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PwC Japan 調査／レポートのご案内
PwCでは、会計、税務、経営に関連するさまざまな調査レポートおよび海外拠点からの各種出版物を発行しています。
ここでは、その一部をご紹介します。

“自動車”の再定義
自動車業界変革のシナリオ

（2015年12月）
今後5~10年間の自動車業界の変化を考察した
PwCの最新レポートです。技術進化や規制強化
のトレンドから想定される4つのシナリオをもと
に、企業に求められる対応策を考察しています。

不正を生まないために：
正しい行動を促す組織文化とは

（2016年1月）

不安は人の判断能力を鈍らせ、倫理に反する行
為に走らせます。また、企業が従業員の競争意
欲を生み出すことに注力できれば、より革新的な
行動を促すことにつながることも本調査により明
らかとなっています。

グローバル情報セキュリティ調査2016：
サイバーセキュリティの転換と変革

（2016年2月）
グローバル情報セキュリティ調査は、PwCが「CIO 
Magazine」、「CSO Magazine」両誌と共同で毎
年世界的に実施している、情報セキュリティに関
するオンライン調査です。世界の経営層から回答
を得て、企業の情報セキュリティに関する諸問題、
対策状況、投資動向等を分析、レポートします。

Emerging Trends 
in Real Estate® Asia Pacific
不動産の新しい動向 アジア太平洋

（2015年12月）
本報告書は、投資家、デベロッパー、不動産会
社のトップ、金融機関、仲介業者、コンサルタン
トなど、国際的に著名な不動産専門家の見解に
基づき、アジア太平洋地域における不動産投資
と開発のトレンド、不動産金融・資本市場の状況、
および不動産部門別・都市別の傾向について見
通しを示しています。

ストラテジック・
バリュー・コンサルティング

（2016年1月）

本資料では、主に市場および業種レベルでの分
析を行い、経営陣がそれぞれの自社組織につい
て考察すべき重要な質問を網羅しています。

内部監査における3Dの活用
～デジタル、データ、デバイスの3D時
代におけるデータ分析の活用～

（2016年2月）
内部監査における3Dの活用 ～デジタル、デー
タ、デバイスの3D時代におけるデータ分析の活
用～デジタル、データ、デバイスのいわゆる3D
を内部監査の実務にどのように活用し、内部監
査の価値を向上させていくかについて考察しま
す。

technology forecast 
3Dプリントの未来：
試作製作を超え完成品の適用へ

（2015年12月）
3Dプリントの将来：3Dプリント技術は生産工程、
サプライチェーンなどを根本から覆すだけの影響
を持つ技術です。本レポートでは専門家へのイ
ンタビューを交え、3Dプリントの印刷方式、原材
料などの技術解説、現課題と解消状況、今後の
ビジネス機会などを解説しています。

Asset Management 2020 and beyond： 
Transforming your business for a new 
global tax world

（2015年12月）
「会社がどのように税務リスクを対処するのか」

が、2020年に向けて競争上の差別化要因となり
ます。新しいグローバルタックスの世界において、
何が推進力となるのでしょうか。そして金融サー
ビス業界においてより重要な分野となるであろう
アセットマネジメント業界は、どのようにしてこれ
らの課題に対処していくのでしょうか。

Insurance 2020 & beyond：
サイバー保険に関する展望

（2015年12月）
サイバー保険の市場規模は、10年後に75億米ド
ルまで成長すると見込まれています。本レポート
では、どのようにすればクライアントに価値を提
供し続けるサイバー保険を提供することができる
かなどを探ります。

サービスロボット：次の重要な
生産性プラットフォーム

（2015年12月）
ロボットの未来：未来のロボットはどのような能
力を持ちどういった領域に適用されるのか、必要
な要素技術や、克服すべき課題は何であり、どの
ようなビジネス機会が待っているのでしょうか。

（2016年2月29日現在）
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2015 年業績評価マネジメントに
関する企業意識調査

（2015年11月）
PwCでは2015年3月から4月にかけて「2015年 
業績評価マネジメントに関する企業意識調査」を
実施し、各企業が抱える業績評価マネジメントに
かかわる課題と改善への取り組み状況を調査し
ました。

technology forecast　
インテグレーションの再考：
クラウドコンピューティングを
リードする企業の新たな動き

（2015年11月）
データのコントロールは生産性向上、競争力向
上に直結していきます。ディープアナリティクス、
人工知能をはじめとするコンピューターインテリ
ジェンスには、データコントロールが必須です。

日本の保険会社はデジタル化への
備えはできているか ?

