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is the
new normal

ノーマルではないことがニュー・ノーマル
破壊を事業に活かす

グローバル消費財流通企業エグゼクティブ トップ・オブ・マインド調査2018
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「成長は、あった方が望ましいという
程度のものではなく、必須条件」
かつてない破壊の時代に企業が成功を収める
には行動の迅速さが求められる

人

「最近、社会のために
何をしたか？」

「社会的意義」を持たない企業は消費者や
投資家を引き付けることが困難になる

通企業エグゼクティブ トップ・オブ・マインド調査にも反映

投

相手の出現によって、業界の定義が書き換えられつつある

ゆる面で変化してきたのみならず、今も変化の最中にあり、

（25%）や、プラットフォーム・ビジネスとの競争（24%）を

ことは、商品から販売チャネル、配達方法、配達スピードに

生には変化が付き物であり、過去と現在だけに目
を奪われていては未来に足元をすくわれてしまいま
す。特に、地域、人口動態、テクノロジーという

同時進行の3つの変革によって変貌を遂げつつあ

る消費財・小売セクターにおいてはなおさらです。

この混乱は当社が行った第6回年次グローバル消費財流

されており、回答者の31%が、破壊をもたらす新たな競争
と答えました。エグゼクティブもまた、テクノロジーの変化

げかけられている問いは5年前から変わっていませ
ん。変わったのは答えが5年前よりもはるかに複雑

化したということだけです。
「消費者は何を望んで
いるのか？」という問いは消費財業界全体、スター

トアップ企業、既存企業、製造業者、小売業者のいずれか、
あるいは先進国か、新興国か、オンラインか、オフラインか

といったことに関わらず、投げかけられています。

この問いがこれほど強力な理由は、消費者の要望があら

今後さらに急激に変化することが予想されるためです。この

大きな課題として挙げています。

至るまで、すべてを構築し直さなければならない可能性があ

、イノベーション、カスタマー・セントリック
人工知能（AI）

ジタル、データ分析、AIをはじめとする数々の新興テクノロ

企業は不安定な市場の波を切り開きながら、デジタル化や、

思考といったものが結局のところ、どれも同じ

目的のための手段であるということを認識して

ることを意味します。企業が焦点と目的を再定義する際、デ
ジーが、有用なツールとなるでしょう。

しかし、テクノロジーだけでは、多くの消費

者（や投資家）が企業に期待するある1つの変

います。その目的とはすなわち「成長 」です。

化を解決することはできません。それは、消費

成長は、あった方が望ましいという程度のもの

ではなく、より厳格に持続的な成長を求める投

者や投資家がCEOに対して投げかける率直な

識できない企業は、歴史の片隅に追いやられて

そしてこの「役立つ」とは、もはや純粋に財務

きな影響を受けるのと同様、その思考にも左右

「役立つ」という
ミレニアル世代の3人中2人は、

問いかけ、
「あなたは何に役立つのか？」です。

資家にとっては、必須条件です。そのことを認

しまうかもしれません。成長は市況によって大

されます。CEOは自社の文化や戦略、ビジネス
モデルが成長に役立っているか、それとも妨げ

になっているかを自問しなければなりません。

今日の大半の企業において、一貫した持続
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成績に関することだけではありません。世界の

Willy Kruh
Global Chair,
Consumer & Retail,
KPMGインターナショナル
wkruh@kpmg.ca

的成長を実現するためには社内の声を聴くことに多くの時間

を割くよりも、顧客の意見に耳を傾けることを優先すべきだ

との認識が一般的になっています。今年のトップ・オブ・マ

インド調査を見ると、こうした認識がますます明確になって
きています。問題は、企業が顧客の要望に迅速に対応でき

ことを、企業が事業を営んでいるコミュニティ

や環境、社会のために何らかの貢献を果たすこ
とと定義しています。ミレニアル世代は世界の

個人消費のうち2.75兆米ドルを占めており、小

Peter Freedman
Managing Director,
The Consumer Goods Forum
p.freedman@
theconsumergoodsforum.com

売業者または製造業者はこの世代を無視することはできま

せん。海のプラスチック汚染に対する反対運動が示すように、

消費者に対して企業が自社の社会的意義を説得力ある形で

明言できなければ、その存続が危ぶまれることになるのです。

ているかどうかということです。
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2018年の消費財・小売企業のエグゼクティブから寄せられた声
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77 60
の高成長企業はイノベーションを
促す企業文化の基に成り立って
いる

のデジタル後進企業は、ROIの
不確実性を理由にデジタル化を
進められずにいると回答

© 2018 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.

68 58
の高成長企業は、業界の破壊に
よって競争力が高まったと回答

の企業が現行のビジネスモデル
の見直しを行っている
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調査結果に基づく所見

戦略的課題

実験し、敏捷に行動し、
成長する
企業は人間による活動の一部をテクノロジーに置

デジタル化

カスタマー・セントリック思考 顧客に貢献しているか？
を正しく理解することは容易で
はない、だが不可欠である
顧客をビジネスの中心に据えると口で言うのは簡

最も成功している消費財・小売企業にとってデジ

き換え、あるいはテクノロジーによって補強し、

単ですが、その実行はとても困難なものです。

タル化とは、テクノロジーの活用により、社内の

り、利益率、カスタマー・セントリック思考、敏

の言葉を実行に移すために時間と資金を投じてい

味します。これを適切に行っている企業の増益率

さらにはテクノロジーをクラウド化することによ

捷性および効率性を高めています。利益率が絶え

しかし、トップ・オブ・マインド調査からは、こ

る小売業者、製造業者およびプラットフォーム・

効率性だけでなく、顧客に焦点を当てることを意

は、多くの場合、デジタル化がそれほど進んでい

ず圧迫され、戦略サイクルが短縮され、破壊をも

ビジネス企業こそが、増益率において他を上回っ

ない企業を上回っています。

期待が寄せられる世界で、企業が生き残り、成功

トリック思考の企業は、ブランドロイヤルティの

体をテクノロジーでつなぐ必要があることを認識

たらす新たな競争相手が出現し、顧客から大きな
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カスタマー・セントリック思考

を収めるためにはそうせざるを得ないからです。

こうした破壊とボラティリティの時代において、

ていることが分かります。また、カスタマー・セン

低下や、消費者の関心の持続期間がますます短く

なっていることなどの重要な課題に焦点を当てて

企業がデジタル化を成功させるには、会社全

しなければならない、とKPMGインターナショ

ナルの Global Advisory Head, Innovation &
TechnologyであるDavid J. Evansは指摘しま

製造業者や小売業者、プラットフォーム・ビジネ

おり、これにすでに取り組んでいる比率が高いこ

点を当てる必要がある、とKPMGインターナショ

KPMGインターナショナルのGlobal Lead for
Global Customer Center of Excellenceで あ る
Julio Hernandezは、消費者が多くの選択 肢

