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今回の調査では、世界のCEOが

将来についてより前向きになって

いることがわかりました。過半数が

今後3年間の成長見通しにより 

自信があると回答し、若干自信が 

ないと感じている割合は1割未満

でした。
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近年の世界経済は相互に深く結びついています。この数年で先進国および新興国市場は 

急速に変化し、地域的なリスクが主要各国に影響を与え、世界全体に波及した金融危機

の影響はまだ続いています。

今日の企業は、拠点がどこであろうと、変化し続けるグローバルな潮流のなかで事業を

行わなければなりません。

この数年、世界経済には大きな変化が生じており、グローバル企業の経営者が現在、 

先行きをどう見ているのかを知ることがきわめて重要になっています。昨年、米国の

KPMGは「Setting the Course for Growth: CEO Perspectives（成長に向けた 

コース設定：CEOの見解）」の第1版を発表しました。これは米国のCEO（最高経営責任

者）400名を対象に、翌四半期や翌半期のみならず、今後3年間の経済と自社の先行きを 

どのように予測しているかを調査し、その幅広い知見をまとめたものです。今回の2015年

版は、調査対象のCEOの数を3倍に増やし、米国以外の諸外国からも回答を得る形で

調査を充実させました。

２０１５年版では、世界で最も規模が大きく多角化した企業のCEO約1,200名を調査し、

サイバーセキュリティから規制、成長、雇用の予想まで、今後3年間に世界経済が直面 

する主要課題について、多くのCEOから示唆に富む見解を得ることができました。調査 

結果が優れた知見として皆さまの会社の考え方や戦略に組み込まれ、今後の意思決定

に役立つことを期待しています。

今回の調査では、世界のCEOが将来についてより前向きになっていることがわかり 

ました。過半数が今後3年間の成長見通しにより自信があると回答し、若干自信がないと 

感じている割合は1割未満でした。また、CEOの8割近くが採用増を見込んでいるほか、 

「新しい成長戦略の策定」が企業の最優先課題として浮上しています。同時に、各国の 

CEOは、規制の強化、世界経済の成長、ビジネスモデルを破壊しうる競合他社からの 

脅威を強く懸念しています。

本書では、CEOの見方に加え、KPMGのパートナーと専門家が、グローバル企業が直面

する緊急課題の最前線に身を置いてきた経験を踏まえて分析を行っています。

KPMGは「グローバルCEO調査2015：激化する競争環境における成長戦略」の刊行を

喜ばしく思っています。世界の大手企業や最も成功している企業の経営者が今後数年

の先行きや世界経済の長期展望をどう見ているのかを知る材料として、皆様のお役に立て 

ればと願っています。

目次
エグゼクティブサマリー . . . . . . . . . . . . . .02

主な調査結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03

世界経済の成長では自信に差が出る . . .04

厳しさを増す経営環境  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06

スキルギャップを補うための 
 「人材の再強化」 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08

積極的な成長戦略  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

地域的拡大 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

買収等を通じた成長の 
重要性が高まる .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

事業変革の具体化  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

イノベーションを通じて 
ロイヤルティを高める  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

リスクと規制が引き続き課題  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

サイバー：最も予測困難なリスク  .  .  .  .  .  .  .  . 27

戦略とマネジメント .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

マネジメントの中で 
CFOが最も重要になる .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

まとめ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

本調査について／謝辞 . . . . . . . . . . . . . .32

John Veihmeyer

グローバルチェアマン 
KPMGインターナショナル

序文

Global CEO Outlook 2015: The growth imperative in a more competitive environment  /  01



© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

今後3年間はCEOにとって試練になるでしょう。CEOは、経済成長への自信は依然高い

ものの、自社の見通しにはそれほど自信を持っていません。既存の競合企業と新規参入者

からの脅威がともに高まり、厳しい事業環境となっています。

新しいテクノロジーはバリューチェーンの見直しを迫っており、企業はその価値を失わな

いために緊張感をもって取り組む必要があります。さらに、価値を維持するために必要な 

テクノロジーの多くが、パートナー企業やベンダーによってコントロールされるようになると

考えられます。CEOは従来の経営モデルを超えて、より幅広い効率的なシステムの中で

経営を行うという課題に向き合い始めています。技術革新が進むなか、人材管理が特に

重要な課題になっています。

CEOがより積極的な成長戦略に乗り出す際には、地域的拡大が優先されます。米国は

中国とともに、多くの企業が最も注目する進出先になるとみられます。ほぼすべてのCEOが 

本業による成長を見込んでいますが、一部のCEOは今後数年内の買収に対して意欲を

示しています。

規制環境については、規制が大きく影響する業種のみならず、国境を超えて納税または

事業を行っているすべての産業で厳しくなるばかりです。コンプライアンスは成長に影響

するため、CEOは世界経済の成長と規制環境を、自社に最も影響を与える2つの大きな

課題とみています。

結果を出すことへのCEOの重圧はこれまで以上に強くなっています。執行業務が重要視 

される中、多くのCEOは同時に戦略を加速し、提携を模索し、開発サイクルの短縮に 

向けた新しい方法を探っています。その結果、経営モデルはペースを速めながら進化して

います。

エグゼクティブサマリー
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62%CEOは経済に
関して前向きである： 

CEOの62％が、今後3年間の 
世界経済の成長見通しについて昨年より
自信を強めています。昨年より 
自信がないと回答したのは 
6％にとどまります。

 

 54%自社の業績 
見通しについては 

控えめ： 自社の成長見通しについての
質問では、54％が今後の3年間について 
昨年より強い自信を示し、 
13％が今後に関して昨年より 
自信がないと答えました。 

 

 74%競争環境は 
激化： 74％が自社の 

ビジネスモデルに強く影響を与える 
新規参入者について懸念しており、 
68％がビジネスを奪う競合他社の 
影響を警戒していると答えました。 

 78%人員の増加： 
CEOは、2018年までは 

採用の増加を見込んでいます。

89%積極的な 
成長戦略の広がり： 

今後3年間の自社の優先課題は何かと 
いう質問に対して、最も多くのCEOが 
最優先課題として新しい成長戦略の 
策定と地域的拡大を挙げました。 
37％が自社の成長戦略は非常に 
積極的、52％がやや積極的と 
しています。 

 

 30%リスク選好度の
上昇： CEOの30％が、 

成長戦略に関して十分なリスクを負って 
いないと感じています。65％が適正量の 
リスクを負っていると回答し、リスクを 
負い過ぎていると答えたのは5％に 
とどまりました。 

86%顧客需要に 
対する強い懸念：  

CEOの86％が顧客のロイヤルティに 
ついて懸念しています。同時に、 
テクノロジーが企業とその顧客との 
つながり方を変化させています。 
CEOの3分の2（66％）が 
そうした変化によって自社の製品や 
サービスの適合性を懸念し、 
4分の3近く（72％）が 
最新テクノロジーに後れを 
とらないために苦心しています。

41%本業による 
成長と買収等を 

通じた成長： 将来の買収を視野に 
入れるCEOは増えています。 
CEOの半数近く（48％）が、 
今後3年間で買収によって自社の 
資本構造が変わると
予想しています。 

 
 47%地域的拡大に
向けた投資： 地域的 

拡大は、CEOの29％が今後3年間の 
優先的戦略としています。 
47％が国外市場への拡大に大規模な 
資本を投じると回答しています。 

 63%規制環境： 
世界経済の成長と規制 

環境は、自社に最も影響を与えると 
回答したCEOの割合が 
突出して多かった課題です。 
規制の中で懸念が強かったのは、 
トップが税規制、次いで 
環境に係る規制と財務報告でした。

主な調査結果

Global CEO Outlook 2015: The growth imperative in a more competitive environment  /  03



 62%

世界経済

 61%
自国の経済成長

 54%

自社の成長

今後3年間の自国や世界経済に対する成長見込みに対して、 
昨年より自信があると回答した日本のCEOは約5割程度にと
どまり、調査対象国全体（以後「全体」）の傾向に比べて若干
慎重な姿勢が示されました。一方、自社の成長見込みについて
昨年より自信があるとする比率は63％と、全体に比べて高くな
っており、日本企業が、今後の3年間を成長ステージと認識して
いることがうかがえます。

今後3年間の成長見通しへの自信は昨年より上昇

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

 49%

世界経済

 51%
自国の 

経済成長

 63%

自社の成長

全体 日本
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世界のCEO、特にアジアと欧州に拠点を置く企業のCEOは、 

経済は今後数年で上向くとみています。しかし、自社の見通しに 

関してはより控えめで、今後3年間の自社の成長に自信があると 

答えたCEOは半数強にとどまりました。

米国ではすでに回復が本格化しているため、成長見込みについて 

19％が昨年より自信があると回答し、46％は昨年と変わらない

と回答しました。KPMG米国のチーフエコノミスト、Constance 

Hunterは、その一因として7年目を迎える景気回復を挙げています。 

3年後には回復してから10年が経過するため、それまでに賃上げ

圧力が発生し、生産能力逼迫の可能性が高まって、成長に急ブ

レーキがかかるおそれがあります。また、米国では、今回の調査期

間に大手多国籍企業の減益要因となるドル高の期間が含まれて 

いたほか、北東部と中西部の悪天候、西海岸の港湾閉鎖なども 

ありました。

KPMG英国のチーフエコノミスト、Bill Robinsonは、原油価格の 

下落、非インフレ状態、日欧の積極的な量的緩和策が、世界経済 

の成長をけん引していると説明しています。同時に不安定な 

原油価格と、低インフレがデフレにシフトするリスクがさらに先行き

を不透明にし、一部産業で課題となっています。

Robinsonによると、「これはシンプルに経済の話で、原油価格の

下落は、石油を生産する側にとっては悪いニュースですが、消費 

する側には良いニュース以外の何物でもなく」、大部分の産業と 

その顧客は石油を消費する側にいます。「世界経済全体が減税

されたようなもので、IMF（国際通貨基金）の計算によると、原油

価格の下落は世界のGDP（国内総生産）成長率を1％押上げ 

ます。これは今年の世界経済に影響を与えている最も重要な 

要素の1つです。」

「一方、欧州と日本では本格的な量的緩和が続いており、これは 

一般に、まず株式市場に対して押上げ要因に、さらに通貨には 

押下げ要因になるため、きわめて大きな影響があります。この点に 

ついて、CEOはかなり業績に優位に働くと感じています。」

一方、米国では数年間の堅調な成長によるドル高を背景に、当然 

ながら期待が低下しています。「調査結果を見る際は、米国の 

比較の対象となっている現在の基準値が欧州や日本の基準値 

より高い点を考慮すべきです。また、より長期的な見方では、米国は 

欧州や日本よりはるかに力強く景気後退を脱しており、実際によく 

健闘していると思います」と、Robinsonは述べています。

世界経済の成長では自信に差が出る

調査結果を見る際は、米国の比較

の対象となっている現在の基準値が

欧州や日本の基準値より高い点を考慮

すべきです。また、より長期的な見方

では、米国は欧州や日本よりはるかに

力強く景気後退を脱しており、実際に

よく健闘していると思います。

Bill Robinson 
KPMG英国　チーフエコノミスト
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今後3年間の自国の成長見通しに対して、昨年より自信があるとしたCEOの割合

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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Robinsonによると、「現在、実体経済はきわめて力強く回復して

