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　日本経済は、2014年4月の

消費税増税後の一時的な落

ち込みはあったものの、日銀

の追加緩和策による円安、株

高に加え、原油安によるメリッ

トなどを背景に、同年10月か

ら12月期以降、再び拡大基調

に転じています。また、企業も

業績の好調を背景に海外展

開の加速や設備投資の拡大

など、将来の成長に向けての

攻勢を強めており、今後はベ

アの実施や雇用環境の改善

も加わって経済の好循環につ

ながっていくことが期待され

ます。

　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、毎年ダボスに

て公表してまいりました。PwC Japanでは2013年の第16回

調査以降、日本企業のCEOの皆さまの回答について他地域

の回答との比較分析を行い冊子にまとめております。今回は

3回目となりますが、本冊子が皆さまの日頃の業務における

一助となれば幸いです。

　今年の調査結果の特徴として挙げられることは、グローバ

ル競争を勝ち抜いていく上で、世界のCEOが「テクノロジー」、

「パートナーシップ」、「ダイバーシティ」を鍵となる要素と捉

えていることです。テクノロジーはモバイルをはじめとするデ

ジタル技術をどう自社の競争力強化につなげるかということ

であり、パートナーシップは業種を超えてどのような相手と

組む必要があるのかということです。そしてダイバーシティ

は、一段とグローバル化する競争に勝ち抜くとともに、サイ

バーや地政学的リスクなど複雑化する脅威に柔軟に対応す

るための人材の多様性の確保です。これらの要素が相互に

関連することがイノベーションの活性化につながり、結果と

して企業の中長期的な成長力が高まることになります。この

点について、アンケートの回答結果からは、世界のCEOのな

かで米国のCEOは一歩先を進んでいる印象がありました。こ

ご挨拶

のことが昨今の米国経済の力強さにもつながっているので

はないかと思います。

　一方、日本のCEOは、ものづくりニッポンとして技術面の競

争力確保に重きを置いた傾向が見られました。また、新たに

進出する業種として6次産業化が期待される農業、高齢化社

会を展望したヘルスケアや医療が挙げられたことが特徴と

言えます。ただ、テクノロジーの活用やダイバーシティの実

践の面では、世界のCEOに比べて相対的に弱い部分も見ら

れました。日本企業が世界の企業との競争に打ち勝っていく

ためには、もともとの強みである技術力の高さに加え、テクノ

ロジーやダイバーシティにも一層注力し、企業の変革力と多

様性を高めていくことが重要であると思われます。

　2020年に東京でオリンピックが開催されることで、いろ

いろな意味での目標設定が可能になります。官民が一体と

なって新陳代謝を促し、成長分野への投資を行うことでイノ

ベーション能力が高まれば、日本経済を新しい成長軌道に

乗せ、さらには世界経済の発展に貢献していくことができる

でしょう。

　PwCは世界157カ国に及ぶグローバルネットワークに

195,000人以上のスタッフを有し、さまざまな地域における

グローバル企業へのアドバイスの経験を有しています。私た

ちが持つ幅広い知見を活用することで、皆さまのお役に立て

るものと考えております。

　最後になりましたが、今回の調査では多くのCEOの皆さ

まに、郵送による調査にご協力を賜りました。また、対面に

よるインタビュー調査として、株式会社日本取引所グルー

プ 取締役兼代表執行役グループCEOの斉藤惇氏に、ご多

忙中にもかかわらず内外の経済金融情勢を見据えた示唆

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。

PwC Japan 日本代表

鈴木 洋之

PwC Japan は、日本における PwC 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の総称であり、各メンバーファームは、PwC Japan
日本代表が調整的な役割を果たすそれぞれ独立した別法人として業務を行っています。
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　世界最大級のプロフェッショナルファー
ムであるPwC（プライスウォーターハウス
クーパース）は、「第18回 世界CEO意識
調査」の結果を、本年1月20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、2014年第4四
半期に、世界77カ国の主要企業の最高経
営責任者（CEO）1,322人を対象に実施し
たものである。PwC Japanでは、今回、調
査に参加した日本のCEO（162人）の回答
についてグローバル全体や他地域の調査
結果との比較を行い、日本版として本冊子
に取りまとめた。「なお、対面によるインタ
ビュー調査にご協力いただいた、株式会社
日本取引所グループ取締役兼代表執行役
グループCEOの斉藤惇氏によるコメントは
下記ウェブサイトに掲載している。
www.pwc.com/jp/ceosurvey 

日本のCEOの回答の主な特徴
▶ 本調査結果によると、日本のCEOの

79%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。前回の調査結果（84%）から5%低
下しているが、これは調査時点が消費
税率引き上げの反動や冷夏の影響な
どで、GDP成長率が2四半期連続して
低調な推移となった時期と重なった
影響もあると思われる。その後、景気
の改善を示す経済指標も出てきてい
ることから、あまり悲観的に見る必要
はないと考えられる。

▶ 今後自社が成長する上で重視する
国・地域としては、57%のCEOが中国
を挙げており、引き続き1位であるが、
米国が前年の39%から52%に大きく
上昇した。全体としてはアジア重視の
姿勢は変わらない。

▶ 3年前よりも今の方が成長機会が増え
ているとしたCEOが78%いる一方で、
脅威が増えているとしたCEOも72%
に達している。景気の回復や経済のグ
ローバル化による成長への期待が高
まる一方で、人材の確保やサイバーセ
キュリティなどに関する懸念も高まっ
ている。

▶ デジタル 技 術を活 用 する分 野とし
ては、サイバーセキュリティ（85%の
CEOが選択、以下同様）、モバイル技
術（83%）、データマイニングと分析

（76%）などの他に、電池と電力技術
（60%）、ロボット工学（51%）、3Dプリ
ンティング（47%）も重視している。も
のづくりニッポンとしての技術へのこ
だわりがみられる。

▶ 自社の業界以外へ参入した、あるいは
参入を検討した業界として、ヘルスケ
ア・医療・ライフサイエンス（26%）、農
業・林業・漁業（14%）を挙げる比率が
相対的に高い。高齢化社会への移行
や日本再興戦略における成長分野と
しての期待が反映された形となってい
る。

