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グローバルリスク下の企業成長戦略 

―我が国の新成長戦略動向を見据えて― 
 

 

問題の所在 

 企業や社会活動に対し、ある日突然、危機が降りかかる脅威が増大している。 

2009 年 6月 11 日メキシコで発症し、全世界へと広がった弱毒性新型インフルエンザ（H1N1

型）に対して、世界保健機関（WHO）は、警戒水準を世界的大流行（パンデミック）を意味

する最高の「フェーズ６」へと引き上げた。1この新型インフルエンザに対して、日本政府

は、重症者や死亡者の数を最小限にすることを最大の目標として掲げ、広報活動、検疫の

強化、サーベイランス、学校等の休業を始めとした公衆衛生対策、医療体制の整備、ワク

チンの供給や接種などの努力を行った。その甲斐あって、第１波が終息した現段階におい

て、我が国の死亡率は他の国と比較して低い水準にとどまっており、死亡率を引き下げ、

重症化を減少させるという当初の最大の目標は、概ね達成できたと言えるだろう。2しかし、

一方で経済損失は極めて大きく、特に 2009 年 5 月 16 日に日本国内での新型インフルエン

ザ発症患者が初めて確認された神戸をはじめ関西地区での経済損失は、約７４３億８千万

円に上ったと試算された。3これによって、関西４政令指定都市市長は、厚生労働大臣に対

して「新型インフルエンザ対策に係る財政措置に関する共同要望」を投げかけ、今回の新

型インフルエンザ対策に実際に要した経費について、必要十分な財源措置を講じられるよ

う強く要請した。4 

これは、弱毒性の新型インフルエンザ（H1N1 型）での出来事であり、もしこれが強毒性

の新型インフルエンザ（H5N1 型）だった場合には、さらに計り知れない人的経済的損失が

生まれるであろうことは容易に予想される。 

 企業を取り巻くリスクは、これだけではない。国家安全保障の脅威問題が、企業活動に

甚大な経済・人的損失を与えることもある。その例が 2001.9.11 米国同時多発テロである。

経済中枢のニューヨークのワールドトレードセンタービル２棟が突然旅客機を武器にして

攻撃され、２８１９人の命が奪われ、2002 年 9 月 4 日には、ニューヨーク市監査役のウ

ィリアム・トンプソンが 9/11 の経済被害に関する報告書5を発表した。それによるとニュー

                                                   
1 2009 年 6 月 12 日読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090611-OYT1T01024.htm 
2 厚生省 新型インフルエンザ（A/H1N1）対策総括会議 報告書 平成 22 年 6 月 22 日 p1 
3 関西大大学院の宮本勝浩教授がまとめた試算

http://www.asahi.com/special/09015/OSK200905280003.html 2009 年 5 月 28 日 
4 堺市長公室 都市政策担当 関西４政令指定都市市長による「新型インフルエンザ対策に

係る財政措置に関する共同要望」について平成２１年７月１０日 
5 William C. Thompson, Jr., Comptroller City of New York (2002), “One Year Later: The 
Fiscal Impact of 9/11 on New York City,” September 4. 
林 敏彦 財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構安全安心社会研究所 米国同時多発
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ヨーク市の経済被害総額は、失われた資産、失われた市内総生産： 2001～2004 年を合わ

せ 10兆円にのぼるとされた。 

また突如訪れる自然災害のリスクとして地震が思い起こされるが 1995 年１月 17 日に起

こった阪神大震災の直接的被害総額は、約 9 兆 9,268 億円に上る。6 

 このように企業は、突発的な危機に直面する可能性を常に抱えており、この危機やリス

クにいかに対処し、事業を継続していくかが企業成長戦略を推進する上で重要な課題であ

ると考える。また今日の企業活動は、国内に軸足をおいている企業においてさえグローバ

ル化の影響を受けており、海外で発生した危機やリスクに影響される可能性は日々高まっ

ており、これら国境を越えたグローバルリスクに対しても対処しつつ事業継続を行う必要

が生じてくる。そのため、本研究では、企業成長戦略の視点を通し、企業が置かれている

リスク環境を把握し、それに対する企業のリスク認識動向を捉えた後に我が国の成長戦略

動向の重点項目を通して、企業がリスクに対してどう向き合っていけば良いか、そして企

業のグローバルリスク対処の向上と企業成長戦略の一助としていきたいと考える。 

 

