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ご挨拶
わが国経済はアベノミクスによる官

民 あ げ て の 努 力 に 伴 い 、 よ う や く 
「失われた20年」から脱却しようとし
ています。振り返ってみますと、中国
など新興国の台頭とITの進歩に伴って
これに呼応する形で、90年代後半から
グローバル経済は一段と深化してきま
した。

PwCは、世界のCEOのビジョンおよ
びビジネス判断についての分析・考察
を「世界CEO意識調査」として公表し
てまいりました。本年がわが国にとっ
て節目を迎える公算が高いという見地
に立って、本年度の第16回目の調査に
おいては、特に日本企業のCEOの皆様
の回答を世界全体のCEOの皆様と比較
分析し、公表することとしました。本
冊子が、日本企業の既存の強みや優位
性を活かしながらも、グローバル競争
力を高めるヒントとなれば幸いです。

本年度の日本のCEO162人の回答に
よると、約7割のCEOが今後の業績につ
いて自信を示している結果となりまし
た。一方で、ITの発展が続き、世界経
済の統合が進む中、世界の片隅で生じ
たリスク事象が思わぬ形で自社の活動
に影響を与える脅威と捉えられていま
す。アジアの成長を自社に取り込みな
がら発展を目指す日本企業にとって、
世界のどこかで生じる災害や急激な市
場変動に対して、レジリエント（迅速
かつしなやかな回復力）な組織体制の
整備が、大きな課題となっています。

また、新たに進化してきたソーシャル
メディアの影響力を理解した活用など
は、付加価値の高い事業への資源再配
分など新陳代謝の促進や女性労働力の
活用による事業拡大と並んで、今後の
日本企業の発展を支える重要な鍵にな
るでしょう。

PwCは世界158カ国にネットワーク
があり、世界のさまざまな地域で発生
したリスクイベントに対する経験を有
しています。今後、日本企業がグロー
バル化を一層進め、持続的な成長を遂
げてゆかれるよう、私たちは引き続き
ご支援してまいります。

なお、今回多くのCEOの皆様に、郵
送による調査のご協力を賜わりまし
た。また、日本からの対面によるイン
タビュー調査として、武田薬品工業株式
会社 代表取締役社長 長谷川閑史氏に、 
ご多忙の中、グローバル企業として示
唆あるコメントをいただきました。あ
らためまして心より御礼申し上げま
す。本インタビューの内容は、PwC 
Japanウェブサイトにてご紹介していま
すのでご覧ください。

PwC Japan 日本代表 
鈴木 洋之
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世界最大級のプロフェッショナルサービスネットワーク
で あ る P w C は 、 「 第 1 6 回 世 界 C E O 意 識 調 査 」 の 結 果
を、2013年1月22日に世界経済フォーラムの年次総会（ダ
ボス会議）に合わせて発表した。本調査は、2012年第4四半
期 に 、 世 界 6 8 カ 国 の 主 要 企 業 の 最 高 経 営 責 任 者
（CEO）1,330人を対象に実施したものである。PwC Japan
では、今般、調査に参加した日本のCEO（162人）の回答を
日本分析版としてとりまとめた。

本調査によると、日本人のCEOの73％が今後1年間の自社
の業績見通しについて自信があると回答している。これは、
前回の調査結果（78％）から5％低下して、2年前と同水準
である。

世界全体の結果と比べた日本のCEOの回答の特徴として、
まず、業績を伸ばしていく上では、国内外における本業での 
（内部）成長を重視するCEOの割合が高いこと（60％）、海
外市場では中国（48％）やタイ（26％）、インドネシア
（23％）などのアジア諸国を重視しているCEOの割合が高い
こと、一方で、脅威として為替レートの変動を懸念している
CEOの割合が高いこと（74％）が挙げられる。

次に、今後の組織運営を行っていく上では、サプライ 
チェーンの多様化（66％）、リスクイベントからの回復
（57％）を重視するCEOの割合が高いのが特徴である。一
方、人材戦略については重視しているものの、後継者育成計
画を実施すると回答した日本のCEOは世界全体に比べ低い水
準（34％）にとどまっている。

また、ステークホルダーとして顧客重視を挙げるCEOの割
合が世界全体と同様に高い水準（97％）を示す一方で、従
業員（90％）、サプライチェーンを構成するパートナー
（84％）、地域コミュニティ（70％）を重視する傾向が世
界全体よりも強いこと、逆に今後ソーシャルメディアや非政
府組織（NGO）と関係強化を図るとしたCEOの比率が世界全
体より低いことが明らかになった。

はじめに

調査方法
PwC「第16回世界CEO意識調査」では、2012年の第4四
半期（9月～12月初旬）に世界68カ国において1,330の
インタビューを実施した。地域ごとの内訳は、アジア太
平洋449、西欧312、北米227、中南米165、中央・東
欧95、アフリカ50および中東32となっている。

