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中国、日本、中東における経常黒字と、米国、ユーロ圏の経常赤字が、世界経済
のマクロ的不均衡を生じさせた。 

図 3: 1990 年～2010 年の世界の経常収支（10 億米ドル） 

経常収支（支払と受取とのバランス）は、1）商品およびサービスの輸出と輸入との差額、もしくは 2）国内の貯蓄（政府・民間の双方）と投資との差額を表す。 
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出典： 「ターナーレビュー」（2009 年、FSA 公表）、IMF 
注： OPEC とは石油輸出国機構のことを指す。OECD とは経済協力開発機構のことを指す。IMF は経常収支を、資本収支を除くネットベースの全ての取引と定義し、主
に貿易収支、サービス収支、所得収支、経常移転収支に区分される。 

 

ユーロ圏の黒字諸国（ドイツ・オランダ）と赤字諸国（イタリア・スペイン・フランス・ギ
リシャ等）の格差が拡大した。 

図 4: 1995 年～2010 年のユーロ圏の経常収支（10 億米ドル） 

経常収支（支払と受取とのバランス）は、1）商品およびサービスの輸出と輸入との差額、もしくは 2）国内の貯蓄（政府・民間の双方）と投資との差額を表す。 
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出典： 「ターナーレビュー」（2009 年、FSA 公表）、IMF 世界経済見通し（2011 年 9 月） 
注：経常収支は、資本収支 を除くネットベースの全ての取引を表している。主に貿易収支、サービス収支、所得収支、経常移転収支に区分される。 
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政治的不安定性の高
まりによって、ビジネス
のリスクプロファイルが
どのような影響を受け
るかを検討しなければ
ならない。特に、民衆
の抗議行動や政情不
安に影響を受けやす
い国や事業部門にお
ける投資、および業務
運営は、慎重な検討を
要する。 

 
 

全世界の国の割合 

2009–2010 2007 

出典： エコノミスト・インテリジェンス・ユニット提供の「ビューズワイヤー（ViewsWire）」; PwC 分析 

注： 164 カ国の測定指数。 *政治的不安定性指数（political instability index）は、国の政治的不安定性の水準を示しており、
指数値が大きい程国の不安定度が高いことを意味する。上表は、2007 年から 2009 年/2010 年にかけての政治的不安定性
のグローバルな変化を示している。この図では、あるスコアを示す国が世界全体でどれくらいあるかという形で示している。例
えば、2007 年には約 45%の国が 5 以上のスコアであったが、2009 年～2010 年には、約 75%の国が５以上のスコアであった。
これは、2009 年～2010 年は政治的不安定性の水準が高まったことを示唆している。 
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政治的不安定性の
増大 

図 5: 不安定性が増す世界―2007年・2009年～2010年の国別政治的不安定性

指数* 

過去3年間で世界はますます不安定化している。 
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変革へ向けたプランニング 

新興国市場の台頭と相互
依存関係の深化 
世界の発展の中心はシフトした。西側
諸国が経済的に優位であったのは比
較的近年のことであるが、最近の動向
は本質的に世界経済のリバランス
(Rebalance)である。 

多くの経済評論家が、最大かつ最も急
速な成長を遂げている BRIC 市場（ブラ
ジル・ロシア・インド・中国）に注目して
いるが、新興国市場でのビジネスチャ
ンスは、BRIC のみのそれに比べてはる
かに大きい。 

 

 

 

 

 

新興国市場の成長や規模に加え、新
興諸国間における貿易・投資フローの
相互依存関係についても正しく理解す
ることが重要である。新興諸国間のフ
ローは、従来の「先進国から新興国」、
「先進国から先進国」というルートよりは
るかに速いスピードで成長している（図
6 参照）。実際に、南米・アフリカ・アジ
ア・中東(SAAAME)は、相互依存関係
が強まっている貿易エリアとして台頭し
ており、少なくとも物理的には西側諸国
を通過しない流れになっている。 
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SAAAME以外の
地域 

貿易額: 6.92兆ドル 

2002–10の年平均成長率: 8.0%

貿易額: 2.67兆ドル 

2002–10の年平均成長率: 13.6% 

南米・アフリカ・アジア・中東 (SAAAME)の新興国が、国際貿易上の重要なネットワー
クとして台頭している。 

図 6: 2010年のSAAAME諸国とそれ以外の地域の国際貿易フロー（単位：兆米ドル） 

貿易額: 2.16兆ドル 

2002–10の年平均成長率: 12.9% 

SAAAME 

貿易額: 2.82兆ドル 

2002–10の年平均成長率: 19.4%

 