いますが、インフレの大幅な低下を伴っています」。米国の食品

とエネルギーを含む消費者物価総合指数は、若干のマイナスで

す。IMFの先進国の予想はゼロ近辺で推移しています。「企業に

とっては初めての事態です。売上ボリュームを確保できても、必ず

しも期待とおりの利益率を上げられるわけではありません。」

物価の下落が長期間続くことはまれであり、企業にどういう影響

が出るかを予測するのは困難です。「丸1年間ゼロインフレを経験 

した企業の公表する財務報告を確認するまでには時間があり 

ますが、企業ごとに違った影響が出ると思われます」と、Robinson

は指摘します。「今のところ、私は楽観的です。現在、物価の上昇率 

は賃金の上昇率を下回っているようで、英国では5～6年ぶりに 

実質賃金が上昇しています。これは明るい材料であり、よいデフレ

といえます。」

英国にとっておそらく最良のニュースは、需要増大と低い資本 

コストに支えられた企業投資の活発化です。それが今の回復を 

中期的に軌道に乗せると予想されます。英国財務省は先日、 

今後4～5年にわたり年率2.5％弱の成長が続くとする最新予測

を発表しました。

多くのCEOは、自社は本国の国内市場よりもはるかに緊密に 

世界の成長と連動していると報告しています。また、各社ともデジ

タル革命がもたらした大規模で劇的な変化の影響を受けていますが、 

特定のメガトレンドから受ける影響は会社によって異なります。 

例えば、105年の歴史をもつフィンランドのエレベータ企業Kone

社の場合、成長の原動力は都市化と関連インフラおよび環境への 

配慮に対する投資です。Kone社のCEO、Henrik Ehrnrooth氏 

は、「世界経済は引き続き非常に多様で、きわめて脆弱なところも 

あります」と述べています。「しかし、当社は成長産業に属してい 

ます。」同社の対象市場の成長は、今後も都市に移り住み、エレ

ベータやエスカレータを備えたビルに住み、働く人々によって支え 

られるはずです。Kone社の目標は、これまでもずっとそうであった 

ように、対象とする市場を大幅に上回るペースで成長を続けること

です。

テクノロジーは、経済に影響を与えるもう１つの要素です。この

影響は概ね段階的に、良い影響として現れます。オープンソース・ 

ソフトウェア・ソリューションのプロバイダRed Hat社のJim Whitehurst 

CEOは、「デジタルインフラとともにコンピュータ性能の向上が 

効果を発揮し、経済の効率性、さらにはGDP成長率が劇的に 

改善する状況が生まれています」と述べています。ただし、このコン

ピュータ性能の向上は必ずしも雇用の伸びにつながらず、むしろ

雇用の混乱を生み、経営環境をさらに厳しいものにし、経済見通し 

の不確実性を高めるおそれがあると、同氏は述べています。

欧州や北米の多くの企業が現在の高い基準値から出発する一方、 

新興国市場では様相が異なります。Hindustan Petroleum社の 

会長兼マネージングディレクターのNishi Vasudeva氏は、全般的 

な成長の持続を見込んでいます。「主要指標からみてインド経済

は上向いています」と、同氏は感じています。「しかも、当業界は 

経済ときわめて密接に連動しています。」  軽油の売上高伸び率は 

業界成長の優れたバロメータです。低調だった2014年を経て、 

今年の軽油販売は上向いています。

多くの新興国には、世界経済やインフレ、原油価格の足元の影響を 

超えた、力強い持続的な成長ストーリーが存在しています。「インドは

成長するはずです」と、Vasudeva氏は言います。「インドの国民

1人当たりの現在のエネルギー消費量は低いため、まだ膨大な 

成長の余地があります。」
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厳しさを増す経営環境

しかし、テクノロジー系の参入企業に真っ向からぶつかるのは単なる 

無条件反射でしかないこともあります。Netflix社やHulu社などの 

ストリーミングサービスによって視聴者が番組を一気に見られるようになり、 

映画館に行くことやテレビの視聴は大きな影響を受けています。 

しかしAMC Entertainment社のCEO、Gerardo I. Lopez氏 

は、ストリーミングサービスを競合相手とは見ていません。「Netflix社

の優良顧客は、彼らが映画を愛しているという点で当社の優良顧

客でもあります」と、Lopez氏は述べています。同社は、ボウリングや 

外食など他のレジャー産業と競合しています。

KPMGマネジメントコンサルティングの米国リーダー、Stephen 

Chaseは、すべての企業は、たとえ主力製品やサービスが変わらなく

ても、顧客とどう結びつくかで競争すべきだと考えています。Chase

は例として自動車メーカーを挙げています。消費者にとって、モバイ

ル端末を車で使用するときにどの程度順調に機能するかが、車を 

購入する際の大きな決め手になるということです。

経済面の材料はプラスでも、経営環境は多くの企業にとって厳しく

なっています。デジタルおよび電子商取引の技術はビジネスモデル

を根底から揺るがし、新たな競合企業の参入障壁を低くしています。

個人消費はますます予測が難しくなっています。CEOは、テクノロジー 

による驚くべき破壊のなかで自社の生き残りを図るため、積極的な 

取組みを図っています。自社の製品とサービスの価値をどうすれば 

守れるのか。最新テクノロジーに後れをとらないためにはどうすれば

いいか。数年前には存在すらしていなかった競合企業の先を行くには 

どうすればいいのか。CEOは日夜こうした問題に頭を悩ませています。

最も難しい戦略的決断は、どの企業とどのように競合するかです。

Red Hat社のWhitehurst氏は次のように述べています。「最新テク 

ノロジーはバリューチェーンを根本から変えています。例えば、大手自

動車メーカーの場合、Zipcar社やUber社はライバルになるのか、 

それともパートナーになるのか。自動運転技術は脅威になるのか、 

なるとすればどのような脅威か、というように、ほぼすべての産業で 

不透明感とあいまいさが大幅に増しています。」

CEOは新興テクノロジー企業を、これらが異業種に属していても 

自社のビジネスを破壊する存在と見なしています。Uber社はデリバ 

リーのスピードと手法に対する消費者の期待に業種を超えて影響を 

与えています。Uber社のビジネスモデルは新しいコア製品やサービス

を軸にしているわけではなく、昔からあったサービスを新しい方法で 

顧客と結びつけたものです。

CEOにとっての将来の懸念事項（上位4つ）

顧客のロイヤルティ 91%
競合にビジネスを 奪われる可能性 83%
最新テクノロジーに 追随すること 72%
ビジネスモデルを破壊する新規参入者 55%

日本

ビジネスモデルを破壊する新規参入者 74%

最新テクノロジーに追随すること 72%

競合にビジネスを奪われる可能性 68%

3年後の自社製品・サービスの適合性 66%

全体

日本のCEOは、「顧客のロイヤルティ」（91％）、「競合にビジネスを 
奪われる可能性」（83％）、「最新テクノロジーに追随すること」（72％）、

「ビジネスモデルを破壊する新規参入者」（55％）を上位に挙げました。
自社のビジネスが激しい競争にさらされている現状や、最新テクノロジー 
を駆使したイノベーションの加速の重要性への意識の高さを表して 
います。

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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Kone社では基本となるミッションは今後も変わらないと、Ehrnrooth

氏は述べています。「当社の事業は人の流れを作ることであり、今

後も人々に快適な移動体験を提供することがすべてです。当社が 

提供するもの、つまりエレベータやエスカレータとその関連サービス

は、今後も変わりません。しかし、製品とサービスの提供方法は変化 

します。」　例えば、エレベータに建物の出入管理機能を組み 

込むなど、新規サービスにはよりインテリジェントな機能が含

まれます。「つまり、誰が乗っていて、どこへ行こうとしているのか 

をエレベータが認識するのです」と、同氏は述べています。この 

認識技術では、ソフトウェアがある程度まで利用者をグループ 

分けできるので、非効率にフロアごとに停まる必要がなくなり 

ます。もう１つのイノベーションは利用者の注目を引いて情報を 

発信するディスプレイ画面で、すでに多くの企業が活用してい 

ます。これは将来、より個人に向けたものとなるとEhrnrooth氏 

は予測します。これを実現するための技術は誰でも利用できる 

ものです。したがって、すべての企業にとって今後の課題は、「会社 

と経営陣が、そのテクノロジーから目に見えるメリットをエンドユーザー 

と顧客に確実にもたらすようにすること」だと、同氏は指摘して 

います。

KPMGのChaseは次のように指摘しています。「どの業種の企業も、 

自社では制御できない新しいエコシステムに取り込まれています。 

企業はこの新しい環境に適応するため、適正な人材、技術、アイ 

デアを活用して競争力を維持する必要があります。」

例えば、Société Générale社のCEO、Frédéric Oudéa氏は、 

リテールバンキングの分野では、モバイル技術により顧客がモバイル 

端末で簡単な取引ができるようになったと指摘しています。送金や

予算管理、口座アクセスなどのアプリは必ずしも複雑ではありません

が、モバイルバンキングがもたらした変化は大きな破壊要因です。 

顧客によるデジタル媒体の利用が増えており、オンラインバンキング 

が主要な接点になりつつあり、顧客は以前のように支店までわざ 

わざ足を運ばなくなっています。「顧客のニーズにより的確に応えら

れるよう、ネットワークと専門性の観点で支店のインフラを適応させて 

いく必要があります」と、Oudéa氏は言います。「これは技術上の 

問題ではなく、当社のビジネスモデルが変化しており、社員はこの 

事業変革（トランスフォーメーション）の中で、できる限り効率的かつ

積極的に変化しなければならないという認識の問題です。」

これらの変化に合わせて組織づくりをすることが本当の挑戦で

す。Oudéa氏の今後数年間の戦略的最優先課題は、従来の銀行

のネットワークとリテール事業をデジタル技術に適応させることです。

「当行では、新しいツールを使って、いかに今までとは違う方法で、 

よりリアルタイムで低コストな顧客対応ができるかを全員に認識 

してもらうため、企業文化として取組みを行っています」。例えば、 

Société Générale社はワークステーションを一新し、社員にタブレット 

を配布しました。また、同社は、データの管理と容量およびITシステム 

改修への投資を増やしているほか、事業、機能、ITの各部門の連携

方法を変更しています。同社では、「オープンアーキテクチャシステム」 

によるオペレーションをより増加させていると、Oudéa氏は語って 

います。

Global CEO Outlook 2015: The growth imperative in a more competitive environment  /  07



日本のCEOの99％が、今後3年間に人員を増加させる意向を示して 
おり、全体の78％に比べて圧倒的に高くなっています。長期にわたる 
人件費圧縮に伴う採用抑制から、成長期待からくる人材投資への
転換は、今後も続きそうなことがうかがえます。

