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序文

　これまでの10年間、経済の変動の大きさと
混乱はおそらく前代未聞のレベルまで拡大し、
グローバル化が進んだ世界では、国家、経済、
企業がこれまでにないほど緊密に結びつき、依
存し合うようになりました。このような世界にお
いて、以前ならよもや起きないだろうと思われ
ていたリスクや、あり得ないとさえ考えられてい
たリスクが日常的に起きており、世界各国のビ
ジネスリーダーがこぞって「想定外を想定す
る」という言葉を口にするようになっています。

　このような環境をうまく切り抜けるため、企業
はレリジエンス（迅速かつしなやかな回復力）、
すなわち回復する力を身に付けねばなりませ
ん。それには目の前にある衝撃を巧みにかわ
す能力と、刻 と々変化する状況に適応する長期
的な能力を併せ持つ必要があります。PwCで
は顧客の皆様が新たに出てくる課題に対応し、
乗り切るだけでなく、このような環境で成功す
るために必要なこの2つの特性をものにできる
よう支援を行っており、そうしたサポートを受け
るお客様の数は日に日に増え続けています。

　今回の調査では、自社の1年間と3年間の成
長見込みに対するCEOの自信の度合いに大き
な差が見受けられました。その理由は、レジリ
エンス、すなわち回復する力を重視する方向
に動いていることにあるのではないでしょう
か。今回の調査では、今後12カ月間の自社の
成長見込みについて「非常に自信がある」と回
答したCEOは全体のわずか36％で、2012年
の40％、2011年の48％と比べて減少してい
ます（図1）。ところが、今後3年間の成長見込
みに自信があると回答したCEOの割合はそれ
よりずっと多くなっています。このことから、自
社が短期的な衝撃をうまくかわしながら、長期
的な成長のために生まれ変わることで、回復
力を身に付けられるとリーダーたちが信じて
いることが伺えます。

　自社の回復力を高めるために、CEOはどのよ
うな戦略をとっているのでしょうか。PwCの調査
結果では、3つの共通するアプローチが明らか
になりました。第一に、CEOは本業が成長できる
機会を具体的に絞り込み、そうした機会が集中
する部分に狙いを定めて取り組みを行うこと
で、大規模な資本支出を避けていることです。
第二に、顧客を常にしっかりと見据え、デジタル
マーケティングのプラットフォームから共同研
究開発（R&D）まで、さまざまなメカニズムを通
じて自社の顧客基盤の需要、ロイヤルティ、革

新を促すための積極的な取り組みを行ってい
ます。第三に、価値を損ねることなくコスト削減
を進め、信頼できるパートナーとの提携を推進
することによって、事業効率の改善を図ってい
ます。

　このような信頼重視の姿勢はほかの部分に
も及んでいます。危機後の世界では、信頼が非
常に重要になっています。また、組織とそのあら
ゆるステークホルダーとの間に継続している関
係にとって、不可欠な要素の一つでもあります。
そのため、信頼はレジリエンスを構築する重要
な柱の一つとなっています。近年、ソーシャルメ
ディアが普及して、これまでになく多種多様な
ステークホルダーが発言力を持つようになりま
した。そんな中、CEOたちは世間の信頼を再構
築することにより、より強い社会的使命を全う
することの重要性を認識し始めました。彼らは
自社の成長戦略の支援、適切な権限の確立、
レジリエンスの強化という課題を同時に遂行
するために、倫理的な企業風土の育成から従
業員の多様性の拡大、環境に対する悪影響の
削減にわたる幅広い取り組みを推し進めてい
ます。

　PwCの調査に参加し、意見を聞かせてくだ 
さった68カ国、1,330名のCEOの皆様に心より
御礼申し上げます。皆様が積極的かつ率直に
回答してくださるからこそ、PwCが世界CEO意
識調査を毎年順調に実施することができてお
ります。おかげさまで本調査も今年で16年目を
迎えました。回答者の皆様が自ら、しかも喜ん
で貴重なお時間を割いてくださいましたおか
げで、本調査を最大限に包括的なものにでき
たことを感謝しております。特に2012年後半
に、対面形式のインタビューに応じ、より深く詳
しいお話を聞かせてくださった33名のCEOの
方々に深い感謝をささげます。本報告書では全
体を通じて、彼らのコメントをその言葉どおりに
ご紹介いたします。

デニス・M・ナリー（Dennis M. Nally） 
PwCインターナショナル 
会長
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外部にある脅威の度合いが10年ごとに高まっているように思
う。また、変化のペースが加速する現在、われわれのような組織
はこれまでよりはるかに柔軟になる必要がある。

シクハ・シャルマ（Shikha Sharma） 
Axis Bank Limited 代表取締役兼CEO（インド）



 

PwC 第16回世界CEO意識調査　3

混乱の10年
　世界経済の見通しは今、最も強い企業の力さ
え試されるほど厳しいものである。ユーロ圏は依
然として景気後退の泥沼にはまっているし、米国
経済は今年、2.2％しか成長しないと予測されて
いる1。BRICS諸国の成長が鈍化していることから
わかるように、成長市場の一部においても状況が
厳しくなりつつある。

　多くの国の市場状況は依然として非常に厳し
いが、今後の見通しに関するCEOたちの見解は、
昨年より前向きである。回答者の52％が世界経
済は今後12カ月間、同じ状態が続くと回答してお

図1： CEOの自信はここ10年間に大きく変動している

質問： 今後12カ月間に貴社の収益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？
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調査ベース： 全回答者（2013年=1,330名; 2012年=1,258名; 2011年=1,201名; 2010年=1,198名; 2009年=1,124名; 2008年=1,150名; 2007年=1,084名; 2006年（不明）; 
2005年=1,324名; 2004年=1,386名; 2003年=989名）
出典： PwC 第16回世界CEO意識調査

り、悪化するとした人は28％しかいない。2012年
の調査では、世界経済が悪化すると考えていた回
答者が48％を占めていた。

　だが、経済において同じ状態が続くことは、決し
て喜ばしいことではない。自社の収入が成長する
見込みについて短期的な自信が低下の傾向をた
どっている理由はそこにある（図1）。西欧のCEO
たちは特に不安を感じている。今後12カ月間に
自社の収入が成長する見込みについて、「非常に
自信がある」と答えた回答者は22％しかいなかっ
た。これに対して、中東と中南米では、CEOの53％
が「非常に自信がある」と回答している。

1 PwC, ‘Global Economy Watch’ (December 2012).
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図2： 過去10年間に混乱を招いた大きな出来事
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出典： PwC

　長期的な展望に関しては、46％のCEOが今後
3年間に自社の収入が成長する見込みについて
非常に自信があると回答。いつもと同じく、長期的
な見込みの方が全体的なムードがやや楽観的で
ある。そうは言っても、世界のほとんどの地域の
CEOが、E7市場のCEOよりはるかに悲観的である

（E7諸国では「非常に自信がある」とした回答者
が58％だったが、それ以外の国では46％だっ
た）2。

　彼らがこれほど警戒しているのも無理はない。
広い範囲に影響を与えるさまざまな変化が起き
ているだけでなく、変化の速さも加速しているか
らである。1970年から2011年の間に、人災の発
生件数は3倍近く増加した。自然災害の数は7倍
も増えている3。この10年間だけを見ても、大きな
混乱を招く出来事が多発している（図2）。

　要するに、「よもや起きないだろう」と思われて
いたリスクは、今や「起きてもおかしくない」もの
になっているのだ。不確実性が強まっている今日
の世界では、こうしたリスクの発生が日常のことに
なりつつある。世界中のCEOがそのプレッシャー
を感じている。

2 E7市場： 中国、インド、ブラジル、ロシア、メキシコ、インドネシア、トルコ
3 Swiss Re, sigma No 2/2012.

…人間は、非常に厳しい状況になると、そ
れがずっと続いてしまうと思うし、逆に良い
時はこれがまた続くと思ってしまいがちで
あるが、むしろ、常に物事は循環している。
長谷川 閑史 
武田薬品工業株式会社 
代表取締役社長（日本）

「今後5年間に何が起きると思いますか？」
と質問されたら、私は両手を上にあげ、「見当
もつきません。あなたもそうではないですか」
と言うだろう。これほど大きな不確実性にど
う対処するべきか。まずは改革とリインベン 
ション（すでに発明されているものを見直す
プロセス）に対して適正な姿勢を持つことが
重要であると私は考える。
ピーター・トルトリチ（Peter Tortorici）
Group M Entertainment Global 
CEO（米国）
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図3： CEOが統括する組織に最も大きな悪影響を与えると想定されるシナリオの中で、大規模な社会不安が第1位に

質問： 今後12カ月間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？ 

（「大きな影響がある」とした回答者対象）
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調査ベース： 全回答者（1,330名）
出典： PwC 第16回世界CEO意識調査

CEOたちの最大の懸念事項は?
　今日のCEOは、自社の成長見込みを脅かし
かねない脅威や、すでに脅かしている多種多
様な脅威を懸念している。たとえば災害や事
故などの大惨事、経済面および政治面の脅
威、ビジネス面の脅威などである。