日本のCEOからは郵送調査により合計で162の回答を得
ており（調査期間：2012年10月～11月）、本レポート
における日本に関する分析にはこの162の回答を集計し
た結果を用いている。世界全体の集計には、GDP比換算
により、この162の回答のうち売上規模上位の96社の回
答を含めている。

また、アジア太平洋の449には日本（96）および中国／
香港（132）が含まれている。

なお、調査時点の円ドル為替レートは、80.89円、日経
平均株価は9,059.86円であった（いずれも2012年11月
の平均）。
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図表1：　今後1年間の自社の成長への自信

質問：あなたは、今後12カ月間に貴社の収入が成長する見込みについて、どれくらいの自信がありますか？ 

（　）内の数字は回答者数

（％）

調査結果

日本のCEOの成長に対する自信
は前年より低下

今後1年間の自社の成長に自信があ
ると答えたCEOの比率は73％と、世界
全体の比率（81％）を下回った。地域
別には、中国／香港が89％、米国が 
81％、西欧が68％となっている。日本
の比率が低めになっている理由として
は、日本企業が｢先行きの自信｣に対し
て相対的に低く回答する傾向があるこ
と、調査時点において大幅な円高が進
行していたことなどが挙げられよう。

前回調査（78％）との比較では、5％
の低下となった。世界全体では、84％
から3％低下している。日本のCEOの自
信が低下しているのは、この間に円高
に加えて4月～6月期、7月～9月期と
GDP成長率が2四半期連続でマイナスに
なるなど、景気が弱含みで推移し、業
績の先行きに懸念が生じたことが理由
として考えられる。

図表2：　今後1年間の自社の成長への自信（経年変化）

質問：　あなたは、今後12カ月間に貴社の収入が成長する見込みについて、どれくらいの自信がありますか？

（％）

調査ベース：　全回答者数（全世界： 2012=1,330; 2011=1,258; 2010=1,201; 2009=1,198; 2008=1,124; 2007=1,150; 2006=1,084） 
　（日本： 2012=162; 2011=169; 2010=196; 2009=218; 2008=68; 2007=75; 2006=84）

今後の成長への取り組み
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図表3：　今後1年間のビジネスの成長機会

質問：　次に挙げる潜在的な成長の機会の中で、今後12カ月で、貴社のビジネスを伸ばすために最も重要なもの 

　はどれだとお考えですか？（1つだけ）

それぞれの項目を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国／香港  

（132）

アジア 

太平洋 

（449）

西欧 

（312）

米国 

（167）

既存国内市場の本業の成長 32 40 33 30 22 41

既存外国市場の本業の成長 17 20 8 18 25 16

（合計） 49 60 41 48 47 57

新製品または新サービスの 

開発 
25 24 33 28 25 17

新たなM&A、合弁・共同出資 

事業、戦略的提携 
17 9 19 15 19 22

外国市場の新事業 8 6 4 8 8 4

内部成長を重視する傾向

成長をもたらす要因としては、国内
市場および海外市場における本業によ
る内部成長を挙げるCEOが60％と世界
全体の49％より高く、反面、新たな
M&Aや合弁・共同出資事業を挙げる
CEOは9％と、世界全体の17％より低
い結果となった。世界全体でも本業に
よる内部成長が重視されているが、日
本企業ではその傾向が強い。

海外への進出ではアジア重視

自国以外で成長を見込む地域として
は、中国（48％）、タイ（26％）、米
国（24％）、インドネシア（23％）、
インド（17％）など、上位10カ国のう
ち8カ国がアジア諸国となり、日本企業
のアジア重視が明らかになっている。

図表4：　今後1年間で成長を見込む国（自国以外）

質問：　今後12カ月間で、貴社が本拠を置いている国を除き、貴社の成長見込みに関して最も重要な3つの国は

　どこになりますか？

表頭の（　）内の数字は回答者数 

表中の（　）内の数字は当該国を選んだ回答者の割合（％）

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国／香港  

（132）

アジア太平洋 

（449）

西欧 

（312）

米国 

（167）

中国（31） 中国（48） 米国（29） 中国（38） 中国（27） 中国（41）

米国（23） タイ（26） 中国（15） 米国（33） 米国（26） ブラジル（21）

ブラジル（15） 米国（24） インド（14）
インドネシア

（17）
ブラジル（19） ドイツ（21）

ドイツ（12）
インドネシア

（23）
日本（12） インド（14） ドイツ（17） カナダ（20）

インド（10） インド（17） ドイツ（8） タイ（12） ロシア（16） 英国（15）

ロシア（8） ベトナム（15）
シンガポール 

（8）
日本（10） フランス（9） メキシコ（13）

インドネシア 

（7）
ブラジル（8）

オーストラリア

（8）
ベトナム（9） 英国（8） インド（13）

英国（6） マレーシア（7） ブラジル（8） ブラジル（9） インド（7） 日本（7）

カナダ（5） 韓国（5） タイ（7）
シンガポール 

（6）
ポーランド（7） ロシア（7）

日本（5）
オーストラリア

（5）

インドネシア 

（7）

オーストラリア

（6）
トルコ（5）

オーストラリア

（6）
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なお、2年前の調査との比較では、
中国が圧倒的に重要ということではな
くなってきている。中国やインドの重
要度が相対的に低下し、タイ、インド
ネシア、ベトナムが逆に重要度を増し
ている。調達先や製造先、あるいは販
売先としてチャイナプラスワンの動き
が高まっていることと符合した結果と
なっている。

