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新しいグローバリゼーションの複雑性を読み解く
第 21 回世界 CEO 意識調査を踏まえた日本のリーダーへの示唆

急速に進展し続けるテクノロジーと、世界各地で勢いを増すナショナリズム─
これらの潮流が、従来とは異なる新たなグローバリゼーションをもたらしつつある。

木村 浩一郎

PwC Japan グループ代表

水野 有平

PwC Japanグループ デジタル最高顧問

大塚 泰子

PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー

ンド フォーラム」では、デジタル 化とナショナリズムがもたらす新しいグローバリ
ゼーションに向けて、日本企業が描く成長戦略と取り組むべき課題について、さま
ざまな議論が繰り広げられた。
フォーラムでは、
「第 21回 PwC世界CEO意識調査」の結果を踏まえて、
「デジタル 化
時代の『稼ぐ力』の強化とガバナンス」、
「イノベーションのための M&A」、
「デジタル
時代の人材戦略」という、日本企業の今後のビジネスに特に影響を与えるであろう
3つのテーマにフォーカス。各分野に精通した気鋭のパネリストとPwCのプロフェッ
ショナル が 繰り広げた熱い議論を通して、企業はどう対応していくべきか、いかに
自社の成長戦略につなげていくべきかを探った。
※登壇者の役職・企業名などは、2018 年 5 月17 日現在のものを記載しています。
※全セッションでグラフィックファシリテーション（議論の内容をグラフィックで可視化する手法）が用いられ、
グローバル メガトレンド セッションではライブ Q&A が実施されました。
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デジタル化時代の「 稼ぐ力」の強化とガバナンス

岩嶋 泰三
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［ファシリテーター］

こうした中、日本企業がさらなる成長と競争優位を勝ち取るためには、かつてない
変革が求められている。そこで、2月22日に開催された「 PwC グローバル メガトレ

8

PwC Japan グループのご紹介
P wC Japa nグループは、日本におけるP wC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
（ P wC あらた有限責任監査法人、P wC 京都監査法人、P wCコンサルティング合同会社、P wCアドバ
イザリー合同会社、PwC 税理士法人、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、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、
法務のサービスをクライアントに提供しています。
P wC は、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することを Pur pose（ 存在意義 ）としています。私
たちは、世界158 カ国に及ぶグローバルネットワークに 236,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、
税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細は w w w.pwc.com をご覧ください。

Value Navigator（ バリューナビゲーター）
本誌では、PwC のグローバルに広がる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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ナリズム台頭 ）』
『 Trust（ 組 織に対 する
信頼の低下とテクノロジ ーの影 響 ）』と

新しいグローバリゼーションの
複雑性を読み解く

整理している」
と述べた。
分断化する世界で
日本の経営者が考えるべきこと

第 21回世界 CEO 意識調査を踏まえた日本のリーダーへの示唆

日本企業を取り巻く環境は、税制面
での競争激化やナショナリズムの高ま
り、経済モデルの多様化、そして「 G ゼ
経済の成長を楽観視する一方、

85 カ国、1,293 名の CEOに対して行わ

回答が上回ったのは今回が 初めてであ

自社の 3 年後を不安視する CEO

れた今回の調査結果について、木村は

り、世界経済に対 する見通しはよりポ

「 世界経済の改善と短期的な自社の成

ジティブなものになっている。また、短

テロや規 制など、対 応 が 受 け身になら

バルビジネスを展開する困難さは従前

PwCでは1997 年 から毎 年、各国の

長に対しては楽観的な見解が急拡大す

期的（今後 12 カ月 ）な自社の成長の見

ざるをえない脅威をより強く意識してい

とは異なるものがある。

CEOを対象に世界に影響を及ぼしてい

る一方で、自社を取り巻く環境変化と不

通しについても「非常に自信がある」と

る」と語り、さらに「いま世界で起きてい

るさまざまなメガトレンドに関する意識

確実性の高まりによって、今後の継続的

回答した世界の CEOは 42％であり、日

るさまざまな事象を、PwCでは ADAPT、

ついて日本の CEO が 挙げたのは、米国

調査「世界 CEO意識調査 」を実施してき

な成長に不安を覚えるCEOの姿が垣間

本の CEOも24％と、2017 年 の14％ か

すなわち、
『 Asymmetry（ 貧富の差の拡

が 67％（ 昨 年 61％）、中国 が 61％（ 昨

た。フォーラムの幕を開けるキーノート

見られた」
と概括した。同調査によれば、

ら10 ポイントの改善が見られている。

大と中間 層の 衰 退 ）』
『 Disruption（ビ

年 58％）
となっており、二つの大国に焦

セッションでは、PwC Japan グル ープ

今後12カ月の世界経済の見通しについ

しかし、今後 3 年間の自社の成長とな

ジネスモデルの創造的破壊と産業の境

点を当てていることが 分 かる。この結

代表の木村浩一郎から21回目を迎えた

て「 改善する」
と回答したCEOは57％と

ると、
「 非常に自信がある」と回答した世

界線の消失 ）』
『Age（ビジネス、社会 制

果について、木村は「スタンダードや価

同調査の結果が語られた。

過 半 数を超えた。2012 年の調 査開 始

界の CEOは45％と昨 年から6 ポイント

度、経済に対する人口圧力）
』
『 Populism

値観が異なる米国・中国に対して、日本

以 来、
「 横ばい」から「 改善する」という

低下し、日本の CEOも21％で 2017 年対

（世界的なコンセンサスの崩壊とナショ

企業はどのようなポジションに立ちどう

2017 年 8 月から11 月にかけて 世 界

＜過半数の CEO が今後12カ月間における世界経済の成長は改善するとみている＞

＜分断が進む世界＞
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66%
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調和のとれたグローバルな課税制度
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自社が成長する上で重要な国・地域に

複数の分断されたエコシステム
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経済同盟・統一経済モデル
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単一のグローバル市場