混乱を招く大きな出来事
　PwCではCEOに、いくつかの混乱のシナリ
オを提示し、それぞれがもたらす可能性があ
る影響に対処する自社の能力についての考
えを聞いてみた。彼らの大多数が、それらの
シナリオが起きれば、自社は悪影響を受ける
だろうと回答。不安要因として最も多く挙がっ
ていたのは大規模な社会不安だった（図3）。
実際のところ、CEOたちは中国の経済成長が
減速することより、社会不安のほうをはるかに
問題視していた。おそらく、中国の減速はすで
に考慮に入れているからであろう。

世界中の政治家はもちろんのこと、各規制
当局も、金融システムの安定性を確保した
いと強く望んでいるが、そのためにはまっ
たく新しい秩序と従うべき新たな規則が必
要になる。このようなケースでは、いつの間
にか規制が過剰な状態になってしまうこと
がめずらしくない。
ピッシュ・グプタ（Piyush Gupta） 
DBS Group  
CEO兼取締役（シンガポール）
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債務と規制にからむ煩雑な手続き
　当然ながら、混乱を招く大きな出来事だけ
が心配の種ではなく、CEOたちはさまざまな
経済的および政策的な脅威にも不安を抱い
ている。経済の変動が今後も続く見通しを懸
念している回答者が最も多く、これは過去2年
間変わっていない。しかし全体の71％、北米
の89％が、「財政赤字、債務負担に対する政
府の対応」を懸念している。また、69％が「過
剰な規制」のリスクを不安視しており、2006
年以降最大の懸念事項となっている（図4a）。

　規制は行き過ぎな状態になっているのだろ
うか。2010年に制定されたドッド・フランク法
は884ページにもわたっており、1929年のウ
ォール街大暴落後に制定された改革法であ
るグラススティーガル法の23倍の長さである
4。また、欧州委員会（EC）が非常に多くの規制
的要件を設けたため、ドイツ、オランダ、ポー
ランド、英国の産業担当大臣たちが最近、ブリ
ュッセルにあるEC本部に負担の軽減を求め
る共同文書を提出した5。ECでは近年、既存
の法律の統合化、成文化、簡素化と、新しく制
定される法律の質向上を図ってきたが、それ
にも関わらずこのような事態となった。

図4a： 経済情勢の変動が経済的、政策的脅威の最大要因であるが、CEOが本拠を置く地域によって懸念事項が異なる

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？（CEOたちが最も多く挙げた脅威のトップ4を掲載）
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調査ベース： 全回答者（北米=227名; 西欧=312名; アジア太平洋=449名; 中南米=165名; 中東=32名; アフリカ=50名）
出典： PwC第16回世界CEO意識調査

4 ‘Over-regulated America’, The Economist (18 February 2012), http://www.economist.com/node/21547789
5 James Kirkup, ‘Lift the weight of red tape, Vince Cable and allies urge Brussels’, The Daily Telegraph (20 November 2012), http://www.telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/9689165/

Lift-the-weight-of-red-tape-Vince-Cable-and-allies-urge-Brussels.html 
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過剰な税負担と深刻な人材不足
　ビジネス面に関しては、CEOたちは税負担
の増大と業務上でキーとなるスキルを備えた
人材の不足をとりわけ懸念している（図4b）。
これらの要因はこれまでも常に懸念されてき
たが、最近の出来事によってこれらの要因は
顕在化した。

　たとえば米国において、オバマ大統領の対
応が求められている最も緊急性の高い課題
は、法人税制の改革である。2012年2月に、
オバマ大統領は数多くの控除や優遇措置を

図4b： 経済情勢の変動が事業への最大の脅威であるが、CEOが本拠を置く地域によって懸念事項が異なる

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？ 

（CEOたちが最も多く挙げた脅威のトップ4を掲載）
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調査ベース： 全回答者（西欧=312名; アジア太平洋=449名; 中南米=165名; 中東=32名; アフリカ＝50名） 
出典： PwC第16回世界CEO意識調査

6 Jackie Calmes & John H. Cushman Jr., ‘Obama Unveils Proposal to Cut Corporate Tax Rate’, The New York Times (22 February 2012), http://www.nytimes.com/2012/02/23/business/economy/
obama-introduces-plan-to-cut-corporate-tax-rate.html?pagewanted=all

廃止することにより、基準税率の引き下げを
図る案を提出した。これにより、一部の企業が
大きな影響を被る可能性がある6。また、世界
人口の高齢化が進み、仕事の性質が変化す
る中で、有能な人材を巡る獲得競争はこれま
で以上に激化している。

　エネルギーコストと原料費も不安要素と 
なっている。とりわけアフリカとアジア太平洋
ではその傾向が強い。アフリカではCEOの 
68％、アジア太平洋では63％がこれらのコス
トの高騰を深刻な脅威と捉えている。
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一部の企業にとっては好機
　だが、全てが暗たんとしているわけではな
い。中東のCEOのおよそ5分の1が、ユーロ圏
の崩壊が新しいビジネスチャンスをもたらす
可能性があると考えている。

　同様に、中東のCEOの16％と、中欧および
東欧のCEOの13％が、中国の成長の鈍化に
よって新たな機会が開ける可能性があると考
えている。また、北米のCEOの13％が同じ理
由で、天然資源に対する規制を歓迎したいと
答えている。

　実際に、中国のCEOたちはすでに、ユーロ
圏にくすぶり続ける不確実性の恩恵を受けて
いる。PwCの調査によると、中国系企業による
欧州系企業の買収が、2006年には11件だっ
たのが、2011年には61件まで増加していた。
また、2012年3月までの3カ月間で、欧州系企
業を買収した中国系企業の数が、中国系企
業を買収した欧州系企業の数を上回った。 こ
れは史上初のことである7。

欧州には、生産性の高い国もあれば低い
国もあるが、それら全ての国が、さまざまな
税法にさらされる「財政のコルセット」を着
せられ、がんじがらめになっている。ユーロ
圏が失墜すれば、現在の硬直した状況の
一部が解消され、多数の機会がもたらされ
る可能性がある。 
フリオ・パトリシオ・シュペルヴィエル 

（Julio Patricio Supervielle） 
Grupo Superviell CEO兼Banco Supervielle
会長（アルゼンチン）

リスク管理からレジリエンスへ
　ひとつ明らかなのは、CEOが直面している
脅威があらゆる方向から来ているということ
である。そして、これらの脅威は厳しさを増し
ながら、より速いペースで発生しており、これ
までとは微妙に違う形をとるようになってい
る。このような厳しいリスク環境にさらされて
いるCEOたちは、伝統的なリスク管理の手法
では対応し切れないことを知っている。また、
世界経済が停滞する今、好景気という上げ潮
が危機を救ってくれると期待できないことも
認識している。

前進するための唯一の道は、混乱の中を生き
残り、成功できる組織を構築することだ。敏捷
性と適応力を備えた組織は、混乱を乗り越え、
以前より強靭な組織として生まれ変わること
ができる。

　「成長し、変化しなければ、後退する。これ
は純粋な自然現象だ」 と資産運用会社ブラッ
クロックの 会 長 兼 C E O、ラリー・フィンク

（Larry Fink）氏は言う。「故に、わが社では 
大幅な改変を行った。今年は、顧客や現在の
状況への適応を進めるために、何よりも創始
者中心の企業風土を持つ会社からグローバ
ルで、できれば起業家精神に満ちた企業への
進化を完全なものとするために、会社の構造
全体を改革した。これは大きな進歩だ」

7 PwC, ‘China deals: A fresh perspective’ (October 2012).
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正直なところ、未来を予言するなど大それたことはするつもりは
ない。実際に、世界は近年、昔よりずっと速いペースで変化して
おり、そして振り返ってみると、グローバルな経済動向に関する
予想の多くが正しくなかったことが分かる。わが社では、今必要
なことをうまくこなすことだけに集中している。私たちがコント 
ロールできないことがあまりにたくさんあるので、経済について
あまり多くの予想を立てることは必要ではないし、現実的でも
ないと考えている。その代わり、さまざまな状況の中で機能でき
る強いシステムを築くことに力を注いでいる。

アレックス・C・ロー（Alex C. Lo） 
Uni-President Enterprises Corporation 社長（台湾）
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3つの方面からのアプローチ

　では、この「不確実であることが確実になっ
ている」今の時代に、自社組織をより回復力
のある状態にするために、CEOは何をやって
いるのだろうか。PwCの調査によって、彼らが
次の具体的な3つのアプローチを採用してい
ることが明らかになった。

• 機会が集中している部分を狙う：    
CEOは自社の既存市場を中心に、自社の
本業の成長を促すための厳選した少数の
イニシアティブに力を注いでいる。新たな
市場に参入すること、M&Aを行うこと、自社
の資本を分散しすぎることに対しては、慎
重姿勢を強めている。

• 顧客を重視する：   
CEOたちは、デジタルマーケティングのプラッ
トフォームを活用すること、製品およびサー
ビス開発に顧客に参加してもらうことなど、
需要を刺激し、顧客ロイヤルティを促進する
新しい方法を探している。それと同時に、研
究開発コストの削減と、革新プロセスのさら
なる効率化に向けた取り組みも進めている。