１ 企業が置かれているリスク環境 

 企業や社会が置かれているリスクは多岐にわたり、人々の安全安心に対する意識も高ま

っている。この安全安心に対する意識と、懸念されているリスクの種類について、以下政

府や国際社会の取り組みについて考察する。 
（１）安全・安心の社会 

 人々がどのようなことに不安を抱えているのかということを的確に把握することは、公

共政策を実施する行政機関はもとより、企業にとっても重要なファクターとなる。そのた

め文部科学省は、安全安心の意識の高まりを受けて、2003 年４月に安全・安心な社会の構

築に資する科学技術政策に関する懇談会を開き、大災害や事故の多発、世界的な感染症の

流行、テロの頻発や国内の治安の悪化など、社会の安全・安心を脅かす危険や脅威が顕在

化していることを受け、安全と安心を確保し維持することが重要であるとの認識に基づき、

安全・安心な社会の構築について検討し、2004 年 4 月に報告書をまとめた。 

 安全安心を脅かす因子抽出に関して、「安全・安心な社会の構築に資する科学技術政策に

関する懇談会」報告書は、安全・安心を脅かす要因の全体像を掴むための一つの試みとし

て、安全やリスクに関する文献や専門家からのヒアリング、新聞記事、世論調査等を参考

にして、安全・安心を脅かす要因を抽出し、大・中・小３つのレベルで分類している。（表

１参照） 

 

                                                                                                                                                     
テロと犠牲者補償基金 安全安心社会研究所ワーキングペーパー 2007 年 10 月 10 日 p2 
6 林 敏彦 財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構安全安心社会研究所 米国同時多

発テロと犠牲者補償基金 安全安心社会研究所ワーキングペーパー 2007 年 10 月 10 日
p4 
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表１ 安全・安心を脅かす要因の整理結果 