36%
27%

18%

グローバルな共通認識と価値観

44%
37%

34%

57%

が 不在となった分断化 が進み、グロー

これについて、木村は「世界のCEOは、

統 一、調和のとれたエコシステム

■ 改善する（%） ■ 横ばい（%） ■ 後退する（%）

ロ 」と呼ばれる世界秩序を 指導する国

比で横ばいとなっている。

60%

41%

少数が恩恵を受ける集中的な経済成長

54%

46%

48%

複数の経済モデル
優遇税制競争の拡大
多数に恩恵が行き渡る広く公平な経済成長

企業の統合

76%

20%

企業の分裂

自由なインターネットへのアクセス

77%

20%

管理されたインターネットへのアクセス

2018 （年）

質問：今後12カ月間に、世界経済の成長は改善、横ばい、後退のうち、どの方向に進むとお考えですか。
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出典：PwC第21回世界CEO意識調査

質問：政治、経済および貿易トレンドに関する記述について、現在世界が向かっていると同意される記述を選択してください。

回答者数：2018 年＝1,293 名、2017 年＝1,379 名、2016 年＝1,409 名、2015 年＝1,322 名、2014 年＝1,344 名、2013 年＝1,330 名、2012 年＝1,258 名

出典：PwC第21回世界CEO意識調査

Value Navigator
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Win-Winの関係 を 築いていくべきか、

り、急速に存在感を増している」と説明

改めて考えることが 経営者に求められ

した。

ている 」と強 調した。ここでは、地政学

2030 年までにAI が けん引する地域

的リスクの 分析を専門とする米国のコ

別 GDP 押し上げ 効果に関するPwCの調

ンサルティング会社、ユーラシアグルー

査によれば、アジア先進国の 0.9 兆ドル

プ代表の イアン・ブレマ ー 氏によるビ

に対して、北米が 3.7 兆ドル、中国は 7.0

デ オメッセ ージも紹介され、市場規模

兆ドルと圧 倒 的 な 強さを見せ ており、

や貿易だけでなく、AIとサイバ ー世界

デジタルネットワークの世界でも日本が

にお いても「 米国と中国の二 つの大国

両大国に挟まれる形となっている。AI

によるダブルスタンダードの世界秩序」

の導入状況でも、米国の13％に対して

が進行していく中で、日本は両国とのバ

ク時代におけるテクノロジ ーの進歩が

日本は1.8％程度にとどまっており、こ

ランスを 取る難しい立場に置かれ、地

企業経営にどのような 影響を及ぼすの

の点について大塚は「AI人材、IT資源、

のない複製を可能とするだけでなく、複

ような時代を迎え、日本企業が勝ち残っ

方について、日本 GE株式会社や株式会

政学リスクに対 するリテラシ ー の向上

か、議論が 交わされた。

デ ータ不足だけでなく、日本企 業では

製すればするほどコストが劇的に低下す

ていくには、この二つの技術のダイナミ

社 LIXILグループにおいて長く人事責任

大塚は「テクノロジーの観点からも米

『 試しに AI を使ってみる 』ことが 許され

る。さらに、ネットワーク技術により伝

ズムを理解し、スケールを求めてグロー

者を務めてきた株式会社 people first 代

国と中国が 分断されている 」とした上

ない風潮も大きな障壁になっている」と

達する相手が増えれば増えるほど、価値

バルにビジネスを展開していく必要があ

表取締役 八木洋介氏 からのビデオメッ

で、
「 Google や Facebook、Amazon、そ

指摘した。

が指 数関数的 に高まっていく。デジタ

るだろう。しかし、一社単独で全てを賄

セ ージが紹介され、
「 制度でがんじがら

ルネットワーク時代では、スケールして

うことは困難であり、どの領域にフォー

めになった組織の中では、イノベ ーショ

が重要になることが指摘された。
AI の活用で後れを取る日本企業

して Apple 、Microsoft などの米国企業

また、水野はデジタルネットワーク時

続いて、PwC Japanグル ープ デジタ

が プラットフォー マーとしてデジタル

代をけん引する二 つのテクノロジ ーと

いくほどコストは下がり、人も集まる。

カスしていくのか、改めてビジネスを設

ル最高顧問の水野有平、PwCコンサル

ネットワークの世界を席巻する一方、中

して「 複製技術（デジタル化技術 ）」
「伝

そして、人が集まればさらにデ ータも集

計、デザインしていくことが重要となる 」

ティング合同会社 シニアマネージャー

国の Baidu、Alibaba、Tencent などが、

達技術（ネットワーク技術 ）」を挙げ、次

まる。つまり、勝者 がさらに勝利してい

の大塚泰子も登壇。デジタルネットワー

圧 倒 的 なデ ータ量と AI への 投 資によ

のように訴えた。
「デジタル技術は劣化

く『 Winner Takes Most 』の世界。この

価値観の多様化が進展する中
いかに人材を獲得していくのか
今回の世界 CEO 意識調査の中で、日
本の CEO は最大の脅威をキーとなる人
材 の 確保としており、デジタルネット
ワーク時代の人材を惹きつけることの
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難しさが浮き彫りとなった。この結果に

ンや チャレンジ 精神は生まれない。物

ついて、木村は「デジタルネットワーク

事に対してフレ キシブルな風 土をもっ

時代に必要な人材は、①現在のコアビ

て、個人、企 業 が 知の 探 索 をできるよ

ジネスをデジタル化していくための人

うな仕組みを つくることが重要である。

材、②新ビジネスを立ち上げていける

また、デジタルネットワーク時代におい

イノベ ー ション人材、③両方をマネジ

てイノベ ーションを創出するためには、

メントできる人材、の三種類に分類でき

多くのネットワークを 築いていくことが

る」と説明し、大塚も「 AI を活用して適

不 可 欠 だ 。個人・組織としてそうした

材適所に人材を配置する取り組みが各

ネットワークづくりを支援するような仕

社で始まっている」
と続けた。最後にデ

組みの実 現 が求められている 」との提

ジタルネットワーク時代の組織の在り

言がされた。
Value Navigator
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デジタル化時代の
「稼ぐ力」
の強化とガバナンス