出典： 世界貿易機関、PwC分析 

注： ロシア・独立国家共同体は、世界全体及び/もしくはヨーロッパとの貿易が主体であるため、SAAAMEの定義に含めていない。メキシコは、北米自由貿易協定における北米地

域での貿易が主体であり、SAAAMEとの貿易は少ないため、SAAAMEに含めていない。しかし、両国は成長市場として引き続き非常に重要な地域であるため、SAAAMEと関連さ

せて考察する必要がある。



直近の調査では、中国
の国内信用残高は、
2023 年までに米国を上
回る見込みであり、イン
ドの銀行業は2050年ま
でに中国・米国に続く 3
番目の規模に成長する
見込みである（注 2）。 

 

SAAAME 諸国は、世界の陸地面積の
多くの部分を占めており、天然資源を
豊富に有する。当該地域は、成長を続
ける大きな消費市場を支えることのでき
る大規模な生産能力や労働力、また、
多数の教育機関と高度な技能をもつプ
ロフェショナルを有している。当該地域
に潤沢にある投資可能資本は、世界の
運用資産に占める割合を（徐々にでは
あるが）増しており、 政府系ファンドで
は運用資産の 80%近くを SAAAME 諸国
が占める（注 1）。 

これらの市場での成長機会を最大限活
かすためには、消費者の期待の高ま
り、複雑化するリスク環境、および激化
する人材獲得競争に対応する必要が
ある。拡大する新興国市場間の貿易取
引に西側諸国は関与していないため、
欧米の金融機関は、物理的に目にする
ことのないビジネスフローに参入する手
段を見出さなければならない。 

SAAAME の金融機関 

SAAAME 地域で成功するためには、当
該市場の成長速度に遅れないように組
織の能力を高め、顧客の期待に応える
顧客中心のモデルを構築し、参入市場
に適したビジネスモデルとパートナー
シップ関係を構築する必要がある。ま
た、貴重な人材を惹きつけ維持する努
力を行い、競合他社や他のセクターか
らの引き抜きを防がなければならない。 

西側諸国の金融機関 

SAAAME 市場に機会があることは明ら
かであるが、規制や現地金融機関との
競争などから、当該市場への参入が
益々難しくなっている。地場のプレー
ヤーが提供できない商品や機能を提供
すること、また、現地市場でビジネスを
行なう上で直面する現実に敏感である
ことが、当該市場での成功の鍵となる。 

 

 

（注1） （注 1）政府系ファンド機関（2010 年）、PwC 分析  

（注 2）PwC 2050 年の銀行（ 2011 年改訂） 
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社会および行動様式の変化 
社会および行動様式はかつてない
ペースで変化している。 

消費者は以前にも増して情報を入手する
ことにより力を増しており、既存の価値や
ロイヤリティーといった古い概念は、デジ
タル技術によって消費者が価値を比較
し、選択肢を広げることが出来るようにな
るにつれ覆されている。また、相次ぐデジ
タル技術の革新によって、人々の交流、
アイデアの共有、商品・サービスの購入
方法が変化している。現在ではインター
ネットに費やす時間の内、6 分に 1 分とい
う割合でソーシャルネットワークが利用さ
れている（注 5）。 

新興国市場では富の創造と都市化が進
み、金融機関にとって新たな成長市場が
出現している。都市居住者の平均所得
や金融商品・サービスに対する需要は、
一般的に地方居住者のそれより高い。実
際に一部の分析では、金融サービスセク
ターを、新興国/先進国市場という区分
ではなく、都市/地方市場という区分で市
場を捉えている。 

これらの社会・行動様式の変化にどのよ
うに対応するかによって、これからの数
十年間における市場での位置付けが決
定される。影響を正確に判断できれば、
絶好のチャンスをつかみ、ライバルとの
差別化を図ることができるが、判断を間
違えば、致命的な脅威に晒される。主要
な差別化要因は、これらの変化に伴う市
場の流れを予測し、競合他社に先んず
る能力である。旅行・音楽業界の例をみ
れば、変化による影響の把握が遅れた
会社は、あっという間に取り残されること
が分かる。 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
図 8: 2010 年～2050 年の地域別中産階級の規模の予測 （単位：百万人） 
 

 

 

 
 
 
 