オフィス、バックオフィス、さらにミドルオフィス

界が変革の海を積極的に切り開こうとしているな

ク思考とは、終着点ではなく、どこまでも続いて

詳細は40ページ

企業文化､プロセスの根本的な見直しを図ってい

競争も変化しているため、消費者にとって企業が

ス企業は実験を行い、敏捷性を高め、成長に焦

ナルのHead of the Global Strategy Groupであ

るNicholas Griffinは言います。
トップ・オブ・マインド調 査2018からは、業

か、小売業者と製造業者の半数が各自の戦略や

ることがうかがえます。
詳細は16ページ

「新しいテクノロジーやセクターの集約に
牽引され、新しいビジネスモデルが急増

し、その多様性も高まってきています」

Nicholas Griffin
KPMGインターナショナル

とも分かりました。

に囲まれている市場でのカスタマー・セントリッ

いく旅だと言います。消費者も、テクノロジーも、
その存在価値と競争力を維持するためには、顧

客に新たな価値を提案し続ける必要があります。

詳細は28ページ

「カスタマー・セントリック思考とは、一

す。商品をオンラインで販売すること自体はゴー

ルではありません。最終的なゴールは、フロント

までをつなぎ、顧客が求めているシームレスな消
費体験を提供することです。

「顧客のニーズに応えることをデジタル化
の最終目標に設定すれば、より良い結果

が得られるでしょう」

David J. Evans
KPMGインターナショナル

度取り組んでしまえば、それで完了といっ
たものではありません。つまり、
『いくつ
かの構想がある』と宣言した以上、簡単

に取組みを終えることは考えられないの
です」

Julio Hernandez
KPMGインターナショナル
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スマート・テクノロジー

人工知能（AI）を購入せず、
自ら構築すること

サプライチェーン

他者を受け入れ、
イノベーションと連携を推進

ロボティクス、
機械学習および人工知能
（AI）

あなたの会社のサプライチェーンはどれくらい需

プラットフォーム企業はこうしたスマート・

対する最も率直な答えは「望ましい水準には達し

はすでに業界の定義を書き換えつつあり、
テクノロジーを率先して活用しています。

従来型の小売業者や製造業者はそうし

要主導型ですか？ ほとんどの場合、この問いに
ていない」です。

テクノロジーの導入により、消費財業界ではそ

た流れに追いつくことができなければ、競

のサプライチェーンのさまざまな要素に変革がも

せ ん。KPMG Lighthouse - Center of

イチェーン機能を企業の残りの機能に統合する

争力を失うことを覚悟しなければなりま

Excellence for Intelligent Automation
and Data & AnalyticsのGlobal Headであ
るDr. Thomas Erwinは、 企 業 に 必 要
なことはAIをはじめとするこうしたテクノロ
ジーとの付き合い方を学び、その先にある

文化面での課題を認識することだと話し

たらされてきました。しかし往々にして、サプラ
ことは行われていません。KPMGのOperations

Advisory および Global Operations Center
of Excellenceの Global HeadであるErich L.
Gampenriederが指摘するように、機能間、事
業部門間、さらに自社と外部環境との間にある

壁を取り払い、顧客や、サプライヤー、ビジネス

ます。

パートナーとの連携を図りながら、手強いプラッ

さまじいスピードで変化していることから、

うエコシステムを構築することが、製造業者およ

こうした比較的新しいテクノロジーはす

企業はあらゆる選択肢を残しておく必要が

あります。10 ～15年後には、企業におけ

トフォーム・ビジネス企業相手との競争に一役買
び小売業者の課題です。

消費財市場では、考え方の大きな変換を図り、

る事業上の意思決定のほとんどをAIが下

賢明にもリスクを受け入れ、サプライチェーン機

に飛躍させる事業に、今すぐ取り掛かる必

2035年には、業界のサプライチェーンは消費者

すようになるかもしれません。会社を高度

要があります。
詳細は48ページ

「AIが生成したデータを信用しな
い企業は、そのインサイトから価

値を引き出し、ROIを実現するこ
とはできません」

Dr. Thomas Erwin
KPMGインターナショナル

能を他者に開放することが必要となるでしょう。

Thought Leader
詳細なインサイトについては、下記
のグローバルビジネスリーダーの

独占インタビューをお読みください。

「今日の買い物客は 20 年前のように

均 質 では ありません。 そうした中、

独立小売業者は最も顧客の声に耳を
傾けやすい立場にあります」

Mark Batenic
Chairman、IGA 15 ページ

「当社のデジタル化は、顧客との距離
を縮め、顧客のニーズを予測するこ

とに役立つでしょう」

Stefano Pessina
Executive Vice Chairman
兼 CEO、Walgreens Boots
Alliance 26 ページ
「新商品に関して中国の消費者を満足

させることは恐ろしく困難です。中国

の消費者はKFCを訪れる度に新しい
商品を求めています」

Joey Wat
CEO、Yum China 38 ページ

の自宅から始まり、消費者の自宅で終わるものに

なっている可能性があります。
詳細は58ページ

「これまで企業はコスト効率だけを重視し

てきましたが、今ではコストとより良い顧
客体験の提供とのバランスを取ることが

求められています」

Erich L. Gampenrieder
KPMGインターナショナル
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Overview:

Surviving the
perfect storm

パーフェクト・ストームを生き抜く
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概要
消費財・小売市場にかつてない規模の破壊的な嵐が吹き荒れている今、
企業は迅速に対応できなければ、業績悪化を覚悟しなければならない
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途をたどることが予想されます。
」
製造業者と小売業者が考慮しなければならない変数は数
多くありますが、その中で最も重要なのは、消費者にアクセ
スするにはどうすればよいか、必要なテクノロジーは何か、
すべてを社内で行いたいのか（プラットフォーム・ビジネスの
台頭以来、その難易度は上がっています）
、そして破壊的な
新しい競争相手にどう対処するのか（トップ・オブ・マインド
調査2018の回答企業の31%が指摘）などです。市場そのも
のが前例のない規模とスピードで変わりつつある今、こうし
た変数のすべて（およびそれ以外の多くの変数）に対処しな
ければなりません。