• 事業効率の改善を図る：   
CEOたちは、効率性と敏捷性の程よいバラ
ンスを模索している。価値の低下や、自社
が社外の大きな変動にさらされる事態を防
ぎながら、コスト削減に取り組んでいる。ま
た、より多くの人間に権限を委譲し、組織間
の提携を強化して資源の共有や新サービ
スや新商品の開発を進めている。

機会が集中している部分を狙う
　全体の3分の2にあたるCEOたちが、数多く
のアイデアを実行してみて、そこから弱いもの
をふるい落とすというやり方ではなく、最初か
ら検討を重ね、絞り込んだ少数のイニシアテ
ィブに力を集中させている。これは簡単に聞
こえるかもしれないが、実行するのは難しい。
各部署が当然ながら、自分たちの計画が優先

されるべきだと考えているからである。だが、
力を1カ所に集中させて攻撃をかけた方が、
多数の標的を同時に狙うより、はるかに効果
的であることを示すかなりの証拠がある。

　ある調査が4,700社を対象に、過去3回の
景気後退をどのように切り抜けたかを分析し
ている。その調査結果によると、最も優れた業
績をあげていた企業、つまり不景気を乗り越
えてさらに強くなった企業は、見るからにその
ように見える企業ではなかったという。彼らは
迅速に削減を行った企業でもなければ、野心
的な構造改革計画や買収などを打ち出して
攻勢に出た企業でもなかった。前者は、提供
する商品やサービスの質が低下し、顧客満足
度が低下していた。後者は多くのことに手を
出しすぎて効果があがっていなかった8。

　売上成長と利益拡大において、最も優れた
結果を出していたのは、短期的な生き残りの
ためのコスト削減と、長期的な成長のための
投資を絶妙なバランスで行っていた企業だっ
た。彼らは物価安を利用して、将来的な競争
力アップのために、不動産、工場、機器類を購
入していた。また、賢明なやり方で研究開発と
マーケティングに投資を行い、需要が戻って
きた頃に自社の売上と利益を拡大できるよう
態勢を整えていた9。

　今回の意識調査に参加したCEOたちも、こ
れと同じやり方で対応している。可能なあらゆ
る選択肢を比較検討し、絞り込んだ少数の対
象に賢明な投資を行い、成功の確率を最大
化するために資本を集中させている。そして、
彼らがこのように動いている理由は、それが
景気後退の局面を生き延びるための最善の
方法だと考えたからではない。それが自社の
組織をより強くすると考えているからである。

　国際的エネルギー供給企業であるNatio- 
nal Grit Group Plc.のCEO、スティーブ・ホリデイ

（Steve Holliday）氏はこのアプローチを次の 
ように総括している。「自分の会社が持つスキ
ルのいくつかを求めている国はたくさんあるは
ずで、そういうところに行けば自社の強みを発
揮できるだろうと考えがちである」とホリデイ氏
は警告する。けれども、自社が価値を提供でき
る場所を明確に認識せず、目標も絞り込んでい
なければ、多くのことに手を出しすぎて力が分
散する危険がある。「私たちは、できる範囲以上
のことに手を伸ばさないよう自分たちを非常に
強く戒めている」

8 Ranjay Gulati, Nitin Nohria & Franz Wohlgezogen, ‘Roaring Out of Recession’, Harvard Business Review 88, no. 3 (March 2010): 62–69.
9 Ibid. 

成長とは必ずしも売上の成長を指すもの
ではない。この不確実な環境では、純利益
の成長がますます重視されるようになって 
いる。
ペーター・テリウム（Peter Terium）
RWE AG CEO（ドイツ）
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図5： CEOは既存市場で本業を成長させる機会を求めている

質問： 次に挙げる潜在的な成長の機会の中で、今後12カ月間で、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？

32%

17%

17%

8%

25%

調査ベース： 全回答者（1,330名）
注： 全CEO中1％が「わからない／無回答」を選択。
出典： PwC第16回世界CEO意識調査

図6： 成長の加速している地域と減速している地域がそれぞれ分岐しつつある
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出典と調査方法： PwCによる分析、国家統計当局、トムソンデータストリーム、IMF。上の表はPwCの主要なシナリオ想定に基づいている。そのため、かなりの不確実性
があることを前提としている。

本業の成長を追求する 
　では、CEOたちは具体的に、どのような機会
の領域に的を絞っているのだろうか。約半数
が既存の市場における本業の成長に期待を
寄せている（図5）。M&Aを完了する、あるい
は新たな戦略的提携を結ぶことを計画してい
ると答えた回答者は17％しかいなかった。新
製品や新サービスの開発に目を向けている
CEOは25％だけだった。

　これは一見、CEOたちが身を低くして厳し
い時期をやりすごし、状況がよくなるのを待っ
ているかのように思えるかもしれない。だ
が、CEOたちは、事業を成長させたければ、成
長している場所に行かねばならないことも 
知っている。そのような経済クラスターが 
4つ、浮かび上がっている（図6）。

　厳しい状況にある南欧の国々は停滞して
いる。その一方で、オーストラリア、日本、北
米、EUの強い国々は、まだ不安定ではある
が、回復のきざしを見せつつある。

　成長国も分岐しつつある。中国とインドは
依然として急速な成長を続けているが、ペー
スは鈍化してきている。その一方で、東南アジ
アと中南米の一部は加速的に成長している。
このパターンは、2020年まで続くと見込まれ
ている。
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　成熟経済国と新興経済国の成長率が分岐
しており、各市場にそれぞれ非常に独自な機
会と脅威が存在している。そのような状況下
で、CEOたちは全てのクラスターについて、そ
のクラスターならではの機会を探し求めて 
いる。

　CEOたちが目指す海外市場トップ10のう
ち、5つが成長市場であることも、そのうち4つ
がBRICS諸国であることも驚くにあたらない 

（図7）。しかし、インドネシアが今回初めてトッ
プ10入りしたことから、CEOたちが経済勢力の
分布に起きている、より微妙なシフトを敏感に
察知していることがわかる。

　インドネシアは成長が加速している国の中
で最も成長ペースの速い国であり、今後3年
間の実質GDP成長率は年6.2％のペースで伸
びると予測されている10。2050年には、インド
ネシア経済が、購買力平価（PPP）換算で、ドイ
ツ、フランス、英国より大きくなる可能性があ
る11。過去12カ月間だけ見ても、インドネシア
の株式市場では株価が12.6％上昇した12。ま
た、インドネシア政府は負担がかかりすぎて
いる自国のインフラ改善に向け、大規模なプ
ログラムに着手している13。

　ほかにも、メキシコ、タイなどの新興市場が
優先市場として、CEOが目指す市場トップ10
に迫る勢いを見せている。メキシコは特に強
い。2050年には、購買力平価換算で、世界第
7位の経済大国になる可能性がある14。

　また、アフリカに注目するCEOも増えてい
る。たとえばネスレはアフリカを、今後10年か
ら20年間において食品産業にとって最も有
望な市場の一つと考えている15。ポルトガル
に拠点を置くテクノロジー企業、エファセス 
キャピタルSGSP SAのCEO、ジョアン・ベント

（Joao Bento）氏は、「わが社は中南米、南アフ 
リカ、マグレブ諸国や、インドなどの成長経済国
にも進出している」と語っている。

　米国は昨年と同じく、CEOたちが目指す海
外市場トップ10の第2位にランクインしてい
る。トップ10入りを果たした成熟経済国5カ国
は、いずれも成長しているが、混乱の影響を
受けやすく、失速する可能性がある。ただ、こ
れらの市場はG7加盟国の5カ国であり、あまり
に巨大なため無視できない。米国、日本、ドイ
ツは2050年に購買力平価換算による世界経
済大国トップ10内に、カナダと英国はトップ
20内に残ると予測されている16。

　また、2050年までにE7諸国はGDPの規模
と成長においてはG7加盟国を追い抜くが、 
1人当たりのGDPではG7加盟国にはまだはる
かに及ばないと予測されている17。つまり、大
規模な成熟市場にはより豊かな消費者がいる
ということになり、結果的に高付加価値の商
品やサービスにとって、これらの国々は魅力的
な市場であり続けるだろう。
　欧州に関するCEOたちの意見はまちまちで
ある。一部のCEOは、成長が停滞している国

10 PwC projections. 
11 PwC, ‘World in 2050’ (January 2013). 
12 Daniel Inman, ‘Southeast Asia’s Growing Appeal’, The Wall Street Journal (3 December 2012), http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324020804578151761632189982.html#mod=djemITPE_t 
13 Eric Bellman, ‘Indonesia Boosts Infrastructure Investment’, The Wall Street Journal (7 December 2012), http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323501404578165794187322794.html 
14 PwC, ‘World in 2050’ (January 2013).
15 Caroline Scott-Thomas, ‘Nestlé eyes big food industry opportunities in Africa’, Food Navigator (26 November 2012), http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Nestle-eyes-big-food-industry-opportunities-

in-Africa
16 PwC, ‘World in 2050’ (January 2013).
17 Ibid

図7： CEOが目指す海外市場トップ10に入った国の半数が成長市場である

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？
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調査ベース： 全回答者（1,330名）
出典： PwC第16回世界CEO意識調査