 
出典：欧州環境庁、 OECD 開発センター、PwC 分析 

注：データは、2010 年 11 月 29 日に欧州環境庁が公表した予測値に基づく。中産階級とは、一人当たりの一日の出費が、

10 米ドルから 100 米ドルの間（購買力平価に基づく）の世帯を指す。  

（注 5）コムスコア（2011 年 7 月） 

（注 6）国連経済社会局、人口部（2009 年改訂）
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 年平均成長率 
2010–40:  40–50:

全体 3.5% -0.7%

・  サハラ以南の 5.9% 4.2%
アフリカ 

中東・北アフリカ 3.5% 1.8%
 

・  中央・南米 2.3% 1.0%
 

・   北米 -0.5% -1.2%

・  アジア太平洋 6.3% -1.1%

  ヨーロッパ -0.3% -1.9% 

世界の中産階級は2010年から2040年までの間
に約180%増加する。アジアは、2015年までに、世
界の中産階級に占める割合が最も高い地域とし
て、欧州にとって代わる。 

今後30年間で、都市人口は約18億人増えると予測
されている。都市化の大部分はアジア・アフリカで起
こり、世界の都市人口を56億人に増加させ（注6）、当
該地域は金融サービス業の主戦場となる見込みで
ある。 

6,000 



 

 

   

米国ではソーシャルネットワーク利用者の
40％以上が、フェイスブック（Facebook）や
マイスペース（Myspace）（注 7）を通じた金融
機関とのやりとりに関心を持っている。 

 
技術革新 
技術は常に社会やビジネスを予測不
能な方法で形作り、顧客の行動を変
え、新しい会社を生み出し、時代遅れ
の既存ビジネスを消滅させてきた。技
術開発のスピードが加速化するにつ
れ、取り残されるリスクはより深刻になっ
ている。 

バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、
および研究開発におけるその他の最
先端分野の飛躍的進歩は、潜在生産
能力を増大させ、新しい投資機会をも
たらす。全く新しい業界が創出されて
おり、世界の製造業、ハイテク産業や
ハイテク企業の規模や企業のあり方に
重大な影響をもたらす可能性がある。
このような進歩をサポートし、投資する
準備ができているか、またその能力が
あるか否かが、ビジネスの重要な鍵を
握る。 

こういった新しい技術やそれが生み出
す業界は新しい種類のリスクに晒され
ているため、ファイナンスの機会を最大
限に利用するためには当該リスクを十
分に理解する必要がある。 

デジタル社会では、インターネット、携
帯 電 話 、 デ ー タ 分 析 、 ク ラ ウ ド コ ン
ピューティングが定着している。しかし
ながら、いずれの業界においても多くの
会社が、このような進歩によって消費者
の期待、消費者との交流手段、それを
支える基本的なビジネスモデルはどの
ような影響を受けるのかについて、依然
として検討している段階である。 

デジタル技術の革新による金融サービ
スへの影響は、他の業界に比べて緩や
かではあったが、ようやく金融セクター
においても転換点を迎えるに至った。 

デジタルコミュニケーションの発達に
よって顧客との距離を縮め、ワレット
シェアを増やす機会がもたらされる。同
時に、デジタル技術の革新は、銀行市
場への新規参入を許すなど既存企業
の活動を阻害する可能性も高く、新規
参入者が収益性の最も高いビジネス
チャンスを獲得し、顧客とのリレーショ
ンシップを奪取してしまうこともありうる。
デジタル社会では、特に金融機関以
外の競合他社とのサービスの差別化が
図りにくい。また、デジタル技術によっ
て、消費者は取引相手の切り替えがし
やすくなったことで、利ざやや収益が
低下する可能性もある。中には、限界
点に立たされる企業も出てくるかもしれ
ない。 

地域に関わらず、あらゆる階層において、人々のブランチレスバンキング
への需要が高まっている。 

図 9: 2011 年の全ての地域*における、モバイル端末を通じて金融サービス
を購入する消費者の所得区分別の割合 

回答の割合（％）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大衆市場 貯蓄額 >25,000 ポンド 貯蓄額>50,000 ポンド 

 

出典： PwC デジタル分岐点調査（2011 年）（約 3000 件の回答に基づく）、PwC 分析 
注： *調査を行った地域は、英国、アラブ首長国連邦、ポーランド、メキシコ、インド、香港、フランス、中国、カナダで
ある。 
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天然資源に対する争奪 
世界の人口の拡大と繁栄は、消費の
急激な増加と、世界で最も重要な天然
資源の枯渇問題を生じさせる。 