デジタル化時代

CEOの回答 のトップ3は『 鍵となる人材

リスクとの向き合い方と

ち出し、その一環としてコーポレートガ

内の問題提起に、まず君和田氏が自社

企業の成長を促すガバナンスとは

の獲得 』
『 技術進歩のスピード』
『 労働人口

コーポレートガバナンス改革

バナンス改革も示されている」と藤田氏

グループの取り組みについてこう説明し

は話した。改革の主な狙いの中には、企

た。
「 どの企業でも中長期の計画を立て

動態の変化 』だった。このうち特徴的な
「デジタル化時代の『 稼ぐ力』の強化と

のが技術進歩のスピードを非常に懸念し

ソフトバンクグループ株式会社 常務

業の資本効率改善を含む企業価値の向

ると思うが、ソフトバンクグル ープでは

ガバナンス」では、官民から三名のパネリ

ていることで、米国のCEOの場合は懸念

執行役員 経理統括の君和田和子氏は、

上および持続的成長と、リスク回避を過

それらとは別に10 年計画をグル ープ各

ストを迎え、PwCあらた有限責任監査法

項目には挙げられておらず、むしろオポ

デジタル 化 が 加速 する時代において、

度に強調せず健全な企業家精神の発揮

社に作成してもらっている。グループ内に

人 執行役副代表の木内仁志がファシリ

チュニティと考える傾向にある。政府が

同グル ープではいかにリスクを取りな

を促すことが 含まれている。
「 これらか

はさまざまな業種があるが、各社から提

テーターを務めた。セッションでは、デジ

発行した『 未来投資戦略 2017』では企業

がら投資をし、事業再編しているかを紹

らも、もっと『 稼ぐ力 』を つけるための

出された10 年計画を毎月取締役会など

タル化が加速する中で「稼ぐ力 」を強化

の『 稼ぐ力』を強化するためのコーポレー

介した。君和田氏は、同社の成長と併せ

コーポレ ートガバナンス改革であるこ

で確認しながら、グループ全体での長期

するために国は企業に何を求め、企業は

トガバナンスの変革が掲げられているが、

て行われた数々の M&Aについて、専門

とが読み取れる」と藤田氏は語った。

的な成長はどのようになされ、そのため

どのような対応が求められるのかについ

今後のデジタル 化時 代に日本企業は果

である会計の分野から携わってきた人

て、ガバナンスを軸に議論が展開された。

敢にリスクを取って投資をし、事業再編

物である。
「 当社の CEOは成長に自信を

木内は最新の「世界 CEO意識調査 」の

をしていけるのか、またその際にコーポ

持っており、これまで果敢に M&Aを手

結果を受け、セッションの狙いについて

レ ートガバナンスの役割はどのように変

がけてきたのもグル ープの特徴となっ

こう述べた。
「 自社が成長していく中で何

わるべきかについて議論していきたい」

ている。もちろん成功ばかりではなく失

では、日本企業が「 稼ぐ力 」を強化す

体系 』を掲げており、それほどに長期的

を脅威に感じているかについて、日本の

これを受けて、経済産業省 経済産業政

敗したものもあったが、そこでどんなリ

るためには何をなすべきだろうか。 木

な視点に力を入れているということだ 」

策局 産業組織課 課長補佐（ 総括 ）の 安

スクをどう取るのかなどを検討しておく

藤元太氏は、安倍政権が注力する成長戦

ことがポイントとなる。そして撤退につ

略の背景について「これまで、コーポレー

いても、ソフトバンクグル ープでは極め

トガバナンスというと法規制などを 守る

て迅速な判断を下している」
と君和田氏

べき仕組 みと捉 えられることが 一 般 的

は強調した。

木内 仁志
PwC あらた有限責任監査法人
執行役副代表
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だったが、現在、政府として進めている

続いて一般社団法人日本 CFO協会 理

コーポレートガバナンス改革では、それ

事長の藤田純孝氏は、コーポレートガバ

に加えて、大胆な経営判断を後押しする

ナンス改革について解説した。
「日本企

仕組みという側面を強く意識している。

業の株価のパフォーマンスが悪い理由

ガバナンスにより、収益力向上や成長力

は、欧米企業と比べて明らかに収益力が

回復など『 稼ぐ力』の強化へとつなげて

劣勢なことからもうかがえる。そうした

いく」と説明した。

中、2014 年に安倍政権が成長戦略を打

にこの事業はどれぐらいのペースで伸び
なければいけないのかなどを常に見通

「 稼ぐ力 」を強めるための

し、課題を見つけている。グループでは

日本企業の課題とその解決策

群戦略として『 300 年成長し続ける組織

“

コーポレートガバナンス改革の
肝は、積極的な社外取締役の
関与にあるだろう

”

藤田 純孝 氏
一般社団法人日本 CFO 協会
理事長

Value Navigator
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“

政府の考える
コーポレートガバナンスには、
大胆な経営判断を促すという
側面もある

”

語った。
「 確かに、取締役会以外の場で

メントが寄せられるため、偏った方向で

も、社外取締役が情報を得ながら下す

決議されることはないと思っている。そ

べき判断について検討するというのは

うした意見を受け入れるトップマネジメ

有効だろう。それと併せて CFO をはじ

ントの姿勢も重要だろう」
と強調した。

めとする CxOの立場にある者が、検討
段階からしっかり情報を把握できるよ

重要度が 増していくESG

う、情報提供がなされているかどうかも

“

環境も技術も
急激に変化する中、変化は
脅威ではなくチャンスと
捉えることが大切

”