認識不能な世界
世界経済の構造的転換はかなり以前から始まっており、そ
の変化の大きさを測定することは困難なほどです。しかし、
Kantarの最近の報告書によれば、FMCG（日用消費財）の
売上増の82%が新興国市場によるものと推定されています。
KPMG中国のHead of Consumer & Retail, Asia Pacificで
あるAnson Baileyはこう指摘します。
「世界のミレニアル
世代の58%はアジア太平洋地域に住んでおり、今のトレンド
が続けば、その割合は拡大の一途をたどります。一例を挙
げると、アジア開発銀行はインドについて、今後25年間にわ
たり毎年100万人が労働市場に参入すると予測しています。
」
中国の巨大小売企業が毎年11月11日を独身の日としたこ
とから生まれた結果は、この転換を反映しているとKruhは
言います。
「Alibabaが昨年の独身の日に記録した売上は、
ブラックフライデーの全米売上の3倍に相当する250億米ド
ルにのぼり、JD.comの売上もほぼ150億米ドルに達しまし
た。実に驚くべき取引額です。
」
こうしたプラットフォームの出現は、ベビーブーム世代には
なかった選択肢をミレニアル世代にもたらしています。トップ・
オブ・マインド調査で回答企業の29%が指摘した、ブランド
ロイヤルティの低下という課題には、心理的、社会的、技術
的な面が関わっています。The Consumer Goods Forumの
Managing DirectorであるPeter Freedman氏はこう指摘し
ます。
「歴史的に、ソーシャルメディアのない時代でも、口コ
ミは常に消費者の選択に影響を与えてきました。例えば、中
国では消費者が購入前にインフルエンサーの意見を確認しま
す。その結果、ソーシャルメディアがブランドまたは商品の
最も重要な支持者となっているのです。
」
Alibaba、Google、JD.com、および（ソーシャルメディ
ア・アプリのWeChatを所有する）Tencentといったプラット
フォーム・ビジネスの出現により、ブランドを煩雑さもなく切

高成長企業の戦略的重点

87%
87%
84%

イノベーション／変化を奨励する
文化の強化

顧客エンゲージメントおよび
チャネルの最適化

需 要主導 型かつカスタマー・
セントリック思考のプロセスへ
の転換

70%
70%

戦略の進捗測定および奨励

デジタル化の加速

© 2018 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.

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

破

壊という言葉は今や多用されるあまり、無意味な
言葉と化す危険性もあります。この言葉がこれほ
ど広く使用されるようになったのは、地域、人口動
態、テクノロジーに革命のパーフェクト・ストーム
が吹き荒れ、至る所でビジネスルールが書き換えられている
ことの顕れであり、中でもその傾向が最も著しいのが消費財・
小売セクターです。
破壊の証拠を得るために遠方まで出向く必要はありませ
ん。実際、役員室から出る必要もないほどです。2017年初
め以 降、American Express、Avon、Bill� s Restaurants、
Burberry、Campbell、Carrefour、Coca-Cola、Dollar
Tree 、Domino� s 、Ferragamo 、Gap 、General Mills、
Hershey、Hostess Brands 、Hudson� s Bay、IKEA 、
J.C.Penney、Jigsaw、Kellogg� s、Lowe� s、Lululemon、
Mattel、Migros 、Mondel ē z、Nestlé、Papa John� s 、
Ralph Lauren、Revlon、Samsung、Sony、Staples 、
Subway、Sun Art Retail、Superdrug、Yum Chinaなど、
世界的な製造業者および小売業者の多くでCEOの交代があ
りました。その理由はさまざまですが、
全体としては、
リーダー
の世代交代が行われつつあるとみてよいでしょう。
この新世代は、新しい現実に向き合わなければなりませ
ん。そこは、ノーマルではないことがニュー・ノーマルとなり、
コモディティ価格から消費者の好み、競争力、株主の姿勢
に至るまで、
すべてが不安定な世界です。過去5年間、
化粧品、
カミソリ、
おむつ、
アイスクリーム、
ヨーグルト、
歯磨き粉といっ
たセクターの市場リーダーは、時流に乗ったスタートアップ
企業や地域企業から競争圧力をかけられてきました。
KPMGインターナショナルのGlobal Chair, Consumer &
「CEOは変 化
RetailであるWilly Kruhはこう指摘します。
がすぐにやって来ること、そして迅速な行動が必要であると
いうことを知りつつ、考慮すべきあらゆる変数を検討してい
ます。1950年代であれば、物事はシンプルでした。当時は、
インターネットが存在しなかったからです。良い商品を販売
する、もしくは良いサービスを提供していれば、消費者が自
分の所に来ることが分かっており、店舗網を拡大し続けるこ
とができました。口コミやTV広告で消費者を引き付けること
ができたのです。
」
「かつては、フランスの高級ブランド品を買おうと思ったら、
米国の販売会社であるマディソン街の特定の店舗に行き、そ
の価格を受け入れなければなりませんでした。今や世界中が
自分の市場です。今ならパリや東京からオンラインで買い物
をし、どこでも好きな所に配達してもらうことができるので
す。これによって市場の競争は激化しており、今後もその一

企業にとって
最大の課題である
市場トレンド

2:

4:
3:

新しいテクノロジー
の急成長

スピードと効率性に
対する要求

独自商品を開発する
小売業者

プラットフォーム企業
との競争

5:

6:

25%
25%

24%

人口動態と期待
の変化

28%
24%

1:

破壊的モデルを持った
新たな競争相手

7:

31%

23%

業界セクター
の集約
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地域別に見た主な課題

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

破壊的モデルを持った
新たな競争相手

プラットフォーム企業
との競争

洋
アジ
ア太
平

32%
ラ
テ
ン
ア
メ
リカ

31%
34%

31%

リ
フ
ア
／
中東

31%

カ

スピードと効率性に
対する要求

26%

32%
北米

業界セクター
の集約

欧州

29%

28%

34%

30%

40%

スピードと効率性に
対する要求

経済的／地政学的状況
の変化

30%

スピードと効率性に対する要求
新しい
テクノロジー
の急成長

破壊的モデルを持った
新たな競争相手

人口動態と期待
の変化

33%
32%

独自商品を開発する
小売業者

政治および規制面での変化／圧力

破壊的モデルを持った新たな競争相手

破壊的モデルを持った
新たな競争相手
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概要

ハートブレイク・ホテル
Airbnbの有効リスティング件
数 は 485万 件 にの ぼり、世界
の5大ホテルチェーンを合わせ
た部屋数を上回っている

り替えることが可能になりました。KPMG米国のPrincipal,
Innovation & Enterprise SolutionsであるPeter Evansは