今では水のような基本的な資源でさえ
も供給不足の状態であり、新しい市
場・技術・投資の拡大に拍車がかかる
一方で、政情不安、ビジネスへの悪影
響、保護貿易主義の台頭をもたらす
可能性もある。資源不足は気候変動
で更に悪化し、災害リスクが増大し、
土地や水の供給、および食糧生産へ
のプレッシャーは更に高まる。 

天然資源に対する争奪は、様々な地域
で繰り広げられる可能性がある。例え
ば、著しい増加が見込まれている取水
量の増加への対応などがある。食糧生
産は当然豊富な水資源を有する地域で
行なわれることが多く、そのような場所が
国境の外に位置する場合には、食糧生
産のサプライチェーンは長くなり、潜在
的に生産コストも増大しうる。 

 

 

（注 7）｢消費者は自分の好きなブランドにどのソー
シャルツールを使ってサービスを提供してもらいたい
と思っているか（The Social Tools Consumers Want 
From Their Favourite Brands）｣（2009 年 4 月 16 日
フォレスター社発表）
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さらに、エネルギー需要は 2030 年までに
約 3 割増加すると予測されている（注 8）。
代替エネルギー資源への需要が増すも
のの、特に技術革新によって経済性の悪
い石油資源の活用が図られていることも
あって、全世界の石油・ガス・石炭への需
要は依然として根強いと見られている。 

グローバリゼーションは、グローバルなサ
プライチェーンを生み出し、貿易を通じ
て、世界各国を今まで以上に結び付け
ている。中国をはじめとする製造業主体
の経済は、アフリカや南米といった新興
国からの供給に依存している。これらの
国々でビジネスを営むためには、新たな
投資モデルや、リスクを理解し軽減する
ための新しいアプローチが必要となる。 

経済格差は、長期的な持続可能性を疎
かにしかねないような、短期的な生産や
消費の増加に拍車をかける。資源不足
は社会的・政治的混乱、地政学的対
立、取り返しのつかない環境破壊に結
びつきかねない。 

天然資源に対する争奪や気候変動は、
人々の生活や企業活動に根本的な影
響を与える事象である。これらの事象は
主要な変化をもたらす要因ではないとし
ても、政策の主要論点の一つになると考
えられる。また、変化する需給関係やリ
スクの低減方法を理解している企業に、
新しい市場やビジネスモデルの機会を
もたらす。 

環境リスクのクライアントへの悪影響（例
えば、資源コストの上昇、環境汚染、生
産力を有する土地の変化など）が増大し
ていることを踏まえ、貸出内容、リスクプ
ロファイル、投資に対する影響を評価す
る必要がある。 

 

グローバルな科学的コンセンサスによれば、21 世紀末までに、気温が 2℃～5℃上
昇する。 

図 10: 気候変動に関する政府間パネルによる地球温暖化に関するシミュレーション 

 
 
 
 
 

出典: 気候変動に関する政府間パネルによる第 4 次評価報告書：2007 年気候変動、NASA のアースオブザーバトリー（Earth Observatory） 
注: 地表面温度上昇については、1980 年～1999 年との比較。
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気温の変化 
1980 年～1999 年と 2090 年～2099 年
の比較（ºC） 

シナリオ 推定値      変化のレンジ 

CO2の増加－高 3.4 2.0–5.4 

CO2の増加－中 2.8 1.7–4.4 

CO2の増加－低 1.8 1.1–2.9 

一定した CO2 0.6 0.3–0.9 

 
全世界温度偏差（˚C） 
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グリーンランドの氷床の溶解が止まらず、海水位の上昇が加速し、最終的に世界の海水位は

大気循環の突然変異のリスクが上昇する（例えば、モンスーン）。

西南極氷床の溶解や、大西洋の熱塩循環の崩壊のリスクが高まる。

  

水の問題は局地的に発生する場合が多い。例
えば、中国北部の平野部の人口密集地域で
は、帯水層の大部分が枯渇していると報告され
ている。中国北部の平野部には、中国の人口
の約 10%が居住しており、北京や天津などの都
市が存在する（注 9）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注 8）国際エネルギー機関「2011 年の世界のエネル