▶ ダイバーシティ&インクルージョン（多
様性の受容）を推進する戦略があると
したCEOの比率（53%）は相対的にま
だ低い。鍵となる人材の確保を含め、
人材戦略の重要度をより一層高めて
いく必要がある。

これからの競争に打ち勝っていくために
は、テクノロジー、パートナーシップ、ダイ
バーシティをいかに高いレベルで融合し
て、イノベーションの活性化につなげてい
くかが鍵となる。

はじめに

　PwC 「第18回 世界CEO意識調査」では、2014年の第4四半期（9月～12月初旬）
に世界77カ国において1,322名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459（日本を含む）、西欧330、北米147、中南米167、中東欧125、中東・ア
フリカ94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：2014
年10月～11月）、本レポートにおける日本の回答に関する分析には、この162の回答
を集計した結果を用いている。世界全体（1,322）を集計する際には、GDP比換算によ
り、この162の回答のうち売上規模上位の80社の回答を含めている。

　また、本冊子では「アジア太平洋地域」については、特に断りのない限り、前述の日本
の回答数80を含めない回答数379にて集計している（注：前回（第17回）の日本分析版
レポートでは含まれていた）。一方で、中国・香港（175）は引き続き含まれている。

　なお、調査時点の円ドル為替レートは、116.21円（2014年11月、月中平均）、日経
平均株価は17,179.03円（2014年11月、月中平均）であった。前回調査の時点では、
それぞれ100.02円（2013年11月）と14,931.74円（2013年11月）である。
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成長に対する自信

　今後1年間の自社の成長に自信がある
と回答した日本のCEOの比率は79%と、前
回調査の84%からやや低下した。世界全
体が84%と前回比1%の低下にとどまった
のに比べ、やや低下幅が大きい。この理由
としては、調査を行った時点において、消
費税増税に伴う駆け込み需要の反動から
の回復の遅れ、夏場の天候不順による個
人消費の足踏みにより、GDP成長率が4-6
月期、7-9月期と2四半期連続してマイナス

となったことが影響したものと考えられる。

　また、中国・香港が85%と前回調査の
96%から低下しているように、同地域の景
気減速の影響もあったものと思われる。一
方、足元では2014年10月-12月期のGDP
成長率がプラスに転じており、企業収益も
好調なことから、全体として景況感は改善
していくことが見込まれる。

日本のCEOの自信はやや低下

79%
の CEO が成長に自信

図表1　成長に対する自信（地域比較）

質問 ： 今後12カ月間に、貴社の売上を拡大する見通しについてどの程度自信がありますか?

85%

世界全体
（1,322人）

（－1）
84%

日本
（162人）

84%79%
（－5）

96%

85%

中国・香港
（175人）

（－11）

91% 89%

アジア太平洋（日本を除く）
（379人）

（－2）

81%

83%

西欧
（330人）

（+2）

89% 87%

米国
（103人）

（－2）

2014年
2015年

「非常に自信がある」および「多少自信がある」の回答の合計

図表2　成長に対する自信（経年比較）

質問 ： 今後12カ月間に、貴社の売上を拡大する見通しについてどの程度自信がありますか?

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

90%

92% 90%

64%

81%
88% 84% 81%

85% 84%

87%

50% 44%

73%
78%

73%
84% 79%

世界全体

日本

「非常に自信がある」および「多少自信がある」の回答の合計

調査対象：全回答者（人）
世界全体：2015=1,322、2014=1,344、2013=1,330、2012=1,258、2011=1,201、2010=1,198、2009=1,124、2008=1,150、2007=1,084
日本：2015=162、2014=127、2013=162、2012=169、2011=196、2010=218、2009=68、2008=75、2007=84
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　今後1年間に計画している事業のリスト
ラクチャリングへの取り組みについては、
他地域同様「コスト削減案を実施に移す」
がトップとなった（図表3）。
　一方、米国と比べた場合、日本のCEOは

「新たな戦略的提携または合弁会社を始

める」が59%（米国は44%）と相対的に高く、
「国内のM&Aを実施する」、「クロスボー
ダーM&Aを実行する」がそれぞれ33%、 
22%（米国は54%、39%）と低くなってい
る。これは従来からの傾向であるが、日本
のCEOはM&Aよりも提携のような形を選
択する割合が相対的に高い。
　また、「特定の持ち分の過半数を売却す
る、または主要マーケットの1つから撤退す
る」（5%）、あるいは「既存の戦略的提携ま
たは合弁事業を終える」(4%)を選択した日
本のCEOの比率は他地域に比べて低く、新
規事情を開始することに比べて、縮小や撤
退については消極的な傾向が見られる。

成長に向けた取り組み

成長に対する自信

クロスボーダー M&A を実施する

日本

22%
米国

39%

図表3　今後取り組む予定のリストラクチャリング

質問 ： 今後12カ月間に、事業のリストラクチャリングを計画するとすれば、以下のどれですか?

新たな戦略的提携または
合弁会社を始める

ビジネスプロセスの一つ、
または業務の一つを
アウトソーシングする

国内のM&Aを実行する

クロスボーダーM&Aを実行する

今までアウトソーシングしていた
ビジネスプロセス

または業務を「インソーシング」する

特定の持ち分の過半数を
売却する、または主要

マーケットの一つから撤退する

既存の戦略的提携
または合弁事業を終える

コスト削減案を実施に移す 71%

59% 56% 49%

31% 25% 30% 32% 29% 35%

30% 25% 23%

21% 16%

14% 17% 15% 14% 13%

13% 5% 10%23%

8% 10%4% 9% 8% 7%

65% 65% 64% 58% 75%

日本
（162人）

世界全体
（1,322人）

中国・香港
（175人）

アジア太平洋（日本を除く）
（379人）

西欧
（330人）

米国
（103人）

34%

14%

8% 18%

51%51% 59%59% 44%44%

29%29% 33%33% 54%54%

27%27% 22%22% 39%39%
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　 次に、今 後自社 が 成 長する上で重 要
な国・地域としては、世界全体では米国

（38%）、中国（34%）、ドイツ（19%）の順と
なり、日本は8%で7位となった（図表4）。こ
の項目に関する調査を5年前に始めて以
来、初めて米国が中国を抜いて1位となっ
た。これには中国の経済成長率が鈍化す
る一方で米国では景気拡大が続いている
ことが理由として挙げられよう。