日本全体

78％

3％

19％
99％

1％ 0％

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

今後３年間で自社の人員数の変化を予定していますか？

増加する

現状維持

減少する

© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

スキルギャップを補うための「人材の再強化」

電気、通信、データネットワーキング製品の販売とサービスを手がける 

Graybar社のCEO、Kathleen Mazzarella氏は、会社が価値を 

失わないために人材がいかに重要かを理解しています。人材集約型 

企業である同社は、日々提供している製品やサービスと同様、 

データアナリティクス（D&A）に適応できる社員を必要として 

います。Mazzarella氏は、Graybar社の文化を形作った卓越し 

た遺産を継承することに意欲をもっているため、この仕事の難しさ

を痛感しています。これはつまり、主力事業と、顧客サービスに熱心 

に取り組む社員を支え続けるということです。「利益成長を維持 

するために難しい綱渡りになるでしょう」と、同氏は述べています。

Chaseは、企業が価値を失わないために取り組むべき最も難しい 

課題の1つとして、人材を挙げています。実際CEOは、人材のスキル 

ギャップが表面化しており、今後さらに深刻化すると報告しています。 

破壊的テクノロジーへの適応には、Chaseが「人材の再強化」と

呼ぶものが含まれています。必要なスキルには、データを事業成果 

につなげる方法への理解が含まれます。「スキルと能力の継続的 

発展はすべての経営者が対処すべき最も難しいテーマの1つ 

です」と、Chaseは指摘しています。

CEOの中でも、アジア太平洋地域のCEOは人材を非常に重視し

ています。KPMGマネジメントコンサルティングのアジア太平洋地域 

責任者、Margaret Cowleは、「CEOは経営陣に対し、戦略的に 

人員を配置できるよう中核的な役割を識別し、成功に必要な能力

を理解するために連携することを促しています」と述べています。 

「これにより、チームや国を超えた協働とイノベーションが拡大する 

方向に、企業文化が変化しつつあります。また、経営者も自社の 

人材プール全体を俯瞰し、社員が将来のニーズに応じて成長して

いけるよう、しっかりとしたプログラムを策定することが必要です。」

Hindustan Petroleum社のVasudeva氏にとって、自社の積極

的な成長戦略の実現、すなわち精製能力の増強、天然ガスなどの 

よりクリーンな燃料への拡大、石化総合事業による上流部門への 

進出などは、適正な人材の発掘と人材の再強化にかかっています。 

「当社は、新規事業のために新しいスキルを開発する必要があり

ます」と、同氏は指摘します。また、「当社は新卒レベルの採用だけ

なので、スタッフも役職者も全員が生え抜きの『ゆりかごから墓場 

まで』のタイプです。同業他社からは採用しない傾向があります。 

新しいスキルが必要になると、通常は既存スタッフを教育しており、

今後も新規事業に乗り出すときは同じようにするつもりです」と、 

同氏は述べています。
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CEOの約30％が今後3年間に人材ギャップが生じる
と予想しています。企業の成功に向けて適切な人材を
確保するために、何ができるでしょうか？

最初に自社の人材ニーズを理解することです。それには
事業の先行きを予測することが必要です。まず、事業に 
影響を与える業界動向（近々導入される規制など）を確認し、 
売上高と利益にどのような影響が出るかを考えます。それ
がわかれば、スキルの種類と社員数でみた人材ニーズが
予測できます。また、それによって、これらのスキルを持った 
人材を獲得したほうがいいか、外部人材を活用するほう
がいいかを判断します。このプロセスが会社の文化に組
み込まれると、現在の状況にただ反応するのではなく、 
予想される変化に先回りして対応することができます。CEO
は人材競争に勝つため、最前線に打って出なければ 
なりません。

CEOは自社のニーズに役立つ人材をどのように最大限 
活用できますか？

会社は社員にその会社のために働きたいと思ってもらう 
必要があります。社員にやる気がなければ、彼らのスキルを
活用することはきわめて困難です。今、労働力として入社し
てきている世代は昔とかなり異なります。彼らは仕事に意義
を求め、もっとフィードバックが欲しいと思っています。また、
単純に昇進していくだけではなく、もっと差別化できるキャリ
アパスを追求しており、より多様で他にない経験を求めてい
ます。そのため、企業は社員が仕事に就くにあたって何に満
足したいのか、満足すべきと考えているのかを理解し、それを
提供する必要があります。単純化しているかもしれませんが、
あらゆる側面（理性、感情、意思決定）で人材を十分に企業
に引きつけることは、企業に対して今後必要となる特定のス
キルを開発・定着させるうえで、きわめて重要となるでしょう。

価値を最大化するには人材ニーズの予測が必要 
KPMGピープル・アンド・チェンジ Nhlamu Dｌomuとの一問一答

Global CEO Outlook 2015: The growth imperative in a more competitive environment  /  09



今後3年間における、CEOとして最も重要なチャレンジ

全体 日本

日本のCEOが「政府規制への対応」（31％）と回答した割合は、他国と 
比較して際立って大きく、アベノミクスによる国内の規制緩和や、 
グローバル化の進展による税制等の規制動向に関心が高まっているこ
とが推察されます。「オペレーショナル・エクセレンスへの取組み」（36％）、 
「ブランド強化」（30％）も重要視され、競争上の優位性を確保する 
取組みについても注目が集まっている点は、全体と同じ傾向です。 
また「プロセスの効率化」についても26％となっており、業務効率化に
よるコスト削減意欲も根強いことがうかがえます。

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

よりデータ活用に基づいた
組織になる

30％
財務的成長の確保

14％

27％
26％
ブランド強化

25％
イノベーション

26％
地域的拡大

オペレーショナル・
エクセレンスへの

取組み 23％
イノベーション

23％
地域的拡大

36％
オペレーショナル・
エクセレンスへの

取組み

26％
プロセスの

効率化

31％
政府規制への

　対応 30％
ブランド強化
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世界のCEOにとって成長の課題は劇的に変化したと、KPMG 

アドバイザリーのグローバル責任者、Mark A. Goodburnは指摘して

います。焦点は、「どのようにしてコストを削減し、過大なリスクを負わない 

ようにするか」から、「どのようにして新しい地域、新しい製品・サービス

へと事業を拡大するか、あるいは、どうすれば既存の製品とサービスの 

価値を生み出したり高めたりできるか」に移っています。コスト、リスク 

および成長の適切なバランスを見出すことで、成長戦略において優位 

に立つことができるでしょう。

CEOが自ら直面すると予想している重要な課題は、いずれも成長と 

結びついています。多くのCEOがより大きく成長するための機会を 

模索しており、新たな市場や新規顧客の開拓、新製品の投入に向けて 

基本的な能力を拡大し、ビジネスモデルを進化させています。

今回の調査では、自社の健全性にとって何が最も重要かという質問

に、CEOの半数が成長、半数が業務の効率性と答え、意見が分かれ 

ました。

この2つは、特に破壊的テクノロジーと経営モデルの進化という背景

のなかでは、決して対立し合うものではありません。

積極的な成長戦略
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日本

34％
地域的拡大

26％
コスト構造の
縮小

30％
顧客志向の
強化26％

プロモーション・
広告

24％
イノベーションの

創発

40％
新たな成長戦略の

策定

今後3年間の戦略的優先課題

日本企業では、「新たな成長戦略の策定」（40％）、「地域的拡大」
（34％）、「顧客志向の強化」（30％）が高い割合を示しており、 
全体とほぼ同じ傾向です。「プロモーション・広告」と「コスト構造
の縮小」がそれぞれ26％で続き、重要なチャレンジに挙げられた 
ブランド強化や効率性を追求する内容と連動して取り組んでいる 
ことがうかがえます。

全体

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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オーストラリアに本社のある金融会社、AMP社のCEO、Craig 

Meller氏は、世界は産業革命以来の重要な生産性向上の時代 

を迎えており、それが収益の伸びに対する障害になっていると 

指摘しています。Meller氏は、「多くの企業が売上ボリュームでは堅調

な増加を実現していますが、消費者にもそれを還元しなければならなく

なっています。そのため、売上の伸びが期待できなくても、利益を得られ

るように、効率性を推進していく必要があります」と述べており、成長か

効率性かの質問について、他の多くのCEOと同様、「どちらも重要で

ある」と考えています。

Schroder社のCEO、Michael Dobson氏は、同社がここ数年重視 

しているのは主に成長であり、今後もそうなるが、同時に経営効率 

も重視すると述べています。「短期的には金融市場、投資家需

要とも、同じ成長が続くとはみていません」と、同氏は述べています。 

「規制の負担や金利上昇の可能性を考えると、収益拡大を目指す 

のに加え、効率性の追求もきわめて重要であり、特にテクノロジーの 

重要性が高まっています。」「当社のテクノロジー関連支出は増え 

続けており、その意味でテクノロジーからすぐに効率性が得られるわけ

ではありません。しかし、より優れたテクノロジーによってより効果的な

方法で規模を確保できており、それが効率性向上の一要素ではなく、

重要な要素になると考えています」と、同氏は指摘しています。
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全体

自社の成長戦略をどのように分類しますか？

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

非常に積極的 適度に積極的

適度に保守的 非常に保守的

日本

全体では「保守的」（「適度に保守的」または「非常に保守的」）とした
割合が11％に過ぎないのに対し、日本のCEOの29％が「保守的」と 
回答しており、また「非常に積極的」と回答した割合は、全体では 
37％に達しているのに対し、日本の回答では18％にとどまる等、顕著
な開きが見られます。文化的な背景も影響していると思われますが、 
日本のCEOが他国のCEOに比べて「保守的」と回答した比率が高
いのは、後述のとおり、日本のCEOが他国に比べて、近い将来におけ
るビジネスモデルの変革可能性よりも、自社の本業の成長を重視して 
いることと関係していると思われます。

37％

52％

11％
0％

37％

52％

11％
18％

53％

28％
1％

0％
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今回のKPMGの調査では、CEOの成長戦略の自己評価について 

対照的な結果が出ました。米国のCEOは、半数以上が成長の面

では自身を積極的としているにもかかわらず、成長戦略では十分な 

リスクをとっていないと考えているのに対し、米国以外の大半の

CEOは、自らが適正量のリスクをとっていると考えていました。その

理由の一端はリスクのとらえ方の文化的な違いにあるかもしれない 

と、KPMGアカウンティングアドバイザリーサービスのインド責任者、 

Sai Venkateshwaranは言います。「あるいは、リスクに対する文化的

な側面より、CEOの視点が影響している可能性もあります。」

「例えば、米国のCEOにはリスクが高いとみえるものが、まったく異

なる環境で経営を行っているインドのCEOにはまったく高リスクに 

みえないかもしれません。逆に、米国のように高度な規制市場での 

経営は、アジアのCEOの目には高リスクと映るかもしれませんが、北米

のCEOはごく一般的な事業環境ととらえるでしょう。」

Venkateshwaranによると、企業が新しいリスクをとり、成長戦略を

実行できるかどうかには、複数の要素が影響している可能性があり 

ます。「企業の規模や組織の成熟度、その構造、利用可能な財源など、 

これらのすべてが企業のリスクをとる能力に影響します。」

CEOが成長機会を見据えるときは、必ずリスクをとることが前

提になります。ただし、計算されたリスクをとらなければならない

と、Venkateshwaranは指摘します。CEOは、どのリスクに利益に見合

うだけの価値があるのかを評価する方法を見つける必要があります。

「米国のCEOはきわめて積極的な成長戦略を策定しているのに、 

その54％が十分リスクをとっていないと考えているのは、やや矛盾する

ように見えます。果たして十分に精度の高いリスク管理プロセスを 

整備しているのかとの疑問が生じます。」　そう指摘するのは、KPMG 

のリスクコンサルティングのグローバル責任者、Mike Nolanです。 

戦略はリスク基準に則って評価する必要があり、リスク基準は成長基

準と同等でなければなりません。CEOの仕事は会社を成長させること

です。「リスク選好度を自己評価できる高度な水準までリスク管理プロ

セスを精緻化していなければ、成長戦略でリスクをとり過ぎているのか、

控えめ過ぎるのかを判断することはほぼ不可能です」と、Nolanは 

述べています。

競争の激しいグローバル市場では、積極的な成長戦略は往々に

してリスクを高めます。取締役会と経営陣は、事業目標の設定、 

特により積極的な目標の設定に際しては一枚岩でなければなり 

ません。KPMGの監査部門のグローバル責任者、William O’Mara

は、「会社とその取締役会がリスク特性に対して明確な見解をもつ 

こと、そしてそれを投資家に正確に伝えることが、企業のガバナンス、 

リスクおよび統制戦略の重要な側面です」と指摘しています。

積極的な成長戦略（続き）
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51％49％

日本

成長戦略に関するリスクマネジメントの現状

十分なリスクをとっていない 適度なリスクをとっている

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

全体 日本

今後3年間の自社の全般的な健全性にとって、どちらがより重要ですか？

業務の効率性成長

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

過度なリスクをとっている 不明

30％

66％

2％2％

全体と同様、日本の3割のCEOが「十分なリスクを取って 
いない」と回答しています。リスク管理プロセスを高度化
することにより、リスクを積極的に管理し、リスク受容度 
を高めていくことが、今後の成長戦略にとって必要で 
あると考えられます。

