサステナビリティ（企

るのだから、この程度までは買ってくれ

てもらうことだったと梅津氏は振り返

がかかりますが、予測の範囲内に収まる

業の存続可能性 ）は高いと強調する。

るはず 』と見誤ってしまったことが最大

る。
「 現地の宅配企業は集荷サービスを

ことがインドとの大きな違いです。4 カ

の落とし穴でした 」と、橋詰氏。
「 中国の

ほとんど提供していませんし、土日の営

月の予定が 5 カ月や 6 カ月になってしま

現地では個別最適を追求し、

ASEANのスピードには追いつけません。

公的な統計データでほぼ当てにできる

業時間は限られていて、不在時の再配

うことはあるがその程度の歩留りを見な

国内の管理部門は詳細情報を基に

とにかくやってみるというのが今の考

のは人口動態だけ。いろいろな市場予

達も何回目からかは有料になります 」と

ければならないという情報はインプット

大局的判断をくだす

えです 」
（ 梅津氏 ）や「 自分が行ってやっ

いうのが ASEAN地域での現状。
「 そうし

できているので、計画を立てるのに支障

たことが常識となっている世界に宅急

はありません 」という。

「 市場を正しく理解することなく、
『日

測データが販売されていますが、当たっ
ているものはほとんどない 」
（ 橋詰氏 ）

「展開計画をフレームワークできちんと説明できるかどうかが
成功の鍵」 プライスウォーターハウスクーパース 坂野

とはいえ、現地で実際にやっ てみな
いとわからないことが多いのも事実。
「 PDCAサ イクル を回していたのでは

てみることが、一番クォリティの高い情
さらに、企業のグローバル展開を成功

報。食品ビジネスの場合、現地の人とコ

させるには、日本国内に置かれた管理部

ミュニケートできなければ、仕事を先に

便の便利さを訴求し、使っていただける

一方、ヤマト運輸の梅津氏は中国で宅

そうした “勘違い ”を生むことになっ

ようにプロモートするには、多数の消費

配便ビジネスを進めるのはきわめて難

門にも応分の働きをさせる必要がある。

進めることはできません 」
（ 橋詰氏 ）と

た背景として、橋詰氏は「 アジアも日本

者をターゲットとする C to Cからではな

しいと感じている。
「 中国進出に先立っ

具体的には、管理部門と現地の役割分担

いう発言には当事者ならではの重みが

と同じ型の経済成長を遂げるはずとい

く、営業担当者が個別に訪問して優位性

てフィージビリティスタディ（ 事業化調

をあらかじめ明確にしておき、密な情報

感じられた。

ことも痛感したという。

※ 1：経済発展に伴って日本が軽工業、重化学工業、情報産業と成長産業をシフトさせ、アジア各国・地域が順々にこれを追いかける発展形態。雁の群に似た形になる。
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P

文

具とオフィ ス家具の老舗トッ プ

将来のグローバル戦略拠点となるイ

の日本企業の経営陣は、ひとりひとりが

メー カー であるコクヨ株式会社

ンドでは、投資命題を、In India（ イン

決断力とリーダーシップを実装してい

は、国内での企業再生とアジアへの進出

ド内需の獲得による成長 ）
、To India

ることが不可欠。 必然として、世界で

を同時並行で実行。20 年間ゼロ成長に

（ 日本の文具産業の強みを輸出 ）
、From

戦うためには経営陣は若返っていかざ

直面していた同社が、2011 年以降復活

India（ コスト競争力を武器にインドか

を遂げている。

らさらに西へ ）の 3 点で定義し、北條氏

最後に、コンサルタントから企業経営

2010 年夏に外部から招聘され戦略担

自らハンズオンで買収先検討から契約

に転身し大企業変革を実際にリードし

当役員として変革の陣頭指揮を執って

交渉そして統合後戦略の立案実行が進

てきた同氏は、
「 会社は必ず変えられる。

きた北條元宏氏は「 国内は錆びついたバ

められた。

日本企業の成長余地は十分に高い。事

ascoブ ラ ン ド で 食 パ ン「 超 熟 シ

リー ズ 」などを製造・ 販売してい

る敷島製パン株式会社は、1995 年にイ
ンドネシア資本との合弁企業「 Nippon
Indosari 」を 設 立。 翌 1996 年 11 月に
はジャカルタ近郊のチカラン地区にあ