　一方、日本のCEOの回答を時系列で見
ると、引き続き中国が57%で1位ではある
が、米国は前年の39%から52%に大幅上
昇しており、世界全体と同じ傾向にある（図
表5）。アジア地域については、ベトナムが
20%と注目度が高まった一方で、タイ、イン
ドネシア、インドは若干低下している。全体
としては、上位10カ国のうち7カ国がアジ
ア地域と、米国への注力が高まった他はア
ジア重視の傾向が続いている。　

図表4　成長する上で重要な国・地域（自国以外）

質問 ： 今後12カ月間で、貴社が本拠をおいている国を除き、貴社の成長見込みに関して最も重要だとお考えになる3カ国を挙げてください。

図表5　今後成長する上で重要な国・地域（自国以外）　２０１3年から２０１5年の比較

質問 ： 今後12カ月間で、貴社が本拠をおいている国を除き、貴社の成長見込みに関して最も重要だとお考えになる3カ国を挙げてください。

日本
（162人）

中国・香港
（175人）

米国（43）

中国（20）

ドイツ（17）

日本（16）

インド（14）

台湾（11）

韓国（10）

オーストラリア（10）

シンガポール（9）

英国（9）

アジア太平洋※

（379人）

米国（46）

中国（40）

日本（18）

インドネシア（13）

インド（12）

オーストラリア（11）

シンガポール（10）

ドイツ（10）

英国（9）

韓国（6）

西欧
（330人）

米国（40）

中国（29）

ドイツ（28）

英国（12）

フランス（12）

ブラジル（12）

ロシア（10）

スペイン（6）

インド（6）

イタリア／
ポーランド（6）

米国
（103人）

中国（55）

ドイツ（30）

英国（29）

カナダ（16）

メキシコ（16）

日本（15）

ブラジル（15）

オーストラリア（12）

インド（11）

韓国（7）

世界全体
（1,322人）

米国（38）

中国（34）

ドイツ（19）

英国（11）

ブラジル（10）

インド（9）

日本（8）

ロシア（6）

インドネシア（6）

オーストラリア（6）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表中の（ ）内の数字は当該国を選んだ回答者の割合（%）

1位 中国 2位 米国 3位 タイ

※アジア・太平洋地域において日本は除きます。また、中国・香港は含まれます。

中国（57）

米国（52）

タイ（28）

ベトナム（20）

インドネシア（19）

インド（14）

ドイツ（10）

シンガポール（9）

韓国（7）

英国（6）

米国を重視する CEO が
大きく増加

日本のCEOの回答

48%

24%
26%

23%

17%

1%

5%
8%

62%

39%

30%

21%

15%

9%
7%

4%

57%

52%

28%

19%

14%
10%

7% 5%

中国 米国 タイ インドネシア インド ドイツ 韓国

2013年
2014年
2015年

ブラジル

15%

3%

15%

4%

20%

9%

ベトナム シンガポール

日本のCEOの回答

7境界なき市場への挑戦 



　では次に、世界経済の先行きを踏まえ、
日本のCEOは今後の成長機会と脅威につ
いてどのように考えているのであろうか。
今後の見通しについて3年前と比較した場
合、日本のCEOは「3年前よりも今の方が成
長機会が増えている」、同じく「脅威が増え
ている」と回答した比率が、どちらについて
も世界全体や他地域より高い結果となっ
た(図表6)。

　これは、3年前に比べて景気が拡大基調
にあることやアベノミクスへの期待などか
ら、日本のCEOが先行きに対して明るい見
通しを持っている一方で、一段とグローバ
ル化が進展する経済構造の中で他地域の
政治経済情勢の影響を受けやすくなって
いることを反映しているものと考えられる。

　成長に対する脅威のうち、経済的、政
策的、社会的脅威について見ると、日本
のCEOは世界全体に比べ、「過剰な規制」

（63%）、「地政学的な不確実性」(65%)、
「不十分な基盤インフラ」(44%)、「高失業
率／不完全雇用」（27%）、「資金調達面で
の制約」(27%)などの分野において脅威
あるいは懸念と認識する割合が低い結果
となった。「財政赤字と債務負担に対する
政府の対応」についても、脅威と認識する
割合は世界全体と比較して相対的に低い

（66%）数値となっている。

成長の機会と脅威

成長に対する自信

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%

世界全体 日本 米国アジア太平洋
（日本を除く）

中国・香港 西欧

世界全体 日本 米国アジア太平洋
（日本を除く）

中国・香港 西欧

61%

78% 72% 68% 67%

52%

59%

72%

58% 58%55%

図表7　成長に対する脅威（経済・政策・社会）

質問 ： 以下は貴社の成長見通しに対する潜在的な経済的、政策的、社会的脅威です。 
　　　あなたはそれぞれについてどの程度懸念していますか?

「非常に同意する」「同意する」と回答した人

当社にとっては
3年前よりも今の方が
成長機会が増えている

当社にとっては
3年前よりも今の方が
脅威が増えている

表中の数字は回答者の割合（%）

世界全体 日本 世界全体 日本

●過剰な規制

●財政赤字と債務負担に
　対する政府の対応

●社会不安

●不十分な基盤インフラ

●資金調達面での制約

●地政学的な不確実性

●租税負担の増加

●各国政府の
　保護主義的傾向

●高失業率／
　不完全雇用

●病気の大流行

63

66

60

65

66

65 6536

78

72

72

70

53

40

58

49

44

27

57

27

「非常に懸念している」「多少懸念している」と回答した人

図表6　成長機会と脅威ー3年前との比較

質問 ： 以下の文章は貴社のビジネスが直面する脅威と機会について述べていますが、あなたはどの程度同意しますか?
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　一方で「社会不安」（65%）、「病気の大流
行」（65%）を挙げる割合が高くなったが、
これは日本において今後、所得格差の拡
大が懸念されていること、また調査時点前
後でエボラ出血熱、デング熱などが報道さ
れていたことが影響しているものと考えら
れる。

　次に、ビジネス上の脅威について見る
と、日本のCEOは、「鍵となる人材の調達」
が93%でトップとなった他、「エネルギーコ
ストの高さまたは変動」（80%）、「技術進歩
のスピード」（70%）、「データ保全の欠如を
含むサイバー脅威」（67%）が上位となった