ギーの見通し（International Energy Outlook 2011）」 
（注 9）世界銀行「中国－中国北部の水資源の戦略に関

する課題（China Agenda for Water Sector Strategy 
for North China）」（2011 年 4 月） 

低成長シナリオ

図 11: 地球温暖化による気候への影響 (Stern Review) 

気温上昇 1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃

水 

食糧 

健康 

土地 

北極圏のツンドラの半分が消滅する。環境/ 生態系 

温暖な地域の穀物収
穫量が若干増加す
る。 

高緯度の地域での冬
季の死亡率が減少す
る。 

カナダとロシアの永久
凍土が溶け、建物や
道路に被害が出る。 

グレートバリアリーフを
含む 80% のサンゴ礁
が死滅する。 

いくつかの干ばつ地
域で 20～30%の水資
源が減少する。 

熱帯地域の農作物の
収穫量が激減する。 
(アフリカの収穫量、5
～10%減 ) 

アフリカの 4 千万～6
千万人が新たにマラリ
アに感染。 

さらに最大1千万人
が毎年沿岸部の洪
水の影響を受ける。

シロクマやカリブー
を含む北極圏の動
物の絶滅のリスクが
高まる。 

10～40 億人超が
水不足に直面し、
10～50 億人が洪
水リスクにさらされ
る。 

新たに１億 5千万～
5億5千万人が飢餓
リスクに直面する 。
(炭素肥沃化効果が
弱い場合) 

新たに 1～3 百万人
が栄養失調で死亡
する。（炭素肥沃化
効果が弱い場合）

さらに 1 百万～1
億 7千万人が毎年
沿岸部の洪水の
影響を受ける。 

20～50%の動物が
絶滅の危機に直
面する 。（ある予測
に基づく） 

アフリカの農業生
産力が 15～35%減
少する。 

さらに 7百万～3億
人が毎年沿岸部の
洪水の影響を受け
る。 
 

南アフリカや地中
海沿岸で 30～50%
の水資源が減少す
る。 

アフリカでさらに最大 8 千万人がマラリアに感
染。 

海水位上昇が小さな

島、低地の沿岸部

（例：フロリダ）のほか

世界の主要都市に

影響を及ぼす。 

ヒマラヤの大氷河が
消失し、中国の人口
の 4分の 1、インドの
何億もの人口に影
響がある。 

海洋の酸性化が進
み、海洋の生態系
や魚種資源が深刻
なダメージを受け
る。 

大西洋の熱塩循環
が弱まる。 

7m上昇す

る。 

 

 

高成長シナリオ

急激・大規
模な影響 

出典: スターンレビュー (2006 年) 

地球温暖化の影響は甚大となり得る。 

アンデスの小氷河が
全て消失し、5 千万人
の水供給に影響が出
る。 
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国家が影響力をもつ資本主
義の台頭 
金融危機の勃発に端を発する、自由主義
から国家が影響力をもつ資本主義への転
換の動きは、政府による金融サービス業
や経済全般に対する監督が強化されて
いることを示唆している。各国政府の競争
意識は高まっており、人材、投資、および
各国の主要な金融、産業、製造拠点中心
地としての優位性を巡って、他国と競って
いる。 

支援の見返り 
西側諸国の政府は、金融システムを安
定化させるためにかなりのコストを費や
してきた。従って、例えば、金融機関が
中小企業への融資を促進するなど実体
経済を支えるように、金融機関に対する
国家の干渉や圧力が増すことは、これ
まで払ったコストの「見返り（payback）」と
して要求されるであろう。 

救済措置の見返りとして干渉が増加 
金融機関の収益性や成長性は、金融
危機以前に比べて、より実体経済の行
方に左右されるようになるであろう。これ
は、すなわち政府の政策により強く連動
していくことを意味する。 

英国             米国 先進G20 経済 新興G20経済 G20経済平均 

西側諸国の政府の多くは、公的資金の投入増加に伴
い、より積極的な役割を担おうとしている。 

図 12: 2009 年 12 月時点の、政府の金融セクター支援に関する支出 
（GNP に対する比率として表示） 

2009 年に約束／使用された 
援助金（GNP 比、％） 

ｷ 使用された援助金    約束された追加援助 

出典：IMF 金融セクターによる公正で多大な貢献（A fair and substantial contribution by the financial sector） 
（2010 年 6 月） 
注：2009 年 12 月に G20 の全てのメンバーに送付された IMF 調査に基づくデータ 