（2015年11月）
本書は、日本の保険会社が、スマートフォンや
Internet of Things（IoT）の普及といったデジタ
ル化のトレンドに対していかに備えるべきかを、
海外の先進事例などを参考に考察したものです。

FS Viewpoint
顧客中心主義の
イノベーション

（2015年11月）
本稿は、PwC米国の金融サービスプラ
クティスより発行された報告書に、プラ
イスウォーターハウスクーパース株式会
社の知見を加えたものです。本稿は2
部構成とし、それぞれ異なる視点から
顧客ロイヤルティーを高めていく上で
の施策について考察しています。

低炭素化動向指標
LCEI（Low Carbon Economy Index）
2015レポート

（2015年10月）
PwCでは毎年、G20の経済の低炭素化動向の指
標であるLow Carbon Economy Index（LCEI）
の調査分析を行っており、その最新レポートを
2015年10月に公表しました。

新時代を迎える
政府会計・財務報告

（2015年11月）
「中央政府による会計と財務報告に関するPwC

世界調査 第2版」は、政府会計・財務報告の主
要側面を、会計実務、予算編成実務、IT環境お
よび財政管理機能の4つのテーマに基づいて分
析しています。また、2013年のPwC世界調査第
1版の調査結果との比較も行っています。

統合報告の導入ガイド
（2015年11月）

統合報告をどのように導入するか。PwCがグロー
バルで開発したロードマップを基に、統合報告
書の作成・活用に挑戦される全ての人々に、実
践的なガイダンスを紹介します。

インド投資ガイド2015 年
（2015年11月）

PwCインド日系企業コンサルティンググループ
では、インド投資ガイド（日本語版）を発刊しまし
た。インド投資ガイドは、PwCインドの豊富な知
識と経験に基づき、インドへの投資で直面する
課題をまとめています。

サイバーセキュリティのための
情報共有分析機関（米国 ISAO）に
関する調査分析結果および提言

（2015年11月）
本レポートは、PwCが米国で2015年4月に開催
したサミット「ISAOの設立および運用に関する
構想」で得た重要な知見や推奨事項をまとめて
います。なお、本資料は、「Cyber3 Conference 
Okinawa 2015」においても、引用されました。

インドネシアの銀行業に関する
意識調査 2015 年版

（2015年11月）
PwCインドネシアが実施した第6回となるインド
ネシア銀行業に関するアンケート調査報告書で、
今後の事業戦略、懸念材料、規制に関する見解
などについてまとめています。

詳細はWebをご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html

51PwC’s View — Vol. 02. May 2016



ミレニアル世代の女性：
新たな時代の人材

（2015年10月）
PwCは、「ミレニアル世代の女性：新たな時代の
人材」を発表しました。本報告書では、企業や雇
用主がミレニアル世代と呼ばれる世代の女性を
雇用し、組織に定着させ、次世代の女性リーダー
として育成するためにどのような行動が必要か、
ミレニアル世代の女性の生の声を基に考察して
います。

内部関係者によるサイバー犯罪
（2015年10月）

外部からの攻撃よりも内部犯罪の方がコストや
損害が大きいと回答者の3分の1が述べたにも
かかわらず、内部の脅威に対応するための計画
を作成している回答者は半数に満たない状況で
す。

PwC Japan 調査／レポートのご案内

2015 年 Risk in review　
不確実性を読み解き、
価値を提供する

（2015年9月）
PwCの第4回年次リスク調査は、世界中の計
1,200名以上の役員会メンバー、経営陣に調査
した結果を取りまとめたもので、リスク管理の強
化が企業の成長を促すこと、先進企業のリスク管
理実務などを解説しています。

米国サイバーセキュリティ：
停滞するセキュリティ対策 
2015 年米国サイバー犯罪調査に
おける主な発見事項

（2015年9月）
攻撃者は脅威や手法、標的を常に進化させる中、
2015年米国サイバー犯罪調査において回答者
の76%が過去12カ月と比べてサイバーセキュリ
ティ脅威に対する懸念が高まったと回答していま
す。

デジタル時代の人材戦略
人材についての新たな視点

（2015年8月）
デジタル革命は社員の生活や働き方を
大きく変化させています。未来の技術
革新がどのようなものでも成否を分け
るのは人材です。 世界CEO意識調査
の結果をもとに、デジタル時代の人材
戦略の要件を紐解きます。

In depth：
収益認識の最終基準の
石油・ガス業界向け補足資料

（2015年9月）
FASB（米国財務会計基準審議会）とIASB（国際
会計基準審議会）が公表した新しい収益認識基
準が石油・ガス業界の企業に与える影響を分析
しています。

持続可能なサプライチェーン：
価値の最大化に向けて

（2015年8月）
SCMの教育を専門とする世界的な団体である
APICSとPwCは企業の経営層が持続可能なサプ
ライチェーンの構築に向け、どのように優先順位
を見極めているか調査を行いました。本調査で
は、持続可能性に向けた取り組みの成功要因を
探ります。

Insurance 2020 & beyond：
必要性が再び改革を生み出す

（2015年10月）
PwCは、 保 険 業 界 の 将 来 の 見 解を提 示した
Insurance2020から5年経っ た現在において、
当初の予測に対して現在までに生じてきた事象
を振り返り、そして次の5年間とその先に生じる
主要な動向を検討した報告書を出版しました。

電力小売市場意識調査 
2015

（2015年10月）
プライスウォーターハウスクーパース株
式会社では、電力の小売全面自由化を
前に、日本全国の一般家庭における電
力需要家の意識調査を行いました。電
力需要家の住環境、年齢、家族構成、
世帯年収などの属性を背景として、「電
力料金割引率」と「電力会社乗換率」に
関する相関関係を明らかにしています。

Service & Engagement：
ソーシャル社会やデジタル・技術
革新の時代に差別化を図るには

（2015年10月）
さまざまなテクノロジーや技術革新、イノベー
ションが、収益性やマーケットシェアといった重
要な経営課題に対して、カスタマーサービスの
貢献できる領域を急激に増やしています。

詳細はWebをご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html
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