大分類 中分類 小分類 

犯罪 犯罪・テロ ・交通機関を対象とするテロ・人を対象とするテロ・

重要施設を対象とするテロ・放射性物質によるテ

ロ・銃器・刃物によるテロ・生物兵器によるテロ・

爆発物によるテロ・化学兵器によるテロ 

・殺人・脅迫・恐喝・暴行・傷害・窃盗・性犯罪・

放火・強盗・住居侵入・誘拐・麻薬・覚醒剤・盗聴・

少年犯罪・詐欺・カルト集団による犯罪・ストーカ

ー行為・暴力団による犯罪 

迷惑行為 ・暴走族・悪質商法 ・変質者・いたずら電話・プラ

イバシーの侵害 

事故 交通事故 ・交通事故（自動車事故） 

公共交通機関の事故 ・列車事故・航空機事故・船舶事故 

火災 ・建物火災・山火事・車両火災 

化学プラント等の 工場事故 ・爆発（製油所、ガスタンク、石油コンビナート等） 

・有害物質漏洩（毒物、劇物、細菌等） 

原子力発電所の 事故 ・原子力施設の事故 

社会生活上の 事故 ・水の事故・職場での事故・山の事故・製品による

事故・教育現場での事故 

自然災害 地震・津波災害  ・建築物倒壊、火災・ＰＴＳＤ ・ライフライン寸断

(心的外傷後ストレス障害)・津波災害 

台風などの風水害  ・河川氾濫、ため池決壊・土砂災害 

火山災害  ・溶岩、火砕流・有毒ガス・降灰被害 

雪害  ・雪崩災害・降積雪による都市機能、交通の障害 

戦争 戦争 ・国際紛争 ・内乱  

サイバー

空間問題 

コンピュータ犯罪  ・不正アクセス、なりすまし・サイバーテロ・情報

漏洩・ウィルスによる攻撃・情報の改ざん・情報の

破壊、消去・サービス妨害・情報の不正取得・不正

取引、不正請求・悪徳商法・誹謗中傷、脅迫 

大規模なコンピュータ障害  ・システム障害・情報消失 ・通信障害 

健康問題 病気 ・生活習慣病・循環器系の病気・がん、腫瘍・呼吸

器系の病気 ・心の病気・消化器系の病気・アレルギ

ー・泌尿器系の病気・中毒・血液系の病気・遺伝性

疾患・内分泌系の病気・神経系の病気・皮膚病 

新興・再興感染症  ・新興感染症・再興感染症 

子供の健康問題  ・乳幼児の突然死  

老化  ・更年期障害・身体機能の低下 ・痴呆 

医療事故  ・医療事故・説明責任不履行・医療過誤・薬害 

食品問題 O157 などの食中毒  ・異物の混入・生産地、原産地の表示 ・食中毒 

残留農薬・薬品等の問題  ・農薬、薬品、添加物問題・放射線照射食品 

遺伝子組み換え 食品問題  ・遺伝子組替え食品の問題・遺伝子組み替え生物の

生態系への悪影響  

社会生活

上の問題 

教育上の諸問題 ・いじめ・不登校・体罰・学力低下・学級崩壊 

人間関係のトラブル ・家族、親族のトラブル・引きこもり・近隣、地域

とのトラブル・学校、勤務先でのトラブル 
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育児上の諸問題 ・幼児虐待・育児ノイローゼ・しつけの問題・育児

放棄・将来への懸念 

生活経済問題 ・就職難・失業・収入の減少・家業の経営不振・後

継者難 

老後の生活悪化 ・老後の介護問題・老後の生活費不足・支給される

年金の減額・先行き不透明な定年後の生活 

経済問題 経済悪化 ・不景気・倒産・解雇・金融機関の破綻・株安・国

際競争力の低下 

経済不安定 ・途上国との貿易の不安定性・為替の不安 

政治・行

政の問題 

政治不信 ・汚職 ・密室政治 

制度変更 ・減反政策・国営事業民営化・確定拠出型年金への

移行・ペイオフ解禁 

財政破綻  

少子高齢化  

環境・エ

ネルギー

問題 

地球環境汚染 ・地球温暖化・オゾン層破壊・酸性雨・海洋汚染・

森林破壊・砂漠化 

大気汚染・水質汚濁 ・大気汚染 ・水質汚染 

室内環境汚染 ・シックハウス ・電磁波漏洩 

化学物質汚染 ・水銀汚染・PCB 汚染・ダイオキシン汚染・環境ホ

ルモン汚染 

資源・エネルギー 問題 ・電力不足・食料不足・水不足 

出所：「安全・安心な社会の構築に資する科学技術政策に関する懇談会」報告書 pp22-24 

 この安全・安心を脅かす要因の整理結果によると、日本国内の調査結果ということもあ

り、大分類の 11 項目中、犯罪、健康問題、食品問題、社会生活上の問題、経済問題、政治・

行政問題が大半を占め、日本特有の問題が内包された結果となっているが、中小分類では

グローバルリスクに起因するテロ・感染症・地球環境汚染・国際紛争・地震・津波・風災

害等への懸念も挙がっていることから、人々は日本国内特有の問題を注視しつつも、グロ

ーバルリスクへの不安を抱えていることがうかがえる。こういったことからも、人々や社

会の動向に日々対応する企業は、日本国内の固有問題と向き合いつつ、グローバルリスク

へも対応できうる包括的・総合的なリスク対策を実施していかなければ、世界はもとより、

日本国内での企業成長ですら望めない時代に置かれているのである。 

（２）グローバルリスク 

 ①世界経済フォーラム 

国際経済においても、グローバルリスクは無視できない問題として捉えられ、国際社会

の脅威認識を毎年計量的に評価する世界経済フォーラムの「Global Risks 2010 A Global 

Risk Network Report」が、毎年ダボス会議で報告されている。 

この世界経済フォーラムは 2006 年度から、毎年１月スイスのダボスで開かれる年次総会

で Global Risk Report の報告発刊をスタートさせ、2010 年までに計５回のレポートを発表

発刊してきた。この報告書は、経済リスク、地政学リスク、環境リスク、社会的リスク、

技術的リスクの５分野に分けられ、36のリスクに対してそれぞれ経済的損失(2009 年まで
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は人的リスクも併記)と発生率を評価しており、国際社会に対して警告を発している。7 

最新版の報告書によると、経済リスクを中心に高い懸念が示されているが、グローバル

ガバナンスの欠如といった地政学的リスクにも高い懸念が示され、それらを追うように環

境リスクが高い値を示しており、グローバル化した国際社会において、経済以外のリスク

ももはや無視できない状況であることが見て取れる。（図１参照） 

 図１ 2010 年グローバルリスクの展望：発生の可能性と経済損失でみた深刻度 

 

        

出所：World Economic Forum.2010. Global Risk Report2010 

                                                   
7 World Economic Forum.2010. Global Risk Report2010 
http://www.weforum.org/pdf/globalrisk/globalrisks2010.pdf(2010.6.12) 
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表６ 人的深刻度段階 