チャネル別に見た
消費財の販売

製造業者
現在

2020 年

実店舗

41%
39%

独自のデジタルチャネル

12%
17%

サードパーティーのオンライン・
プラットフォーム
39%
37%
直接の対面販売
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小売業者
現在

2020 年

実店舗

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

8%
7%

81%
73%

独自のデジタルチャネル

13%
19%

サードパーティーのオンライン・
プラットフォーム
4%
4%
直接の対面販売

3%
4%

言います。
「現状についてミレニアル世代の好みの変化が原
因と認識する人もいますが、実際のところ、昔はほしい商品
を探す方法として最も効率的だったのがショッピングモール
に出かけることだったに過ぎません。TVコマーシャルでは市
場に出ているすべての商品が紹介されるわけでも、実際の
価格を確認できるわけでもないからです。しかし、今ではス
マートフォンを使ってその両方をはるかに素早く手軽にできて
しまいます。もしも1960年代にスマートフォンが存在してい
たら、誰もがそれを使って買い物をしていたでしょう。
」
消費者はさまざまなブランドを知り尽くしているため、消
費者にとってブランドが重要かつ影響力を持った存在であ
り続けることもまた、従 来に比べて困難となっています。
「古典的な経済理論の多くは、完全な情
Evansは言います。
報という考えに基づいていました。しかし残酷な事実を言え
ば、消費者である我々は完全な情報など持っていませんでし
た。デジタルテクノロジーによって消費者が完全な情報に近
づいたことは、顧客を獲得することから、顧客の関心を引き
付け、最良の顧客体験を実現することに至るまで、小売業者
と製造業者による業務のあらゆる側面に大きな影響を及ぼ
します。
」
こうした状況の中、自社の忠実な顧客でいてくれるよう消
費者を説得することは容易ではありません。皮肉にも、その
道筋を示しているのはAlibabaやTencentといった一部のプ
ラットフォーム企業です。
「こうした『超巨大プラットフォーム』
は、中国の消費者の行動やライフスタイルをつくり変えつつ
あります。
」 KPMG中国のHead of Consumer & Retailで
あるJessie Qianは指摘します。
「これらのエコシステムの
中では、ソーシャルメディアにアクセスし、オンラインまた
は実店舗で買い物をし、公共料金を支払い、食事を注文し、
バイクシェアリングに予約を入れるといったことが可能であ
り、消費者をつなぎ止める力が極めて強いと言えます。消費
者はこれらのエコシステム内で多くのことを済ませることが
でき、他に行こうという気はほとんど起こりません。
」
最も成功を収めているプラットフォームは、オープンであ
ることの力を認識している、とEvansは言います。
「オープン
なプラットフォームは、価値を創造することで参加者を呼び
込み、それによってさらなる価値を創造し、より多くの参加
者を呼び込むという好循環を生み出すことが可能です。参加
者を引き込むことで、新たな価値を活用することができるの
です。カスタマーレビューがどれだけ普及したかを考えれば、
お分かりいただけるでしょう。
」

プラットフォームがもたらす問題
定評ある既存の製造業者や小売業者はプラットフォームとい
う脅威を警戒しており、トップ・オブ・マインド調査の対象
企業の24%が、プラットフォーム・ビジネスの台頭を主な課
題として挙げました。しかし、このビジネスモデルがもたら
す課題は複雑です。
「3つの選択肢が存在し、それは競争す
るか、防衛するか、加わるかのいずれかだ」とKruhは言いま
す。多くの企業が加わることを選択しており、Alibabaはす
でに15万以上のブランドを取り扱っていますが、その中には
BurberryやDom Pérignon、Maseratiといった高級ブラン
ドも含まれています。楽天など、一部の大手小売業者は、競
争することを選択しました。
防衛または競争を検討する既存企業は、プラットフォー
ム企業にも弱点があることを覚えておくべきだ、とEvans
は言います。
「プラットフォーム企業は非常に強力ですが、
Facebookの例からも分かるように、レピュテーション・リス
クの高さが特徴です。今後5年間は、特にデータに対する権
利に関連して、こうしたプラットフォーム企業のガバナンスが
厳しい目に晒されることになるでしょう。いずれ、顧客自身
による個人情報の管理やマネタイズを支援するイノベーショ
ンが登場するものと予想されます。では、小売業者はこの問
題に関してどのような立場を取ればよいのでしょうか？ 小
売業者は、顧客が自らのデータをより厳重に保護できるよう
手助けすることで、顧客の心を掴める可能性があります。
」
プラットフォーム・ビジネスは、それ自体が破壊をもたら
すだけでなく、他の新規参入企業が市場を破壊することを
後押しします。Freedmanはこう指摘します。
「オンライン・
ショッピング中の消費者が、自分の買おうとしていたブラン
ド品と非常によく似た商品を見つけ、その値段がたった3分
の2程度だったとしたら、そちらを買おうという気になっても
おかしくはありません。また、既存ブランドがプラットフォー
ムの慣行やプロセスに従って商品を販売しようとしないな
ら、プラットフォーム企業は製造業者を雇ってノンブランド
の対抗商品を作らせようとするかもしれません。
」
かつて業界大手を守っていた参入障壁（つまり供給、製造
および流通量の制限）の多くは姿を消しました。おそらく今
日では規模よりもスピードの方が重要です。トップ・オブ・マ
インド調査の回答者の28%は、スピードに対する顧客から
の要求を最大の課題として挙げました。
多くのスタートアップ企業がテクノロジーを武器に成功を
収めていることを受け、ベンチャー投資家やプライベート・
エクイティ企業の間では、FMCG（日用消費財）企業の多
くはテクノロジーをあまり活用できていないという見方が強
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2018年の予想小売売上高
小売売上高

（10 億米ドル）
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eコマース（小売売上高に占める割合）