々も含め、欧州には可能性があると考えてい
る。「そのほか（西欧）の人々は、労働時間を減
らし、早 と々リタイアするべきだと考えてきた。
けれども、そうできるだけの経済的余裕はな
いかもしれない。つまり、西欧には重大な構
造的問題があると思う」と、トルコの民間投資
会社TurkvenのCEO、セイモア・タリ（Seymur 
Tari）氏は言う。

　スイスの工業部品メーカー、Georg Fischer 
Ltd.の社長兼CEO、イブ・セラ（Yves Serra）氏
はもっと前向きな意見を持つ。「わが社は成長
の可能性が見える場所に力を集中させてい
る。たとえばアジアと米国は、少なくともわが社
の製品にとっては成長の可能性があり、欧州
の一部のセクターも期待できる。それ故、世界
市場の様相はここまではよく、ここからはダメと
いう具合にくっきりと二分されているわけでは
ない。欧州にも必ず、成長できる地域があるは
ずだ」

　海外市場への流れは一方通行ではない。
成熟市場に拠点を置くCEOたちはさまざまな
成長市場に注目しているかもしれないが、成
長市場に拠点を置くCEOたちも同じく、海外進
出に意欲的である。たとえば、アジア太平洋の
CEOの33％、中東のCEOの19％が米国に照
準を定めている。また、中南米のCEOの27％、
アフリカのCEOの18％が中国を狙っている。
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私が思うに、われわれがやるべきことは注意深く成長機
会を探すことだ。たとえば「あれは新興市場だからうまく
いくはずだ、こっちは成熟市場だから難しいだろう」と考
えれば簡単かもしれない。しかし隠れている成長の機会
を掘り起こさねばならない。どんな市場にも成長の機会
が存在する。ただ、細かく見ていかねばならない。

アリソン・クーパー（Alison Cooper） 
Imperial Tabacco Group  
Chief Executive（英国）
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顧客を重視する
　分野を問わず、実に多くのCEOたちが挙げ
ていた目標が一つある。それは顧客基盤を拡
大することである。実際に、回答者の51％が
顧客基盤の拡大が来年の投資の優先事項の
トップ3に入ると回答した。 

　これは不思議なことではない。以前と変わっ
た点は、今のCEOたちが前より小さく、的を絞
り込んだ成長戦略に力を注ぎながら、顧客を
増やそうとしていることである。これは現在の
経済状況においては容易なことではない。不
景気は一部の事業と消費者に大きな打撃をも
たらした。とりわけ富裕な国ほど受けたダメー
ジが大きい。2000年から2011年の間に、成
熟市場における消費者支出は年間わずか 
2.1％しか増加していない。だが、成長市場に
おける増加率は5.7％と、ずっと堅調であっ 
た18。

　消費の量とパターンが国によって大きく違
うことも事態を難しくしている。成長経済国に
はいくつか共通した特性があるが、その一方
で重要な側面に違いがある。これらの国々が
発展を続ける中で、こうした違いが大きくなっ
ていく可能性が高い。たとえば、一部の成長
国は消費国よりも、生産国という色合いが最
も強い（図8）。 

　消費者の購買力と好みは国内でも、国に 
よっても大きく異なる場合がある。このような
まったく違う好みに合わせるためには、現地
の環境を深く理解しなければならない。「全て
は顧客から始まる。彼らが何を欲しているか、
どこに向かっているのか、そして何よりも、将
来何を求めているのかを深く、しっかりと理 
解することだ」International Flavors & Fra- 
grances, Inc.の会長兼CEO、ダグラス・Ｄ・タフ
（Douglas D. Tough）氏は言う。

　「わが社では世界中の消費者にインタビュー
を行って、信頼のおけるデータベースの構築
を図っている。また、ある一つの国のデータを
もとに、世界の状況を推定するとはしない」。
だが、多国籍企業には明らかなリスクがある。
彼は次のように続けた。「多国籍企業は現地
のニーズにうまく適応しなければならない」。
現地や地域の企業との競争も激しさを増し続
けている。

図8： 成長市場の全てが消費者主導の経済ではない
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注： 点線は平均値を表している。
出典： PwC の分析、国連の人口統計.

18 PwC, ‘Introducing the PwC Global Consumer Index’ (October 2012), http://press.pwc.com/GLOBAL/global-consumer-spending-slowdown-eases.-pwc-releases-first-ever-global-consumer-index-
gci/s/bc11166a-cd72-4ea7-93fa-c167d10a5cb5

わが社ではビル建設、省エネ技術、環境に
やさしい材料の各分野における最新のトレ
ンドの最先端に居続けられるよう、不動産
部門の動向を注意深く常に観察している。
顧客の要望に応え、わが社が建設したビル
内に、即入居できる集合住宅を設置する取
り組みを進めている」
ヴァレンティーナ・スタノヴォーヴァ

（Valentina Stanovova）,  
Capital Group
上席副社長（ロシア）

　実際に、今回の調査に参加したCEOの約半
数が、個人消費パターンの変化をビジネス上
の重大な脅威と見ていた。そして、こうした変
化に迅速かつ効果的に対応できることが不
可欠であると考えている。

　招商銀行の行長兼CEO、馬蔚華氏の言葉は
この立場をとりわけ見事に表現している。「わ
れわれのような商業銀行はサービス機関なの
で、顧客需要の変化は極めて重要な意味を持
つ。お客を満足させることができない料理人
が解雇されるのと同じく、顧客がいなければ、
サービス機関は存続できない」
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顧客を味方につける
　CEOたちの今後12カ月に向けた計画にお
いて、需要を刺激し、顧客ロイヤルティを育成
するための新たな戦略が重要な役割を果た
しているのは当然のことである。82％もの回
答者がこの点に関して変更することを計画し
ており、31％が大幅な改変を行うことを検討
している（図9）。 

　わかりやすい方策としては、新しく登場して
いるマーケティングのプラットフォームを活用
することがある。大多数の組織はこれまで、市
場調査、競合ベンチマーキングなどの手法を
用いてきた。だが、これらの情報源が教えてく
れるのは顧客の集団としての行動だけである。

　デジタルの世界はそうではない。ソーシャ
ルメディアサイト、ブログ、ユーザーの口コミ
や、そのほかのデータを探して解析すること
により、企業は個々の顧客の考えや、求めてい
るものを知ることができる。こうして得た洞察
を武器に、特定の顧客セグメントに合わせた
製品やサービスの開発や、より個別化された
マーケティングメッセージを発信できるだけ
でなく、ブランドの強化も可能になる。CEOの
4分の3が技術投資を増加させると回答した
理由はここにあるだろう。

図9： 顧客を増やし、定着させることが重要な優先事項の一つである

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？
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調査ベース：全回答者（1,330名）
出典： PwC第16回世界CEO意識調査

19 Bryan Urbick, ‘Innovation Through Co-creation: Consumers Can be Creative’, Innovation Management (26 March 2012), http://www.innovationmanagement.se/2012/03/26/innovation-
through-co-creation-consumers-can-be-creative/

わが社にはさまざまなステークホルダーがいるが、この中でいちばん重要なのは、何と言
っても顧客である。顧客によいサービスを、つまり適正な料金、高い信頼性、質の高い顧
客サービスを提供できなければ、確実に困った事態に陥ることとなる。
アンドリュー・ブラドラー（Andrew Brandler）  
CLP Holdings Ltd. CEO（香港）

　顧客との関係を強化する方法は、彼らと意
思疎通を図ることだけではない。彼らと共同
で新製品や新サービスの開発を行う方法や、
顧客が購入した製品やサービスをもっと楽し
く、あるいは効率的に使えるように手伝うやり
方もある。ボーイング社はこの二つのうち、1番
目の方法を完成させた。同社は新型機を設計
する際に、各航空会社や、頻繁に航空機を利
用する顧客などの意見を聞いている19。音楽
のストリーミング配信サービスを提供するス
ポーティファイは、2番目の方法を完成させ
た。同社は定期サービスのユーザーにプレイ
リストのカスタマイズを推奨し、自社と顧客の
双方にとってプラスになるように商品および
サービスのラインナップ拡充を図っている。
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混乱を最大限に活用する
　革新（イノベーション）は一般に、顧客の獲
得と定着を図る上で最も重要な要素の一つ
である。ところが、多くのCEOの計画の中で、
革新の優先順位は驚くほど低かった。今年の
優先的投資対象の中で5位である。回答者の
67％が自社の研究開発能力の増強を計画し
ていたが、大幅な改変を行う予定にしている
CEOはわずか17％しかいない。 

　一部のCEOが研究開発への投資拡大に消
極的なのは、効率化に力を注いでいるためだ
ろう。だが、データを細かく見てみると、地域に
よって大きな差があることもわかる。アフリ
カ、アジア太平洋、中南米のCEOは、そのほか
の地域のCEOより、自社の研究開発能力の増
強を計画していると回答した割合が多い。お
そらく、これらの成長国はまだ他国の企業に
追い付こうとしているためだろう。