図表5：　今後1年間で成長を見込む国（自国以外）2010年 VS 2012年

質問：　今後12カ月間で、貴社が本拠を置いている国を除き、貴社の成長見込みに関して最も重要な国はどこに 

　なりますか？（注：回答数は最大3つまで。2010年は「今後3年間」で質問）

（％）

調査ベース： 全回答者数　（日本：2012=162； 2010=196）
　　　　　　当該国を選んだ回答者の割合（％）
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経済的脅威として為替レートの
変動を懸念

景気の先行き、財政赤字、規制な
ど、経済・政策面での脅威について日
本のCEOは世界全体に比べ、総じて懸
念を示す傾向が強いが、特に｢為替レー
トの不安定性｣については日本のCEOの
74％が懸念を感じており、世界全体の
54％に比べて強い懸念を示している。

従来から日本のCEOの特徴として為
替レートの変動を重視する傾向が強 
かったが、特に今回は、調査期間が大
幅な円高局面と重なっていたことも影
響したものと考えられる。

ビジネス面ではエネルギー 
コスト、サプライチェーンの 
混乱を懸念

ビジネス面での脅威について、日本
のCEOの多くが、｢エネルギーと原料の
コスト｣（日本のCEO78％、世界全体
52％、以下同様）、｢サプライチェー
ンの混乱｣（55％、35％）を挙げる結
果となったが、これは東日本大震災や
タイの洪水により被害を受けたことが
影響を与えているものと思われる。

一方で、｢業務上でキーとなるスキル
の利用可能性｣（48％、58％）、｢成長
のための資金手当て｣（19％、39％）
については、相対的に懸念を感じてい
る度合いが少なく、日本の経済成長率
が新興国に比べて低く、労働市場の需
給がひっ迫していないこと、また日本
では金融危機が生じていないことなど
が理由として考えられる。

調査結果

脅威に対する認識

図表7：　成長に対するビジネス上の脅威

質問：　貴社の成長見込みに対してビジネス上の脅威となりうるものを次に挙げます。あなたはそれぞれの脅威

　に対して、どのくらい懸念事項として捉えていますか？

「非常に懸念している」または「多少懸念している」を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

図表6：　成長に対する経済・政策面での脅威

質問：　貴社の成長に対して経済的、政策的に脅威となりうるものを次に挙げます。あなたはそれぞれの脅威に

　対して、どのくらい懸念事項として捉えていますか？

「非常に懸念している」または「多少懸念している」を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国／香港 

（132）

西欧 

（312）

米国 

（167）

経済成長の不確実性、不安定性 81 90 86 84 90

財政赤字、債務負担に対する政府の

対応
71 77 44 77 93

過剰な規制 69 73 62 65 77

資本市場の安定性の欠如 61 67 60 62 62

為替レートの不安定性 54 74 56 39 41

各国政府の保護貿易的な傾向 51 61 64 40 47

インフレ 43 31 73 29 37

贈収賄、汚職 41 17 60 23 24

3

1 1 1 2

2 2 2 1

3 3

3

3

2

1
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CEOは世界で起こるさまざまな
脅威を意識

中国の成長率鈍化、米国の景気後
退、天災など、いくつかの脅威のシナ
リオが起きる可能性について質問した
ところ、日本のCEOは世界全体に比べ
て総じて脅威が発生する可能性が高い
と感じている。そのなかでも「中国の
GDPの成長率が年7.5%を下回る」、 
「大規模な取引や製造の中心地を破壊
する天災」が起こる可能性について
は、世界全体の調査結果と比較して特
に脅威と感じている日本のCEOが多い
結果となった。（注：調査において日
本では「起きる可能性がある」に対

し、英語では「likely to occur」となっ
ているためニュアンスによる差が影響
している可能性はある）

次に、今後12カ月の間に仮にそれぞ
れのシナリオが実際に起きた場合、事
業に「大きな影響を受けるだろう」と
回答した日本のCEOは、「ユーロ圏の
解体」を除く、いずれのシナリオにお
いても半数を超えている。世界全体と
の比較においては、「軍事、通商摩擦
によって天然資源の獲得が影響を受け
る」、「大規模な取引や製造の中心地
を破壊する天災」によって大きな影響
を受けるとした日本のCEOの割合が特
に高くなっている。