出典：eMarketer、2018年5月

mコマース（小売売上高に占める割合）

まりました。FMCG企業は、化粧品グループのIpsy、食材
キット配達サービスのBlue Apron、
（今や売上高はSears、
Macy� sおよびJ.C. Penneyの合計を上回る）eコマース・ア
小売売上高
に占める割合
プリのWishなど、デジタルテクノロジーを駆使し、ミレニア
ル世代をターゲットとするスタートアップ企業の攻勢に晒さ
18%
れています。CB Insightsの推定によれば、昨年、Procter
& Gambleの事業の破壊を目指していたスタートアップ企業
16%
は20社以上にのぼりました。これらのスタートアップ企業は
混雑した市場に参入しようとしているようにみえるかもしれ
ませんが、Wall Street Journalの報告によると、オンライン
14%
での売上は米国における小売売上高の8%に過ぎないにもか
かわらず、その成長率は市場全体の80%を占めています。
12%
数百ものスタートアップ企業がブラジャー、歯ブラシ、スー
ツケースといった幅広い市場を破壊するための資金を募る中
10%
で、AB InBev、Alibaba、Campbell、Chobani、Danone、
Diageo 、 General Mills 、 Kellogg� s 、 Kraft Heinz、
8%
Procter & Gamble、Unileverなど、業界大手の多くは、新
しい革新的なアイデアを支援するために独自のベンチャー基
金を立ち上げています。
6%
そうした基金は、業界が従来のアプローチから戦略を大
きくシフトさせたことを示しています。Baileyは言います。
「企
4%
業は何もかもを社内で対応することはできないと認識しつつ
あります。企業が物事の中心にありたいと思うのであれば、
2%
戦略的な連携や提携、パートナーシップを検討しなければ
ならないことに間違いはありません。
」 英国のOcadoと米
0%
国のスーパーマーケット・チェーンの間で結ばれたような、消
中東／
中央／
費財・小売セクターにおける提携は、考え方が変わりつつあ
アフリカ 東ヨーロッパ
ることの明確な証拠です。しかし、その変化のスピードは十
分でしょうか？ 調査対象企業の多くは適応に苦戦している
と答えています。
「こうした企業の中には、
市場のリーダー
Baileyは言います。
であり、先行企業である自分たちには時間的余
裕があり、焦る必要はないと本気で考えていると
ころもあります。数年前、一部の企業は消費者
が衣料品や、高級品、自動車をオンラインで購
オンラインでの売上額
入することは決してないと言っていましたが、現
Kantar Worldpanelは、
2025 年までに世界の消費
に消費者は購入しています。
」 今日の消費者はほ
者向けCPG（Consumer
しいものがあったら、すぐにその場で買いたいと
Packaged Goods）のオ
考えます。そうした期待に応えられるよう自らを
ン ラ イン 売 上 高 が1,500
破壊しない企業は、すぐにでも破壊されることを
億米ドル（市場全体の9%）
に達すると予想している
覚悟しなければなりません。
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5つの主要インサイト

KPMG米国のPrincipal, Innovation & Enterprise SolutionsであるPeter Evansが、
プラットフォームがいかに消費財市場を破壊しつつあるかを解説する

「プラットフォームの世界をナビゲート」
1:

| 14 |

プラットフォーム・ビジネスはネットワーク効果を
利用して他社が羨むような成長を実現している

プラットフォーム・ビジネス企業は新たな多国籍企業です。
Uber、NetflixおよびSpotifyは、いずれも世界へと劇的に広
がりました。このネットワーク効果があるからこそ、プラット
フォームは従来型の企業が羨むような成長を実現できるので
す。ネットワーク効果とは、価値を創造することで参加者を
呼び込み、それによってさらに価値を創造し、さらにまた多
くの参加者を呼び込むという好循環を生み出す能力を指しま
す。いち早くプラットフォーム化の進んだ領域は、多くの情
報資産を有している事業、あるいはデジタルへの移行が容
易な事業でした。しかし、それだけではありません。例えば、
セカンダリー市場で商品を販売するサードパーティーのオー
クションもそこに含まれます。

2:

成功しているプラットフォーム企業はサードパーティー
に働きかけてイノベーションを推進する

最も優れたプラットフォーム・ビジネスは、新しい価値を創
造するために他社を受け入れ、他社にアプリケーションの構
築を促します。アプリケーション・プログラミング・インター
フェース（API）とソフトウェア開発者キット（SDK）の登場に
より、こうした動きは本当に活発化しました。スマート・プラッ
トフォームは需要と供給がすべてではありません。エコシス
テムの管理という開発途上の領域があり、そこではプラット
フォームがサードパーティーにアプリケーションの構築を奨
励しており、そのことが多くのスキルや機能の育成につながっ
ています。例えば、モバイル・アプリのSalesforce1の行って
いることがこれに当たります。

3:

競争企業は積極的にプラットフォーム戦略に
取り組む必要がある

プラットフォームは企業のバリューチェーンの至る所に出現し
ています。そのため、企業は自社事業を改善するために、ど
のような部分で他のプラットフォームを活用できるかについ
て考えなければなりません。その候補は、職場用のプラット
フォーム、サプライチェーン関連のプラットフォーム、広告ま
たは機械学習のプラットフォームなど、さまざまです。かつ
ては、この種の活動またはサービスを調達しようとすれば、

従来型の企業に依頼しなければなりませんでした。今や考え
なければならないのはプラットフォームに関してであり、サー
ビスを得るためのエンゲージメント・モデルは以前とは異なっ
ています。

4:

一部の企業はいずれ独自のプラットフォームを
構築するようになる

企業は、単一用途のプラットフォームを開発するのか、それ
とも自社事業を変革し、よりニュートラルな（特定の商品ま
たはサービスを販売するのではなく、むしろその交換を推進
する）事業に変身させるプラットフォームを開発するのかを決
定しなければなりません。難しいのは、プラットフォームは
ニュートラルである場合に最も効率性を発揮する傾向にある
ことです。あるいは、既存のプラットフォームを購入するとい
う方法もあります。
（都市向けモビリティ・アプリのmoovel
を購入した）Daimlerをはじめとする一部の自動車企業は、
その方向で実験を行ってきました。商品の販売だけに関心が
あるのであれば、他のプラットフォームをどう活用するかを
検討すべきです。例えば、IKEAは最近、フリーランサーを
雇用できるオンラインの求人市場であるTaskRabbitを買収
しました。このように、プラットフォームの取得によって必ず
しも企業が大勢の従業員を抱え込むことになるわけではあり
ません。

5:

Peter Evans
Principal, Innovation &
Enterprise Solutions
KPMG米国
pcevans@kpmg.com

小売業者は顧客データを保護することで
顧客の心を掴むことができる

プラットフォーム企業はAIに関して先頭に立っており、多額
の投資を行っています。しかし我々は最近の経験から、プ
ラットフォームにも弱点があることを知っています。レピュ
テーション・リスクが極めて高いのです。小売業者が主流プ
ラットフォームには不可能な方法で顧客の信頼を維持するこ
とができれば、自社の立場を強化することができるでしょう。
今後5年間は、顧客自身による個人情報の管理とマネタイズ
を支援する多くのイノベーションが登場すると予想されます。
小売業者は、そうした状況の中でどのような立場を取るべき
かを考えなければなりません。顧客が自らのデータをより厳
重に保護できるよう手助けすることで、小売業者は、顧客の
心を掴むことができるでしょう。