 可能性 深刻度（死亡者数） 

１ １％未満 １６００～８０００人 

２ １～５％ ８０００人～４００００人 

３ ５～１０％ ４００００～２０００００人 

４ １０～２０％ ２０００００人～１００万人 

５ ２０％以上 １００万人以上 

※リスク段階５の場合：横浜市の約 1/4 が消失と同等 

2006 年～2009 年グローバルリスクの人的損失分析を見ると経済的リスクは、横ばいであ

るが、食糧価格の変動においては、深刻度は最上位の５段階を示している。 

地政学的リスクは下降傾向にあるが、先行きの見えない中東情勢を反映してアフガニス

タン・イランでの人的損失段階は高い値を示している。 

環境リスクは、下降傾向にあるが、気候変動による影響は上昇傾向にある。 

社会的リスクは、上昇傾向にあり特にパンデミック、慢性疾患、感染症は高い値を示し

ている。 

技術的リスクは、上昇傾向にあり、リスクの発生可能性が上昇傾向にある。 

人的リスク評価では、全般的に社会的リスク・技術的リスクは、上昇傾向にあるもの環

境リスクでは、気候変動による影響は上昇があることに注視する必要があると考える。（表

５参照）まとめると以下の表になる。（表７参照） 

表７ 人的リスク評価 

経済的リスク 横ばい   しかし食糧価格の変動においては、深刻度は 上位 

地政学的リスク 下降傾向  しかしアフガニスタン・イランでの人的損失段階は高い 

環境リスク 下降傾向 しかし気候変動による影響は上昇 

社会的リスク 上昇傾向 特にパンでミック、慢性疾患、感染症  

技術的リスク 上昇傾向 リスクの発生可能性が上昇 

出所：筆者作成 

 

②グローバルフューチャー 

世界経済フォーラム以外で、将来的なグローバルリスクを評価したものとして、米国家

情報会議（NIC：National Intelligence Council）による「Mapping the Global Future」

がある。これは、米国家情報会議が主催し、2003 年 11 月から 2020 年までの世界を予想す

ることを目的とした NIC2020 プロジェクトを開始し、2005 年 1月に「世界の将来を描く

(Mapping the Global Future)」報告書を公表した。(NIC2005)この報告書の作成において、

米国、イギリス、南アフリカ共和国、シンガポール、チリ、インド及びハンガリーにて国

際会議が行われ、学識経験者、政府関係者、企業関係者等を交え検討を行った。この報告

書は、米政権の政策担当者に対して、世界の将来図を提供し、政策の裏付けとなる脅威認

識を示した報告書であると考えられる。 
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表８ Mapping the Global Future の将来の安全保障環境 

相対的な確実性(Relative Certainties) 重要な不確実性(Key Uncertainties) 

① グローバル化は殆ど不可逆的。西洋化の減少 

 

② 世界経済は大幅に拡大 

 

③ グローバル企業の増加により新しい技術の拡

散が起きる 

④ アジアの躍進と新たな経済的中規模国家の出

現 

⑤ 先進国での高齢化 

 

⑥ エネルギー供給は、世界需要に対して十分な供

給を行う 

⑦ 非国家主体の勢力が成長 

 

⑧ 政治的なイスラム教が有力な勢力として保持 

⑨ いくつかの国家がＷＭＤ能力を保持 

⑩ 中東、アジア、アフリカにかけての不安定の弧

の存在 

⑪ 全面戦争に及ぶような大国間の大規模紛争の

可能性は低い。 

⑫ 環境及び倫理的問題がクローズアップ 

 

⑬ 米国は、経済的、技術的、軍事的に も強力な

国家として存続 

① グローバル化が遅れた国の経済を引き込むか又

は、アジアの国々が新たな「ゲームのルール」を

設定するのか 

② 「もてる者」「持てざる者」との格差の範囲と財政

危機管理 

③ 結合性が政府に挑戦する範囲 

 

④ 中国及びインドの新興が円滑に行われるかどうか 

⑤ 欧州と日本が労働力、福祉システムを適応させ、

移民を統合する能力及び欧州が超大国になり得る

かどうか 

⑥ 生産国の政治的不安定と供給の中断 

 