図表8：　脅威のシナリオが起きる可能性とその影響度

質問：　あなたのお考えでは、次に挙げるシナリオは起きる可能性がある、また起きる可能性はないのどちらだと思いますか？ 

　また、今後12カ月にこれらのシナリオが起きたとしたら、貴社はどの程度の影響を受けると思いますか？

「起きる可能性がある」および「大きな影響を受けるだろう」を選択した回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

「シナリオ」

「シナリオが起きる可能性がある」
「今後12カ月の間にシナリオが起きた

場合に大きな影響を受けるだろう」

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国のGDPの成長率が年7.5パーセントを下回る 45 89 51 52

米国の景気後退 32 64 67 60

軍事、通商摩擦によって天然資源の獲得が影響を受ける 25 59 53 64

サイバーテロ攻撃またはインターネットの大規模な混乱 20 49 63 66

貴社が本拠を置く国の大規模な社会不安 17 23 75 81

ユーロ圏の解体 16 36 53 46

大規模な取引や製造の中心地を破壊する天災 15 50 56 86

健康危機（ウイルス性疾患の大流行、食料や水の安全の

危機など）
13 37 52 65
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図表9：　リスク管理の権限の集中分散／サプライチェーンの集中分散／リスク管理資源の配分

質問：　複雑で変化する環境下で貴社が組織を管理する際のアプローチを想定し、対照的な記述を挙げま 

　した。それぞれの想定について、あなたの考えに近い記述をお選びください。

（　）内の数字は回答者数

サプライチェーンの多様化、 
リスクイベントからの 
回復力を重視

こうした経営環境の変化を踏まえた
組織管理のアプローチについて、日本
のCEOの回答に見られた特徴は、サプ
ライチェーンの多様化、リスクイベン
トの予測よりリスクイベントからの回
復の重視、リスク管理の権限と責任の
分散である。まず、サプライチェーン
については、｢集中度を上げる｣とした
CEOは世界全体の43％に対し、日本は
33％であった。逆に｢多様化を図る｣と
したCEOが世界全体で50％であったの
に対して日本は66％であった。

次に、リスクイベントへの対応につ
いては、｢リスク管理に関する資源をイ
ベントの予測に割り振る｣としたCEOが
世界全体では54％であったのに対して
日本では41％、｢イベントから回復す
ることに割り振る｣としたCEOが世界全
体では41％であったの対して日本では
57％となった。これは、日本企業が東
日本大震災やタイの洪水で被害を受け
た影響が表れていると考えられる。

また、リスク管理の権限と責任につ
いては、日本のCEOの方が分散する傾
向がやや強い結果となった（日本の
CEO41%、世界全体33%）。

調査結果

組織管理に対するアプローチ
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顧客対応、人材戦略、組織変革
を重視

今後、戦略を変えていく分野として
は、「顧客成長、定着、ロイヤルティ
戦略」、「人材を管理するための戦
略」、「組織の構造」が日本のCEOが
重視する上位3分野となった。これにつ
いては世界全体の調査結果と大きく相
違はない。一方で、「リスク管理への
取り組み」を挙げた日本のCEOは74％
と、世界全体の62％に比べ高い割合と
なった。

組織再編への取り組みのなかで
M&Aを取り上げる日本のCEO
は相対的に低水準

次に、今後の組織再編を行う上で、
具体的に行っていくこととして、日
本、世界全体で共通していえること
は、コスト削減への取り組みを上げる
C E O が 最 も 多 い こ と で あ る 。 一 方
で、M&Aに積極的に取り組むCEOの割
合は少なく、世界経済の先行きが不透
明な中で、どちらかというと保守的な
組織運営を目指している傾向にある。

そのなかでM&Aについて、日本の
CEOと世界全体の回答を比較すると、 
｢国内のM&Aを完了する｣とするCEO
が、日本では19%、世界全体では28%、
また｢国境を越えたM&Aを完了する｣と
するCEOが日本では20%、世界全体で
は26%と、日本のCEOの回答はさらに
低い水準となっている。