売上増加
ラ テン アメリカ 最 大
のプラットフォ ーム・
ビジ ネス 企 業 であ る
MercadoLibre は
2017年、前年を49%
上 回 る2 億 7,000万 個
の商品を販売した
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Thought Leaderインタビュー
Mark Batenic氏

（Chairman, Independent Grocers Alliance（IGA））

「あなたの店の売りは？
目玉商品は？」

長年にわたり独立系食料雑貨店のリーダーを務めてきたMark Batenic氏が、
コミュニティに貢献する最善の方法について語った
Independent Grocers Allianceとはどのよ

うな組織ですか？
IGAは、買い物客に優れた商品やサービスを提供
するという中核的な価値観を共有する小売業者
の組織です。ビジネスのプラットフォームに加え、
経営方法についてのガイダンスを提供するフラン
チャイズ・モデルを取っています。IGAは、米国、
中国、オーストラリア、南アフリカを中心に32ヵ
国で活動しています。
独立系食料雑貨店の状況はどうですか？
今日の買い物客は20年前のように均質ではあり
ません。そのため、消費者向けCPG（Consumer

独立系食料雑貨店の強み
Batenic氏 の 考えでは、地 域の 小 売
業者こそ買い物客が真に求めているも
のを最も理解しやすい立場にある

Packaged Goods）では苦戦がみられます。CPG

企業は市場全体に同じ商品を提供することに慣れ
ていますが、今の買い物客はそれを拒否します。
独立小売業者以上に買い物客の声に耳を傾けて
いる企業は存在しないでしょう。
また、我々は加盟店に対して独自商品の開発を
勧めています。あなたの店の売りは何か？ あな
たの店を特別なものにし、他のあらゆる店を素通
りさせてまであなたの店へと客を呼び込む目玉商
品は何か？ ということです。それはクッキーで
もよいし、ミートローフ・ミックスでも、何でも良
いのです。

米国市場は成長していますか？ それとも市場
シェアを他社と奪い合っている状況ですか？
成長しています。人口の増加が追い風ですが、買
い物客の間では生鮮食品を求める傾向が強まっ
ており、その売上が自然と伸びています。多くの
店舗が直面している最大の課題は、新鮮で加工
済みの、すぐに食べられる食品に対する新しい需要
への対応です。人々は利便性を求めているのです。
生鮮食品を増やすのであれば、店舗のリソース
も増やす必要があります。デリのマネージャーは
いますか？ 加工済み食品部門に高い技術を有す
るスタッフはいますか？ 多くの独立系食料雑貨
店は研修プログラムを設けてうまく対応していま
す。そうするとコストがかさみ、取引の規模はや
や縮小するかもしれませんが、通常、生鮮食品の
セクションにそうしたスタッフを置けば、利益は
増えます。すべては顧客に毎日足を運んでもらう
ためです。

店舗経営において、真の課題は、オムニチャネ
ル化ではありませんか？
その通りです。経営しているのが1店舗だけであ
れば、プログラムの構築には莫大な費用がかか
りますから、どこか、特に配達エリア内のいずれ
かの企業とパートナーを組むというのが通例です。
そうしているスタートアップ企業は多く存在します。

現在も実店舗の未来は明るいとお考えですか？
米国の食料雑貨店の平均面積は2,300 ～ 3,300
平方メートルです。かつてこうした規模の店舗は
小さくて時代遅れとされていたこともありますが、
今日の買い物客は、手っ取り早くさっと買い物の
できる店と考えています。毎日夕方4時になると聞
かれる質問として最も多いのが「夕飯は何？」とい
うものです。その答えとなる品揃えを店舗で実現
できれば、まさにそこに勝機が生まれるでしょう。
もう1つ忘れてならないのは、人間は社会的な
生き物だという点です。我々は独立系食料雑貨店
を、人が集まり、言葉を交わすコミュニティ・セ
ンターであると捉えています。
しかし食料雑貨店への投資には、それをはるか
に上回る価値があります。コスト面から言えば、
店を開くことは10年前と比べてはるかに容易にな
りました。今であれば、約25万ドルで開業するこ
とができます。それが第一歩です。ファーストフー
ドであれ、カーペットクリーニング業であれ、フ
ランチャイズへの加盟を希望する時と何ら違いは
ありません。どの業態であっても、
起業家なのです。

現時点で特に懸念している事柄はありますか？
有能な人材を見つけることです。食料雑貨店業に
入った人は、最初に必ず在庫管理やレジ係を担当
します。こうした業務には低賃金とのイメージが
あります。加工済み食品を増やすのであれば、加
工済み食品のルールを学ぶ意欲を持った人材を雇
わなければなりません。しかし、高齢化し、若い
世代はこうした職業を選ばなくなっています。週
末や夜間に働くことが普通になっており、消費者
が買い物をするのもそうした時間帯です。世界中
で、人材の確保が一番の問題となっていることは
間違いありません。
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It doesn’t
matter how
fast you run if
you are on the
wrong track

コースを誤っていたら、いかに速く走ろうと意味はない
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戦略的課題

実店舗での買い物

「
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言

うなれば、私は脅えた恐竜です。
」 AB InBevや
Kraft Heinzなどのブランドを所有する投資会社3G
Capitalの共同創業者であるJorge Paulo Lemann
氏は、4月に開かれたMilken Instituteのグローバ
ル会議でこう語りました。
「私は昔ながらのブランドと大量販
売から成る、この心地よい世界で生きてきました。我々は永
遠に存続すると思われたブランドを買収しました。ただ効率
性のみを追求すればよかったのです。しかし今や我々は破壊
されかかっています。
」
この分析の中の重要なフレーズは「ただ効率性のみを追求
すればよかった」というものです。これが過去形で語られて
いるのは、テクノロジーによって参入障壁が取り除かれ、セ
クター間にあった境界線が曖昧となった、極めて競争の激し
い消費財業界で成功を収めるためには、コスト削減の手腕
で知られるLemann氏でさえ、新しいスキルや新しい考えが
必要との認識を持っていることを表しています。
3G Capitalでは、再 構 築のプロセスが進められていま
す。同社はクラフトビールやeコマース、自家醸造に投資し、
Lemann氏が「自己破壊」と呼ぶ課題に取り組むため、ZX
Venturesという基金を新設しました。
破壊によってもたらされる目前の明確な危機に気づいて
い るの は、Lemann氏 だ け で は ありま せん。Campbell、
Coca- Cola 、 Diageo 、 Hershey、 LVMH 、 PepsiCo 、
Procter & Gamble、Target、Tesco、Unileverといった大
手の消費財・小売企業もまた、将来有望な新しいイノベーショ
ンを育て、投資し、可能であれば取得するため、ベンチャー
基金やスタートアップ企業のインキュベーター基金、および
支援基金を設立しています。
KPMGインターナショナルのGlobal Chair, Consumer &
RetailであるWilly Kruhは、そうしたベンチャー基金は、
戦略的優先順位についての必要な変化を反映していると言
います。
「当社が毎年行っているCEO調査によれば、CEO
の60 ～70%は、今後の2 ～ 3年間で過去50年間よりも多く
の変化が生じると予想しています。我々は、地域、人口動態、
テクノロジーという3つの変革が相互にぶつかり合い、世界
を根底から覆す、そのまっただ中に生きています。世界中の
企業が見慣れない風景に直面しているのです。
」
トップ・オブ・マインド調査2018からは、企業がこの課題
を認識していることに加え、さらにそれに対する準備が不十
分であると認めていることが分かります。市場の破壊への適
応に苦戦していると答えた回答者は、製造業者では46%、
小売業者では34%にのぼりました。