ポイントだと考える。 例えば 失敗した

セッション内では、ライブ Q&Aの時

M&Aを見ると、検討状況についての情

間も設けられた。参加者からの質問の

報が取締役会にまで十分に伝わってい

一つとして挙げられた「 ESG（ 環境・社

ない、社外取締役が十分に関与できて

会・ガバナンス ）に対する評価に、どの

いないといったケースが見受けられる。

ような変化が起きていると感じるか 」に

のコーポレ ートガバナンス改革の肝で

その 辺りをどう変えていくかが鍵なの

対し、藤田氏は次のように答えた。
「『 稼

のは財務指標以外のところである場合

ようになりがちだ 。そしてもっと人材の

立ち位置について次のように持論を述

もあると見ている。社外取締役こそが、

ではないか」

ぐ力 』とは、財務的な観点での収益力

も多い。そうした動向も考慮すると、企

流動性を高めるべきだろう。そうなって

べた。
「『 稼ぐ力 』を強 化するためのプ

外部の立場からブレ ー キをかけたり逆

また君和田氏は、ソフトバンクグル ー

だ。
日本企業はここがあまりに低いので、

業価値の向上というのは財務指標的な

くれば、日本企業にもダイナミズムが

ランをつくるのは、取締役会の仕事だろ

にプッシュしたりなどを、社内にはない

プにおける社外取締役の役割が「まさに

その向上のためにガバナンスを改革し

要素のみがもたらすものではないとい

生まれてくると期待している 」

う。中でも社外取締役は、現状および

自身の経験や知見に基づいて遠慮なく

藤田氏の発言内容と合致している」とし

ようという思いがある。ただし、世の中

う考え方が広まってきていると感じてい

続けて君和田氏は、
「 稼ぐ力」について

将来の収益力やリスクなどを社外の立

言える立場にあるからだ 」

た上で、
「 取締役会における決議事項に

を見ていると必ずしも財務諸表だけを

る。今後、ESGは財務指標的なパフォー

の自身の考えを次のように示した。
「環

安藤 元太 氏
経済産業省
経済産業政策局 産業組織課 課長補佐（ 総括 ）

続けて藤田氏は、ガバナンス当事者の

君和田 和子 氏
ソフトバンクグループ株式会社
常務執行役員 経理統括

場から見極める立場にあるので、取締役

この意見を受けて安藤氏は、企業が

なる前の段階からディスカッションを繰

見て投資しているわけではない。例え

マンスもより重要になっていくだろう。

境も技術も急速に進化していくが、企業

会の場だけではなく、平素からの情報や

「 稼ぐ力 」の強化 や成長について検討

り返 すようなこともあるが、そのような

ば、機関投資家が増えてきて投資のパ

経営陣においても、そうした変化が起き

はそれに追い 付かなければ いけない。

意見の交換が重要になる。そこが、今回

する際に留意すべき事柄についてこう

ときにも、社外取締役からも積極的なコ

ターンも変化しており、彼らが注目する

ていることを十分に理解しておくべきで

そこで必要なのが、変化を脅威ではなく

はないか 」

チャンスと捉えることではないか。また
M&Aについて言えば、企業が『 稼ぐ力 』

押し付けではなく、

を得る上での時間の節約だと考えてい

自社にとってのガバナンスを考える

る。つまり、時間を買うという非常に重
要な手段が M&Aなのではないか。そし

セッションの最後には、
「 稼ぐ力 」の
強化に向けて、各登壇者から会場の参
加者へのメッセージが発せられた。
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てもちろん、買収後の守りのガバナン
スも忘れてはならない 」
そして最後に、安藤氏が「コーポレー

まず 藤田氏 がこう切り出した。
「 持続

トガバナンスというと、担当者からすれ

的な改善を促すために、まずは経営者、

ば守らなければならないことだろうが、

特に社長のサクセッションプラン づくり

実質を突き詰めると、会社によってや

を力強く進めるべきだろう。また経営

るべきことがあり、そのためにどういう

陣の報酬体系の見直しも必要ではない

ガバナンスが必要なのかという順番に

か。日本では役員報酬の大部分が固定

なるはずだ。だから、外部から押し付け

報酬であり、そこが欧米とは決定的に異

られるガバナンスではなく、自社にとっ

なる。現状のままでは、経営陣はリスク

てのガバナンスとは何かを考えるように

もアクションを取らずに過ごしてしまう

なることに期待している」と訴えた。
Value Navigator
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イノベーションのためのM&A
～化学品メーカーによるヘルスケア領域の海外事業買収事例～

自社が持つ領域だけで

の垣根を越え、自社にない技術領域や異

ルと成熟した住宅に加え、ヘルスケア事

企業で事業部のマネジメントを経験後、

冷静な判断によるものであったと思う 」

競争優位を保つことはできない

業種への進出を考えなければグローバ

業が第三の柱になるのかを検討した結

日立化成に入社したという経歴を持つ。

という。

ル競争に打ち勝つことは困難だ 」と切り

果、既存のヘルスケア事業にある医薬

PCTは再生医療等製品の受託製造で

出した。近年、ヘルスケア領域の M&A

品や人工透析以外のアプローチで新た

20 年に及ぶ経験と実績を持ち、CEOの

言語も文化も違う買収先を

海外のヘルスケア事業の買収に成功した

では当該産業セクター以外の企業を買

なプラットフォームになる事業を 始め

Robert Preti氏は業界団体のチェアマン

いかに自社グループに取り込むか

化学メーカーでディール後の事業統合ま

い手とする案件が増えている。これを踏

ようと議論が始まった 」

を二期務めるなど業界に対 する影響力

で深く関与した 二名とヘルスケア分野

まえ、異業種を社内に取り込み成長させ

ZOLL 社 の 買 収 は 約 1,800 億 円 に 上

も大きい。古石氏によれば、
「 2016 年か

第二の視点は、ディールの実行フェー

を専門とするPwCの戦略コンサルタン

るための鍵を、三つの視点から探って

るメガディールだった。社内の承認を

ら 2017 年に、再生医療事業の市場化が

ズだ。旭化成、日立化成のいずれもクロ

トをパネリストに迎え、PwCアドバイザ

いくのがセッションの狙いだ。

得ることは相当ハ ードルが高かったの

一 気に加速し、それまで登録されてい

スボーダー M&Aを通じて、異業種への

ではないかと問われた氷上氏は、
「 非連

る治験製品は累計 780 件に対し、2017

参入を果たしている。そこにはどのような
チャレンジや学びがあったのだろうか。

「イノベーションのためのM&A」では、

リー合同会社 パートナーの岩嶋泰三が
ファシリテーターを務めた。セッション

異業種への参入には

続的な成長に対する抵抗が少ない企業

年の一年間でバイオベンチャーが当局

では、異業種への参入を意図した M&A

明確な戦略が不可欠

文化があったことが 大きい。戦略を定

に申請した治験件数は約180 件に上る

この点を、氷上氏 は次のように話し

め、それに合致した企業のロングリスト

市況があった。日立化成 がマイノリティ

た。
「 ZOLL社の買収は上場会社に対す

第一の視点は「 戦略 」である。旭化成

を つくってショートリストに絞り込み、

出資から始め一年後に完全買収に踏み

るTOB（株式公開買い付け）だった。日々

進化し、自社が持つ領域だけで競争優

は 2012 年に米国の医療機器メーカー、

ZOLL社に行き着いた。段階ごとに経営

切った背景には、市場のリスクと成長性

株価が 変動する中、事業価値を見定め

位を保つことは難しくなっている。産業

ZOLL Medicalを 買 収。 そ れ 以 前 から

トップの承認を得ながら進めたことで、

を客観的に見据えた日立化成経営陣の

納得できる価格で買収の可否を判断す

旭化成ではヘルスケア事業を手掛け

案件の実現に至った 」と答えた。

の成功ポイントについて議論された。
岩嶋は、
「 テクノロジーが加速度的に

岩嶋 泰三
PwCアドバイザリー合同会社
パートナー
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て い た が、ZOLL 社 が 取り組 む 救 命 救