⑦ 国家、国際機関、非国家主体との協調関係及び能

力 

⑧ 対立のため国家の一体化に対する狂信的信仰の影

響及び聖戦主義的イデオロギーの増加 

⑨ テロリストが生物、化学、放射性あるいは核兵器

を獲得する能力 

⑩ 体制の変更をもたらす出来事の発生 

⑪ 資源獲得のための引火点や競争を管理する能力 

⑫ 新技術が倫理的なジレンマを作成するか、又は解

決するのか 

⑬ 他国が公然と米国に挑むか、米国が科学技術の競

争力を失うか 

出所：Mapping the Global Future より作成 
これによると、これから台頭すると予想される中国とインドの行方と非国家アクターの

影響力、エネルギー、中東情勢、大量破壊兵器拡散が懸念されている。（表８参照） 

以上国家や国境を超え、国際社会に波及するグローバルリスクを概観したが、こういっ

たリスク対策を現在真剣に検討する時期にきているのではないだろうか。国家や国際機関

での政策目標達成はもとより企業成長までもこのグローバルリスクに左右される懸念は多

分にある。今後の企業成長戦略を考えた場合、世界経済フォーラムや米国家情報会議で指

摘されているリスクを考慮することが今後の企業成長戦略の大きな前提要素となると考え

る。 

 

２ 企業におけるリスク認識 

事業継続管理（BCM）は、事業継続マネジメント（Business Continuity Management：BCM) 

であり組織への潜在的脅威や、脅威が現実となった場合に引き起こされる可能性のある事

業運営上の影響を特定する包括的なマネジメントプロセスで組織のレジリエンシー

(Resilience)8 を構築する。フレームワークに組織の主要なステークホルダーの利益、組織

の評判、ブランド及び価値創造活動を保護する効果的な対応のための能力を提供すること

                                                   
8 レジリエンシー：弾力のある復旧力  



 

を言い、これを具現化するため

るのである。BCP は、組織があらかじめ定めた許容可能なレベルでその重要な活動を実施し

続けることを可能にするため、何らかのインシデント発生時に備えて開発され、

れた維持されている文書化された一連の手順及び情報の集合体

早くから国内・国際基準作り

（１）事業継続管理（BCM）に関する米英の動向

 英国及び米国の事業継続マネジメント

に動き、英国では 2003 年に

年に米国同時多発テロによる世界経済への

同で規格化に取り組み、金融業界への徹底を図っている

出所：企業存続の社会的責任と BCMS

度の役割とは～ 2010．3.10「日経産業経済フォーラム

                                                  
9 SR（社会的責任）時代の到来―リスクマネジメント力の向上―

刊工業出版 2010VOl11NO.1 22.1.1

11 

これを具現化するため事業継続計画（Business Continuity Plan

組織があらかじめ定めた許容可能なレベルでその重要な活動を実施し

とを可能にするため、何らかのインシデント発生時に備えて開発され、

れた維持されている文書化された一連の手順及び情報の集合体 のことをいう。

早くから国内・国際基準作りに取り組んでいる。 

）に関する米英の動向 

マネジメント BCM と事業継続計画 BCP は早くから国内基準作り

年に早くも国内標準を示し、米国は 1993 年に規格制定を行い

年に米国同時多発テロによる世界経済への大きな影響が出たことから、米中央銀行

金融業界への徹底を図っている。（図９・10参照）

図９ 英国における BCP/BCM 規格 

図 10 米国における BCP/BCM 規格 

BCMS 構築の必要性～世界的に普及が進む事業継続規格と

「日経産業経済フォーラム 2010」  

           
（社会的責任）時代の到来―リスクマネジメント力の向上― 「ISO マネジメント」日

2010VOl11NO.1 22.1.1 

n：BCP) を策定す

組織があらかじめ定めた許容可能なレベルでその重要な活動を実施し

とを可能にするため、何らかのインシデント発生時に備えて開発され、まとめら

のことをいう。9英米では、

は早くから国内基準作り

規格制定を行い 2003

米中央銀行等が共

参照） 

 

 