ASEAN で好まれるのは
日本式のもっちりしたパ ン
『 敷島製パンにみる ASEANへの進出について 』

る Blok-W工場が稼働を開始し、2010

敷島製パン株式会社

年 6 月にはインドネシア証券取引所への

代表取締役専務

株式上場も果たした。現在は、インドネ

盛田 兼由 氏

シア各地で 10 工場が操業している。

リューチェーン全体の大改修だった 」と

その際、コクヨ社内では、海外に進出

業戦略実行への集中と人材育成が最重

4 年間を振り返る。また、常識的には、

するための自らの強みは何か、世界の

要課題。ただ、それらより統治・牽制・

国内事業の再生が軌道に乗ったところ

文具市場はどう変わっていくのかなど

管理が優先化してしまい、自らが成長を

で海外進出を図るところだが、北條氏

の議論が重ねられた。一方で、交渉と

阻害している日本企業が多い。事業の

は「 5 年後には、アジア新興国での競争

並行して、インド人経営陣と共に将来

価値を持続的に最大化することが、常に

はさらに激化、物価上昇と購買力上昇は

像や中期戦略を立案することで、日印

企業活動の最上位概念にあるべき 」と話

確実、くわえて円安局面を想定するとア

の業界最大手同士のクロスボーダー M

し、ガバナンスとコーポレート機能のあ

ジア企業の買収価格は数倍になる 」と判

＆ Aは短期間で合意に達し、同社は中長

り方の重要性についても言及した。

断。国内再生とアジア展開を並行して

期的に大きなグロー バ

進めることに決めた。

ル成長基盤を獲得した。

「 インドネシア進出の発端は、1991

（ おいしいパンの意 ）というブランドで

を用意しました。チョコレート味の人気

年に Salimグループから日本式のパンを

販売されている。もちろん、インドネシ

も高いのですが、日本と違って、少し柔

作ってくれないかと誘われたことでし

アと日本では消費者の嗜好や味覚が異

らかいものが好まれています 」と盛田氏

た 」と語るのは、敷島製パンで代表取締

なるので、必要なローカライズもきちん

は話す。

役専務を務める盛田兼由氏。インドネ

と実施。
「 最初、日本からあんパンを持

シアの人々は、フランスパンのような硬

ち込んだのですが、まったく売れず、1

スー パー が 15%、バイクやトライサイ

いパンではなく、日本で販売されている

～ 2 カ月で販売中止になりました。 そ

クル（ 三輪車 ）での移動販売が 12%、パ

もっちりしたパンを好む――との情報

こで、インドネシアで特に好まれている

パママストアという小規模店舗が 9%と

を得て、1993 年に検討プロジェクトを

Pandanというフレーバーに着目。食パ

いった割合。本来はコメ文化のインドネ

立ち上げたと振り返る。

ンやシフォンケーキに Pandan味のもの

シアにパンを普及させるために、ジャカ

矢継ぎ早の戦略実行は、出合い頭では

すでに米国や香港への進出を果たし

ルタのキッザニアにサンドイッチ教室

なく、財務体力や人的資源の分析も総合

略シナリオを描き切り、

ていた敷島製パンは、インドネシアでの

のブースを設けたり、製パン工場に見学

的に織り込んで北條氏が描いた “2020

ぶれずにシンプルに実

事業についても現地パートナーとの協

コースを設けたりといったプロモーショ

年全社戦略シナリオ ”をベースにして展

行すること 」と北條氏

業でいくことを選択。日本側は製パン

ン活動も実施している。

開された。

は言う。

販 売 先 の 業 態 は、コンビ ニ が 63%、

るを得ない 」と日本企業に提言する。

「 大切なのは、明確な戦

工場の建設支援・工場運営ノウハウの

「 インドネシアの人口は、世界第 3 位

国 内 事 業 は、 全 事 業 に わ た っ て バ

ま た、
「インド の よ

提供・現地向け製品開発の指導に徹す

の 2 億 4,000 万人。2030 年には 3 億人

リューチェーン横断的に課題を洗い出

うな新興国ではスピー

ることとし、工場の実際の運営や製品の

になる見込みです。月収 200ドルを超

し、幾多の打ち手を全社挙げて実行し、

ディー な判断が求めら

販売は Salimグループに任せることとし

す中間層・富裕層も着実に増加してい

粘り強く復活に結びつけた。一方、ベト

れる。 だからこそ、今

た。
「 弊社の出資比率は、当初 10%。上

ますし、人口構成も 40 歳未満が 67.8%

ナムでは日本向け工場を内需用工場へ

場の際に第三者割当をした結果、現在で

を占める典型的なピラミッド型。食品

転換し自力で市場を開拓、中国では最大

は 8.5%に下がっています 」と、盛田氏。

メーカーにとって、若い人が多い市場は

手ノートメーカーからの事業譲渡を受

海外事業については 50%超の出資はし

非常に魅力的です。袋パンを扱ってい

けそれを基盤に独資で事業を拡大、イン

ないのが同社の基本方針だと言い切る。

る企 業 が Nippon Indosariだけという

ドでは同社過去最大となる最大手老舗

インドネシアの工場で作っている商品

こともあり、さらに工場を新設すれば売

文具メーカー
「 カムリン社 」を買収（ジョ

は、日本とほぼ同じもの。食パン、菓子

り上げを10 倍程度まで伸ばせるものと

イントベンチャー ）し一気に総合文具

パン、シフォンケーキなどが SARI ROTI

確信しています 」
（ 盛田氏 ）

メーカーとして参入、とそれぞれに異な
る進出手法を採った。

国内事業の再生とアジア進出を
同時並行で実施
『 日本企業のグローバル戦略と経営課題 』
コクヨ株式会社 顧問 （ 元戦略担当執行役員 ）
（ 現マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアアドバイザー）