一方、日立化成は米国の再生医療ベン

急領域は新事業だったという。当時グ

チャー、PCTを買収。2016 年に約 20％

ル ープ経営戦略に従事していた、旭化

出資して技術提携を結び、2017 年に残

成株式会社 UVCプロジェクト 副プロ

りの約 80％を買収し完全子会社化した。

ジェクト長、GM Strategy & Business

PCT から技術とノウハウの供与を受け

Developmentの氷上英夫氏は戦略的背

国内での再生医療事業の立ち上げに取

景についてこう説明した。
「 我々の事業

り組むのが、日立化成株式会社 ライフ

ポートフォリオはマテリアル事業が中核

サイエンス事業本部 再生医療事業部 副

を占め、住宅事業がこれに次ぎ、ヘルス

事業部長の古石和親氏だ。約10 年間大

ケア事業は非常に小さなウエイトだっ

学で教職に就き、2000 年にビジネスサ

た。しかし、ボラタリティ高いマテリア

イドに転身。外資系ライフサイエンス

“

買収先の選定で重視したのは
事業の安定性と成長性、
そして経営者の資質だ

”

氷上 英夫 氏
旭化成株式会社
UVCプロジェクト 副プロジェクト長、
GM Strategy & Business Development

Value Navigator
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今も苦労している」との声があるという。

“

また、買収から一年が経ち、PMIフェー

異業種への参入には
人材の流出は
最も避けなければならない

日立化成株式会社
ライフサイエンス事業本部
再生医療事業部 副事業部長

事業統合のフェーズでは

ズの最終段階を迎えている日立化成の

コミュニケーションが最も重要

古石氏は、
「 一番の 学びはコミュニケー
ション。米国企業のマネジメント層は、

リソースの確保が重要

古石 和親 氏

され、成長は加速していったのだった。

”

第三の視点は、ディール実行後の事業

意外とヒエラルキー を重視する傾向に

統合（ PMI ）である。氷上氏は、
「 現地任

ある。階層を超えたコミュニケーション

せの経営にしないために ZOLL社の経営

に抵抗がある場合もあり、彼らを不安に

トップときちんとコミュニケーションが

させないように配慮している」
と話した。

取れるガバナンス体制を構築した他、資
金の動きを常時把握できる人材を日本

自社単独ではビジネスに限界も

本社から送り込んだ。さらに、いかにグ

コラボレ ーションで価値の創出を

“

これからのヘルスケア業界は、
異業種との協働により
新たな価値を創出できる

”