16 PwC Project Blue 

GDP

GDP

14

12

10

8

6

4

2

0



2002 年に 5 百億米ドル
であった世界の PPP 投
資額は、2010 年には 1
千 7 百億米ドルまで増
加した（注 10）。 

 

従って、自らすすんで業界団体や消費
者団体と協働し、政府の方針策定に影
響を及ぼし、政策を形作っていくことが
重要である。政府と強力な関係を築き、
政府の優先事項や投資計画を見越し、
それを踏まえた経営戦略を立てることも
重要である。グローバリゼーションによっ
て、各国間、各都市間の競争が激しく
なっている。地域のリーダーは、今まで
以上にそれぞれの地域の競争優位性の
源泉が何かを認識しており、その潜在性
を最大限活かすため、ビジネスを誘致
し、インフラへの投資を促進し、サプライ
チェーンを確保する方法を把握するよう
になってきている。都市の拡大と発展に
伴い、地方自治体や中央政府は、どの
ように住宅やインフラに必要な投資を誘
致するか、天然資源の逼迫とどのように
折り合いをつけていくかという課題に直
面している。 

SAAAME 諸国をはじめとする多くの政府
は、民間セクターが自力で、国家が経済
的、社会的に優先的に取り組んでいる
政策に関わる資金を調達し、課題を解
決していくことが不可能であることを認識
している。その結果、特に新興国市場で
は、ソブリンリスクを低減し、国家資本を
動員し、産業のサプライチェーンを統合
するために、PPP や政府間の協定が増
加していくものと考えられる。 

（注 10）2011年 11月 30 日に世界銀行のインフラデータ
ベースから抽出されたデータ、PwC 分析 
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将来、これまで長きにわたり通用したビジネスモデルが使えなくな
ることは明らかである。金融セクターを形作っている様々な要因が、
今後あなたの会社の事業にとってチャンスとなるのか脅威となる
のかがポイントとなる。 

未来をどうコントロールするか 
将来を見通し、さまざまな要因の変化が
与える影響を予測することができれば、
計り知れない強みとなる。プロジェクト・
ブルーは、今後の世界の経済や社会構
造の変化に関する見通しを整理し、貴
社ビジネスへの影響を考え、将来のビ
ジョンを体系化するためのフレームワー
クを提供するものである。 

より強くなる 
プロジェクト・ブルーを立ち上げて以降、
PwC は、前述したような変化をもたらす
要因がどのようにビジネスに影響するか
を評価するために、世界中のビジネス
リーダーとの面談で得た情報、PwC が
行った各要因分析に基づき、競争力を
維持、強化するために、取締役が取り
組むべき主要な課題を図に示した（図
13 参照）。 

 

 

経営環境の変化への対応 
これから起こる変化に関するさまざまな議
論の中で、あなたの会社が積極的な役割
を果たすことが不可欠である。例えば、顧
客、規制当局、政府、消費者、地域社会、
およびその他主要なステークホルダーと出
来る限り深く関わることで、変化がそれぞれ
に与える影響について十分に理解され、ま
たステークホルダーの意見が、政策立案
者に重要なメッセージとして確実に伝わる
ようにし、最終的には金融システム全体の
改善が図られるようにすることである。 
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経営環境の変化への対応 

 経済のリバランス（成長地域の変化） 

 産業構造 

 財政・金融政策 

 規制 

 社会政策 

 投資家の期待 

 地域社会への貢献 

戦略の再検討 

 ステークホルダーからの新たな要請の
認識 

 環境変化への短期的な適応 

 グローバルなトレンドとの整合 

 リスク選好度合いの決定 

 業績目標の再設定 

 事業ポートフォリオの再調整 

 相対的な競争優位性の確保 

組織の改革 

ガバナンス 

 取締役会の構成およ
び適任性 

 役員報酬 

 規制順守 

 リスク管理 

 財務報告と統制 

目指すべき組織体制 

 法的側面からの体制 

 拠点立地など物理的
側面からの体制 

 税・資本の効率性 

 適切な費用構造 

 技術 

 パートナーシップ構造 

 人材およびリソース 

競争優位性の確保 

 「将来の見通し」 

 「人材獲得競争」 

 「継続的な改革」 

 「製品革新」 

 「敏捷性」 

 「業務の整合性」 

プロジェクト・ブルーは、さまざまな変化がリーダーの抱える
経営課題のあらゆる側面に与える影響を評価する。 

図13：CEOの課題 

1 2 

3

出典：PwC分析 



戦略の再検討 
全ての組織が直面している困難な課題
は、本分析を通じて認識された各種要因
によってもたらされる戦略、業務運営、そ
して重要なビジネス分野について長期的
な変化を伴う不安定な状況に対して、如
何にバランスの良い対応を行うかであ
る。競合他社に先んじて、これらの変革
や現実の動きに適応することができれ
ば、大きなマーケットシェアを獲得するこ
とができる。 