図表10：　今後の組織再編への取組み

質問：　あなたは、今後12カ月間で、次に挙げた記述について貴社がどの程度変化すると予測していますか？

「多少の変化」または「大きな変化」を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

顧客成長、定着、ロイヤルティ戦略 82 80

人材を管理するための戦略 77 80

組織の構造 74 83

技術投資の増加 74 69

研究開発、革新能力の増強 67 69

リスク管理への取り組み 62 74

M&A、合弁・共同出資事業または戦略的提携 61 61

設備投資の増加 64 73

企業の評判を管理するための投資 53 41

会社分割計画 29 17

図表11：　今後12カ月の組織再編の企画内容

質問：　次に挙げる組織再編の記述について、今後12カ月間にあなたがイニシアティブを取って始めようと企画 

　しているものがありますか？

それぞれの項目を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国／ 

香港  

（132）

アジア 

太平洋 

（449）

西欧 

（312）

米国 

（167）

コスト削減活動を実施する 70 74 49 61 83 71

新たな戦略的提携または合弁・共

同出資事業を開始する 
47 46 37 42 50 57

あるビジネスプロセスまたは機能を

外部委託（アウトソーシング）する 
31 24 28 29 40 29

国内のM&Aを完了する 28 19 30 24 27 42

国境を越えたM&Aを完了する 26 20 17 23 32 28

ある事業の過半数持分を売却す

る、またはある主要マーケットから

撤退する 

15 12 8 13 20 22

今まで外部委託（アウトソーシン

グ）していたビジネスプロセスまた

は機能を社内に取り込む 

16 17 8 15 18 17

既存の戦略的提携または合弁・共

同出資事業を終了させる 
11 11 13 12 16 8
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クロスボーダーM&Aについて
はアジア重視

ただ、国境を越えたM&Aを行うにあ
たって想定している地域に着目する
と、日本のCEOの53％が東南アジア、 
34％が東アジア、19％が南アジアを上
げている。これは、先に述べた成長へ
の取り組みのなかで、日本のCEOがア
ジアを成長のための重要地域と認識し
ていることと一致している。

一 方 で 、 米 国 の C E O は 4 8 ％ が 北
米、43％が西欧、西欧のCEOは41％が
同じ西欧の諸国、35％が中欧・東欧／
中央アジアをM&Aを想定する地域とし
て挙げており、それぞれの国（地域）
に近い地域が対象先として想定されて
いる傾向が確認できる。

従業員数は横ばいから 
微増が多数

次に従業員や人材育成の面に転じる
と、先の質問で、「人材を管理するた
めの戦略」は、今後、戦略を変えてい
く分野の3位に入っている。しかし一方
で、従業員数の今後の見通しについ
て、日本のCEOの回答は「同じレベル
で推移」が40％と、世界全体の28%に
比べて高い割合となっており、他地域
に比べて大きく増やしたり減らしたり
することが少ない傾向にある。これ
は、日本企業が経営環境の変化に対
し、従業員を大幅に減らしたり、中途
で採用するよりは、新卒採用や配置転
換などで対応することが多いためでは
ないかと思われる。また、後述するよ
うに従業員をステークホルダーとして
重視していることも影響しているであ
ろう。

図表12：　今後1年間でM&Aを計画している地域

質問：　あなたはどの地域でM&A、合弁・共同出資事業、あるいは戦略的提携を行うことを計画していますか？

それぞれの地域を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（341）

日本 

（32）

中国／ 

香港  

（23）

アジア 

太平洋 

（105）

西欧 

（99）

米国 

（46）

西欧 30 16 52 23 41 43

北米（米国、カナダ） 30 25 30 32 23 48

中東 9 6 4 9 10 0

中南米 25 16 13 12 32 28

中欧・東欧／中央アジア 21 9 13 13 35 13

オーストラレーシア 9 6 4 14 8 9

南アジア 11 19 4 18 11 13

東南アジア 23 53 30 39 19 20

東アジア 22 34 39 28 23 26

アフリカ 13 0 4 5 14 4

注：図表11において「今後12カ月で国境を超えたM&Aを完了する」を選んだ回答者が対象

図表13：　今後1年間の従業員の増減

質問：　今後12カ月間に、貴社の全世界の従業員数はどのように変わると思いますか？

それぞれの項目を選んだ回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国／香港 

（132）

西欧 

（312）

米国 

（167）

8％を超える減少 4 1 5 7 2

5％～8％の間で減少 5 1 3 10 7

5％未満の減少 14 11 5 23 14

同レベルで推移 28 40 25 27 32

5％未満の増加 22 31 16 20 24

5％～8％の間で増加 12 6 17 7 10

8％を超える増加 11 4 16 3 12

1 2

13

1

2

3 3

2
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後継者育成計画の実施は少ない

経営幹部の人材育成についてみる
と、「複数の後継者の指名を含めた積
極的な後継者育成計画」を実施してい
ると回答した日本のCEOは34%と、世
界全体の71%に比べて低い水準にとど
まっている。これは日本企業が欧米企
業などと比べると、終身雇用が主体と
なっており、経営陣が急に転職でやめ
たりすることが少ないことも影響して
いるものと考えられる。

図表14：　経営幹部社員育成の方策

質問：　あなたは、貴社の経営幹部社員育成（リーダーシップパイプライン）のために、次に挙げるような方策を 

　実施していますか？

「実施している」と回答した割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

取締役会レベルより下のマネージャーを戦略的意思決定に巻き込む 79 75

複数の後継者の指名を含めた積極的な後継者育成計画 71 34

経営幹部社員育成のための特別人事プログラム 69 52

異なる機能のポジションや課題を順に担当させる 62 54

国際的な異動、経験を奨励する 61 54

ビジネスリーダーの多様性を促進する計画 58 49

上級幹部職を仮に経験させる 37 13
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図表15：　事業戦略に影響を及ぼすステークホルダー