北條 元宏 氏
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A

年前から世界各地に進出して

実行 」の 5 項目。
「 前文には、日本の東レ

いる東レ株式会社は、グロー

本体から押し付けるのではなく、海外各

東 レ の G-HRMは、海 外 各 社 の 基 幹

バルに活躍できる人材を育成するため

社の固有 HRマネジメントとの融合を進

人材を「 コアポジション 」として位置付

の「 東レグロー バル HRマネジメント 」

めていくことも明記されています 」と吉

け、東レグループ共通の能力要件・ 行

クーパースのディレクター、佐々木亮

田氏は言う。

動規範となる東レグローバルコンピテ

輔。当日のセッションを、佐々木は「 坂

（ G-HRM ）を長年にわたって実施中だ。

ている。

SEANマネジメント・ フォー ラム

2014 を締めくくる「 全体総括 」を

行ったのは、プライスウォーターハウス

全 体感を持ったプランニングで
ASEAN 進出を成功させる
『 ASEAN での成功を目指す日本企業への提言 』

現 在 は、 中 期 経 営 課 題「 AP-G 2013/

現地の HR 担当部署と協力して業務

ンシー モデル（ GCM ）と照らし合わせ

野は戦略、ビジネスモデル、運営メカニ

AP-G 2016 」の基本戦略に掲げられた

を推進するのが前提になっていること

て、Band A（ 大規模会社の社長級 ）から

ズムという3 つのフレー ムワークを紹

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

「 成長国・地域での事業拡大 」と「 人材

から、東レ本体側の体制はシンプルだ。

Band D（ 同・部長級 ）の東レグローバル

介し、フレームワーク内の質問にきちん

ディレクター

戦略 」を達成するべく、共通インフラの

直接の担当部門は人事勤労部門の直下

ジョブバンド（ G-Band ）に割り当ててい

と答えられることが成功の鍵になると

整備を進めている。

にある国際勤労部で、
「 外国人の嘱託社

るのが特徴。個人別育成計画、教育／人

お話ししました。その切り口で振り返っ

「 東レの海外事業は、2014 年 4 月時点

員も含めて、スタッフは 6 名程度 」
（吉

材育成、グループ会社間異動といった人

てみると、日本で成功したモデルが海

動と資源不足 」
「 急速な都市化の進行 」

GDPの 2 倍に達するとの予測がありま

で、事業拠点が 24 の国と地域、会社数

田氏 ）。本社が行う事項、海外各社に委

事施策は、このG-Bandとコンピテンシー

外では必ずしもうまくいくとは限らな

の 5 つの課題。佐々木は、
「 技術革新に

す 」と説明した。

が 115、従業員数で 2 万 8,000 人を超す

ねられている事項、双方が連携して行

アセスメントに基づいて行われる仕組

いなど、すでに進出されている各社の

よって働き方そのものが変わり、情報を

こうした状況に対応するには、人材管

規模になっています 」と語るのは、東レ・

う事項、と役割分担も明確に定義され

みになっている。

悩みは意外に同じであったように思わ

持っていることが差別化の要因とはなら