（図表8）。これらの項目は世界全体と比較
して高い比率となっている。
　2つの質問への回答を見ると、日本の

CEOは、経済的、政策的、社会的脅威よりも
ビジネス上の脅威をより深刻に受け止め
る傾向にある。新たなビジネス展開や事業
のグローバル化を進める上での人材不足、
原子力発電所が停止していることによる
海外の天然資源への依存度の高まり、テク
ノロジーを中心としたイノベーションの加
速、情報漏洩などの事案が社会的に及ぼ
す影響の増大など、さまざまな要因が影響
しているものと考えられる。

　特にサイバーセキュリティに関する脅威
については、米国のCEOの86%が選択し、
ビジネス上の脅威の中でトップとなってお
り、今後、米国を中心にサイバーセキュリ
ティへの関心は一段と高まっていくことが
予想される。

図表8　成長に対する脅威（ビジネス面）

質問 ： 以下は貴社の成長見通しに対するビジネス上の脅威です。あなたはそれぞれについてどの程度懸念していますか?

表中の数字は回答者の割合（%）

世界全体 日本 世界全体 日本

●鍵となる人材の調達

●データ保全の欠如を
　含むサイバー脅威

●消費者の嗜好や
　消費行動の変化

●エネルギーコストの
　高さまたは変動

●技術進歩のスピード

●新規参入企業

●ビジネスに対する
　信頼の欠如

●贈収賄と不正行為

●サプライチェーンの
　混乱

93

67

54

53

51

70

73

60 63

61

51

50

37

59 80 47 48

58

「非常に懸念している」「多少懸念している」と回答した人

93%
のCEOが鍵となる人材の調達に
懸念



　今後5年間と、中長期的な期間を展望し
た場合に、CEOはどのような要因が企業の
業績に破壊的な影響を及ぼすと考えてい
るであろうか。図表9にあるように、業界の
規制、顧客の行動、競争相手など、5つの
項目について質問したところ、世界全体で
は「業界規制の変化」を挙げるCEOが66%
でトップとなったのに対して、日本のCEO
は46%にとどまった。日本ではアベノミクス
の第三の矢（民間投資を喚起する成長戦
略）の中でさまざまな分野における規制緩
和が期待されているが、それが業界の「破
壊的」な変化につながるとの意識までには
至っていない可能性がある。

　一方、米国では「業界規制の変化」を挙

げるCEOが75%となった他、「生産または
サービス提供のコア技術の変化」が70%と
他地域に比べて高水準となった。ITを中心
とするイノベーションと規制の変化が合わ
さってビジネスが大きく変貌してくことが
意識されている。このようなダイナミズムが
米国経済の成長を高めていくことに貢献し
ていると言えるのではないだろうか。

　これに対して、中国・香港では、「顧客行
動の変化」(77%)、「重大な直接的・間接的
な競争相手の増加」（77%）、「販売チャネ
ルの変化」(65%)を挙げるCEOが多く、所
得水準が高まる中での消費者行動の変化
や、販売面での競争拡大が意識される傾
向にあると考えられる。

業界に破壊的な地殻変動をもたらす要因と
その影響

中長期的な脅威

図表9　何が業界に破壊的な地殻活動をもたらす要因か
質問 ： 今後5年間に、以下に挙げた傾向が業界にとってどの程度破壊的になるとお考えですか?

業界規制の変化

46%

日本

75%

米国

生産またはサービス提供のコア技術の変化
（例えば、3Dプリンティング、携帯電話、タブレットなどの

モバイル機器を活用した顧客サービス）

47%

世界全体

49%

日本

70%

米国

66%

世界全体

顧客行動の変化販売チャネルの変化 伝統的または新規を問わず、
重大な直接的／間接的な
競争相手の増加

世界全体

日本 中国・香港

世界全体

日本 中国・香港

世界全体

日本 中国・香港

61%

63% 77%

61%

57% 77%

50%

54% 65%

「非常に破壊的である」「多少破壊的である」と回答した人
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　次に、自社の業界以外でどの業界から
競争相手が出現する可能性があるか質問
したところ、日本のCEOの回答は、「テクノ
ロジー」（30%）、「小売り、卸販売」（25%）、

「 通 信 、エンターテイメント、メディア」
(20%)が上位3業種となった。上位3業
種については、世界全体と同じ傾向であ
る（図表10）。一方、日本の特徴としては、

「製 造 ― 工 業 製 品」が 1 9 %、「ヘルスケ
ア、医療、ライフサイエンス」が17%と他
地域に比べて高い比率となっている。日
本ではものづくりを重視する傾向がある
のと、高齢化社会により医療関連産業の
拡大が見込まれることが背景にあると考
えられる。

　こうした中で米国は、「テクノロジー」を
挙げるCEOの比率が50%と非常に高くなっ
ている。前述したように米国のCEOはコア
技術の変化が業界に与える影響が大きい
と認識しており、テクノロジー業界の企業
がこうした技術変化を活用しながら競争を
促していく傾向が強いものと考えられる。

　逆に、自らが他の業界に参入して新た
な競争が起こることの可能性については、

「非常にあり得る」または「あり得る」と回
答した日本のCEOは69%と、世界全体の
56%を上回り、今後、業界を超えた競争が
激しくなることを見込んでいる（図表11）。

他業界からの競争相手の参入

図表10　他業界からの競争相手の出現
質問 ：  貴社が事業を行っている業界以外から、競争相手が現れているか、あるいは現れる可能性があるとしたら、どの業

界からでしょうか?