質問：　次に挙げる各ステークホルダーが貴社の事業戦略に対して及ぼす重大な影響はどの程度ですか？

「ある程度影響力を持つ」または「大きな影響力を持つ」と答えた回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（1330）

日本 

（162）

中国／ 

香港 

（132）

アジア 

太平洋 

（449）

西欧 

（312）

米国 

（167）

顧客と得意客 97 97 94 95 97 99

競合他社や同業他社  90 94 89 90 89 89

政府と規制当局 85 79 86 86 86 78

従業員（労働組合や工場協議会

を含む） 
83 90 77 83 85 80

貴社のサプライチェーンを構成

するパートナー 
76 84 67 74 76 69

資本の提供者（債権者や投資家 

など） 
75 83 77 79 73 75

地域コミュニティ 61 70 46 60 55 57

ソーシャルメディアのユーザー 50 46 46 48 52 53

メディア 53 60 56 62 47 32

非政府組織（NGO） 32 15 28 29 34 36

従業員、サプライチェーンの 
パートナー、地域コミュニティ
を重視

ステークホルダーとの関係につい
て、「顧客」が最も影響力をもつス 
テークホルダーと考えている日本の
CEOの割合は97％で世界全体（97％）
と変わらない。一方で「従業員」、「サ
プ ラ イ チ ェ ー ン を 構 成 す る パ ー ト 
ナー」、「地域コミュニティ」を影響
力のあるステークホルダーと考える日
本のCEOがそれぞれ90％、84％、70％
と、世界全体より高い割合になってお
り、日本のCEOはこれらのステークホ
ル ダ ー を よ り 重 視 す る 傾 向 が み ら 
れる。

調査結果

ステークホルダーとの関係
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ソーシャルメディア・非政府組
織との関係強化には差

こうしたステークホルダーとの関係
の変化についてみると、「顧客との関
係を強化した」および「サプライヤー
との関係を強化した」とする日本の
CEOの割合は、それぞれ89％、79％と
なっており、世界全体と同じ結果と 
なった。

一方で、「政府や規制当局と関係強
化をした」とする日本のCEOが46％で
あったの対し、世界全体では67％と大
きな差となった。また「ソーシャルメ
ディアのユーザーとの関係強化」を 
行ったのは日本のCEOが37％であるの
に対し世界全体では78％、同様に非政
府組織（NGO）については日本のCEO
の21％に対して世界全体では51％と、
関係のあり方に関する認識の差が大き
い。政府、ソーシャルメディア、NGO
との関係の変化は最近の大きな潮流で
あるが、この分野について日本のCEO
の回答はやや異なった様相を呈して 
いる。

図表16：　関係性を強めているステークホルダー

質問：　あなたがお選びになった「ある程度影響力を持つ」または「大きな影響力を持つ」ステーク

　ホルダーに対して、あなたはどの程度、関係性を強めていますか？

「ある程度強化した」または「大きく強化した」と答えた回答者の割合（％） 

（　）内の数字は回答者数

世界全体 

（420-1285）

日本 

（24-157）

中国／ 

香港 

（37-124）

アジア太

平洋 

（129-427）

西欧 

（106-302）

米国 

（54-166）

顧客と得意客 89 89 89 89 87 90

競合他社と同業他社  63 49 74 67 55 59

政府と規制当局 67 46 68 67 67 62

従業員（労働組合や工場協議会

を含む） 
77 71 82 80 70 80

貴社のサプライチェーンを構成

するパートナー 
78 79 84 82 75 76

資本の提供者（債権者や投資家

など） 
68 62 79 76 60 61

地域コミュニティ 65 54 67 66 59 58

ソーシャルメディアのユーザー 78 37 77 70 79 82

メディア 64 65 72 70 54 52

非政府組織（NGO） 51 21 65 52 48 52
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何が求められるのか
企業経営をめぐる環境は急
激かつ大幅に変化

リーマンショック以降企業経営を巡
る環境は、ますます大きく変化してい
る。すなわち、新興国の台頭がめざま
しく、世界経済の成長の中心が「西か
ら東へ」と移ってきている。このよう
な新興国の成長に伴って、天然資源や
食糧価格が再び相対的に上昇するとと
もに、自然環境・資源の有限性に関す
る認識がさらに一段と高まってきてい
る。他方で、多くの先進国および一部
の新興国においては、少子高齢化が進
行している。

こうしたマクロ的な経済環境だけで
なく、ITの「ドッグイヤー」的な進歩
によって、新規ビジネスの立ち上げが
容易になる一方で、産業間にあった参
入障壁が大きく低下しつつある。ま
た、オンラインネットワークの広がり
やSNSの急速な展開などをうけて、い
わば「情報洪水」のような状況が現出
している。加えて、金融資本市場の統
合がますます進み、企業成長の源泉と
なる資本もグローバルに獲得競争が生
じようとしている。そして、二度と金
融危機を繰り返してはならないという
見地に立って、金融資本市場に対する
監督規制が強化されつつある。