日本は「業務の効率性」を重視する企業が55％と、 
「成長」を重視する企業を10％上回りました。効率化
によるコスト削減を重視する企業がまだまだ多いことが
うかがえます。

全体 米国

45％

55％

5％

30％

65％

1％

54％45％

1％
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日本のCEOは、「最先端テクノロジー」（50％）、 
「国外への地域的拡大」（46％）、「設備の拡張」 
（45％）、および「従業員報酬と教育の増加」（43％） 
について、高い優先度を示しました。前述の優先的
な戦略と連動して、従来抑制してきた分野において、
成長期待からの投資意欲がうかがえます。

国外への地域的拡大 47%
広告・マーケティング 39%
新製品開発 37%
国内への地域的拡大 34%

今後3年間に優先される投資分野

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

全体

最先端テクノロジー 50%
国外への地域的拡大 46%
設備の拡張 45%
従業員報酬と教育の増加 43%

日本
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independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
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地域的拡大

地域的拡大は、新しい成長戦略の策定、顧客志向の強化と 

並び、CEOにとっての最優先戦略課題となっています。CEOの 

3分の1が国内事業の拡大をきわめて重要と考えていますが、 

今後3年間に突出して多額の投資が見込まれるのが、国外事業の 

拡大です。CEOの3分の2が、3年後は国外の売上高が今より 

増加すると想定しています。

事業機会が国境を超えるグローバル経済にあっては、地域的 

拡大はCEOの優先課題になると、KPMGインターナショナルの 

副会長、John Scottは言います。「経営者は、主要市場における

最良の成長機会をとらえるとともに、グローバルに進行する経済、 

デジタル、規制分野のトランスフォーメーションを勘案した国際 

戦略を策定しなければなりません。また、効果的な財務計画の 

策定に加え、現地企業と戦略的提携関係を構築し、現地の規制 

やリスク、潜在力に事業を適応させることもきわめて重要です。 

国際的な成長は業務レベルで事業に影響するため、企業は柔軟

かつ迅速に変化と複雑化に適応する必要があります。」

企業は何十年にもわたって国外事業を拡大してきましたが、多国籍 

企業の戦略は、グローバル化へのアプローチをより絞り込んだ 

ものに、大きく転換しているようです。10年前は「どこにでも進出 

する」企業が多かったと、KPMGグローバル・ストラテジー・グループ 

の責任者、Nick Griffinは指摘しています。「今は市場を選別し、

財務・戦略目標を達成する可能性が最も高いと思う市場に進出し

ています。かつて多くの企業でみられたアプローチよりも一貫性が 

あり、より周到な事業拡大です。国際戦略は今、経営陣とアナリスト 

からはるかに厳しい精査を受けており、有能な経営陣には利用できる 

資源以上の着想があるため、CEOは重要度と緊急度によって 

優先順位をつけています。」

「ビジネスモデルは市場や顧客のニーズに合致させる必要がある 

ため、経営モデルより現地志向になりがちです。一方、経営モデル

は一貫性や管理上の利便性、スケールメリットを追求するため、 

可能な限りグローバルになっていきます。今後のビジネスの最先端 

では、経営モデルがより弾力的、機動的になるなか、それらを現地の 

ビジネスモデルへと物理的に近づけるための選択肢が提供される

ことになります。」

協働的なエコシステムは、組織がグローバル化する方法のより 

根本的な転換につながります。Griffinは次のように指摘しています。 

「企業は市場への参入とより急速な浸透を図るため、高リスク、 

高コストになりがちな社内構築のエンドツーエンドソリューション 

よりも、他社との複層的な事業関係を構築し始めています。そうした 

協働はまた、例えば、市場環境の変化に応じて別の技術プロバイダ 

に乗り換えるなど、方向転換しやすいというメリットもあります。」

CEOへの取材では、現在の国外進出の度合いとリスク選好度に 

よって、国際戦略が大きく違ってくることが明らかになっています。

所属する業界や、特にグローバルな規制の要素も、事業の拡大先 

や拡大方法についての意思決定プロセスに大きな影響を与えて

います。

医療技術企業のStryker社は現在、米国の売上高が全体の

70％を占めているため、グローバル化が成長戦略の重要な 

柱となっています。欧州でのシェアを拡大するため、同社は組織 

体制を変え、今では米国と西欧市場を1部門として運営しています。 

Stryker社は新興国市場でも成長の余地があります。現在、 

同社の売上高に占める新興国の割合はわずか8％で、業界平均の 

12％を下回っています。同社最大の新興国市場である中国では、 

高価格製品と低価格製品の事業を分離して運営しています。

KPMGが調査した企業の過半数は、当然ながらすでに世界の

主要市場で事業を展開しています。例えば、物流不動産会社の

Prologis社は、世界のGDPの4分の3に相当する市場に進出し

ています。CEOのHamid R. Moghadam氏は、「これ以上成長を

追求する必要はありません」と述べています。Prologis社は国外

市場の数を増やさずに、主要国際市場で存在感を強めています。

同社は2本建ての国際戦略を進めています。先進国では顧客の 

サプライチェーンの効率性改善を支援し、新興国では新しいインフラ 

を建設しています。同氏は、「どちらも順調です」と述べています。

今は市場を選別し、財務・戦略目標を 

達成する可能性が最も高いと思う市場に 

進出しています。かつて多くの企業でみられた 

アプローチよりも一貫性があり、より周到な

事業拡大です。

Nick Griffin 
KPMGグローバル・ストラテジー・グループ責任者
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日本は、63％が増加を予測していると回答しており、国外への地域的
拡大への投資意欲を表しています。

日本全体

今後3年間で自社の国外売上高はどのように変化するとみていますか？

大幅に増加する

やや増加する

変化なし

やや減少する

国外売上高はなし

55%

29%

12%

3% 1%

47%

36%
16%

1% 0%

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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地域的拡大（続き）

世界的な金融投資会社のPrincipal Financial Group社は、 

1990年代末に国外に進出しました。それ以降、同社の国際事業

は運用資産残高10億ドル前後から1,000億ドル以上に拡大し、

利益の4分の1近くを占めるまでになっています。Principal社の 

CEO、Larry D. Zimpleman氏は、「国際事業は、本国の米国 

より速いペースで伸び続ける可能性がある」とみています。

Principal社の国際成長戦略は、合計で世界人口の半分を 

占める中南米とアジアの新興10ヵ国に絞り込まれています。 

Zimpleman氏は、国際展開の理念について次のように述べて 

います。「他国の市場に進出するときは、謙虚でなければなりま 

せん。中国のような市場で自社をブランドとして確立しようという 

発想は、非常に大胆でコストがかかります。一方、市場大手の1社と

合弁事業を立ち上げれば、きわめて迅速に規模を拡大できます。

その代わり、Principal Financial Group社だけの名前を使うこと

はできません。これは当然のコストと考えるほかありません。」

AMP社にとって、国際戦略では地域がきわめて重要です。Meller

氏は次のように説明します。「当社があるオーストラリアから見る

と、世界は他の大半のOECD（経済協力開発機構）諸国から 

見る場合とまったく違って見えます。これは、オーストラリアが欧州 

や米州からは遠く離れ、アジアに非常に近いからです。当社の 

考え方は非常にシンプルです。マネーがあるところに行き、マネーが 

向かうところに行く、それだけです。」

マネーの投資先は現在日本向けが多いものの、今後中国に向か

おうとしていると同氏は指摘します。「当社は1999年以降、非常に

ゆっくりと中国に足場を築いてきました。」AMP社は、金融危機の 

直前に中国最大の生命保険・年金会社のChina L i feと協議を

始め、今年初めにChina Lifeの年金会社の持分19.99％を取得 

しました。AMP社の出資は規制当局によって制限されましたが、 

Meller氏は、中国は引き続き市場開放を進めると予想していま

す。「オーストラリアは中国と自由貿易協定を締結したばかりで、 

諸外国に比べて有利な立場にあり、これにより、投資拡大の機会は 

さらに広がっていきます」と、同氏はみています。

新興国の経済は有望視されていますが、すべてではないものの、 

グローバル企業の多くが引き続き米国に大きな期待を寄せて 

います。

KPMGのRobinsonはこれについて、「あらゆる理由から米国の 

重要性は変わりません」と述べています。Robinsonによると、1つの 

理由は、欧州諸国では40年にわたって生産性が低下してきたが、 

米国はそうではないという点です。さらに、米国は欧州経済より 

銀行危機をはるかに上手く乗り切りました。それに加え、「米国は

人口が多く、国民1人当たりの所得も高く、依然として世界で最も

活気にあふれた革新的な経済国です」。

他国の市場に進出するときは、謙虚で 

なければなりません。中国のような市場で 

自社をブランドとして確立しようという発想は、 

非常に大胆でコストがかかります。

Larry D. Zimpleman氏 
Principal社　CEO
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日本のCEOは、70％が重要であると回答しています。他国と同様、 
世界経済をリードする米国への投資を依然として重視する日本企業
が多いことがわかります。

日本全体

事業拡大という点で米国はどの程度重要ですか？

きわめて重要

やや重要

重要ではない

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

37%

30% 33%

全体

新しい市場成長の機会が最も大きいと考える地域はどこですか？

36%

インド

43%
西欧

40%

中欧 46%
中国

64%
米国

49%

43%

8%

今後3 年間において重要
な投資を検討している自国 
以外の地域については、全体 
と同様、日本は1位に米国 
　（65％）を挙げています。米国 
経済の弾力性や底堅さに対 
する認 識が根 強いことが 
うかがえます。

日本

65%
米国

60%
中国

32%

西欧

23%

オースト 
ラリア

シンガポール

21%

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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買収等を通じた成長の重要性が高まる

企業は今後も本業による成長を重視する見通しです。CEOの10人 

に6人は、引き続き既存事業を内部から拡大させると答えています。 

しかし、将来的に買収を視野に入れるCEOも増えています。

景気後退後数年間のコスト削減により、多くの企業でかなりのコスト 

圧縮が進んだため、CEOは本業による成長モデルのみに頼るの

は厳しくなっていると感じています。効率化に基づいた本業による 

成長は、価格設定と数量を通じてどうにか実現できていますが、 

消費者に大きく左右されます。そして、今の経済では消費者はつかみ 

どころのない存在です。

食品・医療産業向けの材料を製造・販売しているIngredion社の 

会長、社長兼CEOのIlene Gordon氏にとって、買収は企業構造を 

変革する力をもつグローバルチームを作る機会となっています。 

「買収で成功するカギの1つは、買収先企業の経営陣全体を 

維持できていることです。買収先の製品や新技術と同様、その人材 

と発想力を取得したいためです。」「全員が同じ考え方をしないこと 

が非常に重要です。今後も当社の戦略と合致し、株主価値を 

高めるような買収を模索します」と、同氏は述べています。

Schroders社のMichael Dobson氏は、資産運用など人材中心の 

ビジネスでは、すべての買収がチームの拡大を意味し、Schroders

社が好む本業による成長を促進するものとみなしています。同社は

2年前、英国と米国で大型買収を行うという異例の行動に出ましたが、 

同氏によると、これは長期にわたる交渉の末の決断でした。いずれも、 

同社経営陣が互いの文化の強い親和性を確認できたことで実施

にこぎつけました。「これらの買収は、当社にとって戦略的に重要な 

地域で本業による成長を加速させるための絶好の機会になると 

いう確信がありました。」

「資本構成を変更する予定はない」と回答している日本のCEOは 
31％と、全体の5％と比べて高いことが特徴的です。後述のとおり、 
日本のCEOが他国に比べて自社の本業による成長を重視し、近い 
将来におけるビジネスモデルの変革可能性に対する回答率が低くなって 
いることと関係していると思われます。なお、「事業リストラクチャリ
ング」は43％となっており、自社の本業による成長を重視する日本 
企業が「選択と集中」を意識していることがうかがえます。