構築の必要性～世界的に普及が進む事業継続規格と BCMS 適合評価制

マネジメント」日
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（２）我が国の事業継続管理の動向 

我が国では、地震を想定した事業継続管理が先行する形で策定が進んでいる。2005 年 8

月中央防災会議の「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」企業評価・

業務継続ワーキンググループにおいて『「事業継続ガイドライン第一版」― わが国企業の

減災と災害対応の向上のために ―』が策定され、2007 年 3月「事業継続ガイドライン第一

版」の解説書が出された。その後中小企業庁が 2007 年に「中小企業 BCP 策定運用指針」を

示した状況であり、まだ始まったばかりであると言える。 

 また中央省庁でも 2005 年 9 月中央防災会議において、業務継続計画の策定が規定され、

2008 年には全省庁が業務継続計画を策定した。その後地震以外では、新型インフルエンザ

（H5N1）の対応として、中央省庁業務継続ガイドラインを 2009 年 8月策定、各省庁は、こ

のガイドラインに沿って、それぞれの省庁の業務継続計画を策定し、2010 年 3 月には、厚

生労働省の業務継続計画が策定された。10 

地震についての事業継続管理は 2005 年から進んでいるが、新型インフルエンザなどの新

しいリスク脅威に関しては、始まったばかりである。またグローバルに展開する企業にお

いては、グローバルリスクに関する対応やリスク管理に関して、指針基準づくりが国内で

は、進んでいないのが現状であり、今後対応が必要となってくると考える。 

（３）企業の事業継続管理への取り組み動向 

企業の事業継続管理への取り組み動向の調査として内閣府が 2010 年３月に公表した「企

業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」がある。この調査を概観することにより、

我が国の企業の事業継続管理への取り組みの動向を把握することができる。調査概要は以

下のとおりである。 

○内閣府が実施 

国内企業の事業継続や防災に係る取組の実態などを把握するため、全国の企業を対象に

調査を実施。 本調査は平成 19 年度に実施した同調査の 2 回目のものであり、平成 19 年

度の調査結果との比較したものである。  

○調査概要  

調査対象：「大企業」、「中堅企業」及びこれらを除く「資本金１億円以上の企業」に該当

する企業のうち、5,039 社を抽出して調査を実施。  

企業における事業継続計画策定動向を概観すると策定状況では、BCP を「策定済み」とし

た企業だけではなく、「策定中」とした企業まで含めて考慮すると、大企業では６割弱、中

堅企業では３割弱である。大企業については相当策定が進んでいるものと考えられる。一

方、中堅企業については、今後さらなる普及が望まれる。（図２参照） 

また事業継続計画未策定理由では、19年度、21年度とも依然「策定に必要なスキル・ノ

ウハウがない」が高い値を示している。年度間の変化として大企業、中堅企業ともに「法

                                                   
10厚生労働省業務継続計画 ～強毒型新型インフルエンザ編～ （第１版） 平成 22 年 3 月 厚 
生 労 働 省  
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令、規制等の要請がない」が増加している。また、大企業において「策定の効果が期待で

きない」が増加しており「策定する人手を確保できない」が減少している状況である。（図

３参照）「法令、規制等の要請がない」が増加している現状を踏まえ、やはり企業側への行

政側からの働き掛けが必要であると考えられるが、事業継続計画策定企業においては、事

業継続計画がしっかりしており、リスクに対して強い企業であるとう企業アピールを積極

的に行い、企業の社会的責任と関連付ける活動も必要ではないかと考える。 

図２ 企業規模別事業継続計画策定状況 

 

出所：「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」について平成 22 年 3月 30 日内閣府（防災担当） 
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図３ 事業継続計画未策定理由 

 

 

出所：「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」について平成 22 年 3月 30 日内閣府（防災担当） 

 

３ 我が国の成長戦略動向 
平成 21 年 10 月 21 日、鳩山総理大臣の指示を受け、直嶋経済産業大臣が、アジアも視野

に入れた日本の経済成長の姿について、戦略を策定するとし、「アジアと一体となった成長」
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「温暖化対策をチャンスとして成長」「国民一人一人が参加し、成果を実感できる成長」を