　それでもCEOたちは、革新には必ず投資が
必要であることを知っている。だからこそ多く
の大手企業は、自社のビジネスモデルの段階
的改変やより根本的な改革も含め、革新のプ
ロセス自体により創造性に富んだアプローチ
を取り入れている。そうすることで、競合他社
からの脅威や顧客需要の変化に対し、より敏

捷かつ的確に対応できるようになることを目
指している。

　フィンランドに本拠を置く国際的通信情報
技術会社、ノキアがその好例である。「われわ
れは破壊することを非常に重視している。自
分たちを揺り動かし、この業界に確立されて
いる流れを破壊して、新たな戦略、製品、組織
の管理法を掲げて前進し、競合他社に遅れを
とらないようにする。いやそれどころか、競合
他社が追い付けないほど進化のペースを加
速させるのだ」と同社の社長兼CEO、ステファ
ン・A・エロップ（Stephan A Elop）氏は言う。

　「破壊を促進する上で最も大切なことは、
独特で（他社と）差別化できる消費者経験を
重視することだと考えている。わかりやすく言
えば、『これまでできなかったことができるよう
にするために、私たちはどうお手伝いすれば
よいのか』ということだ。これまでにあった破
壊のパターン、とりわけ技術分野における破
壊を見てみると、その多くが的を絞った単純
なものであり、これまでにできなかったことを
可能にしたり、より迅速または効率的にできる
ようにしたものであった。わが社が現在力を
注いでいるのが、そうしたタイプの革新であ
る」と同氏は語る。

あらゆる企業の成長のカギを握るのが人
材であり、2番目に重要な要因が研究開発
である。 
カレン・アグスティアワン （Karen 
Agustiawan）  
PT Pertamina （Persero）社長取締役兼CEO 

（インドネシア）

…私たちは顧客を満足させる以上のことを
したいと考えている。顧客を喜ばせたい。
彼らの期待を超えたいのだ。わが社は顧
客サービス面で卓越した企業だと見られ
ている。けれども、わが社の主な革新は[小
売店で販売する]製品ラインナップにあり、
それらを市場に迅速に提供できることに 
ある。
ホセ・ガロ（José Galló）,  
Lojas Renner CEO兼役員（ブラジル）
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全てが顧客から始まる。彼らが何を欲しているのか、ど
こに向かっているのか、そして何よりも、将来何を求め
ているのかを深く、しっかりと理解することだ。

ダグラス・D・タフ（Douglas D Tough） 
International Flavors & Fragrances, Inc. 
会長兼CEO （米国）
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事業効率の改善を図る
　明確に定められた投資パラメーターの下
で厳しい顧客成長目標を達成するプレッシャ
ーにさらされているCEOたちは、自社の運営
のあり方を変えねばならないことを認識して
いる。回答者の約半数が、事業効率の改善を
今年の優先的投資対象トップ3の一つに挙げ
ていた。 

　スウェーデンに拠点を置く国際投資会社
Industrivärden AB社の社長兼CEO、アンデル
ス・ナイレン（Anders Nyrén）氏が私たちに語っ
たことは多くのCEOの考えを代弁している。「グ
ローバル経済と世界全体の生活のペースがあ
らゆる面で加速している現在、私たちは全ての
ことをもっと敏捷かつ効率的に行う必要があ
る。会社の経営もその一つだ。事業を合理化
し、できる限り身軽になって、市場状況の変化
により迅速に対応できるようになることが極め
て重要なのだ」

適正なバランスを見出す
　コスト削減は依然として重要な課題であ
る。過去12カ月にCEOの77％がコスト削減の
ためのイニシアティブを実施しており、70％
が今後12カ月間に実施を予定している（図 
10）。しかし、彼らはやみくもに鉈をふるってい
るわけではない。効率とほかの戦略的目標の
バランスをうまくとろうと努めている。ロシアの
Promsvyazbank（PSB）のCEO、アルテム・コン
スタンディアン（Artem Konstandyan）氏は次

のように語る。「ダウンサイジングすれば、それ
で目標達成というわけではない。わが社では
事業の効率化と従業員の業績向上を図るべ
く努力を続けている」

　例を挙げて説明しよう。東南アジアと日本
を津波が襲った後に、多くの企業が気づいた
ことがある。これまでサプライチェーンの効率
を最大限まで高めようと進めてきた取り組み
のせいで、混乱に対応する能力が大幅に損な
われてしまったことである。今日のCEOたち
が、この経験から教訓を得ていることは明ら
かだ。50％がサプライチェーンの多様化を進
め、調達先を増やしている。

　CEOたちは同時に、コストを削減する過程
で不用意に価値の低下を招くことを警戒して
いる。人員削減は明らかに、期待に反する結
果を招きかねない行為である。回答者の25％
が過去12カ月間に従業員数を同レベルに 
保っており、それどころか48％が増員してい
たのは、おそらくこのためだろう。また、CEOの
77％が来年、人材を管理するための戦略変
更を予定しているのも、この理由によると思わ
れる。適切な訓練を受けた、やる気のある従
業員なしでは、新規顧客を獲得し、定着させる
ことは不可能であることを、彼らは認識して 
いる。

あらゆる取り組みの根本にコスト削減の考
えを置くことにより、わが社を実際により創
造的かつ、革新的にするのだ。
アイリーン・オマール（Aireen Omar）  
AirAsiaCEO（マレーシア）

根本的な成長動向は緩慢なものになるだ
ろう。故に、これらの市場において、とにかく
競合他社を上回る必要がある。これが、わ
が社がコストを抑制しなければならない
理由の一つでもあるのだ。
マルティン・ブレッシング（Martin Blessing） 
Commerzbank AG 専務取締役会理事（ドイツ）

・・・わが社は自分たちが事業をどのように
運営しているかを真剣に調べる必要に迫ら
れ、そして自分たちのこれまでのやり方を
壊す準備をするにはどうすべきかを学ばね
ばならなかった。故に、厳格、官僚的、手続
き重視になりすぎるのではなく、時に社内
から離れて外部から組織を見つめながら
も、社内に事業の運営のやり方に疑問を呈
する新しい部門を設立し、そこで学んだこと
を自社の事業の伝統的な部分に拡大して
いく必要があった。
アレックス・アリーナ（Alex Arena） 
HKT Ltd. グループ  
業務執行取締役（香港、中国）

図10： 2013年にCEOが実施を予定している組織再編の取り組みの中で、コスト削減が第1位に

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？

70% 47% 31%

調査ベース： 全回答者（1,330名）
出典： PwC 第16回世界CEO意識調査
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20 Pankaj Ghemawat & Sebastian Reiche, ‘National Cultural Differences and Multinational Business’, Globalization Note Series, 2011. 
21 Karen L. Newman & Stanley D. Nollen, ‘Culture and Congruence: The Fit Between Management Practices and National Culture’, Journal of International Business Studies 27, No. 4 (4th Quarter, 

1996), pp. 753-779. 

私は（組織の）あらゆるレベルで、オープン
さと協力に立脚した管理スタイル、つまり
ヒエラルキーに常に従ったり尊重したりす
る必要のないスタイルのほうをより好む。
いつも柔軟さを保てるリーダーシップが優
れていると信じている。
サンドール・ツァニー（Sándor Csányi） 
OTB Bank Plc. 会長兼CEO（ハンガリー）

図11： 取締役のみならず、より多くの管理職を戦略的意思決定に巻き込むことが、経営幹部社員育成に最も効果的という結果が出ている

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？　　　　　　　　　　　

質問： 一つでも「はい」をお選びの方に伺います。あなたが実施している方策は、どの程度の効果がありますか？

0

20

40

60

80

100

%

37

58
61

62
69 71

79

11 13

22 22
19

24

33

調査ベース： 全回答者（1,330名）
出典： PwC 第16回世界CEO意識調査

より多くの人々に権限を委譲する
　実際のところ、一部のCEOはもっとずっと先
を行っている。彼らは組織がより敏捷かつ迅
速に動けるように、自分たちの権限を拡大して
いる。従業員全員を戦略的意思決定に巻き込
んでいるCEOは31％しかいなかったが、自社
の経営幹部社員育成（リーダーシップパイプ
ライン）の一環として、戦略的意思決定に取締
役会レベルより下のマネージャーを巻き込ん
でいると回答したCEOは79％いた。大部分の
CEOが、このやり方を後継者育成の最善の方
法だと考えている（図11）。 

　「わが社には決まった仕事のやり方もなけ
れば、全ての疑問を持ち込まねばならない、
あらゆる権限が集中した箇所もない」アラブ
首長国連邦に拠点を置く国際的エネルギー
企業、TAQAのCEO、カール・シェルドン（Carl 
Sheldon）氏は言う。「その代わり、わが社では
従業員に権限を与える企業風土を育成し、一
定の価値観を共有している環境の中で、従業
員に行動を起こす自由を与えるアプローチを
とっている。これが驚くべき強さ、柔軟性、敏
捷性をもたらしている」

　そうは言っても、行動には地域によって明
確な違いがある。北米のCEOは、中欧や東
欧、アジア太平洋、中南米に本拠を置く企業
のCEOに比べ、従業員を戦略的意思決定に
加わらせる可能性がはるかに高い。中間管理
職を戦略的意思決定に巻き込む確率も高か
った。