日本全体

自社の資本構造をどのように変革する計画ですか？

買収

財務リストラクチャリング

事業リストラクチャリング

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

30%

30%

43%

31%

資本構成を 
変更する予定はない

48%

32%

30%

5%
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今後3年間の本業による成長と買収等を通じた成長の割合

買収によってより多くのリスクをとる理由

ここ数年、企業は本業による成長を重視してきました。
現在、買収への強い意欲を感じますか？

大規模なコスト削減と純粋な本業による拡大の時期を経
て、現在、買収取引額と件数は金融危機前の水準に戻っ
ており、買収等を通じた成長はすでに多くの企業の主要課
題となっています。CEOの半数が買収を通じて事業を拡大
する計画であるとしており、KPMGではこの傾向は続くとみ
ています。

成長戦略として買収に再び注目が集まっていますが、こ
の数年、M&Aについての考え方はどのように変化して
きましたか？

企業は、買収や売却、再編や提携、資金調達を通して、ス
テークホルダーのために継続的に好業績を上げなければい
けないという重圧に、以前にも増してさらされています。点検
すべき非構造化データの膨大な量と国境を超えた買収がご
く一般的になり、複雑さを増す一方の買収環境のなかで、 

事業変革の取組みが行われています。これに成長見通しへ
の自信の高まりが重なって、取締役会では買収に関してよ
り強気な見方が生まれ、企業は選別基準を満たした買収対
象にはプレミアムを支払うようになっています。

会社の買収等を通じた成長を検討するCEOが増える
につれ、リスク選好度も高まっているとみていますか？

不安定がいまや常態化しています。コスト削減や本業によ
る活動だけでは持続的に成長できない状況の中で、投資
家は成長という必須の課題に向き合い続けています。特に
有利なクレジット市場を抱える米国や西欧など、より成熟し
た市場にそれが当てはまります。買収等を通じた成長は往
々にして、中国やインドなどの新興国に進出するための唯
一、あるいはより簡単な選択肢となっています。その結果、
金融危機直後のリスク回避行動から脱却する企業が増え
ています。

買収等を通じた成長は増加傾向に 
KPMGディール・アドバイザリーのグローバル責任者、Leif Zierzとの一問一答

90%

6% 4%

買収条件に対する自信 54%
経済に自信がある 52%
統合後に顕在化する買収価値 52%
十分な買収資金 45%

全体

買収条件に対する自信 57%
統合後に顕在化する買収価値 57%
今日の環境で求められる迅速なアクションと増加するリスク 57%
ニュー・ノーマルで求められる高リスクのターゲティング 57%

今後の3年間の成長戦略として、本業による成長を掲げている割合
が、全体では59％となったのに対して、日本では90％と高い割合を示
しています。日本のCEOの大半は、買収やジョイントベンチャーの組
成等による成長よりも、本業における新製品開発や地域的拡大など
を着実に行っていくことを優先していることがうかがえます。

日本全体

ほとんど本業による成長

ほとんど買収等による成長

本業と買収、 
双方による成長

Source: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

22%

59%
19%

日本

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

日本のCEOが挙げたのは、「買収条件に対する自信」、「統合後に顕在
化する買収価値」、「今日の環境で求められる迅速なアクションと増加 
するリスク」、「ニュー・ノーマル（新たな常態・常識）で求められる高リスク
のターゲティング」（ともに57％）でした。一方、全体の52％が挙げた「経済 
への自信」については、日本はわずか14％にとどまりました。個別の買収
については全体並みに自信を持っているものの、それを取り巻く経済の
動向に対してあまり自信がないことがうかがえます。
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現在と大きく異なる 
事業体に 

変革している

非常に満足 
している

若干不安がある

 29% 
現在と大きく異なる 

事業体に 
変革している

 44% 

若干不安がある

現行のビジネスモデルに対する満足度
全体では、現行のビジネスモデルに対して「非常
に満足している」と回答したCEOは50％にとど 
まります。日本のCEOは、72％が「非常に満足 
している」と回答し、残りの28％は「若干不安
がある」と回答しています。後述のように、「今後 
3年間で自らの組織が現在と大きく異なる事業体 
に変革している可能性」について、日本のCEO
が全体に比べて低い回答となった一因となって 
いると考えられます。

日本全体

今後3年間で自らの組織が現在と大きく異なる 
事業体に変革している可能性が高いと回答した日本の 
CEOの割合は14％と、全体（29％）よりさらに低い 
結果となりました。前項で示された本業による成長 
戦略や、前述した現行のビジネスモデルへの満足度
と連動して、大きく事業体を変革する予定はないとの 
考えが多いことがうかがえます。激化する競合環境や
破壊的なテクノロジーの出現の中で、ビジネスモデルの
変革の必要性を意識している世界のグローバル企業
との意識の差が懸念されます。

日本

 14%

 50% 

非常に満足 
している

 28% 72%

今後3年間における事業変革の可能性
全体

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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事業変革の具体化

CEOの10人に4人が、現在の自社のビジネスモデルの持続 

可能性にやや疑念をもっていますが、10人に7人は、3年後も同じ 

企業であり続けると予想しています。質問は、会社全体の事業変革 

を行わず、ビジネスモデルを徐々に修正できますか、というものです。

KPMGトランスフォーメーションのグローバル責任者のSteven 

Hastyは、「企業は競争圧力や破壊的テクノロジー、消費者需要 

の変化など、常に変化する事業環境を踏まえてビジネスモデルを

絶えず進化させていく必要があり、実際に多くの企業がそうしてい

ます」と述べています。

KPMGのScottは、世界経済は重大な変革の渦中にあると 

指摘します。「新聞を開いただけでも絶え間ない変化の時代に 

生きていることがわかります。テクノロジーによる破壊、高まる規

制圧力、サイバー犯罪が大きな話題になっています。経営者は

後れをとらないよう、常に自社のビジネスモデルを点検しなければ

と感じています。」　こうした背景のなかでCEOは、事業変革に

はイノベーションとテクノロジー以上のものが必要であることを 

理解しなければなりません。それは、会社内部からの継続的な 

変化と、高い柔軟性をもつことです。

市場のディスラプション（破壊）とコンバージェンス（融合）のペース 

と規模は、企業に財務、事業、経営モデルを中心とする事業 

変革戦略の策定を迫っていると、KPMGのNick Griffinは指摘 

します。また、Griffinは、「戦術的な変革や漸進的な戦略では、

企業が市場での地位を守り、あるいは重要な新しい商機を活用

する態勢を整えるのに十分ではありません。3年後に勝者になる 

ためにはどうすればいいのか、その答えが『今やっていることを 

継続しながら小幅調整を行う』ことでないとすれば、事業変革が必

要な選択肢でしょう。事業変革は痛みを伴うものですが、緩やか 

な衰退の痛みほどではありません」とも述べています。

「今の世界では、自社にかなり満足していても、現状を維持すること 

は最もリスクが高いといえます」と、KPMGのMark Goodburnは 

指摘します。「例えば今日会社を始めるとして、技術的変化を受

け入れたいと思いますか？　データを活用したいですか？　アナリ

ティクスを活用したいですか？　世界中で進んでいる人口動態の 

変化を活用しますか？」とGoodburnは問いかけます。「革新的 

経営者はこれらの質問にすべてイエスと答え、台頭しているディ

スラプター（破壊者）と対峙します。今後、事業変革という言葉は 

最終的に経営と同義語になります。」

今の世界では、自社にかなり満足して 

いても、現状を維持することは最もリスクが 

高いといえます。

Mark Goodburn 
KPMGアドバイザリー　グローバル責任者
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会社の経営手法が変化するのは当然 

であり、それが会社の組織構造のみならず、

顧客サービスの提供のあり方まで影響する

のは明らかです。
Michel Combes氏　Alcatel-Lucent社　CEO

今のCEOは何十年という単位で考えている余裕はないと、Goodburn

は指摘します。「CEOは『自らを破壊するか、さもなければ2年、3年、5

年以内に破壊されるかだ』と考え始めています。」Goodburnは 

こう続けます。「自分に問うてみることです。『自分はディスラプ

ター（破壊者）と同じ速度で動いているか？　顧客の期待と同

じ速度で動いているか？　自分は競合他社と同じか、それ以上に 

速く動いているか？』と。」 そして、段階的な変化の採用は必ずしも

最良のアプローチとはいえません。「『まず自社のサイバー脅威に 

注意してから、その後で顧客体験を懸念する。さらにその後で 

イノベーションに気を配る』というわけにはいきません。CEOは 

これらすべてを同時に管理しなければなりません。」

通信機器メーカー、Alcatel-Lucent社のCEOであるMichel 

Combes氏にとって、数年前に会社を破たんの淵から救ったリス

トラは、同社が今後数年に直面する事業変革の規模に比べれば、 

困難なものではありませんでした。「当社は、ビッグデータやAI 

（人工知能）、ロボット工学、高速ブロードバンドによる接続性 

向上など、非常に多くの変化に直面しています。会社の経営手法が 

変化するのは当然であり、それが会社の組織構造のみならず、 

顧客サービスの提供のあり方まで影響するのは明らかです。」

IT専門調査会社のIDC社は、何百万ものアプリ、何十億もの 

利用者、何兆もの事柄の相互通信がネットワークを通して行われる 

ようになると予測していますが、Alcatel-Lucent社はそうした 

状況から利益を得る理想的な立場にあります。このネットワークに

は、Alcatel-Lucent社が提供している種類の機器とサービスが 

必要だからです。CEOのCombes氏は、「デジタル移行は当社

の追い風になりますが、当社自身もデジタル・トランスフォーメーション 

を実施しなければなりません」と述べています。「業界は、ネット 

ワークのバーチャル化を通じてソフトウェア主導へと傾斜しています。 

ネットワーク機器では、数年前にIT業界が経験したことと同じ 

ことが起きています。ハードウェアからソフトウェアへ、製品からサービス 

へ、今の主要顧客であるサービスプロバイダ向けの販売から、 

多種多様な顧客向けの販売へ、という大転換です。」

Combesは、ソフトウェアとストレージが今や消費モデルとして 

実現しているように、Alcatel-Lucent社がNaaS（ネットワーク・アズ・ 

ア・サービス）を提供する未来像を描いています。「NaaSを始める

と、ビジネスモデルを根本的に変えなければなりません」と、同氏

は指摘します。この事業変革は、人材をどう確保するかという問題 

から、より開放的なエコシステムの中でイノベーションをどう再点火 

させるか、内部からの破壊をどう活用するかといった問題まで、 

すべてに影響を与えると、Combes氏は述べています。

事業変革における優先課題はその産業固有の事業圧力によって 

変わる、とHastyは指摘しています。規制産業の代表格である 

ヘルスケアと金融サービスは、規制による事業変革を経験して 

います。これらの企業の目的は、規制の課題を満たす際により高い 

効率性を実現するのみならず、その対応のしかたによって価値を

拡大することです。石油業界は原油価格の下落に対処するため、

業界再編と事業変革を実施しています。消費財企業は、どのように 

デジタル技術を活用すれば顧客をさらに獲得し、定着させられるか

を重視しています。
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CEOの大多数（86％）が、顧客のロイヤルティを懸念しています。