戦略、商品、ビジネスモデル
を考え直すことはどれだけ重要
だと思うか

8%
31%
36%
25%

あまり／全く重要ではない

やや重要である

かなり重要である

極めて重要である

見慣れない風景
消費財業界の根底が覆ったことは、店舗の閉鎖件数（昨年
の米国では景気後退の最悪期である2008年を35%も上回
る8,000店 超 が 閉 鎖 ）や、新ブランド（特にDollar Shave
Club、Halo Topアイスクリーム、およびChobani Greekヨー
グルト）の台頭、そしてオンライン・プラットフォーム・ビジ
ネスの隆盛からうかがうことができます。24%の企業がオン
ライン・プラットフォームという競争相手を最も差し迫った
脅威に挙げ、またその半数近くが課題に対処するための準
備は不十分だと答えました。
企業は常に経営の効率性を追求するものであり、またそう
すべきであるものの、これほどの規模とスピードで起こって
いる破壊への対応策として、コスト削減だけでは不十分であ
る、とKruhは言います。
「2007年と2008年の景気後退を経
て、多くの企業は生き残るためにコストを削減し、財務基盤
の強化に努めてきました。今や、そうした取組みには十分な
時間を投入してきたため、そこから成長する必要があるとの
認識が生まれています。コスト削減では成長を果たすことは
できません。今のキーワードは成長です。どのようにして他
社との差別化を図るか？ どのようにして新しい消費者との
出会いを生むか？ 自社を変革し続けるにはどうすればよい
か？ こうしたことは、コスト削減でどうにかなる問題では
ないのです。
」
The Consumer Goods Forum の Managing Director で
あるPeter Freedman氏もKruhの分析に同調し、こう述べ
ています。
「会社の成長とコスト削減を両立させることは非常
に困難です。そして上場企業は、投資家が成長を望んでいる
ことを承知しています。経済が毎年4 ～ 5%の成長を遂げて
いた頃にはそれと同じペースで成長を実現できればよかった
のに対し、もはや企業はそうしたことに頼ることができない
状況にあります。
」
成長のみられる地域は存在します。Kruhが指摘するよう
に、2030年までの間に、中国とインドを中心に、世界の
消費者は10億人増加すると推定されています。しかし、消
費者へのアクセスはこれまでほど容易ではなく、Alibaba、
JD.com、Tencentといった地域の新興企業が世界展開を目
指す中、消費者の争奪戦はますます激しさを増すでしょう。
トップ・オブ・マインド調査によれば、高成長企業や高収
益企業は、売上の増加と経営の効率性を業界全体と比べて
はるかに重視する一方、ガバナンスや文化はそれほど重視し
ていません。
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出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

企業は市場の破壊という脅威を警戒しているものの、目まぐるしく変化する
世界で競争していくためには戦略の練り直しが必要だと認識している

Pew Research Center に よ れ ば、
米国のミレニアル世代が実店舗を訪れ
る回数は月に17.2 回であり、買い物客
の平均である月14.3回を上回っている

企業の種類別に見た事業上の
戦略的優先順位

企業の戦略的優先順位
高収益企業（10%+）

1

高成長企業（7%+）

合計

製造業者

1

経営の効率性

5

2

60%
70%
80%

4

5

2

ガバナンス
および統制

収益の拡大

小売業者

90%

3

1
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5

2

60%
70%
80%

4

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

60%
70%

4

事業変革

80%
90%

3

人材および文化

プラットフォーム
企業

90%

3

1

5

2

60%

戦略的優先順位の適切なバランスを見つけることが最も
重要。優れた業績をあげている企業は、経営の効率性と
収益の拡大を重視している

70%
80%

4

90%

3
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イノベーションのための
連携

L o u i s V u i t t o n 、 D i o r、
Dom Pérignon、Sephora
等 のブ ランド を 傘 下 に 持 つ

LVMH の Chairman 兼 CEO
であるBernard Arnault氏は、
4月に、高 級 品セクター向け
の新しい商品やサービスを生
み出す国際的なスタートアッ

プ企 業 50 社 の支 援プ ロ グラ

ムを設立すると発表しました。

LVMHは、チャットボットを
利用した顧客サービス、視覚
認識に基づいた予測技術、手

首装着型生体測定デバイスと
| 20 |

いった領域についてスタート
アップ企業が保 有している専

門知識が同社のプラスになる
と考えています。
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企業の58%は、新しいビジネスモデルを開発するか、既存
のビジネスモデルの見直しを行っており、業界の大規模な再
構築が生じていることがうかがえます。これは特に小売業者
において顕著のようにみえますが、おそらく小売事業が破壊

の最前線にいることが原因と思われます。問題は、ビジネス
リーダーが十分な大胆さを持っているかどうかです。

Nestléが米 国のあるコーヒー会社からパッケージ入り
コーヒーと紅茶の世界的な独占販売権を取得するために72
億米ドルを支払うと発表したことは、成長の機会を追い求

めるCEOの間で、ほんの数年前には考えられないとされて
きた連携や取引を検討する準備ができていることを表して

います。

転換点が訪れている？

これら2つの有力な消費者ブランドが、他社と協力した方が

利益になり得ると判断したことは、業界の態様に転換点が

訪れたことを反映しているのかもしれません。KPMGイン
ターナショナルのHead of the Global Strategy Groupであ
「その結果として我々が目
るNicholas Griffinは言います。