テクノロジー（IT関連、電機・電子）

小売、卸販売

通信、エンターテイメント、メディア

不動産を含む金融サービス

専門および企業向けサービス

エネルギー、公益事業、鉱業

運輸、物流

製造―工業製品

製造―消費財

ヘルスケア、医療、ライフサイエンス

政府、公共サービス

製造―自動車

建設

旅行、レジャー

農業、林業、漁業、狩猟

他の業界から重大な競争相手が
現れるとは考えていない

32%32%

19%19%

16%16%

13%13%

13%13%

11%11%

11%11%

11%11%

10%10%

9%9%

8%8%

7%7%

6%6%

5%5%

5%5%

21%21%

9%9%

17%17%

11%11%

10%10%

7%7%

5%5%

4%4%

15%15%

15%15%

14%14%

8%8%

7%7%

11%11%

7%7%

9%9%

6%6%

4%4%

2%2%

5%5%

2%2%

15%15%

32%32%

9%9%

9%9%

8%8%

11%11%

11%11%

9%9%

6%6%

6%6%

5%5%

4%4%

4%4%

世界全体 日本 米国 西欧

25%

20%

12%12%

19%

17%

10%10%

7%7%

50%30%

20%20%

14%14%

20%

18%

8%

26%26%

　GDPの上位2カ国を見ると、米国は着実
に景気が拡大しているが、その背景には
テクノロジーを中心とした活発なイノベー
ションに取り組む企業の活力があることも
一因であろう。一方、中国は13億人という
人口をベースに経済規模を急速に拡大さ
せている。GDPで世界第3位の日本は今後
どのような方向を目指せばよいのか。日本
の得意分野の競争力を維持し、また高い
経済成長を続けるアジア地域からの恩恵
を最大限活用することはもちろんだが、一
方でイノベーションを活性化させ、グロー
バルベースの競争がますます激しくなる中
で、ハードとソフト両面における優位性を
確保していくことが重要になる。

　今回の調査では今後、そうした方向を目
指していく上で鍵となるいくつかの重要な
要素として、「デジタル技術の活用」、「事
業展開していく上でのパートナーの選択」、

「人材確保につながるダイバーシティへ
の取り組み」を取り上げている。以下では、
これら3点についてさらに詳しく見ていくこ
とにしたい。

図表11　新しく参入した業界で競争が高まるか
質問 ：  今後3年間に、企業がこれまで活動していた業界以外

の他の業界にも参入し、その業界において一段と競
争するようになることがどの程度あり得るとお考えで
すか?

219 35 17

153 40 21

179 49 20

206 39 17世界全体

日本

米国

西欧

それほど
あり得ない

全く
あり得ない

非常に
あり得る あり得る

（注：表中の数字は回答者の割合（%）。ただし「どちらでもない」
「未回答」を除く）
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　今後、グローバルベースで競争していく
上で、デジタル技術の活用は重要な要素
になってくる。戦略上重要なデジタル技術
について質問したところ、世界全体および
日本のCEOの共通の回答として、「モバイ
ル技術」（日本83%, 世界全体81%）、「デー
タマイニングと分析」（同76%, 80%）、「サ
イバーセキュリティ」(同85%, 78%)が上位
3項目となった（図表12）。

　一方、日本のCEOは、「電池と電力技術」
（60%）、「ロボット工学」（51%）、「3Dプリ
ンティング」（47%）の比率が高いのが特徴
である。これは、ものづくりを重視する日本
の傾向と符合する。
　それでは、デジタル技術が企業の中で
どの程度価値をもたらしているのであろう
か。分野別に質問したところ、日本のCEO
の85%が「業務効率」、81%が「データと

データ分析」をトップ2項目に挙げた。これ
は、世界全体のそれぞれ88%、84%とほぼ
同水準である（図表13）。
　一方、「リスクをとる意思決定」(38%)、

「イノベーションを行う能力」（59%）な
どの経営戦略面における価値、あるいは、

「顧客体験」（51%）、「ブランドと評判」
(51%) といった顧客との関係における価
値を挙げる日本のCEOは世界全体に比べ
て低い結果となった。

デジタル時代に競争優位を
加速させるために技術を活用

3つのキーワード
「テクノロジー」「パートナーシップ」 「ダイバーシティ」

図表12　戦略上重要なデジタル技術
質問 ： 貴社にとって、以下に挙げたデジタル技術は戦略的にどの程度重要ですか?

顧客との関係構築のための
モバイル技術

データマイニングと分析

サイバーセキュリティ

モノのインターネット(IoT)

ソーシャル化したビジネスプロセス

クラウドコンピューティング

電池と電力技術

ロボット工学

ウェアラブルコンピューティング

その他

3Dプリンティング

81%81%

80%80%

78%78%

65%65%

61%61%

60%60%

47%47%

37%37%

33%33%

32%32%

27%27%

58%58%

73%73%

88%88%

89%89%

45%45%

32%32%

28%28%35%35%

40%40%

28%28%47%47%

世界全体 日本 米国 西欧

76%

85%

83%

60%

51%

0%

63%

79%

80%80%

56%56%

52%52%

47%47%

28%28%

26%26%

77%77%

74%74%

38%38%

82%

38%

54%54% 58%58% 61%61%

「非常に重要である」「多少重要である」と回答した人

モバイル技術、サイバーセキュリティに
加え、電池と電力技術、ロボット工
学、3Dプリンティング技術を重視
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　世界全体、特に米国においてデジタル
技術を幅広く活用する傾向があるのに対
し、日本の場合はまだそこまで到達してい
ない可能性がある。特に、米国では「顧客
体験」を挙げるCEOが85%に達している。
これは、例えば顧客の購入履歴を見ながら
嗜好に合った商品を提案するといったこと
などでの活用が進んでいることの現れであ
ろう。

　では、デジタル技術を一段と活用してい
く上で重要なことは何であろうか。図表14
にあるように、「CEOがデジタル技術の利
用を擁護すること」をはじめとする5項目に
ついて、日本のCEOもこれらを重視はして
いるものの、世界全体、とりわけ米国と比べ
る全ての項目において認識の度合いに大
きく差がつく結果となった。グローバルな
競争に打ち勝っていく上では、デジタル技
術への取り組みをより一段と経営戦略の
高いレベルに位置付ける必要があろう。

3つのキーワード
「テクノロジー」「パートナーシップ」 「ダイバーシティ」

図表13　デジタル技術がもたらす価値
質問 ： 以下に挙げる分野で、デジタル技術はどの程度の価値を貴社にもたらしていますか?