しかし、成功した多くの新興企業には従来型のマーケティング部門 

がなく、従来型の広告も打っていないと、KPMG ITアドバイザリー・ 

プラクティスのパートナー、Edo L indg reen Roosは指摘して

います。「そのかわり、こうした企業はデータを活用し、販売とクロスセル 

を強化するため顧客特性を全方位から把握しています。データは 

また、ともに高度なイノベーションと機動性が求められる製品・サー

ビスの実験や調整にも使われています。これらの企業は革新的か

つ機動的で、隅 ま々でアナリティクスが浸透しているため、顧客との

距離がきわめて近いのです」と、Roosは述べています。例えば、ある 

世界的な家具小売企業は、すべての店舗に顧客のスマートフォンと

つながったセンサーを設置しています。顧客は迷路のような店舗内 

の通路を通ってレジへ行くまで追跡されますが、この情報は店内 

顧客体験の最適化に役立っています。

多くの企業は、豊富な非構造化データを十分に活用していない、と

Mark Goodburnは指摘しています。最近まで外部データの入手は 

困難で、信頼性も高くありませんでした。しかし今では、「社内よりも、社外 

からいかに多くのものが得られるか、中から外を見るだけではいかに物事

が見えないかということに驚かされます」と、Goodburnは述べています。

「例えば、新製品を発売しようとする場合、発売した瞬間からもはや

内部データだけに頼っていてはいけません。貴重なのは、『ソーシャ

ルネットワーク上での製品の口コミは？ 顧客は何を語っているか？　 

パッケージは気に入られているか？　値段は高すぎないか？　手に 

入りにくいか？　在庫状況はどうか？　すぐ利用できるか？　この店で

買えなければどの店で買えるか？』といったデータなのです。」

すべての産業のCEOは、顧客の要求を満たそうと、より懸命に 

取り組んでいます。Graybar社のMazzarella氏にとって、これは 

自社の顧客企業の顧客または事業のニーズに応えるために必要な 

ものを提供することを意味します。そのためにはまず、Graybar社の

顧客がどのようにビジネスをしたいのかを理解する必要があります。

例えば、顧客は、積層造形と3D印刷技術の採用に当たり、Graybar

社の在庫リストで在庫の有無をチェックするのではなく、現場で 

製造部品をダウンロードしたいと思うかもしれません。顧客のそうした

期待によって、Graybar社では自社とサプライヤーとの連携の方法 

が変わり、まったく異なる物流プラットフォームが必要になるかもし

れないと実感しています。「難しい課題ですが、だからこそ面白いの 

です」と、Mazzarella氏は語ります。「今後3年間、この事業変革は加

速する一方だと予想しています。」

データアナリティクス（D&A）は将来、より重大な変化につながる 

可能性があります。例えば、Alcatel-Lucent社は顧客へのサービス

提供にデータを用いていますが、CEOのCombes氏は、データアナ

リティクスをもっと十分に活用した経営モデルへの転換を描いて 

います。Combes氏は次のように述べています。「当社は現在、顧客

にスイッチ類を販売していますが、この機能のレンタルを始める際 

には、時間帯やネットワークの混雑状況に応じて規模を拡大・縮小す

るのにデータアナリティクスが役立ちます。自社サービスを提供する

という点でも、さらにはソフトウェアベースの事業に移行する際にも、 

データアナリティクスは大きな効果をもつ可能性があります。」

事業変革はイノベーションに左右されます。Ingredion社のGordon

氏は、顧客が求めている次世代の食材、例えば遺伝子組換え作物

（GMO）を使用しない、またはグルテンを含まない食材を提供する 

ための事業変革を目指しています。イノベーションはこの戦略を実行

するための手段です。そのため、Ingredion社は、世界各地の約350

名の研究者を擁する20数ヵ所のR&Dおよび製品開発センターを、

アイデアラボとして再編しました。Ingredion社はこれらのアイデア 

ラボを活用して、未開拓の市場トレンドを常にモニターし、革新的で

収益力のある製品を作るための新しい消費者中心の製造法を顧客

に提供しています。「最新トレンドを先取りして把握するため、独自の

イノベーションを通じてロイヤルティを高める

日本は91％が不安を示しており、6ページでも述べたように、日本の
CEOの懸念事項の上位を占めます。

日本全体

非常に懸念している

やや懸念している

懸念していない

顧客のロイヤルティについてどの程度懸念していますか？

86%

9%
5%

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

34%

52%

14%
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47%

 49% 
効果的に 

活用している

 38% 
活用においてリーダー

とみなされている

日本

 73% 

効果的に 
活用している

改善が必要

日本

活用において 
リーダーと 

みなされている

 17%

業績改善にデータアナリティクス（D&A）をどの程度有効活用していますか？

データ活用に基づいた組織になりつつありますか？

全体

全体

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

自社の業績改善に向けて 
効果的に活用しているとした
日本のCEOの割合は73％
となっており、当該分野への 
取組みに対する関心の高さ
がうかがわれます。しかし、
当該分野で「リーダーとみな
されている」と回答した日本

のCEOは17％にとどまり、さらに、データ活用に基づいた組織に
なっているかに関しては47％は改善が必要と回答しており、まだまだ 
発展の余地があると考えていることが推察できます。新しいテクノ
ロジーの活用や他社とのアライアンス等により、データアナリティ
クスの有効な活用を通じて競争力強化につなげるため、さらなる 
対応が必要と考えられます。

当社はディスラプター（破壊者）に含まれる

と考えています。当社はソフトウェアの制作

手法、消費手法を抜本的に変えています。

継続的な事業変革が必要なのは、1つには

Red Hat社のような企業が市場を破壊して

いるからです。

Jim Whitehurst氏　Red Hat社　CEO

調査に加え、顧客から適切なデータと消費者動向を入手するように

しています」と、Gordon氏は述べています。

KPMGイノベーション&インベストメントのグローバル責任者、Steven 

Hillは、そうしたイノベーションセンターを作ることが、IT企業に限らず

大半の企業にとって必要だと指摘しています。市場は急速に変化 

しているため、変化の兆候を把握する検知メカニズムを作り、変化

に対応するための戦略を策定することが益々重要になっているから 

です。「これを実現するには新しいアプローチが必要です。今後の 

動向を見る専任の人材を揃え、潜在的な課題を解決するための画

期的手法を備えた特別な作業環境を作ることが必要です」と、Hillは

指摘します。これこそ、Ingredion社のGordon氏がアイデアラボの 

設置に踏み切った背景にある理念です。「イノベーションが成長の

重要な柱であることを、社員に理解してもらう必要があります。」

イノベーション・ラボは多くの形態が考えられ、リアルな場所とバーチ

ャルなネットワーク上の、どちらでもありえますが、継続中の事業とは

別に評価することがきわめて重要です。「イノベーションでは、自分が

知らないことを見つけようとするものなので、試行錯誤や繰り返しが

必要になります」と、Hillは指摘します。「評価基準やインセンティブに

はこれを反映させる必要があります。」

テクノロジーは事業変革の引き金であり、これを実現するものでも 

あります。Red Hat社のCEOは次のように述べています。「当社は 

ディスラプター（破壊者）に含まれると考えています。当社はソフト 

ウェアの制作手法、消費手法を抜本的に変えています。継続的な

事業変革が必要なのは、1つにはRed Hat社のような企業が市場を

破壊しているからです。」

Alcatel-Lucent社にとって事業変革とは、以前のサイロ化された 

イノベーションプロセスから、社内の人材とパートナーシップを通じた

人材を活用するオープン・イノベーション・エコシステムへの移行を 

意味します。「当社は段階的なイノベーションから、今後数年間で 

真の競争力を確保できる破壊的イノベーションに移行する必要があり 

ます」と同氏は指摘します。「段階的イノベーションでOKとする考え方 

では、未来はありません。」

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

47%改善が必要
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事業変革との関連では、CEOは企業全体へのデータア
ナリティクスの適用をどのように戦略的に見ています
か？

今のCEOは、新たな成長の実現やリスク管理、コスト削減の
ために、どのようにデータアナリティクスを適用するかを考えて
います。しかし、その多くはさらに個々のプロジェクトを超えて、
包括的な全社的データアナリティクス戦略へと進む必要があ
ります。事業変革の渦中にある企業は、成長やリスク、コスト
の機能全体に全社的データアナリティクス戦略を組み込み、
データアナリティクスを活用するまたとない機会に遭遇してい
ます。この決定的な変化の時期に、CEOはデータアナリティ
クスを、競争力を獲得し事業基盤を拡大するための戦略的
手段ととらえています。CEOは、データアナリティクスの採用
面では手腕を発揮していますが、経営者が事業全体へのデ
ータアナリティクスの適用を深化させ、ただ競合他社に後れ
をとらないだけではなく、業界リーダーとしての地位を獲得する
大きな機会がまだ残されています。

CEOは、取締役会レベルの課題の中でデータアナリテ
ィクスで対応できるものはどれだと見ていますか？

CEOは、特に財務、人事、リスク、サプライチェーン、メンテナ
ンス、予測など、事業に不可欠な複数の機能にデータアナリ 
ティクスの可能性があると考え始めています。KPMGの経験 
では、一部の企業はすでにその知見から価値を高めることに 
おいて順調な進展を見せていますが、往々にして特定の 

状況下に限られています。例えば、小売セクターは、顧客に重
点を置く場合にきわめて高度な知識を示す傾向があります。
銀行は、リスク管理にデータアナリティクスを用いたときに真
価を発揮します。そして、他の多くのセクターは、生産性向上
に取り組む際に、どうすればその知見から価値を実現できるか
を理解しているようです。アナリティクスに対する統合的な全
方位型のアプローチには、さらに大きな機会があります。それ
によってCEOはどの角度からでも事業を検証でき、それらの
知見を使ってより優れた意思決定を行い、長期的で持続可
能な価値を確保できるからです。

CEOが、データアナリティクスの有効活用に向けて自
社が取り組んでいると報告している主な課題は何です
か？

今のCEOは、データアナリティクスがもたらす戦略的機会を
理解しています。CEOが今も苦慮しているのは2点です。1点
目は、焦点を絞り込んだデータアナリティクス戦略の策定と
実施、すなわち開始から執行までです。2点目は、どのデータを
収集し、それをどのように価値に変えるかの判断です。CEO
は計画以上のものを必要としています。つまり、データアナリ
ティクスのビジョンを実行し、データアナリティクスの適用から
最大の利益を獲得するための執行戦略を必要としているの
です。

データアナリティクス（D&A）の有効活用 
KPMGデータアナリティクスのグローバル責任者、Christian Rastへの一問一答

イノベーションに対する障害（上位3つ）

全体 日本

日本のCEOは全体と同様、「最も高いリターンをもたらすテクノ 
ロジーが不明」と「正式なイノベーションプロセス・計画の不足」と 
回答しているほか、「急激に変化する顧客ダイナミクス」も上位に挙げて 
います。今後、プロセスの整備、計画に基づいたイノベーションプロセス 
の実効性の担保、有効なテクノロジーの適用が課題と考えられます。

1) 急激に変化する顧客ダイナミクス

2)  最も高いリターンをもたらすテクノロジーが不明

3) 予算の制約

1) 最も高いリターンをもたらすテクノロジーが不明

2)  正式なイノベーションプロセス・計画の不足

3) 急激に変化する顧客ダイナミクス

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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世界経済成長  54%
規制環境 45%
破壊的テクノロジー 34%
地政学的リスク 32%
為替変動 30%

現在、自社に最も影響を与えている課題
全体

リスクと規制が引き続き課題

CEO、特に米国企業のCEOは、世界経済の成長と規制環境が、 

自社に最も影響を与える2つの課題と答えています。「規制環境が

厳しくなればなるほど、規制対応のコストが増え続け、利益を侵食 

するため、CEOは他の方法で事業を成長させることを考えざるを 

得ません」と、KPMGレギュラトリー・チェンジのグローバル責任者、 

Jim Lowは指摘しています。

CEOは、どの業界でも規制は強化されていると報告しています。 

一部のケースでは慣行は変わらず、企業は規制を守るために

製造やその他のプロセスを変える必要はありませんが、報告の 

レベルは強化されています。また、データの伝送と保存に関する 

規制が一変するケースなどでは、多国籍企業は、コンプライ

アンスと政府対応チームに多数の社員を配属しなければ 

なりません。国ごとに異なる規制の複雑な関係性を読み解き、 

矛盾があればどちらを優先すべきかを判断する必要があるからです。

一部の企業はこの機能を外部に委託しています。

米国に本社のある医療技術会社Stryker社のCEO、Kevin A. 