堤 裕次郎
PwCコンサルティング合同会社
常務執行役
ヘルス・インダストリー・アドバイザリー

しての新規参入や M&A が 相次いでい

では限界がある。“ 芸風 ”の異なる企業

ヘルスケア業界の現状について、PwC

る 」と説明した。従来はヘルスケア業界

とコラボレ ーションして、新たな価値を

旭化成による買収以降、ZOLL社の売上

コンサルティング合同会社 常務執行役

の中でも、製薬業界に収益の源泉があっ

創出していくような取り組みも必要だ 」

でも一番の違いは、意思決定のスピード

高は年平均 15％で成長、従業員は2,000

ヘルス・インダストリー・アドバ イザ

た。しかし、環境変化に伴い、今後はど

最後に、岩嶋は「 買収対象企業の選定

いということで株価は持ち直したが、環

だ。トップが承認したら物事が決まって

人弱から倍増。最も大きな成功要因は、

リーの堤裕次郎は、
「フォーチュン 50 の

こに収益の源泉があるのかをしっかり

や信頼関係の構築、PMIの体制づくり、

境変化があってもディールがブレークし

いた会社に、日本の一部上場企業のコン

企業を見ると、約半数が ヘルスケア業

見極めた上で新規参入や M&A を進めて

経営トップの関与など、海外事業買収の

ないように維持しながら最終的な合意を

センサスを重視した意思決定プロセス

事業ドメインが明確だったことにある。

界に異業種 から参入している。多くの

いく必要があるという。加えて、堤はこ

成功要因が、共通項として見えてきた。

取り付けることは、本当に大変だった 」

に則った事業運営を理解してもらうこと

旭化成がテクノロジーとサービスを追

企業がヘルスケア業界を成長産業と位

う提言した。
「 事業買収を行い、自社グ

パネリストの貴重な体験を、ぜひビジネ

一方、古石氏は、日本の大手企業が従

に日立化成の事業統合（ PMI ）チームは

加していくことで事業戦略はさらに強化

置付け、自社の経 験 やアセットを生か

ル ープ単独でビジネスを展開するだけ

スに生かしてほしい 」と総括した。

ることは困難で、主力商品の除細動器

業員150 人程度のバイオベンチャー を

ル ープの中で自由に事業運営できる体

『 LifeVest 』の保険償還価格引き下げの

買収する際に両者の多様な違いに直面

制を つくるかに注力した 」と説明した。

見通しから株価が大きく下落 する局面

し、
「 企業規模も言語も文化も違う。中

もあった。結果的に償還価格は下がらな

14
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デジタル時代の人材戦略

デジタル時代を迎え

兼 グループ CDTOの亀澤宏規氏は、ICT

次のように強調した。
「もちろん若手社

んだ。亀澤氏は、自身の経験 からこう訴

対象に、システム部門における研修を運

これから求められる人材とは

による銀行業の高度化を推進する Japan

員の力が絶対に必要となるが、その能力

えた。
「 身に染み付いた文化を変えてい

営する IT アカデミーなどを実施してい

Digital Design株式会社における外部

を発揮できる環境をつくっていくことも

くことには、難しい面があることも実感

るという。この活 動につ いて、亀澤氏

「 デジタル時代の人材戦略 」では二名

エンジニアの採用や地域金融機関との

重要だ。若手社員の発想 には光るもの

している。 例えば、新規事業の立ち上

は「こうした取り組みを 行っていること

のパネリストを迎え、PwCコンサルティ

協働などの経験 から「テクノロジーが 使

がある反面、粗削りであることも多い。

げに際してさまざまな部門から参加し

がまだまだ社内で認知されていないの

ング合同会社 パ ートナーの野口功一が

えるということにとどまらず、新しいこ

従って、年齢や 経験を重ねた社員が若

てもらっているが、異なる立場の人たち

で、まずは参加してもらえるよう周知し

ファシリテーターを務めた。セッション

とに取り組む熱意や思い、理解力、そし

手社員の “良さ ” をうまく引き上げ てい

が膝を突き合わせて物事を一緒に進め

ていきたい」と述べた上で、今後の抱負

では、デジタル時代に求められる人材、

て社内外のあらゆる人材とネットワーク

けるような仕 組み を つくらなければな

ている時には、発想が柔軟になってく

を次のように話した。
「 その一方で、社

そして企業としての人材マネジメントの

を つくる力を 持っている人が、デジタ

らない 」

るのが分かる。だが、いざ自部門に戻れ

あるべき姿につ いて、活発な議論が繰

ル時代のコアとなる人材だと考えてい

続けて小田島氏も、幅広い年齢層の

ば、元の保守的な考え方に戻ってしま

り広げられた。

る。そうした熱意を持った人材が集まる

人材の必要性に言及した。
「 若手社員が

う。意識変革に向けた取り組みは地道

初めに、野口が「デジタル時代を迎え

ことによって、これまでにない化学反応

立ち上げようとしている新規事業に対

に行っていかなければならないし、私た

ている中で、企業にはどのような人材が

が起きるだろう」
と答えた。また、ソニー

して、年齢とともに経験やスキルを培っ

ち自身も考え方を変えていかなければ

求められるのか」と問い掛けた。これに

株式会社 Startup Acceleration部門 副

てきたプロフェッショナルの社員が初期

ならない 」

対して、株式会社三菱 UFJフィナンシャ

部門長 兼 Startup Acceleration部 統

段階 からサ ポ ートに入ることで、いち

一方、小田島氏は「 社内文化の変革や

ル・グル ープ 執行役常務 グル ープ CIO

括部長の小田島伸至氏は「 外部環境の

早くアイデアを具現化してい けるよう

人材育成という議論では、現場の担当

変化のスピ ードが増していく状況にお

になる。つまり、若手の 持 つアイデア、

者や若手ばかりに焦点が当てられるが、

いて、その変化に柔軟に対応できる人。

シニアが 培ってきたスキルを融合させ

重要なのは経営層や現場のマネジメン

また、さまざまな情報が氾濫する中で、

た “チ ーム”を つくって物事に取り組む

ト層のカルチャー や考え方を変えてい

外の多様な人々と交流できる機会を設

その情報をうまく取捨選択できる処理

ことが有効となるだろう。よって、デジ

くことだ。ソニーでもそのための議論

けることも不可欠だと考えている。分散

能力のある人がデジタル時代の人材と

タル時代のビジネスの推進においては、

を重ねながら、マネジメント会同などで

化が進むデジタル時代には、どれだけ

して重要である 」と述べた。

年齢は関係ないと言える」

トップ層から繰り返し重要性が語られ

幅広く人脈のネットワークを持っている

ている 」と説明した。

のかが鍵となる。従って、社外の人材に

イノベ ーティブな事業を推進してい

野口 功一
PwCコンサルティング合同会社
パートナー

ファシリテーター

くのは、一般に「 発想が柔軟な若手層 」

デジタル時代においては

という意見が少なくないといえる。それ

社内文化の変革も必要

では、デジタル時代の主軸となって活躍
するのは、限られた年齢層の社員だけな
のだろうか。この点について、亀澤氏は

16
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デジタル人材の活用や育成に関して、
議論は社内文化の在り方についても及

では、デジタル時代に活躍できる人材
を育成し、増やしていくために、どのよ

対しても共に成長できるような取り組み
が必要だと感じている 」

うな取り組みを進めていけばよいのだ

小田島氏は「イノベ ーションへのチャ

ろうか。三 菱 UFJフィナンシャル・グ

レンジが行える環境を提供し、そこで成

ループでは、新人 からマネジメント層を

果を上げた社員にさらにチャンスを提
Value Navigator
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“

デジタル時代には、氾濫する

進を第一 の目的としているような人は、

るスペシャリストについて、評価やキャ

新規事業の社内選定プロセスでも採用さ

リア制度の枠組みを つくってきた。そ

れないケースが 多い 」と説明した。

うしたフレ ームワークは、今後も有効と
なるだろう」
との見解を述べたのち、次

AI を活用した業務の効率化と

情報を取捨選択できる能力を

のように続けた。
「 しかし、いまだに多く

人材の再配置をいかに進めるのか

持った人材が重要となる

の日本企業においては、終身雇用制度、

小田島 伸至 氏
ソニー株式会社
Startup Acceleration 部門 副部門長 兼
Startup Acceleration 部 統括部長

供するような仕組みを つくっている。ま

デジタル人材に対する

た、基本的には個人の能力、裁量に任

新しい人事評価の在り方

”

せられるところはどんどん任 せて成長
してもらえるようにしているが、個人の

ティブなど専門性を要する業務に携わ

人材の育成と活用の視点が従来と大

年次昇 給という大きな枠組みがある。

セッションの最後には、AI やロボティ

デジタル時代の人事評価と旧来の制度

クスなどの自動化によって社内のデジ

について、いかにうまく整合性をとって

タル化が進む中、人材の配置転換にど

いけばよいのかは、今後の大きな課題

う対応していけばよいのかについて意

だといえる 」

見が交わされた。

“

多様な業界の人々と
ネットワークをつくれる人こそ、
デジタル時代の核となる人材だ

”

亀澤 宏規 氏
株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ
執行役常務 グループ CIO 兼グループ CDTO