　このような行動の違いは明らかに、意思決
定の方法における文化の違いを反映してい
る。平等主義の色合いが相対的に濃い文化
に属しているCEOは、相対的にヒエラルキー
的性格の強い文化に属するCEOよりも、参加
的なアプローチをとっている傾向が強い20。
ところが、ヒエラルキー的性格が弱い文化で
は、参加型経営が収益性の向上をもたらす
可能性があるが、ヒエラルキー的性格が強
い文化では、収益性の低下をもたらすことが
ある21。よって、文化によって異なる意思決定
スタイルを用いることは、ビジネス的に理に
かなっている。
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買収に加え、共有化の取り組みが
増加
　変化しているのは組織内における経営幹
部と従業員の関係のあり方だけではない。組
織が互いに関わり合う方法もまた変化してい
る。今回の調査に参加したCEOの約半数が今
後12カ月のうちに、新たなM&A、合弁・共同
出資事業を実施するつもりであると回答し
た。これは過去4年間のパターンとほぼ同じ
である。

　ところが、世界経済危機が始まって以来、グ
ローバルな企業M&A活動は大幅に減少して
いる。ただ、鉱業、電力、通信など、一部の部門
のCEOは来年、M&A活動への投資の優先度
を高めている割合がほかの部門よりはるか
に大きい。

　それでも、2012年上半期に完了したM&A
取引の総額は、2007年前上半期の取引総額
の半分以下である22。CEOたちが慎重になっ
たことを示すもう一つの証拠は、2012年に実
施された取引の4分の3が全額現金によって
行われていることである23。

　それでも、一部の企業は多額の資金を溜め
込んでいる。米国企業には約1兆7,000億ド
ルの内部留保金がある24。カナダ企業は約
3,000億ドルを保有している25。また、英国企
業も7,200億ポンドの内部留保を蓄えている
26。今回の調査に参加したCEOの約3分の2も
今後12カ月間に、設備投資を増やすことを予
定している。このことから、彼らには自分の計
画に費やす十分な資金がある、あるいはそれ
だけの資金を調達できる自信があることがわ
かる。つまり、資金力に問題があるわけでは
ない。では何が問題なのだろうか。

　私たちは、M&A活動が減少したのは、優先
事項が大きく変わったためではなく、現在の
不確実性の度合いが高いせいだと考えてい
る。だが、企業が提携またはネットワークを構
築することで「共有化」に向かって動いている
傾向も見える。CEOたちはアマゾンやアップ
ルなどの企業に刺激され 、企業はもはや 

「設立するか、または買収するか」という伝統
的な選択肢に縛られていないことに気付いて
いる。

　同じ業界または隣の業界のほかの組織と
協力することで、商品やサービスを共同開発
したり、共通のインフラを活用したり、顧客を
共有したりできるようになり、新たな事業の機
会が生まれる。また、M&Aよりもはるかにリス
クも低くなる。先払いによる多額の投資を行
う必要がなく、買収先の企業を統合し、利益
を出すまでに必要な数年間の支出も要らな
いからである。

　そうは言っても、M&Aが全く必要ではなく
なったという意味ではない。それどころか、あ
る調査によって新たなリソースの獲得を複数
の 手 段 を 通じて 行って い る 企 業 は 、提
携、M&A、社内での育成・開発のいずれか一
つの手段のみに頼っている企業に比べて、5
年以上存続する可能性がはるかに高いこと
が明らかになっている27。

　しかし、ほかの企業を買収するのではなく、
提携を結ぶことが組織に与える影響はかなり
大きい。優れたネットワークの構築に求めら
れる特性は、買収をうまくやってのけるために
必要な特性とは大きく違う。これらの特性の
中で最も重要なのが、提携を成功させるため
に必要な高いレベルの協力である28。

わが社の革新は、グローバルな提携による
取り組みや、社内からの激励によってもた
らされている。また、権限の委譲、分権化、
研究開発プログラムと製品開発のための
新しいアイデアを促進する奨励策なども技
術革新を促している。
A・M・ナイク（A・M・Naik） 
Larson & Toubro Limited  
代表取締役会長（インド）

22 mergermarket H1 round-up report (July 2012).
23 mergermarket 2012 round-up report (January 2013). 
24 Federal Reserve, ‘Flow of Funds Accounts of the United States’ (June 2012). 
25 ‘Dead money’, The Economist (3 November 2012), http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21565621-cash-has-been-piling-up-companies’-balance-sheets-crisis-dead 
26 Michael Izza, ‘Business Confidence research suggests recovery has not yet taken hold’, ICAEW (5 November 2012), http://www.ion.icaew.com/MoorgatePlace/25687
27 Laurence Capron & Will Mitchell, Build, Borrow, or Buy: Solving the Growth Dilemma (Harvard Business Review Press, 2012).
28 PwC, ‘Creating successful alliances and joint ventures’ (2012).
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わが社の戦略的優位性の重要なポイントは、他社との提
携を通じて生産を「巧みに編成」し、バリューチェーンを
設計できることにある。このおかげで、迅速かつ効率的
な規模の拡大や縮小が可能となる。わが社の組織構造に
十分な流動性を持たせ、需要の変化に素早く対応できる
ように努めている。

ペルッティ・コルホーネン（Pertti Korhonen） 
Outotec Oyj 社長兼CEO（フィンランド） 
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大切なのは信頼

図12： ステークホルダー（利害関係者）の数と影響力が増加

質問： 次に挙げる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？
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調査ベース： 全回答者（1,330名）
出典： PwC 第16回世界CEO意識調査

　ここまで、CEOたちが自社組織の敏捷性、魅
力、収益性を高めるために行っていることを
解説してきた。CEOたちは、この三つの目標を
うまく達成し、連携させていくためには、ビジ
ネスと社会の間をもっとうまく橋渡しする必
要があることを知っている。また、社会の課題
に対応し、本社を置いている国で得られる成
果を高める上で、ビジネスが果たし得る重要
な役割も認識している。

　今回の世界経済危機と一部の企業がとっ
た問題のある行動が、あらゆる種類の組織に
対する信頼を大きく傷つける結果となった。
これがさまざまな組織のブランド価値や業績
に影響を与えている。CEOは当然ながら不安
を抱いていた。回答者の37％が、自分たちの
業界における信頼の欠如が、自社の成長を危
うくしかねないと問題視している。彼らは、世
間の信頼がなければ、顧客との距離を縮める

ためにどのような取り組みを行っても、うまく
行かないことを知っている。

　信頼は確かに顧客関係に不可欠な要素の
一つである。だが、それだけではない。信頼は
組織や、そのステークホルダーを一つにまと
める接着剤でもある。そして、ステークホル 
ダーは今、これまでにない数まで増えている。
しかも、ソーシャルメディア革命により、こうし
たステークホルダーの多くがこれまでになく
大きな影響力を持つようになっている。

　CEOたちはこのことを認識している。顧客、
競合他社、各政府や規制当局を最も大きな
影響力を持つステークホルダーと見なす一
方で、従業員、サプライヤー、投資家、地域コ
ミュニティなど、そのほかのステークホルダー
のことも決して軽視していない（図12）。

　「わが社は上場会社なので、四半期ごとに成
長していることを証明し、利ざやを拡大してい
かねばならない。市場がそれを見たがってい
るからだ。けれども、わが社は決してそれだけ
の企業ではない」メキシコの建築施工会社ICA
のCEO、アルフォンソ・クィンターナ（Alonso 
Quintana）氏は語る。「わが社は、単に経済的
な視点から見える以上に、はるかに多くの人々
とステークホルダーに大きな影響を与える企
業だ」

人々を安心させる要素の第1位が透明性
である。株式を公開している企業であるわ
れわれにとって、透明性を維持することは、
必ず果たさねばならない義務なのだ。わ
が社では顧客のニーズを理解するため、
彼らと交流を続けている。全てが関連し 
合っているのだ。
ジョン・コスタス博士 （Dr. Jhon Coustas）
Danos Corporation 社長兼CEO（ギリシャ）
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社内から始める取り組み
　では、今回調査したCEOたちは信頼を取り
戻すために何をしているのだろうか。彼らは社
内から取り組みを始めている。全体の56％、中
東では72％、アフリカでは76％を上るCEOた
ちが今年、社内に倫理的行動の文化をサポー
トする取り組みを大幅に増やすことを計画し
ていた（図13）。これは理にかなった出発点で
ある。顧客との接点が多ければ多いほど、ある
いは意思決定の権限が多数に委譲されてい
ればいるほど、組織は従業員一人一人の行動
の影響を受けやすくなる。

　強力な倫理観をベースとして事業を築くた
めに必要なことの一つは、従業員の価値観と
働いている組織の価値観の一致を図り、共通
の、かつ社会に役立つ目的意識を構築するこ
とである。また、規則に基づくアプローチではな
く、原則に立脚したアプローチに変えていくこと
も必要だ。すなわち、コンプライアンス（遵守）
の文化を、従業員が自分たちのために正しいこ
とをする文化に進化させることである。