Lobo氏は、規制環境は自社にとって脅威でありチャンスでもある 

が、ややチャンスの側面が多いとみています。マイナス要因には、 

コンプライアンス関連の事務処理の多さや、臨床試験基準の必要

以上の厳格さなどが挙げられます。一部のケースでは規制のコストが 

あまりに高く、外国市場への参入が正当化できないほどになって 

います。例えば、中国では、Stryker社は新製品のすべてについて 

豊富な国際的治験データを持っているため、中国国内での臨床 

試験を簡略化できないか、規制当局と協議しています。

Lobo氏は、ヘルスケア業界を取り巻く規制環境を、大局的見地から 

とらえています。同氏は、世界のどの医療制度もアクセスと値ごろ 

感の問題に苦慮しており、規制当局は、ライフサイエンス企業には

確実に最低コストで最良の製品を供給してほしいと考えている、と 

述べています。「ハードルを上げるのは良いことです。そのために、当社 

の製品はイノベーションと価値を実証しなければなりません。」

Hindustan Petroleum社のVasudeva会長は、同社の主な課題は、 

製油所の能力増強と自動車燃料の法定品質基準を満たすための

施設の改良に必要な大型投資だと述べています。もし同氏が政府

に何か1つの課題に集中するよう依頼できるとしたら、それはインフラ

だと言います。「インフラは、当社のような企業にとって、また実際に

は国全体にとって、きわめて重要です。この問題に取り組む政府の

意欲と行動を前向きにとらえています。」

Schroders社のCEO、Michael　Dobson氏が規制当局に何か 

1つの課題に取り組むよう依頼するとすれば、それは規制の簡素化と 

調和だと言います。「多くの国に大量の規制があり、補完し合うもの

もあれば、矛盾するものもあります」と、同氏は指摘しています。「多す

ぎる規制は成長に悪影響を与えるばかりか、企業と顧客へのコスト

増や競争の制限など、意図せざる結果を生む危険性があります。」

その結果は今後、CEOにとってはるかに大きな影響を与える可能性

があると、KPMGのVenkateshwaranは指摘します。「地域を超え

た規制の全体像が劇的に変化しています」と同氏は述べています。 

「例えば、税規制では、多くの国の税務当局が透明性の改善と 

活動実体の証明を強化する方向に動いており、企業がどの地域を

選ぶかによって得られていた相対的な利点は消えるかもしれません。」 

サイバーセキュリティをめぐる規制も、グローバル企業の営業面、技

術面の活動のあり方を変える可能性があります。規制当局による

防衛と産業保護の重視は、企業が営業できる場所に影響を与え 

ます。「もはや事業を継続するために規制を守るという問題ではあり

ません」と、同氏は指摘しています。「これらは実際、特定の場所で 

事業を行うことの経済性自体を変えるものです。」

規制環境 30%
破壊的テクノロジー 26%
情報保護／サイバーセキュリティ 19%
世界経済成長 16%
エネルギー価格 16%

日本

日本のCEOは、上位に
「規制環境」（30％）、 
「破壊的テクノロジー」
（2 6％）に続いて、 
「情報保護／サイバー 
セキュリティ」（19％）
を挙げています。日本

でも、複雑化する規制や進化するテクノロジーへの対応が企業への 
負担になっている状況は明らかであり、また顕在化してきているサイバー 
攻撃、情報漏えいのリスクにも敏感になっていることが反映されて 
います。

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015
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税務規制

環境規制

財務報告関連規制

貿易規制

労働規制

プライバシー規制

28% 
18%
17%
14%
14%
9%

プライバシー規制

貿易規制

労働規制

環境規制

税務規制

財務報告関連規制

25%
21%
19%
17%
11%
7%

国際税務では、今後1～2年でどのような大きな動きがあると見て
いますか？

OECD（経済協力開発機構）の「BEPS（税源浸食と利益移転）」プロ
ジェクトは、明らかに国際税務の全体像に大きな影響を与えます。多国籍 
企業のCEOと経営陣、取締役会は、以下の取組みと動向に備え、 
組織としての対策を講じる必要に迫られるでしょう。

・  より高度な透明性要件。    OECDの「BEPS」プロジェクトの行動計画 
13は、多国籍企業に対し、国ごとの事業活動のすべてに関する 
情報を事業展開する各国政府に報告するよう求めています。

・  追加的な実体要件。　改正後の移転価格ガイドラインでは、リスクと
資本への利益配分を正当なものと証明するため、追加の実体要件
が必要になります。

・  源泉地国課税への圧力の強化。　外国企業の事業活動に対する 
課税について、OECDの総意および一方的措置として、より主観的な 
基準が浮上する可能性があります。

・  コンプライアンスコスト、税務当局間の論争、紛争の増加。　この 
動きは、今後生じる変化の規模、およびBEPSに対処するための 
政治的動機による一方的行動の衝突から生じると予想されます。

・  相互協議（MAP; mutual agreement procedure）の改善 
の可能性。　これは、最低限必要な数の国が拘束力のある義務的 
仲裁制度を採用する度合い、およびベストプラクティス案の遵守と
説明責任を改善する際の相互協議に関するグローバルフォーラム
計画の有効性に左右されます。

CEOは自社のBEPSに対する準備を迫られている 
KPMGグローバルBEPSネットワークの責任者、Manal Corwin

日本

日本はプライバシー規制（25％）、貿易規制（21％）、労働規制（19％） 
が上位に挙げられました。技術の進化に伴う個人情報保護の問題に 
敏感になっていることや、佳境を迎えているTTP論議、また現政権による 
労働時間規制や派遣労働法の見直しに関する関心の高さが表れています。 
また、全体で最も関心が高くなっていたのは税務規制（28％）ですが、 
日本においての関心はそれほど高くない結果（11％）となっています。 
海外では税金を利益の源泉として捉えている企業が多い一方、日本に
おいては国際的な節税対策にあまり関心が高くないことがうかがえます。

自社にとって重要な規制

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

全体

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

オペレーショナルリスク 47%
規制上のリスク 36%
戦略リスク 36%
サプライチェーンリスク 26%
第三者のリスク 23%
情報セキュリティリスク（サイバー） 20%

最も懸念しているリスク
全体

コンダクト（不正）リスク 37%
サプライチェーンリスク 33%
オペレーショナルリスク 30%
マーケット・トレジャリーリスク 30%
環境リスク 30%
第三者のリスク 28%

日本

日本では、「コンダクト 
（不正）リスク」が37％ 
（ 全 体では1 4％）と 
最も多く、次に「サプ 
ライチェーンリスク」が 
3 3％と続き、「オペ 
レーショナルリスク」、 
「マーケット・トレジャ 

リーリスク」と「環境リスク」がともに30％となりました。昨今相次いで 
いる企業不祥事を背景に、不正関連のリスクに非常に関心があり、 
また、国内外において複雑化するサプライチェーンに対するリスクに 
敏感であることがうかがえます。
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出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

50%万全の準備はできていない

サイバー攻撃に対する準備状況
全体 日本 64%万全の準備はできていない

日本では64％のCEOが「万全の準備はできていない」と回答し、サイバー 
攻撃への備えについて、課題がまだ残っていることがうかがえます。 
サイバー攻撃等の事件が相次ぐ中で、早急な対応が必要と考えられます。

サイバー：最も予測困難なリスク

調査対象となったCEOの半数が、サイバー事案に十分な備えが 
できていないと答えています。しかも、サードパーティリスク、サプライ 
チェーンリスク関連の課題に続き、回答者の20％がサイバーセキュリ 
ティを上位5つのリスクの1つに挙げました。テクノロジー企業について 
は、情報セキュリティが他のすべてのリスクを抑え、最も喫緊の脅威
に挙げられました。

KPMGサイバーセキュリティのグローバル責任者、Malcolm 
Marshallは次のように指摘しています。「リスクを本当に理解して 
いるCEOは、サイバー攻撃がおそらく最も予測困難なリスクだと理解
しています。洪水や竜巻よりも予測困難です。」

KPMGサイバーセキュリティの米国責任者のGreg Bellによれば、 
多くのCEOは、サイバー攻撃の検知と防止に多額の投資をしている
ことを理由に、サイバー事案に十分備えていると考えているかもしれ
ません。特に米国では、調査したCEOの87％が十分な備えができて
いると回答しました。Bellはこう指摘します。「もちろん、防止にはまだ
相当の注意を払わなければなりません。しかし、最近まで防止に注意が 
払われすぎて、保護と対応には十分な配慮がされていませんでした。」

Marshallによると、「サイバー攻撃は会社の評判を大きく傷つける 
全社的なオペレーショナルリスクです。大半の顧客と投資家は、サイバー 
セキュリティ事案の被害を受けた会社を許すでしょう。100％防ぐ 
ことは困難だと理解しているからです」。しかし、対応のまずさに対して 
は容赦しません。顧客と投資家、社員の利益を守るべきときに断固
たる措置をとれなければ、企業は莫大な損失を被り、経営陣は職を
失うことさえあります。「サイバー事案のストレス下にある企業は、スト 
レスにさらされた家族のようなものです。強い家族は団結するが、 
弱い家族は圧力を受けて崩壊します。」

サイバー犯罪があると、CEOは周囲の反応に動転し経営に集中
できないと、Bellは指摘します。悪くすれば、サイバー問題の是正や 
修正を図る間、事業の一部を中断しなければなりません。その後も 
複雑な規制上の影響や訴訟の後始末に追われます。

サイバー犯罪の性格は変化していると、Marshallは言います。「これ
まで企業はデータ開示と機密保持の違反に備えてきました。データ
漏えいは深刻かもしれませんが、生命を脅かすことはありません。しかし、 
工業用制御システムは別問題です。製鋼所や工場などの製造工程
やパイプラインなどは、比較的旧式でサイバー攻撃に弱いコンピュータ 
システムに制御されています。基本的にサイバーをめぐっては激しい
つばぜり合いが起きており、犯罪者は次々に新手の技術を開発する
ため、防御する側はこの技術のさらに上を行く必要があります。」

さらに、多くの製造工程が外部委託されているため、多くの企業は、
企業レベル、国家レベルのスパイ活動と知的財産の窃盗に対して、 
自らが認識しているよりはるかに脆弱です。企業は、個人情報に 
関係のない情報漏えいがあった場合、往々にしてその情報の開示を 
ためらう傾向にあり、または警察当局から開示を止められることが 
多いと、Bellは述べています。

しかし、最も大きな変化として、サイバー攻撃への備えをコストでは 
なく競争上の優位性に変えること、設計段階で新製品や新サービス
にセキュリティを組み込むこと、サイバーセキュリティを単なるITの 
問題ととらえないこと、などがあります。