理・採用管理・タレント管理といった人

佐々木 亮輔

取締役・人事勤労部門長の吉田久仁彦

このコアポジションのうち、現地で採

れます。その一方でグローバル化のや

なくなります。また、人口については高

的資源（ HR ）関連の管理能力を高めるべ

氏。成長戦略の確かな実行を目指す中

用された人を指すのがナショナル コア

り方には地域や会社ごとに大きな違い

齢者比率が高まることがポイント。日本

き――というのが佐々木の指摘だ。佐々

期経営課題「 AP-G 2016 」ではインド、

スタッフ（ NCS ）という呼び方。G-Band

があり、運営メカニズムについては統

も中国も人口は減っていきますが、イン

木は「 世界の 93%の CEOは人材管理の

ブラジル、中東への拠点拡大も予定され

に占める NCSの比率は、海外事業の現

括管理機能による標準化と現地への分

ドは逆に人口が増える見込みです。さら

戦略を根本的に変えなければグローバ

ており、人事勤労の施策もそれだけ多極

地化がどこまで進展しているかを評価

権化のさじ加減がキーポイントになる

に、世界経済のパワーシフトも進んでお

ル競争には打ち勝てないと考えていま

化・多様化しているという。

するための指標として重視されている。

こともわかりました 」とまとめた。

り、2050 年にはエマージング 7（ ブラジ

すし、ASEAN各国でも優秀な人材を獲

ル、ロシア、インド、中国、インドネシア、

得するのが年々難しくなっているという

メキシコ、トルコ ）の GDPが G7 各国の

実態があります 」と述べて、統括管理機

G-HRMの冒頭に掲げられた基本方針

「 現在は AP-G 2016 に対応するため

そ の 上 で、
「何をすればよいかは

は、
「 雇用の重 視と長 期人 材育成 」
「グ

の新たな取り組みを進めている段階に

ASEANに進出しようとする企業の戦略

ローバル競争に打ち勝つ人材の選抜と

あります 」と、吉田氏。おもな取り組み

によって異なりますから、これ 1 つでい

能と地域統括機能のバランスを取るこ

育成 」
「 適材適所の追求と公正性・納得

としては、
「 G-HRMの基本方針と基本項

いという正解はなかなか出せません 」と

とも重要だと指摘した。

性・透明性の向上 」
「 従業員との信頼関

目を海外に展開 」
「 グローバル採用活動

指摘。共通のプロセスやガイドライン

「 そ れ で も、今、ASEANは ビ ジ ネ ス

係の維持と活力ある職場づくり 」
「 企業

の推進 」
「 NCS向けキャリアマネジメン

を適用できるケースもあれば、進出先

的に非常に面白い地域になっています。

体質強化のための多面的な施策の継続

トシステムの構築 」などがあるという。

に合わせていくことが求められる場合

現地で 20 年も 30 年もオペレー ション

課題となっているのは、グローバル採用

もあると述べた。

を続けてきた製造業もあれば、チャイナ

海外 の基幹人材を
グローバル ジョブバンドに
『 東レにみるグローバル H R マネジメントの取り組み
本社、海外グループ各社を繋ぐ人材戦 略 』
東レ株式会社
取締役 人事勤労部門長
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吉田 久仁彦