図13： 非財務面のさまざまな優先事項にCEOが注目している

質問： 今後12カ月間に、貴社は次に挙げた項目について、どの程度力を入れようとしていますか？
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調査ベース： 全回答者（北米=227名、中央および東欧=95名、中東=32名、アフリカ=50名）
出典： PwC 第16回世界CEO意識調査

夢見るだけでは利益は生まれない。人間に
は目的意識が必要だ。夢を語るまでは行か
なくても、目的意識を植え付けることをしな
ければ、特に難しい時代には、行動を起こ
し、創造し、意欲をかきたてる方向に人々
を鼓舞することはできない。 
ジャン＝パスカル・トリコワール 

（Jean- Pascal Tricoire）
Schneider Electric SA社長兼CEO（フランス）

　これを達成するための重要な要素は、企業
と従業員の関係である。自社の戦略に従業員
が大きな影響力を持つと回答したCEOの4分
の3以上が、従業員の関与を促すプログラム
を強化していると述べている。

　しかし、社内で取り組むべき課題は、組織文
化だけではない。全体ではCEOの50％、中東
では72％が労働力の多様化と統合を図ること
を計画している。マレーシアのエアアジア社は
その一例である。

　「わが社は多種多様な背景や文化を持つ人
材を採用している」と同社のCEO、アイリーン・
オマール（Aireen Omar）氏は言う。「私たちは
互いを理解し合い、尊重し合うと同時に、いつ
もアイデアを共有し、会社全体のためにベスト
なやり方を考えている。また、異なる文化と背
景を持つさまざまな国で事業を展開している
にもかかわらず、私たちは同じ企業文化の中
にあるチームとして、効率的に働くことができ
ている」
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図14： CEOたちは熟練労働力の創出と育成を、企業と政府が共同で取り組むべき最も重要な課題と捉えている

質問： 今日、政府が解決を優先すべき課題は、次のうちどれでしょうか。優先すべきものを3つまでお選びください。
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調査ベース： 全回答者（1,330名）
出典： PwC第16回世界CEO意識調査

　多くのCEOが、本社を置く国における幅広
い意味での成果を向上させることも目指して
いる。今後3年間に、61％が熟練労働者の創
出と育成のための投資、45％が労働者の健
康維持に向けた投資の拡大を予定していた 

（図14）。これらの取り組みをもたらしている
要因の一つが人口統計であることは明らかで
ある。また、成熟経済国で医療費が増加して
いることと、成長経済国において国民が医療
に求める期待が高まっていること が、従業員
の健康を重視する姿勢に拍車をかけている。

　中東とアフリカのCEOがとりわけ野心的な
目標を設定している。中東では81％、アフリ
カでは86％が従業員向け訓練に対する投資
を増やすことを計画している。また中東の
CEOの75％、アフリカのCEOの72％が従業
員の健康維持に向けた投資拡大を予定して
いる。北米では医療保険が、被雇用者が受け
られる最大の特典の一つであり、北米の全回
答者の半数以上も従業員向け医療プログラ
ムへの投資を増やすことを予定している。

　CEOたちは、従業員の待遇をよくすること
が好循環を生み出すことを知っている。従業
員に対する面倒見がよいという評判を持つ

29 Econsultancy, ‘Social Media Statistics Compendium, Global’ (November 2012). Marketers were asked to indicate the two most important uses of social.

外の世界との関係
　CEOの大多数が、影響力があると見ている
ステークホルダーとの関係強化を図ってい
る。ソーシャルメディアはツールとして重要性
を増しているが、多くの企業はソーシャルメ 
ディアを顧客の関与を促すチャネルというよ
り、ブランド認知度を高める手段と見ている度
合いが強い。たとえば、ある調査によると、ソー
シャルメディアを利用している企業の64％が
自社ブランドの認知度アップを目的としてお
り、顧客サービスのために利用している企業
はわずか25％であった29。自社の顧客の多く
がソーシャルメディアを利用しているにもか
かわらず、CEOたちはソーシャルメディアの 
ユーザーの影響力は顧客よりずっと低いと考
えているが、その理由は、ここにあるのかもし
れない。

　社外に注目してみると、CEOの約半数が来
年、自社が環境に与える悪影響の削減に向け
た取り組みを強化することを計画している。ま
た、41％が非財務面のリポーティングを強化
することを計画している。こうしたリポーティン
グは企業の真価や企業が社会にもたらしてい
る価値をより詳しく反映していることが多い。

企業はそうでない企業に比べ、有能な人材を
雇用し、定着させやすい。また、自分が大切に
されていると感じる従業員は、そうでない人
々に比べ、自分の会社のことをより好意的に
語る。このことが今日ほど重要になった時代
はない。今の世の中では、不満を持つ従業員
が、ツイッターで1度つぶやけば、無数の顧客
に発信できるからである。

　CEOたちはまた、自社の商業的利益を促進
する、そして持続可能な事業環境を構築する
という二つ目的のために、政府と協力するこ
との重要性も強く認識している。彼らは熟練
労働力の創出を、こうした政府と企業の共有
責任の一つと捉えている（図14）。

　CEOの3分の2近くが、政府が金融部門の
安定性の確保と、国の強いインフラ構築にも
中心的な役割を果たすべきだと考えている。
だが、政府がこれらの難題にこれまで、どの程
度うまく対応してきたかについては疑問を抱
いていた。しかし、民間部門の成功と公共部
門の成功との関係がますます深まっている
中、企業と政府が誠実かつ効率的に協働する
ことがこれまでになく重要になりつつある。
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混乱の中を生き残り、成功する
　結論として、信頼は、CEOがリスク管理から
回復力重視へと移行する中で、達成したいあ
らゆることに必要不可欠な条件なのである。
適切な機会を狙う、顧客の需要とロイヤル 
ティの強化を図る、事業効率を改善すると 
いった企業の取り組みは、企業側にステーク
ホルダーと信頼関係を構築する能力がなけ
れば効果を発揮しない。

　CEOたちは、自社の戦略を、経営幹部から
始める社会的権限の強化に合わせて変更し、
より敏捷で、適応力があり、打たれ強い組織
を構築する必要性を認識しつつある。

　このためには、既存市場および新たな市場
全体で多様化が進んでいるステークホル 
ダーのニーズの変化を深く理解して、彼らを
巻き込み、力を与えるための投資を行わねば
ならない。共有のビジョン、価値観、目標を掲
げた信頼関係のネットワークが、強くかつ柔
軟な生態系を生み出す。このような生態系は
混乱の中を生き延びるだけでなく、繁栄する
ことができる。

リスク管理から回復力へ
• あなたは事業に関する意思決定を改善し、自社が進んでいる方向を必要があれ

ばいつでも調整できるように、長期的な計画と戦略を、即時的な手段でどのように
補完していますか？

• 刻々と変化する環境の中で、効率的に予測して職務を遂行し、シナリオ設計を理
論上の演習から、現実世界の意思決定を行うものに変えるにはどうすればよいで
しょうか？

• あなたの会社のリスク管理システムに、戦略的およびシステミックリスク重視の要
素を加え、組織とより幅広いネットワーク全体に正しい行動と文化を確実に浸透
させるためにはどうすればよいでしょうか？

適切な機会を狙う
• 適切な投資イニシアティブを選ぶことが成功には欠かせません。厳しい時代には

とりわけ重要です。あなたの投資が、最大の価値をもたらす対象を狙って確実に
行われるようにするために、どのような判断基準を用いるべきでしょうか？

• 成長市場の機会は非常に微妙であり、見抜くのが難しいことに企業は気づき始め
ています。あなたはこれらの多様で分岐化した市場において、新しい機会と確立し
た機会を含め、そこにある具体的な機会をどのように評価していますか？

• あなたの会社が成熟市場における機会を効果的なやり方で評価し、特定の部門
やセグメントを成長の機会を見出せるだけの深さまで掘り下げているかどうかを、
どのように確認しますか？

顧客を重視する
• 企業は顧客重視の姿勢を変えていません。ただ、コストをより重視するようになっ

ています。それは顧客も同じです。非常に多くの違いを内包し、変化し続ける市場
で成長の機会を発見するためには、市場をどのように狙うのがいちばんよいで 
しょうか？

• 世間には、顧客に関する情報が山のようにあふれています。あなたの市場全体に
ついて、こうしたデータをどのように取り込み、標準化すればよいでしょうか？また、
変化する購買者の好みを把握し、顧客ロイヤルティを強化するために、貴社のIT
システムをどう変更すればよいでしょうか？

• 貴社の顧客との交流の向上を図り、製品を共同開発し、顧客の考えを知り、ロイヤ
ルティを強化し、これら全ての分野に貴社がもたらした影響力を評価するために、
デジタル媒体をどのように利用できるでしょうか？

• 技術革新をより効率的かつ効果的に行い、技術革新の戦略およびプロセスで顧
客にもっと注目するには、どうすればよいでしょうか？

下記にいくつかの質問を挙げておく。これらは私たちがCEOと持った会話から出てきたもので
あり、今日の企業リーダーたちが休む間もなく発生する混乱の中で企業を何とか成長させ、競
争力を維持する中で直面する最大の課題を取り上げている。
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事業効率を改善する
• 組織にとって、純利益を増加させることは極めて重要です。持続的に価値を生み出