Marshallによると、「最も革新的な企業は、サイバーセキュリティに 
ついて、単に抑え込むべきリスクではなく、顧客体験であり収益機会
でもあると認識しています」。
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戦略とマネジメント

結果を出すことへのCEOに対する圧力がこれまで以上に高まって 

おり、成長が鈍化している市場ではなおさらその傾向が強い、と

KPMGのNick Griffinは指摘しています。「その結果、戦略策定 

プロセスの非常に早い段階で実施面の重要課題に絞り込む傾向が 

強まっています。」　調査対象のCEOは、今も近い将来も、これまで 

以上に執行面を重視すると回答しています。

戦略と執行のいずれかを選ぶのは本当の選択ではない、とKPMG

のCowleは指摘します。「どちらをどれほど重視すべきかではなく、どう 

やって戦略の策定とその後の執行を加速させるかが重要なのです」

と、同氏は述べています。「これを実現する方法は数多くあります。

すなわち、反復型開発サイクルや実用最小限の製品やサービス、

設計思考などのコンセプトです。革新的コンセプトを従来型環境に

統合し、早い段階から顧客に開発サイクルに参加してもらうととも

に、『fail fast, fail cheap（早く安く失敗せよ）』をモットーに共同 

構築・運営を行うことが、戦略から執行までのサイクルを短縮する最

良の方法です。」

Griffinによると、実際に多くの産業では、戦略から成果に至る過程

の複雑さと相互依存を結びつけることが以前より優先されるようにな

っています。特に、ディスラプション（破壊）とコンバージェンス（融合）

に直面する業界ではそれが顕著です。「これらの企業にとっての戦

略は、近年急速に単純に予測することが難しくなっています。」

「世界中で、市場の構成と相互作用に一連の構造変化が見られ 

ます」とGriffinは言います。生じている変化の性質からみて、この 

構造変化は循環的でも一時的でもありません。財務モデルや事業

モデル、経営モデルは多くの産業で進化のペースを速めています。

電力や公益事業、製造業などの成熟産業でも同じです。「Tesla

社は自動車メーカーでしょうか、それともエネルギー企業でしょうか」

とGriffinは問いかけます。「FedEx社とUPS社は、Uber社をどの 

程度脅威とみているでしょうか。あるいは、協働できるパートナーに 

なる可能性はあるでしょうか。」

これらの変化をもたらしているのは複数の大きな動きであり、その1つ 

が産業融合です。「金融サービス、電気通信、テクノロジー、メディア、 

消費財、ヘルスケア、小売、産業用機器メーカーなどは今では互いの

市場に進出しており、今後も産業の境界線は益 あ々いまいになって 

いきます」と、Griffinは指摘しています。例えば、自動車産業は国内 

および国際市場において、規模、中抜き、および新たなビジネス 

モデルの機会を与えるため、多数の業種にとっての「融合点」です。

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

 45% 
オペレーション

  50% 
戦略

 48% 
ビジネスモデル

今後3年間で最も変革される分野

日本のCEOも全体の傾向と同様、「戦略」（43％）が高い割合を示 
しており、さらなる戦略機能の変革・充実が重要視されています。一方、 
日本においては、「経営構造」の変革を挙げる割合が全体に比べて 
非常に高く（全体：16％、日本：64％）、スチュワードシップコード 
やコーポレートガバナンスコードの制定の影響や、それらへの取組み 
意識の高さがうかがえます。一方、全体では「ビジネスモデル」の変革
意識が日本に比べて高いことが示されており（全体：48％、日本14％）、 
他の質問の回答と同様、新たなビジネスモデルを追求する姿勢が
高いことがうかがえます。

日本全体

  64% 
経営構造

 43% 
戦略  43% 

プロダクト 
ミックス

 40% 
マーケティング／ 

営業

 43% 
オペレーション
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今のCEOは、積極的な成長促進策を重視しています。 
それが提携の手法にどのように影響していますか？

7～8年前、CEOはコスト抑制モードに入っており、新しい 
市場や新製品に注目することはほとんどありませんでした。
今のCEOは競合他社に先んじ、より高度なソリューション
を提供しようと努めています。しかし、急激に変化する今の 
環境では、どの企業もこれを常に実現できるわけではありま
せん。そのため、自社のコア能力を補完するサードパーティと
組まなければなりません。これは絶対に必要です。

提携はどういうときに社内対応や買収より望ましい選択
肢になりますか？

一般的には、提携は有利な条件を備えているが、企業の本業 
の能力を代替するものではありません。提携は企業のコア 
コンピテンシーを差別化するのに有効であり、買収につながる 
こともありえます。提携は、両社がどう協力できるかを確認で
きるため、買収のリスクを減らすのに有効ともいえます。

パートナーシップ／提携を成功させる主な要因は何 
ですか？

基本的な2つの要因：

・両社間のきわめて強い戦略的整合性と成功の明確な定義。

・企業文化と価値観のきわめて強い整合性。協業による顧客
への成功、成功の測定方法、パートナーシップの価値に 
ついての共通の見方。

早い段階で、企業はそれぞれの役割と戦略的レベルでの 
調整のしかたについて協議する必要があります。

CEOの課題の中で提携はどういう位置づけをされて 
いますか？

今のCEOは成長課題と、自社を市場のリーダーとして 
確立することを重視しています。急速な変化の時代にあって、 
CEOは自社だけで何もかもやることは不可能と考えています。

経営者は、グローバル化や破壊的テクノロジー（クラウド、 
ビッグデータ、モバイル、ソーシャルなど）、規制の変化の影響 
といった複数の課題を考慮しなければなりません。市場の 
リーダーになるためには、高度に差別化されたソリューションを 
実現し、顧客のニーズに応える必要があります。今日では 
これまで以上に、こうしたソリューションにはエコシステムの
中で複数の企業が集まって連携し、顧客ニーズに応える 
ことが求められます。エコシステムをどのように構築・管理 
するのか、顧客からエンドツーエンドソリューションの「演出家」と 
して見られたいのか、CEOは自問すべきです。

CEOは提携を表面的な事業関係の戦術的要素としてでは
なく、事業の戦略的要素として、また事業戦略の中核要素
としてとらえる必要があります。最後に、CEOと企業がイノベ
ーションをさらに重視するようになっているため、市場のイノ
ベーターや着想の源泉と見られることの多い提携パートナー 
は、市場動向に関する新たな知見の源泉にもなりえます。

アライアンス（提携）の力 
KPMGグローバルアライアンスの責任者、Singh Meckerへの一問一答

コンバージェンスとその背景にある力がもたらす結果として、競争 

優位性が急速に失われ、財務、事業、経営モデルの寿命が短くなる

と、Griffinは指摘します。「イノベーションと機動性はより重要になって 

いますが、融合する世界では協働できる力もきわめて重要です。 

今の時代、モデルを成功させる複数の技術を開発し制御すること

は、きわめて難しくなっています。協働的エコシステムとこれを構築し 

運営する能力は、今後3年間、そして近い将来の企業と戦略を成功

させる基本的能力の1つになるでしょう。」
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チーフ・マーケティング・ 
オフィサー（CMO）

 40% 
チーフ・インフォメーション・ 

オフィサー（CIO）

マネジメントの中で今後3年間でより重要となるのは？

全体

チーフ・フィナンシャル・オフィサー（CFO）およびチーフ・オペレーティング・ 
オフィサー（COO）が今後最も重要な役割になってくるという考えは 
日本も全体と同じで、CEOの戦略的パートナーとしての役割がますます
期待されていることが表れています。

日本

 53% 
チーフ・フィナンシャル・ 

オフィサー（CFO）

 30% 
チーフ・コンプライアンス・ 

オフィサー（CCO）

 69% 
チーフ・ファイナンシャル・ 

オフィサー（CFO）

 44% 
チーフ・インフォメーション・ 

オフィサー（CIO）

 71% 
チーフ・オペレーティング・ 

オフィサー（COO）

マネジメントの中でCFOが最も重要になる

世界のCEOの半数以上が、今後3年間で最も重要になる役職は

CFO（最高財務責任者）だと回答しています（図表を参照）。KPMG

のO’Maraは、CFOの役割の拡大の理由は、企業における財務 

リスクと内部統制の管理手法の重要性が高まっているためとして 

います。O’Maraはリスク管理を、積極的な財務成長戦略、地域的

拡大計画、新規競合企業への懸念と結びつけています。「リスク 

選好度が高まってきた場合、経営陣が同時に自社のプロセスと 

財務報告に適切な統制を実施しなければ、経営環境は不安定に 

なるかもしれません」と、O’Maraは指摘しています。

リスク重視とは別に、CFOは、従来財務部門の権限範囲では 

なかった分野を含めた成長に全社的な責任を負うようになって 

います。KPMGのChaseは、顧客体験も全体の成長戦略に関わる

ため、最近ではCFOの業務範囲に含まれることがあることを指摘 

しています。

KPMGのHastyによると、企業は戦略的見地から事業を変革し、 

部門横断的な取組みを実施しようとしています。そのためCFOは、 

全社の業務を広く見渡せる役割・機能であることを理由に、きわめて

重要な立場に置かれています。

出所: 2015 KPMG CEO Outlook, May 2015

30  /  Global CEO Outlook 2015: The growth imperative in a more competitive environment



© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

まとめ

今後3年間では、CEOはより積極的な成長戦略を重視する計画です。 
CEOは今後も、依然として不透明な世界経済の成長と規制環境から強い影響を 
受けるとみられます。この厳しい新たな環境のなかで成長の道筋を描くためには、
新しい戦略、新しい手段、新しい考え方が必要です。

成長はリスクテイクと慎重にすり合わせる必要がある。 
CEOは自社の成長戦略を積極的と見なす一方で、成長に関して十分にリスクをとっていないと考えており、 

高度なリスクマネジメントの構築がいかに難しいかを示しています。 

そうしたプロセスが整備できれば、成長の余地が広がる可能性があります。

顧客のニーズが変革のドライバーとなるべきである。 
CEOは顧客のロイヤルティを重要視しています。昨年からCEOは、自社のビジネスモデルを破壊する 

新規参入者をはるかに強く懸念するようになっています。新規参入者がすべての企業に与えている主な影響は、 

顧客とのつながり方です。そのため、どの産業に属する企業も、たとえ自社の製品やサービスが同じであっても、 

顧客とのつながり方を刷新することにより競争力を維持する必要があります。

規制は、競争優位性をもたらす可能性のあるものととらえる必要があります。 
成長と規制環境の厳しさは強く関連しています。 
CEOは世界経済の成長と規制を2大課題と見なし、両分野の相関性を強調しています。 

本調査で様 な々業種のCEOが規制対応の増加を訴えていることからもわかるとおり、 

規制の重要性が今や業種を問わず影響を与えつつあります。

CEOには結果を出すことへの圧力が増しています。 
多くの産業で長期的変化が生じており、経営者は価値を失わないよう 

ビジネスモデルの進化や変革を図らなければなりません。数十年の単位で物事を考えている余裕はありません。 

CEOは、戦略策定プロセスのかなり早い段階で実施を加速させる方法を見出す必要があります。
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対象にしています。対象業種は自動車、銀行、保険、投資管理、ヘルスケア、テクノロジー、小売・消費者製品、エネルギーを含む、 

主要9つの業種です。CEOの所属企業の売上高別の内訳は、347名が5億～9億9,900万ドル、626名が10億～99億ドル、303名が 

100億ドル以上となっています。830名が公開企業、446名が非公開企業のCEOです。調査は2015年4月22日から5月26日にかけて
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