業務効率

データとデータ分析

顧客体験
（カスターマエクスペリエンス）

内部／外部コラボレーション

サイバーセキュリティを含む
データの安全性

イノベーションを行う能力

ブランドと評判

販売力

部品調達とサプライ・
チェーン・マネジメント

戦略的意思決定

人材の発掘、育成、保持

85%85% 89%89%

51%

88%88%

84%84%

77%77%

77%77%

72%72%

71%71%

71%71%

66%66%

66%66%

63%63%

58%58%

63%63%

89%89%

85%85% 79%79%

78%78%74%74%

61%61%

66%66%

71%71%

76%76%

69%69%

66%66%

55%55%

リスクを取る意思決定 56%56% 46%46%54%54%

世界全体 日本 米国 西欧

81%

80%

76%

83%

84%84%

84%84%

64%64%70%

75%

63%

59%59%

64%64%

59%59%

49%49%

38%38%

50% 52%

51%51%

「非常に高い価値」「かなり高い価値」と回答した人

図表14　デジタル技術で成果を得るために必要な要素
質問 ： 貴社がデジタル関連投資を行うことによって最大限の成果を得る上で、以下の要素はどの程度重要ですか?

企業全体でデジタル技術を活用するための
具体的な雇用と研修の戦略

世界全体
日本
米国
西欧

デジタル技術の活用は、
全社員の責務であることの周知

世界全体
日本
米国
西欧

デジタル技術が
競争優位を築くための
明確なビジョン

世界全体
日本
米国
西欧

86%
77%
92%
89%

成功基準の定義も含めた、
熟考された

デジタル投資計画

世界全体
日本
米国
西欧

83%
67%
95%
87%

CEOが
デジタル技術の利用を

擁護すること

世界全体
日本
米国
西欧

86%
71%
91%
88%

74%
68%
81%
69%

75%
65%
92%
70%

世界全体
日本
米国
西欧

「非常に重要である」「多少重要である」と回答した人
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　業界を超えた競争が高まる中で、企業は
どのように行動しているのであろうか。過
去3年間に新しい業界に参入するか、参入
を検討したかについて質問したところ、日
本のCEOの34%が「参入した」、23%が「検
討した」と回答している。これは世界全体と
ほぼ同じ傾向にある（図表15）。
　では、どのような業界をターゲットにす
るかについて、前問で「参入した」あるいは

「検討した」と回答したCEO（92社）に質問
したところ、世界全体とは異なる傾向が見
られた。具体的には、日本のCEOの特徴と
して「ヘルスケア、医療、ライフサイエンス」

（26%）、「農業、林業、漁業」（14%）、「小
売、卸販売」の割合が相対的に高い結果と
なった（図表16）。
　この背景には、日本では、高齢化社会へ
の移行に伴い、介護ビジネスなど新規ビジ
ネスの拡大が見込まれること、また、農業
関係については、農業の6次産業化など、
農業改革の動きが期待されていることが
考えられる。
　一方、米国では「テクノロジー」、「専門お
よび企業向けサービス」が高い比率となっ
ており、米国企業が得意とする分野に一段
と注力している様子がうかがえる。

誰と組んでどの業界に進出するか

3 つのキーワード「テクノロジー」「パートナーシップ」 「ダイバーシティ」

図表15　新しい業界への参入
質問 ： 過去3年間に、貴社は1つまたは複数の新しい業界に参入したこと、または参入を検討したことがありますか?

図表16　どの業界に参入するか
質問 ：  過去3年間に貴社が新規参入した、あるいは参入を検討した業界はどれですか？

テクノロジー
（IT関連、電機・電子）
ヘルスケア、医薬、
ライフサイエンス
専門および

企業向けサービス
エネルギー、

公益事業、鉱業

不動産を含む
金融サービス

製造―工業製品

運輸、物流

小売、卸販売

通信、エンターテイメント、
メディア

製造―消費財

農業、林業、漁業、狩猟

旅行、レジャー

建設

政府、公共サービス

製造―自動車

15%15%

15%15%

2%2%

3%3%

4%4%

5%5%

7%7%

9%9%

9%9%

10%10%

10%10%

11%11%

11%11%

14%14%

世界全体 日本 米国

26% 17%

15% 19%

11%

13%

5%

3%

24%

13%

14%

12% 13%

西欧

12%

4%

15%15%

15%15%

2%2%

2%2%

4%4%

2%2%

5%5%

9%9%

7%7%

10%

9%9%

13%13%

0%0%

3%3%

2%2%

5%5%

3%3%

10%10%

3%3%

10%10%

3%3%

1%1%

3%3%

8%8%

3%3%

8%8%

4%4% 23%23%

20%

15%

11%

4%

13%13%

0%0%

4%4%

4%4%

7%7%

10%10%

7%7%

11%11%

2%2%

中国・香港

13%13% 15% 14%10%10% 7%7%

14%
の CEO が農業への新規参入を開始もしく
は検討

新しい業界に参入も
検討もしなかった

45%

世界全体

43%

日本

38%

米国

新しい業界に参入はしなかったが、
検討した

21%

世界全体

23%

日本

25%

米国

新しい業界に参入した

33%

世界全体

34%

日本

36%

米国

（注：回答数は、世界全体710、日本92、米国63、西欧164、中国・香港164。新規参入したか、参入を検討したと回答したCEOが対象。）
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35%

イノベーション
能力の強化

54%
新技術もしくは
未来技術の獲得

51%

新規顧客の
獲得

47%

新技術もしくは
未来技術の獲得

47%
新規顧客の
獲得

42%

新しい地域への
アクセス

30%

新しい地域への
アクセス

世界全体 日本

46%

新しい地域への
アクセス

49%

イノベーション
能力の強化

51%

新技術もしくは
未来技術の獲得

米国

顧客

サプライヤー

学界

ビジネス上のネットワーク、
業界団体

競争相手

他業界の企業

政府

非政府組織

スタートアップ企業
（新興企業）

41%41%

41%41%

19%19%

20%20%

23%23%

26%26%

27%27%

29%29%

32%32%

世界全体 日本 米国

39%39%

16%16%

17%17%

24%24%

23%23%

27%27%

24%24%

31%31%

12%12%

10%10%

15%15%

25%25%

38%38%

46%

34%34%

26%

30%

図表17　誰をパートナーに選ぶか
質問 ： 現在、以下に挙げたタイプの（ビジネス上の）関係者のいずれかと合弁、戦略的提携、または非公式の連携や
　　　協業を実施していますか。あるいは、実施することを検討していますか?