組織の改革 
持続可能なビジネスモデルとは、変化す
る顧客や市場の需要を組織が十分認識
し、積極的に対応する能力や柔軟性を
備えることによって初めて構築されるもの
である。そのためには状況の変化に機敏
に対応することができる業務運営を行う
必要がある。さらに、リスク部門やファイ
ナンス部門は、急激に変化し、不確実性
を伴うことの多いリスク環境および規制環
境の変化に対してより主体的にリスクを
管理していくことが求められる。今後、市
場が最も価値ある企業を選定する上で、
組織や人材に関する戦略は重要な差別
化要因となる。 

「CEO の課題」のリストが示す通り、複雑
で不確実な経営環境下でどのようなリー
ダーシップが必要とされるのか、リスクプ
ロファイルはどのように変化していくの
か、また、今後の変化に対応していくた
めにはどのようなガバナンス・報告体制
が必要となるか、といったことが組織を改
革する上での重要な検討事項となるであ
ろう。 

ビジネスでトップに立つためには、組織
が革新や継続的な改革を実現できる優
れた遂行能力を持ち、商機を迅速に捉
えるための機敏性を備え、いつでも適切
な人材を配置できるように人材確保を戦
略的に行っていることが重要である。
次々と変化が起こる度に、その対応にあ
わてているようだと、競争上劣勢となり、
市場から締め出されるリスクを負うことに
なる。 

業界の再編に向けて 
金融危機や景気の先行きへの不安から
当面の緊急性が高い課題に取り組む必
要はあるものの、プロジェクト・ブルーの分
析で焦点を当てたメガトレンドへの対応を
先延ばしにしてはならない。国家が影響
力をもつ資本主義の台頭を意味する規
制の増加、国家の干渉、保護主義の兆
候といった動きがすでに起こり始めてい
る。さらに、新興国市場で進む高齢化や
都市化の流れ、それらが金融サービスの
中身や成長戦略に与える影響といった問
題が、急速に目前に迫ってきている。今
どのように計画を策定し投資を行うかが、
将来の成功を左右することになる。 

このような状況のもと、今後待ち受ける業
界再編の流れのなかで、金融機関の戦
略はどのように変化し、どのような金融機
関が勝者として浮かび上がって来るので
あろうか。 

SAAAME 諸国の金融機関 
多くの新興国市場は相対的にはまだ発
展途上であり、金融サービスセクターは
規模、質双方の面で発展する余地が大
いにある。従来の伝統的な金融サービス
モデルはこれらの市場で依然として通用
するが、一方で通信業者や小売企業との
提携を通じて銀行口座を持たない消費
者層にアプローチする新しいモデルも成
長を続ける。今後も高まっていく顧客の期
待に対応していくことや、業務に関する規
制、複雑性、およびリスクプロファイルの
変化にも適切に対応していく必要があ
る。また、さまざまな経営課題に対処し、
新しいビジネスを獲得する上で、専門性
を確保しサービスの内容を向上させてい
くために「人材獲得競争」に乗り出すこと
も、優先課題のひとつである。 

西側諸国の金融機関 
西側諸国の金融機関は資金調達の制約
や自国での成長の限界から、全ての金融
サービスを全ての人々に提供することが
難しくなってきている。このような状況のも
とで成功する金融機関は、コアとなるリ
レーションシップや企業価値の源泉となる
サービスにより厳格に注力していくであろ
う。顧客セグメンテーションをより厳密にす
る、リソースを動員する上での基準を厳格
化する、経済的収益の獲得の見込みが
薄い市場から撤退するといった動きが既
に始まっている。これは、マネジメントがコ
ストの体系的な分析と実質的なリターンを
把握することで可能となっている。 
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最も重要なことは、「今後の10年間に
おいて、自社の中核をなす価値の源
泉とは何か、誰が最も重要な顧客とな
るか、誰が主な競合相手となり得るか」
を見極めることである。つまり、ビジネ
スモデルが常に有効であり続けるため
には何をするべきか、という課題につ
いて継続して検討していくことである。 
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