が思うように進んでいないこと。NCS向

では、ASEANへの進出において、こ

プラスワンをきっかけに進出を考えて

けキャリアマネジメントの一環としての

れからどのようなことが重要になるの

いるサービス業も増えています。本日の

国際間異動も増えているが、日本の東レ

か。佐々木は、PwC第 17 回世界 CEO意

フォーラムで提示されたフレームワー

本体で活躍できる NCSが登場するのは

識調査の結果を基に、想定されるいく

クを基に、全体感をもってプランニング

もう少し先になるだろうと吉田氏はみて

つかのポイントを解説していった。

していく――。そうすることによって必

いる。

最も重要なのは、メガトレンドによっ

ずや ASEANへの進出は成功することで

てもたらされる「 技術革新 」
「 人口構造

しょう 」というコメントで佐々木はイベ

の変化 」
「 世界経済力のシフト 」
「 気候変

ントを締めくくった。

氏
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PwC Japan News
男女ダブルで銀メダル―アジアパラ 車椅子バスケットボール
2014 年 10 月韓国・インチョンにて開催さ

子代表選手として出場。両チームとも決勝

れた「 インチョ ン 2014 アジアパラ競技大

に進出し、男子は韓国に 50 対 61、女子は予

会 」に、あらた監査法人の及川晋平が車椅

選から圧倒的な力で勝ち上がってきた中国

子バスケットボール男子日本代表のヘッド

に 43 対 65と惜敗しましたが、男女とも準

コーチとして、プライスウォーターハウス

優勝という好成績を収めました。

クーパースの綱本麻里と吉田絵里架が同女

正確な市場理 解 からビジネスを考える —
ブラジルセミナー /インドＭ＆Ａ・インフラセミナー
2014 年秋、ブラジルとインドへの投資を

インドセミナー では、駐日大使をはじめ、

テー マにしたセミナー が開催されました。

PwCインドのスタッフ、駐在

PwC Japanとブラジル銀行の共催で行われ

経験者など経験豊富な講師を

たブラジルセミナーでは、経済概況、金融

招き、日本企業が陥りやすい

サービスさらにインフラ、エネルギー、税務

問題、さらには税制・規制の

インセンティブなど盛りだくさんのプログ

動向、インフラ・物流など投

ラムに、投資を検討する大手企業から多く

資のポイントについて講演を

の実務担当者にご参加いただきました。

行いました。

ポーター賞「 競争力カンファレンス2014 」に協賛
ユニー クな事業戦略で成功した企業を表
彰するポー ター 賞「 競 争力カンファ レン

ス 2014 」に協賛、12 月の授賞式では PwC

復興に向けた
アライアンスを発表

Japan代表 鈴木洋之が挨拶を行いました。

2014 年 9 月、プライスウォー ター ハウス

受 賞 企 業 は @cosme 運営の（ 株 ）アイスタ

クーパースは東日本大震災からの産業復興

イル、ZOZOTOWN 事業でアパレル商品の

を目的に、岩手県沿岸広域振興局との協力

オンライン販売に成功した（ 株 ）スタート

体制のもと、被災企業の「 経営指導 」支援活

トゥデイ、施設ごとで宿泊者にユニークな

動を開始することを発表しました。

経験を提供する星野リゾート、ファスニン

震災から 4 年、復興の兆しを見せる企業が

グ事業に特化した YKK（ 株 ）の 4 社。PwC

ある反面、様々な支援の縮小から経済的な

Japan は今後も企業のイノベーションを支

復旧にはまだ時間を要する状況です。本ア

援していきます。

ライアンスにより’13 年設立の専門組織「 東
北イノベーション推進室 」を中心に被災企
業への支援体制を強化していきます。

キャリア教育活動で「 キャリア大学アワード 」を受賞
NPO法人キャリアクルーズ主催のキャリア

ティの高い教育プログラムで次世代の人材

大学では、企業・省庁が提供する約 50 のサ

育成を支援していきます。

マークラスに参加した学生へのアンケート
をもとに特にキャリア形成に貢献した企業
を「 キャリア大学アワード 」として表彰して
います。2014 年、PwC Japanは、コンサル
ティング講義で「 総合部門 5 位 」
、公認会計
士合同講義では他監査法人とともに「ベスト
キャリアデザイン賞 」を受賞。今後もクオリ
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