図表18　パートナーを組む理由
質問 ： 合弁、戦略的提携、または非公式な形での連携や協業をする理由として、以下のリストの中から主な理由を
　　　3つ挙げてください。

　次に、自社の競争力を活用する上で、誰
をパートナーに選ぶかについて質問したと
ころ、日本のCEOは、合弁、戦略的提携、ま
たは非公式の連携や協業を実施する相手
として「競争相手」（38%）、「ビジネス上の
ネットワーク、業界団体」（34%）が上位とな
り、「顧客」、「サプライヤー」が上位となっ
た世界全体や米国と異なる傾向となった

（図表17）。
　世界全体では、川上から川下へとタテの
つながりが意識されているのに対して、日
本はどちらかというと、ヨコのつながりを活
用する方向にあると言えよう。

　 連 携 や 協 業を行う上でパートナーに
期待するものとして、日本のCEOの場合、

「新技術の獲得」(54%)、「新規顧客の獲
得」（51%）を挙げるCEOの割合が世界全
体を上回ったが、「イノベーション能力の
強化」（35%）、「新しい地域へのアクセス」

（30%）については逆に下回る結果となっ
た（図表18）。特にこの2項目については、
米国との差が大きくなっている。米国では
企業が顧客やサプライヤーと連携すること
で、イノベーションを促進し、新たな市場を
獲得していくことが1つの強みになってい
ると言えよう。

実施していると回答した人

（注：「新規顧客の獲得」、「新技術もしくは未来技術の獲得」、「新しい地域へのアクセス」、「イノベーション能力の強化」、「ブランド力
または評判の強化」、「リスク分散」、「人材の獲得」、「新しい業界への参入」の中から選択された上位項目を表示している。） 
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3 つのキーワード「テクノロジー」「パートナーシップ」 「ダイバーシティ」

　全体として世界経済の拡大が続く中で、
CEOは人員の拡大を見込んでいる。日本
のCEOの46%は今後1年間で人員を増加
させると回答している（図表19）。他地域
を見ると、景気が停滞している西欧は39%
と低いが、米国（59%）、アジア太平洋地域

（60%）とも人員の増加については積極姿
勢である。

　先の質問において、日本のCEOは鍵とな
る人材の確保がビジネス上の懸念材料と
なっていた。ここでは、必要となる人材確保
の観点から、ダイバーシティ（多様性）やイ
ンクルージョン（受容性） について日本の
CEOの傾向を見ることとする。
　まず、自社においてダイバーシティやイ
ンクルージョンを推進する戦略があるかど
うか質問したところ、「ある」と回答した日
本のCEOの比率は53%と、米国（74%）、西
欧（66%）にくらべ低い水準となった（図表
20）。

　次に、ダイバーシティやインクルージョ
ンに関する戦略を推進することで得られた
ものとして、日本のCEOは「優秀な人材の
惹き付け」（86%）、「新たなまたは顕在化
しつつある顧客ニーズへの対応」（80%）、

「組織内外でのコラボレーションの進化」
（79%）が上位となり、世界全体と同程度
の割合となった（図表21）。一方で、「業績
の向上」（76%）、「自社ブランドの評判と
強化」（67%）、「イノベーションの活性化」

（65%）、「IT技術の活用」(33%)は、これら
を選択するCEOの割合が世界全体と比較
して低い水準にとどまっている。相対的に、
人材戦略と業績、ブランド、イノベーション
やITといった全社的な経営戦略との連携
が弱い傾向が見られる。

ビジネスを成功に導くために
人材の多様性と適応能力を活用

図表19　人員増加の見込み
質問 ： 今後12カ月間で、貴社の人員数は増加、減少、または現状維持のうち、どのようになるとお考えですか?

増加

現状維持

減少

50%50%

28%28%

21%21% 11%11%

39%39%46%46%

21%21%

18%18%

世界全体 日本 米国 西欧

43%

59%

31%

30%

アジア太平洋（日本を除く）

60%

22%22%

16%16%

11%
43% 46% 減少

2014年調査結果 15% 2014年調査結果 41% 2014年調査結果 43%

現状維持
増加

図表20　人材に関する戦略を持っているか

質問 ： 貴社は人材のダイバーシティ&インクルージョン（多様性の受容）を
　　　推進する戦略をお持ちですか?あるいは、そのような戦略を
　　　採用する計画をお持ちですか?

「はい、当社にはそのような戦略がある」と回答した人

世界全体 64%

日本 53%

米国 74%

西欧 66%
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91%91%

85%85%

56%56%

63%63%

76%76%

77%77%

78%78%

78%78%

83%83%

世界全体 日本 米国 西欧

87%

86%

80%

97%

79%79%

58%

89%89%

80%80%

47%47%

59%59%

69%69%

68%68%

74%74%

69%69%

80%80%

47%47%

53%53%

68%68%

76%76%

72%72%

86%86%

76%76%

33%33%

73%73%

65%65%

67%67%

IT技術の活用

業績の向上

顧客満足の向上

新しい業界／地域への参入

優秀な人材の惹き付け

自社ブランドと評判の強化

組織内外でのコラボレーションの深化

イノベーションの活性化

新たな、または顕在化しつつある
顧客ニーズへの対応

　最後に、人材戦略に関する評価につい
てどのように考えるか質問したところ、図表
22にあるように、多くの項目について、「そ
う思う」もしくは「非常にそう思う」と回答し
た日本のCEOの比率は低い結果となった。
特に「生涯学習または海外研修プログラム
を通じて、常に従業員に新しい技術を身に

つけさせている」（61%）、「常に複数のチャ
ネルを通じて人材を求めており、その中に
はオンライン上のプラットフォームやソー
シャルネットワークも含まれる」、（49%）、

「常にデータ解析 を使って社内でスキル
が効率的に展開されているか把握してい
る」（25%）が世界全体に比べて差が大き

い項目となっている。近年、日本では大企
業でなくとも新たな市場を求めて海外に進
出していくケースが多い。ますますグロー
バル化する経済に対応していくためには、
人材戦略をより重要度の高いレベルに位
置付ける必要があろう。

図表21　ダイバーシティ&インクルージョン戦略で得られた価値
質問 ：  以下に挙げる効果のうち、貴社が人材のダイバーシティ&インクルージョン（多様性の受容）に関する戦略を 

推進することで得られたものがあるとすれば、それはどの程度だと思いますか?

図表22　ダイバーシティ&インクルージョン戦略についての評価
質問 ： 以下に挙げた貴社の人材戦略についての文章にどの程度同意しますか?