一方、小田島氏は「年齢に関係なく新

亀澤氏は、
「 業務の効率化と生産性の

の対話や商品の提案など、よりクリエイ

かで聞いたり本で読んだりしたことのあ

規事業の発案者である若手を管理職に

向上は、当行において喫緊の課題となっ

ティブな 仕事に時間を 回せるようにな

るような話ばかりで、本質にかかわる議

抜擢するなど、新しい人事制度の仕組み

ている。一 つには、大量に採用された

るだろう」と語った。

論は一時間のうちの五分 程度しかなさ

を導入している 」としながら、
「 しかし、

世代の社員が 退職 するため、これまで

これについて、小田島氏も次のように

れないことも多い。ミーティングの件は

発想やできることには限界もあるので、

きく変わりつつある中で、今後の人事制

昇進を目的とするのではなく、自分自身

約 6,000 人が 担ってきた業務を現在の

強調した。
「 当社も AI やロボティクス技

一例であるが、そうした社内に散在する

個々の能力を引き上げ ていくための支

度・ 評価の在り方についてが論題とし

に『どのような事業をやりたいのか 』と

社員で遂行しなければならない からだ。

術の活用、および業務の標準化による

ルーティンのような業務を自動化、標準

援体制も必要だと考えている」と、自社

て続いた。亀澤氏は、
「 人事評価に関す

いう熱 意 が 最 初になければならない。

そのためにも、自動化による生産性の向

生産性向上は必須であると考えている。

化することで、もっと本質的な業務に集

の取り組みについて語った。

る議論は、今に始まった話ではない。銀

新規事業の立ち上げは、パッションがな

上は必須である。また、事務処理などの

例えば、新規事業に関するミー ティン

中化 できるような 環 境 づくりを進めて

行でも一般業務に携わる社員と、デリバ

ければ先に進まないからだ。だから、昇

日常業務が効率化できれば、お客さまと

グにおいても、議論のほとんどがどこ

いきたい 」
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レクタ（ 日本・アジアパシフィック）兼

新しい世界へ ／ New Globalisation
～さらに激しく変化する世界で自社を見つめ直す～

グル ープヘッドオブセールスの光冨眞
哉氏は、入社以来 一貫して鉄道システ
ム事業部門を歩んできた。2014 年に同
社の鉄道システム事業のグローバル本
社をロンドンに移管した際には現地に
赴任し、戦略立案を担当している。同社
は英国でのビジネス拡大を背景に 2015
年にはイタリアの鉄道関連企業を二社
買収し、英国で受注、日本で設計しイタ

“ 新たなグローバル化 ” の中で

複雑な市場に変化した。加えて、Brexit

リアで製造するというオペレ ーション

ただし、ロー カル色が 強くなり過ぎ

る。ここで一旗揚げればグローバル市

成功への道筋を探る

や米トランプ政権の誕生など新たなナ

も可能になった。光冨氏は次のように

ると日 本 本 社 の 統 治 体 制 は バ ラ バ ラ

場に対しインパクトを与えられると考え

ショナリズムも台頭 する中でグローバ

意気込みを示した。
「 2015 年の買収は

になっ てしまう。これを 防ぐために、

た。また、我々の売りは“日本品質”だが、

PwC グローバル メガトレンド フォーラ

ル経営の難易度が増している。こうし

まだまだ道半ばだ。統合戦略を確実に

同社 が グ ロ ー バ ル で 議 論し 導 き出し

お客さまと中長期的な関係を重視して

ムを 締めくくるスペシャルセッションで

た環境におけるリーディング企業の経

実行していくことや、新しい生産体制の

た の が「 Clients First 」
「 Foresight 」

誠実に取り組むという日本流のビジネ

は、ファシリテーターを務めるPwCコン

営者の考えや取り組みを紹介し、“新た

確立と海外工場の立ち上げ、シナジーの

「 Teamwork 」の 三 つ か ら 成 る「 NTT

スマナー が英国でも好意的に受け入れ

サルティング合同会社 常務執行役 スト

なグローバル化 ”の中での成功への道筋

最大化が目下の課題である。さらには

DATA Values 」だ。 中 で も「 Clients

られ、競合する欧州勢との差別化を図る

ラテジ ーコンサルティング（ Strategy&）

を示していきたい 」

グローバル全体最適の観点での戦略策

First 」について、西畑氏は「 自国でそ

ことができると判断した 」

リーダーの三井健次と、二名のパネリス

株式会社 NTTデータ 代表取締役副社

定、新規事業の創出、業界再編に向けた

れなりの強みを持 つローカル企業をグ

トが登壇 。セッションでは、新しい局面

長執行役員の西畑一宏氏は、NTTコミュ

自社活動の強みの整理などを通じて、グ

ローバルレベルに引き上げる共通の横

大量一括受注したのを契機に当時の中

を迎えたグロー バル市場での成功要件

ニケ ーションズの欧州子会社の社長と

ロー バルのトップ 5 を視 野に業界内で

串が、お客さまであり『 Clients First 』

西宏明社長が英断を下したという。ま

について議論が交わされた。

して 2006 年から2009 年までロンドン

のプレ ゼンスを高めていきたい 」

だった 」とコメントした。

た、その後のイタリア企業のアンサルド

冒頭、三井はセッションの 狙いを次

に駐在。その後 NTTデ ータで海外事業

のように述べた。
「グローバル市場はか

を指揮し、同社の海外企業買収を行っ

つて想像されたフラットな市場ではな

てきた。現在では 53 カ国・地域に11 万

く、各地域でさまざまな課題を抱える

人の従業員を擁し、売上高の 4 割超を海

三井 健次

ファシリテーター

PwCコンサルティング合同会社
常務執行役
ストラテジーコンサルティング
（ Strategy& ）リーダー
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光冨氏は、鉄道システム事業のグロー