基本コンセプトとし、内需と外需のバランスのとれた、日本の新たな経済成長を目指す内

容とするとして、計９回にわたり成長戦略検討会議を開催、2009 年 12 月 30 日「新成長戦

略（基本方針）～輝きのある日本へ～」と題する報告書を取りまとめ、これを閣議決定し

た。その後直嶋経済産業大臣からの指示に基づき、「基本方針」をふまえつつ、「今後、日

本は何で稼ぎ、雇用していくのか」について検討し、具体的な施策を「新成長戦略」及び

「産業構造ビジョン」に反映すべく、産業構造審議会に産業競争力部会を新たに設置し、

経済産業省内各部局において多岐にわたる分野での施策検討・立案を開始。その後 2010 年

６月３日には、「産業構造ビジョン 2010」をとりまとめ、６月 18 日に「新成長戦略」を閣

議決定した。11これにより今後新成長戦略が進むことが予想される。新成長戦略の重点事項

として、｢グリーン･イノベーション｣、｢ライフ･イノベーション｣、｢アジア経済｣、｢観光･

地域｣を成長分野に掲げ、これらを支える基盤として｢科学･技術・情報通信｣、｢雇用･人材｣、

「金融」に関する戦略を実施するとしている。（図４・５参照）各企業は、今後これらの重

点項目を背景に企業成長を図っていくものと考える。そのため今後企業は、これら重点項

目の背景にあるリスクを考慮して、事業継続計画を含め検討し、企業活動を推進していか

なければならないと考える。 

図４ 成長戦略と産業構造ビジョン 

 
                                                   
11 経済産業省 新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～公表までの経緯 
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出所：経済産業省「新成長戦略と産業構造ビジョン 2010」 

図５ 新成長戦略重点項目 

 

出所：内閣府「新成長戦略について」平成 22 年 6月 18 日 

 

４ グローバルリスク下の企業成長戦略 

企業成長戦略を検討するにあたり、経済や雇用又は社会の環境は、多くの場で議論され、

政策対応が取れていく状況である。新成長戦略の策定過程の議論でも「世界における日本

の経済的地位は低下」「一人当たり豊かさも低迷」という日本経済・産業の行き詰まりは深

刻であるという認識のもと、経済環境の対策や産業構造問題が中心として議論されてはい

るが、日本が抱えているリスクやグローバルリスクに関する議論は、皆無に等しい状況で

あった。12そのため新成長戦略でのリスクに対する脆弱性は、考慮されていないため、リス

ク発生に対しての企業活動への影響を考慮した成長戦略が望まれる。今後推進される政府

の新成長戦略は、アジアに重点をおいていく状況であると示されている。今後より多くの

企業がアジアと関わり、雇用や経済販路を求めアジアにより一層企業進出していくことで

あろう。しかしアジアは、他の地域と比較して、伝統的安全保障と非伝統的安全保障が混

在した複雑化した安全保障環境であることを再認識する必要がある。非伝統的安全保障で

のグローバルリスクも多いことを常に念頭に置く必要があると考える。その具体例を見て

                                                   
12 経済産業省 産業構造ビジョン概要（全体版）（産業競争力部会第 6 回資料 4）平成２２

年６月 
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いくとアジアは、地域別テロ発生件数では、中東の次にテロ発生件数が多く、大規模自然

災害発生状況は、アジア地域に集中しており、被害者数では、実に全世界の被害者数の 89％

を占める状況である。また強毒性の鳥インフルエンザ（H5N1）の発生は、アジアの特にイ

ンドネシア・ベトナム・中国・タイに集中していることも見逃せない。（図６・７・８参照）

このようアジア地域においては、他の地域よりも更にリスクに対して高いアンテナを立て

る必要があると考える。リスク対処を怠ると経済成長はもとより、リスク発生時の日本の

経済・産業構造の信用性の低下を招く結果となりその後の経済回復へも影響をきたすこと

になると考える。 

今日企業は、利益追求型から企業の社会的責任（CSR）の概念を取り入れた企業活動が活

発になっている。企業活動が停滞することなく、社会や人々に財やサービスを提供し続け

ることが、企業の社会的責任（CSR）の根底にあると考える。この企業の社会的責任（CSR）

を果たすためにもリスク、特に多大な影響を及ぼすグローバルリスクと企業成長戦略との

関係性の研究の深化を今後進めていき、企業成長戦略の知見として内包して行けば、軸足

の強い企業成長戦略として内外に示せるのではないかと考える。 

図６ 地域別テロ事件発生件数 

 

出所：新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会資料第３回（２２．３．９）  



 

出所：新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会資料第３回（

図８ 鳥インフルエンザの公式発表に基づく分布（

出所：感染症情報センター「鳥インフルエンザの公式発表にもとづく分布

18 

図７ 大規模自然災害の発生状況 

新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会資料第３回（22．3．9）  

鳥インフルエンザの公式発表に基づく分布（2003.10

鳥インフルエンザの公式発表にもとづく分布」（2010.5.12

2003.10 以降） 

 
2010.5.12） 