82%

92%

37%

85%

41%45%

過去の採用に比べて、より幅広いスキルを
求めるようになった

生涯学習または海外研修プログラムを通じて
常に従業員に新しい技術を身につけさせている

常に複数のチャネルを通じて人材を求めており、
その中にはオンライン上のプラットフォームや

ソーシャルネットワークも含まれる

異なる地域、業界および（または）属性から
積極的に人材を探している

常にデータ解析を使って社内でスキルが
効率的に展開されているか把握している

人材のニーズを満たす目的で常に広範囲の
外部組織と連携・協業している。その中には
他の組織と人材を共有することも含まれる

外注業者、パートタイム労働者、
部署のアウトソーシング、業務委託契約に対する

依存度を大幅に増やした

81%81%

81%81%

33%33%

40%40%

46%46%

71%71%

78%78%

世界全体 日本 米国 西欧

80%80%

31%31%

34%34%

39%39%

68%68%

73%73%

81%81%

78%78%

40%40%

69%69%

61%61%

49%49%

22%22%

25%25%

62%62%

ダイバーシティやインクルージョ
ンを推進することで得られるメ
リット「優秀な人材の惹き付け」

86%

「そう思う」「非常にそう思う」と回答した人

「恩恵がある」「非常に恩恵がある」と回答した人

（注：図表20の質問で「はい」と回答した人が対象。世界全体843、日本86、米国７６、西欧218）
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変革力と多様性をてこに競争に打ち勝つ

　世界のCEOは、経済の先行きが不透明
で、またサイバーセキュリティや地政学的
なリスクなどの脅威が高まる中において
も、成長を求めて攻勢を続けている。
　今回の調査では、中長期的な成長を維
持し競争優位性を確保するためには、「テ
クノロジー」、「パートナーシップ」、「ダイ
バーシティ」がキーワードであることが明ら
かになった。これらの要素が相互に作用す
ることで企業の変革力と多様性が高まり、
イノベーションの活性化を通じて企業の競
争力が強化されることになる。

　この3つのキーワードについて日本の
CEOの特徴を見ると、まずパートナーシッ
プについて、日本のCEOは業務提携には
積極的ではあるが、M&Aに対するスタン
スは世界全体と比べてまだ保守的であ
る。また、テクノロジー（デジタル技術の活
用）、ダイバーシティ（人材戦略）といった
要素についても、世界全体の回答結果と比
較すると、経営上の重要な要素としての位
置付けが弱い回答傾向が見られた。その
一方で、特に米国においては、これらを融
合させて企業全体としての競争力強化に

つなげようという動きが調査結果からうか
がえる。今の米国の好調を裏付けている要
因の1つとも言えよう。
　日本企業は、今は高い経済成長率を持
続し需要が拡大しているアジア地域が近
くにあるというメリットを享受しているが、
今後経済がさらに成熟する中で差別化を
図り、長期的な成長を持続するためには、
イノベーションに一段と力点を置いた戦略
の策定が必要であろう。

持続的なイノベーション

今回の調査は、これからのグローバル競争で生き残るために世界のCEOが何を重視して戦略を考えているかの一端がうかがえる結果と
なった。日本のCEOに期待されることは、今回の調査でキーワードとなった「テクノロジー」「パートナーシップ」「ダイバーシティ」を企業の成
長戦略に取り入れて、イノベーションを活性化するとともに将来に向けたビジョンを策定し、ステークホルダーとの会話を通じて成長力を高
めていくことであろう。

　日本企業が今後、グローバルベースで
の競争で勝ち残っていくためには、例え
ば、テクノロジー＝システム部門の担当、
人材＝人事部門の担当といった位置付け
ではなく、よりトップに近いレベルで一体
的に捉えた形での中長期的な経営戦略を
構築する必要があろう。
　また、世界経済がさまざまな不安定要素
を抱えていること、技術進歩のスピードが
速まっていることなど、経営環境が想定を
超えて変化する可能性がある状況のもと
では、変化の兆候をいち早く読み取り、臨
機応変に対応できる経営基盤を構築する
ことも必要である。テクノロジーの活用や

ダイバーシティの推進はこうした経営環境
の変化に対処する能力を高めることにもつ
ながる。
　日本のCEOはこれらの経営課題を十分
認識し重責を果たしているが、経済のグ
ローバル化が進み、競争が一段と激しさを
増す中においては、戦略を策定する上で、
変革を進める世界のグローバル企業の動
きにも目を配っていく必要がある。

テクノロジー・人材戦略を強化し
中長期戦略を策定
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　そして、そのようにして策定された中長
期戦略について、従業員や投資家などの
内外のステークホルダーに可視化していく
ことが求められる。
　日本では2014年2月に機関投資家の行
動原則をまとめた日本版スチュアードシッ
プ・コードが制定され、さらに同年末には日
本の「稼ぐ力」を取り戻すための施策の1つ
として、コーポレートガバナンス・コード原
案が公表され、2015年6月からの適用が
予定されている。また、対話の手段として
統合報告フレームワークが用意されるなど、
長期的な企業価値向上に向けた企業と投
資家との対話促進のフレームワークが構
築されつつある。
　こうした枠組みを活用することで企業価
値を高め、成長を持続する好循環につな
げていくことが可能になる。
　日本経済は規模の面で中国に抜かれた
とはいえ、1億3千万人の人口を抱え、当分
の間は世界第3位の経済大国の地位にと
どまる。日本再興戦略が着実に実行される
とともに、企業の変革力と多様性が高まり、
イノベーションが活性化されていけば、新
しい成長軌道に乗る道筋が見えてこよう。

ステークホルダーとの対話を拡大する

図表23　変革力と多様性をてこに競争に打ち勝つ

・ スチュアードシップ・コード　・ コーポレートガバナンス・コード　・ 統合報告市場との対話

・ 成長機会の獲得　・ 脅威に対する備え　・ ブランド価値の向上競争優位性の確保

イノベーションの
活性化
業績の向上

テクノロジー
デジタル技術の

活用 

パートナーシップ
提携・M&A

ダイバーシティ
人材戦略

•テクノロジーを活用した
　新規分野への進出
•最先端技術へのアクセス

•テクノロジーを駆使できる
　人材の確保
•テクノロジーを活用した
　人材戦略

•新規参入業界における人材として活用
•グローバル化への対応
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