このような企業経営をめぐる環境の
劇的な変化は、企業が生存競争に勝ち抜
いていくことを難しくしている。企業が
優れたナレッジを保有したとしても、短
時間にかつグローバルな相手からチャレ
ンジされ、知識自体が陳腐化してしまう
リスクが高まっているのである。

成長戦略について
こうしたなかで、今回の調査結果を

踏まえ、日本企業の経営者には何が求
められているのか。

まず、企業の成長戦略の観点から
は、今後の業績に対する自信の回復、
よりスピード感のある組織変革、そし
て、一層のアジア経済圏拡大への貢献
について次のような考察ができよう。

業績に対する自信の回復

今回の調査においては、今後の業績
について、｢自信がある｣と回答した日
本のCEOの比率は世界全体より低い割
合であった。このような結果となった
理由のひとつとして、調査時点におい
て大幅な円高が進行していたことが挙
げられる。

調査時点において1米ドル80円前後
であった為替レートが、最近では95円
前後まで円高が修正され、日経平均株
価も9,000円前後から足許では12,000
円台に回復していることなどを勘案す
ると、日本のCEOの｢将来に対する自信
度｣は改善していると考えられる。内閣
府と財務省が公表した1月～3月期の法
人企業景気予測調査においても大企業
の景況判断指数は2四半期ぶりに上昇し
ている。

こうした市場環境の改善に加えて、
アベノミクスの｢3本の矢｣である大胆な
金融政策、機動的な財政政策、および
民間投資を喚起する成長戦略が、今
後、着実に実行されていけば、日本の
CEOの自信が回復し、より積極的な経
営姿勢に転じていくと期待できよう。

よりスピード感のある組織変革

業績改善の環境が整いつつある一方
で、外部環境変化が加速しているな
か、企業は、今まで以上にスピード感
をもったビジネス展開を行っていくこ
とが必要である。今回の調査結果によ
ると、日本企業は、欧米企業などに比
べて事業を成長させる手段としてM&A
を挙げるCEOの割合が少ないが、ス 
ピーディに事業再編を進め、グローバ
ル企業との競争に勝ち抜いていくため
には、M&A活動を今少し積極的に活用
し て い く こ と も 有 用 で は な い だ ろ 
うか。

同時に、新興国企業からのチャレン
ジを受けていることなどを踏まえると、
イノベーションの果実を積極的に取り入
れ、陳腐化した事業分野からより付加価
値の高い事業分野への新陳代謝を果断に
進めていくことが、持続的な価値創造に
とって必要であろう。これらのアクショ
ンが規制緩和などの新成長戦略とも相 
まって、新たな雇用創出、地域経済の産
業構造の変革を伴いながら、国内経済の
成長率を高めてパイ全体を大きくしてい
くことが望まれる。

一方、人材面に目を転じると、今回
の調査では、日本のCEOは従業員数に
ついて横ばいを維持する傾向があり、
また、経営幹部について後継者育成計
画を活用すると回答した割合が低かっ
た。従業員を大切にしながら変化の動
きが激しいグローバル競争を勝ち抜い
ていくためには、経営環境の変化に合
わせて必要な人材を確保する一方、既
存の従業員の意識変革や新たなスキル
の獲得などに対する企業としての投資
がこれまで以上に重要な意味をもって
くるであろう。
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リスク管理と組織運営
レジリエント（迅速かつしなや
かな回復力）な組織体制の構築

サプライチェーンの多様化やリスク
イベントを予測するより回復すること
に重点を置くなど、東日本大震災やタ
イの洪水を経験したことが、日本の
CEOの回答に影響を与えている。

欧州債務危機の継続、多発する自然
災害、国家間の紛争の種など、企業経
営に不測の影響を与えるリスクはさま
ざまである。一昔前との違いは、こう
した情報が世界を瞬時に駆け巡るこ
と、また企業活動のグローバル化が進
展した状況のもとでは、自分とは直接
取引関係のない世界の反対側に位置す
る企業で起こっていることが、思わぬ
深刻な影響をもたすこともありうる点
である。現に東日本大震災の際、日本
の部品メーカーの出荷停止が他国企業
のサプライチェーンに影響を及ぼした
事例は記憶に新しい。

これは、世界経済のシンクロナイズ
ド化の負の側面であるが、これまで以
上にリスクの種類が増えているなか
で、全ての事態を想定して対応方針を
用意しておくことは困難である。不確
実性が高まるなかで、アンテナを高く
して情報収集に努める一方、何らかの
リスクイベントが起こった時に、一旦
低下あるいは停止する操業・営業を如
何にして早期にもとのレベルを回復さ
せるかについて、あらかじめ手当てし
ておくことが持続的な価値創造には有
用となる。