し、成長のための投資を行い、混乱から立ち直る柔軟性を発揮できるようにする
ためには、どうすればよいでしょうか？

• 組織内で最も必要な場所に迅速にリソースを配分するためには、組織の構造とプ
ロセスに一定の柔軟性が必要です。競合他社に先駆けて新しい機会を利用する
ために、あなたの会社ではこのような柔軟性をどのように生み出していますか？

• 提携または合弁事業の交渉を始める際は、どのようなことに注意すればよいでしょ
うか？

• 長期的な成功には、従業員と、顧客と従業員との関係が非常に重要です。あなた
の会社には顧客への関与をできる限り効果的に行うための適切な人材、プロセ
ス、情報がありますか？

• 共有のビジョン、価値観、目標を目指すために、契約で決められた内容を超えた公
式な関係と非公式な関係のネットワークをどのように構築しますか？ 

信頼関係を構築する
• 従業員一人一人が顧客対応の前線に立つことが増えている中で、彼らがそれぞ

れ自分で責任を持って正しい行動をとるために必要な相互信頼を構築するには、
どうすればよいでしょうか？

• 組織の中核を成す価値観と行動を体現するために、あなたの会社の役員や上級
幹部はどのように手本を示せばよいでしょうか？

• あなたの会社が事業を展開している市場において、技能開発をより効果的に支援
するにはどうすればよいでしょうか？

• どの国も、労働力、資本、原料などの資源を持っています。ある国であなたの会社
が展開している事業の競争力を高めるために、その国の資源がどう役立つかを考
えることは理にかなっています。けれども、あなたの会社の側にはそうした国々の
政府が利用したがるものがありますか？また、それらの政府とあなたの会社の双
方が成功するためには、どのように協力していけばよいでしょうか？

• あなたの会社が参入している各市場で成功するためには、幅広いそのほかのス
テークホルダーと協力することが不可欠です。あなたの会社が事業を展開してい
る生態系内の顧客、サプライヤー、地域コミュニティ、そのほかの集団のニーズを
最大限に把握し、満たしていくためには、どうすればよいでしょうか？

• あなたの会社のレポーティングの透明性を高め、事業を展開している各市場で共
有の価値観を構築するために行っている取り組みを、より明確に伝えるためには
どうすればよいでしょうか？

社会に対する責任と環境に対する責任は、
政府当局だけでなく、あらゆる国のあらゆ
る営利企業に備わっていなければならな
いものである。未来の世界は、この方面に
おける結束、すなわちあらゆる経済主体の
資源、取り組み、イニシアティブを結集させ
ることにかかっている。
アンドレイ・ドゥボブスコフ 

（Andrei Dubovskov）
MTS OSJC 社長兼 CEO（ロシア）
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わが社は本社から離れた場所で規模型事業を運営して
るので、本社は各事業のトップに立つ人間に全面的な信
頼を置いている。各事業のトップが、自身が運営する事
業に関する意思決定を行う権限を有している。つまり、
企業が敏捷に動けるようにしたければ、従業員に信頼を
置く企業風土を構築することも必要になる。わが社で
は、一定の価値観を共有する環境内で、人々に権限を委
譲し、行動を起こす自由を与える企業風土をつくるとい
うやり方を採用している。こうすることで驚くほどの強さ、
柔軟性、敏捷性が生まれるのである。

カール・シェルドン（Carl Sheldon） 
TAQA CEO（アラブ首長国連邦）
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Sándor Csányi
Chairman and Chief Executive Officer 
OTP Bank Plc. 
Hungary

Alison Cooper
Chief Executive 
Imperial Tobacco Group 
UK

Andrew Brandler
Chief Executive Officer 
CLP Holdings Ltd. 
Hong Kong, China

Artem Konstandyan
Chief Executive Officer 
Promsvyazbank (PSB) 
Russia

Pertti Korhonen
President and Chief Executive Officer 
Outotec Oyj 
Finland

Piyush Gupta
Chief Executive Officer and Director 
DBS Group 
Singapore

Karen Agustiawan
President Director and Chief Executive Officer 
PT Pertamina (Persero) 
Indonesia

Stephen A Elop
President and Chief Executive Officer 
Nokia 
Finland

長谷川 閑史 
代表取締役社長 
武田薬品工業株式会社 
日本

CEO意識調査ご協力者
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Aireen Omar
Chief Executive Officer 
AirAsia Berhad 
Malaysia

Yves Serra
President and Chief Executive Officer 
Georg Fischer Ltd. 
Switzerland

Alonso Quintana
Chief Executive Officer 
ICA 
Mexico

Peter Terium
Chief Executive Officer 
RWE AG 
Germany

Julio Patricio Supervielle
Grupo Supervielle’s CEO 
and Banco Supervielle’s Chairman 
Argentina

Seymur Tari
Chief Executive Officer 
Turkven  
Turkey

Valentina Stanovova
Senior Vice-President 
Capital Group 
Russia

Carl Sheldon
Chief Executive Officer 
TAQA 
UAE

Dr. Weihua Ma
President and Chief Executive Officer 
China Merchants Bank Co. Ltd. 
China

Shikha Sharma
Managing Director and Chief Executive Officer 
Axis Bank Limited 
India

Peter Tortorici
Chief Executive Officer 
GroupM Entertainment Global 
US

Jean- Pascal Tricoire
President and Chief Executive Officer 
Schneider Electric SA 
France

Anders Nyrén
President and Chief Executive Officer 
Industrivärden AB 
Sweden

A.M. Naik
Executive Chairman 
Larsen & Toubro Limited 
India

Douglas D. Tough
Chairman and Chief Executive Officer 
International Flavors & Fragrances, Inc. 
US

下記のサイトで、インタビューの抜粋とインタビューの様子を収録した画像の一部を公開しています。
ぜひご覧ください。 
www.pwc.com/ceosurvey
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　2012年9月5日から12月4日までの期間
に、68カ国の合計1,330名のCEOにインタ 
ビュー調査を実施。地域別内訳は、アジア太
平洋地域449件、西欧312件、北米227件、中
南米165件、中欧および東欧95件、アフリカ
50件、中東32件となっています。回答者が所
属する業界は多岐にわたっています。地域、
業界ごとにさらに詳しいことを知りたい方は、
情報を提供いたしますのでお問い合わせくだ
さい。

　ほとんどのインタビューは電話による調査
です。ただ、アフリカとフィリピンでは対面形
式で、日本と韓国では郵送によるアンケート
形式で、オーストラリア、アイスランド、シンガ
ポールではオンライン回答式アンケートで調
査を行いました。米国とギリシャでも、電話と
オンライン回答式アンケートを組み合わせて
用いています。また、PwCのグローバルな
CEOパネルのメンバーたちにも、オンライン
回答式アンケートへの参加を依頼し、230名
から回答を得ることができました。全てのイン
タビューは内密に、回答者の属性がわからな
い形で行っています。

　世界のトップ30以内の国では、調査対象と
する企業の最低条件を、従業員数が100名を
超えているか、もしくは1,000万米ドルを上回

る売上高を持つ企業に設定しました。GDP規
模が世界のトップ10の国に関しては、この条
件を従業員数500名、あるいは売上高5,000
万ドル以上に引き上げています。調査対象と
なった企業の41％が10億ドル以上の売上を
あげていました。また、35％が1億ドル以上
10億ドル未満の売上高を有しています。売上
高1億ドル未満の企業は全体の18％でした。
会社の所有形態を見ると、非上場企業が 
48％で、1カ所以上の証券取引所に上場して
いる企業も48％でした。

　2013年に向けたCEOたちの考えをより明
確にするために、2012年第4四半期に5大陸
に散らばるCEO33名を対象に、対面による詳
細なインタビューを実施しました。彼らとのイ
ンタビューから抜粋した内容を、本報告書に
引用しています。PwCのサイト（http://www.
pwc.com/ceosurvey）では、より多くの抜粋
を公開しており、CEOたちの回答を業界別、地
域別に検索できるようになっています。

　PwCが誇るエキスパートと専門家の広範
なネットワークが、本調査の分析に意見を提
供しました。PwCのエキスパートの国籍、業界
は多岐にわたっています。 

注：全ての数値を足した合計が、100％になら
ない場合もあります。これは、パーセント計算
で切り上げを行ったり、「どちらでもない」「わか
らない」を選んだ回答者を除外しているため
です。

調査方法とお問い合わせ窓口

PwC 第16回世界CEO意識調査について

世界68カ国のCEOにインタビューを実施しました。イ
ンタビューを行う人数は各国のGDPに合わせて決定
し、CEOたちの意見が公平に反映されるように配慮し
ています。

本調査について詳しく知りたい方は、 
下記の担当者にお問い合わせください。

スザンヌ・スノードン（Suzzane Snowden）  
Global Thought Leadership 
+44 20 7212 5481 
suzanne.snowden@uk.pwc.com

メディア関連の問い合わせは、 
下記の担当者にお願いします。

マイク・デイビス 
Global Communications 
ディレクター 
+44 20 7804 2378 
mike.davies@uk.pwc.com
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日本のお問い合わせ先

PwC Japan 
ブランド　＆　コミュニケーションズ 
pwcjppr@jp.pwc.com
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