STS社とアンサルドブレダ社の買収につ

グローバル化とローカル化を

バル本社を英国に移した経緯について、

いて、光冨氏は「 自社にないケイパビリ

いかに進めるかが成功のカギ

こう説明した。
「 英国は鉄道発祥の地で

ティの獲得も目的としてはあったが、英

あり、世界 のショー ケー スになってい

国でのビジネス基 盤の確立で、次のス

外で稼ぐグローバル企業へと変貌した。

まず海外での成功要因について問わ

「 10 年間で数多くの企業を買収したが、

れると、西畑氏は「 企業買収を通じた海

これを一つにまとめることは難しい。経

外事業展開にあたっては、優秀な経営者

営は基本的に現地に任せ、グループとし

にグローバルの経営に参画してもらうこ

てのバリューを共有するコミュニケー

とも考えて、買収先を選定してきた 」と

ションの仕組みを多数設けている。さ

説明した上で次のように回答した。
「 IT

まざまな強みを有する各国のチ ームが

サービスは商慣習の違いからローカル

それぞれエッジをもって成長し、全体と

化が必要な業界だ。その国の商慣習を熟

して競争力を向上していきたい 」と、西

知していない日本人がマネジメントす

畑氏は自社の状況について紹介した。

ることは難しいので、既存の優秀な経営

株式会社 日立製作所 執行役常務 鉄
道ビジネスユニット マネ ージングダイ

これは PPP（公民連携 ）のスキームで、

者に任せ、共通のバリュー のもとで『 新
しい未来をつくろう』と訴えてきた 」

“

現地の経営はローカルに任せ
グループとしての価値を
グローバルで共有することが
大切

”

西畑 一宏 氏
株式会社 NT T データ
代表取締役副社長執行役員

Value Navigator
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“

海外企業の買収は
クイックウィンが肝要
モノづくりの誇りや矜持は
文化、人種を超える

光冨 眞哉 氏
株式会社 日立製作所
執行役常務 鉄道ビジネスユニット マネージングダイレクタ
（日本・アジアパシフィック）兼 グループヘッドオブセールス

テップに進めたことが大きい」と語った。 「 買収されて良かった 」と
Brexitの影響については、ポンドの急

”

思ってもらえるかが重要

落により短期的な業績の下振れはあっ

スもしっかりしていて、彼らとの信頼関

が生まれた瞬間だった。買収されて良

うな人々が相手では、純粋培養で育った

係を構築できれば買収後もビジネスは

かったと思ってもらえるような、小さな

日本人が競争してもかなうわけがない。

順調に成長していくと西畑氏は述べた。

取り組みの積み重ねが大事だと実感し

そこはグローバル人材に任 せようと、昨

「 買収前のデュー デリジェンス（ 資産査

た。被買収先の事業は設備投資がストッ

年 7 月に発足したグローバルマーケティ

定 ）の段階で、ファウンダーに経営を継

プしていたから買収直後に相当な投資

ング本部のヘッドには米国人が就任し

続するかどうかの意思を確認する。同

も行っており、そうしたことが安全を司

た。そこから日本人をどう教育していく

時に、買収後は日本本社からナンバー 2

る鉄道車両をつくっている彼らの誇り

かが大きな課題だ 」

を送り込むことを明言しておく。ファウ

に再び火を付けて、日立の鉄道システ

この意見に光冨氏も同意を示し、次

ンダーが残った方が社員も安心するし、

ム事業に対 する信頼感の醸成にもつな

のように続けた。
「 日本の特殊性は世界

ローカルに加えてグローバルでもビジ

がったのだ 」と光冨氏は力説した。

でなかなか通用しない。一方で、世代間
で変化も見られる。若い世代の中には、

ネスを伸ばしていくケースが多い 」
光冨氏は、
「 買収後の100 日、クイッ
クウィン（ 素早い成果 ）が重要だ 」と強

べきだ 」と結んだ。

課題は日本本社のグローバル化

英語を操り外資系企業を転々とし、従

最後にクロージングとして、PwC Japan

グローバル人材の育成が重要

来の日本人とは異なる考え方を持つ者

グル ープ マネージングパートナーの鹿

も少なくない。日本人としてのアイデン

島章が「今回、大きなテーマとして取り

調し、イタリア企業を買収した際のエピ
ソードを披露した。同社鉄道ビジネス

さらなるグロー バル 化に向けた今後

ティティを備えながら、インターナショ

上げたデジタル 化とグロー バ ル 化は、

たが、イタリアに生産拠点を持ったこと

次に、多くの日本企業が苦労してい

ユニットのモノづくりのトップが現地の

の課題について、西畑氏は日本人のグ

ナルな日本人として世界に通用する人

PwC にとっても日々チャレンジしてい

で今後の影響は限定的としている。英

る、買収先のガバナンスやコミュニケー

工場に初めて訪れた際のスピーチで「 私

ローバル化を挙げた。
「 海外現地法人の

材に育ってほしい 」と語った。

る大きな課題だ。今後も積極的に情報

国に車両の生産工場を建設し現地の雇

ションの在り方が議題となった。前述の

は三十数年、車両づくり一筋で生きてき

マネジメント層の中には、グロー バル

用機会の創出に貢献しているという点

通り、NTTデ ー タでは買収先の選定に

た 」とモノづくりに対 する誇りや矜持を

企業を渡り歩き、ITベンダーだけでなく

三井は「 我々自身がどう変わっていくの

内外での活動をサポートしていきたい」

では、英国でのビジネスにおいて追い風

あたっては経営者も重視するが、ファウ

熱く語ったところ、大歓声が上がった

クライアント側にも所属して M&Aや事

かが問われている。経験を積み人材交

と展 望を 述 べ 、本フォーラムは幕を閉

の側面もあるという。

ンダー（ 創業者 ）がいる企業はガバナン

という。
「 まさに文化や人種を超えて絆

業統合を経験している者もいる。このよ

流を深めながら、果敢に挑戦していく

じた。
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くしくも共通の課題認識が提示され、

を提供していきながら、日本企業の国
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体験から
新たな視点と発想を
イノベーションの創造には、今までとは違う発想を生むアプローチが 不可欠です。
人は新しい環境に身を置き
「体験 」することで、新たな視点と発想の好循環が生まれます。
この循環を日本企業の皆さんに「体験 」
していただく場として、PwC Japanグル ープは、
エクスペリエンスセンターをオープンしました。これからのPwCは、幅広いプロフェッショナルが
良い「体験 」を提供することで、今までにない解を出すことに価値を求めます。変化の時代に、
皆さんが 次々とイノベーションを生み出し世界に羽ばたくため、私たちは総力をあげて支援します。
「体験 」から新たな視点と発想を。新しいPwCはすでに動き出しています。
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