経営層については、自ら育った事業
部門の運営をこえて、マクロ経済の動
向や技術トレンドを見据えながら将来
にわたる価値創造ドライバーを見いだ
し、高い見識をもって事業ポートフォ
リオマネジメントの視点から会社全体
を見渡すことのできる人材の育成・強
化を図っていくことが必要となってき
ている。

アジア経済圏拡大への貢献

海外への事業展開に関して、日本企
業は中国、東南アジアをはじめとする
アジアを重視していることが本調査で
も確認された。クロスボーダーM&Aを
実施する対象地域としてもアジアが重
視されている。

一方で、米国や西欧の回答をみる
と、米国では北米、西欧では同じ西欧諸
国をM&Aの対象地域とするなど、いず
れの場合も近隣諸国との経済的なつなが
りを強化していく傾向がみられる。

日本企業としては、世界の成長セン
ターであるアジア諸国との経済的な連
携を一段と強め、アジア経済圏の成長
に貢献しつつ、自らの持続的な価値を
高めていく努力がますます重要であ
る。これは、アジア経済圏への進出だ
けにとどまらず、観光・医療サービス
の提供など、日本国内における市場拡
大の面からもアジアの人々とのウイン
ウインの関係を構築していくこともま
た大切であろう。

こうしたことは、「迅速かつしなや
か回復力」という意味合いで、レジリ
エンス（Resilience）と呼ばれている。
グローバルには、リーマンショック
後、欧米企業の経営者が使い始め、現
在、リスク管理や組織運営の重点をレ
ジリエンスの強化に移していくべきこ
とが議論されている。

日本企業においては、東日本大震災
後などを経てサプライチェーンマネジ
メントなどで、レジリエンスという言
葉を使わずとも、その意味するところ
の重要さが認識されており、日本企業
は、こうしたレジリエントな組織体制
を整備していく上で一歩進んだ状況に
あるといえよう。

しかし、こうした課題は天災だけに
限らず、例えばグローバルに点在する
事業拠点間をつなぐITシステムが外部
の挑戦を受けて何らかの不具合を生じ
た場合の事業復旧のあり方など、種々
の分野において検討が必要となってい
る。短期的な利益の追求と、中長期に
わたる持続的な価値創造とのバランス
をどこでとるのか、あるいは社会から
期待されるレベルとの兼ね合いなどを
考慮しつつ、今後ともレジリエントな
組織体制の在り方を模索していくこと
になろう。
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ステークホルダーとの関係
ソーシャルメディアやNGOと
の関係のあり方の見直し

調査結果でみられたように日本企業
は、従業員や地域経済との関係を重視
する傾向にある。これは日本企業の特
徴であり、それによる強みを今後も活
用していくことは必要であろう。

一方で、今回の調査で課題として挙
げられるのは、世界全体の調査結果で
は、政府との関係、ソーシャルメディ
アのユーザーとの関係、NGOとの関係
を強めているなかで、日本のCEOの回
答をみるとそれほど関係を強化する方
向に動いていないことである。

PwCでは将来に向けた大きな潮流の
変化を「Project Blue 1」という冊子にま
とめているが、そこでは社会構造の変
化としてソーシャルメディアの役割
や、新興国経済の成長が続くなかで国
家資本主義の台頭などが述べられてい
る。こうした新しい動きによる経営環
境の変化については、グローバルベー
スで生じている動きに注意を払い、よ
り迅速に対応していくことが必要と思
われる。

1 PwC「Project Blue」http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/project-blue1201.jhtml
2 PwC「World in 2050」http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/world-in-2050.jhtml

最後に
経済のグローバル化の深化やITの進歩によって、日本企業を取り巻く環境は
激変しており、この潮流は今後も止まらないであろう。そのなかにおいて、
日本企業は、厳しい競争に打ち勝ち持続的な価値創造を継続していかなくて
はならない。

一方で、少子高齢化が急ピッチで進んでいるとはいえ、PwCが2013年1月に
発表した長期的な世界経済成長予測「World in 2050 2」の最新版によれば、 
2050年においても、日本経済は世界第5位のGDP大国にとどまる見込みであ
る。また、世界の成長センターであるアジアに位置するという欧米にはない
有利さもある。さらに長い視点にたてば、例えば、少子高齢化へ対応したビ
ジネスモデルは、日本に遅れて高齢化が進む中国やほかのアジア諸国でも遠
からず活用することができよう。

このように考えると、日本経済および日本企業の将来について明るい展望を
描くことが十分可能である。企業経営者が適切なリーダーシップを発揮し、
変化を的確に認識し、激変する環境をチャンスに代え、イノベーションを促
すことで経済の活力を高め、日本が引き続きグローバルリーダーの一端を 
担っていくことが期待される。
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