撃しつつあることの1つが、プラットフォームとエコシステム

の台頭です。原則はシンプルです。自社の求心力を強め、よ

り多くのアイデアやリソース、そして顧客を呼び込むために

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

他社と手を組むのです。そうすることで、企業は単独で取り

組むよりも、短期間でより多くのことを成し遂げられます。
ソーシャルメディア全盛の今、情報は瞬く間に拡散され、か
つてその構築に数年から数十年もの時間を要していた事柄

が数ヵ月程度で実現できるようになっているのです。
」

こうした戦略は、社内組織の再編よりもはるかに有効で

「経験から言えば、
ある可能性が高い、とGriffinは言います。

経営体制の変更によって成長率が上向いたり、加速したりす

ることは滅多にありません。新しいビジネスモデルを開発し、
コンピテンシーやスキルを迅速に共有するためにさまざまな

セクターのパートナーと提携した方が、成長を活性化する可
能性ははるかに高いと言えます。
」

トップ・オブ・マインド調査を見る限り、この教訓は浸透

しつつあるようにみえます。戦略の見直しと、パートナー、

サプライヤーおよびサービスプロバイダーのネットワークを
拡大することは、事業の変革を模索しているほとんどの企

取締役会メンバーの半数以上
が、2020年までに業界に以下
の変化が生じると予想

1
57%

製造業者が商品の
直接販売を拡大する

ほとんどの
サプライチェーンが
需要主導型で
カスタマー・セントリック
56%
思考なものとなる

2

3

56%

4
56%

5
55%

6
53%

実店舗と
デジタルチャネルが
完全に統合される
配達とフルフィルメント
の選択肢が価格よりも
重要になる
自らを変革できない
実店舗は淘汰される
今ある店舗の多くは
業績不振のために
閉鎖される

生き残るには
人工知能（ AI）の
活用が極めて
53% 重要となる

7

業の最優先事項となっていま
す。収 益の拡 大に焦 点を当

てている企業の4 社中3社は、

スタートアップ企業
スタートアップ企業の新製品
を販売する世界初のスタート
アップ企 業 特 化 型スーパー
で あ るKaDeTe が、2018 年
にベルリンにオープンした

新しい顧客セグメント、商品
分野および地域市場の開拓

を最優先課題に挙げています。

Unileverは過去3年間で、成長著しい19の小規模企業を

買収してきました。おそらくその中で最も特筆すべきは、カ
ミソリの定期購入サービスを提供するスタートアップ企業の

Dollar Shave Club、スキンケア・グループのCarver Korea、
そして環 境にやさしい洗 剤 会社のSeventh Generationで
しょう。

中には、大胆にもライバル企業と手を組んだ小売業者もい

ます。米国の百貨店チェーンであるKohl'sは、特定の大手オ

ンライン小売業者の商品を対象に、シカゴにある自社店舗

の一部で無料返品に応じるという試験プログラムを開始し、

9ヵ月間で来店者数を8.5%伸ばしました。また5月には、米

国全土の最大10店舗に低価格スーパーを出店させると発表
しました。

消費者の好みが急激に変化する中で、製造業者、小売業

者およびプラットフォーム・ビジネス企業は、外に目を向け、
市場のシグナルに耳を傾け、敏捷に対応しなければなりま
せん。Sean Connolly氏は、2015年に北米の食品グループ

であるConagra BrandsのCEOに就任した際、消費者に接
する企業の多くが同氏の言うところの「敏捷性の対極に位置

するもの」に変質してしまった証拠として、
「社内へのフォー

カス、煩雑な事務手続き、PowerPointを駆使したプレゼン」

という3つの要素を挙げました。

Conagra BrandsはFortune 500に 名 を 連 ね、 約150 億

米ドルの収 益を誇る老舗企業ですが、Connolly氏が同社
の従業員に指摘したように、
「変わらないでいることは命取

りになりかねない」のです。Connolly氏は不採算事業を売

却し、業務を合理化しました。また、健康的な有機食材に

対する消費者からの需要拡大に応える商品ポートフォリオ

策定のため、イノベーションに多額の投資を行っています。

Conagra Brandsは調理済みポップコーンを販売するAngie� s
Boomchickapopを2億5,000万米ドルで買い取るなど、厳選

された買収によってポートフォリオを刷新しています。
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戦略的課題

2 4 5 15 22 38 40 42

41
フィンランド
11 12 13 19 24
26 29 30 33 34 英国

米国
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14 17 32 フランス

ドイツ

31 39 スイス

7 37 スペイン

21

20

オーストリア

イタリア
8
18 ギリシャ
23
イスラエル
43

16

中国

10

35

1

香港
インド
シンガポール
3

28

南アフリカ

出典：Haymarket Media

KPMG中国のHead of Consumer & RetailであるJessie Qian

オーストラリア

「ブランドの構築には時間がかかるため、
中国企業の多くは海外企業の買収を検討
しています。テクノロジーを得て、ブランド
を中国のものにしたいと考えているのです。」

6 25
27 36

ニュージーランド
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2013年以降に中国の消費財業界が買収した海外企業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

買収企業

Alibaba
Alibaba
Alibaba
Alibaba
Anbang Insurance
Bright Food
Bright Food
Bright Food
Bright Food
Bright Food
C.banner Int Holdings
China Haidian
Dalian Wanda
Fortune Fountain Capital
Fosun
Fosun
Fosun
Fosun
Fosun
Fosun
Fosun
Haier
Hony Capital
Hony Capital
Inner Mongolia Fuyuan
Jahwa
Moon Lake
Perfect
Sanpower
Shandong Ruyi Technology
Shandong Ruyi Technology
Shandong Ruyi Technology
Shandong Ruyi Technology
Shandong Ruyi Technology
Shandong Ruyi Technology
Shanghai CRED Real Estate
Shuanghui
Shuanghui
Tencent
Tencent
Tencent
Tencent
Zhu Chongyun

被買収企業

Big Basket（インド）
Fanatics（米国）
Lazada（シンガポール）
ShopRunner（米国）
Waldorf Astoria（米国）
Manassen Foods（オーストラリア）
Miquel Alimentació（スペイン）
Salov（イタリア）
Silver Fern Farms（ニュージーランド）
Tnuva（イスラエル）
Hamleys（英国）
Dreyfuss（英国）
Sunseeker（英国）
Baccarat（フランス）
Ahava（米国）
Folli Follie（ギリシャ）
Lanvin（フランス）
Raffaele Caruso（イタリア）
Silver Cross（英国）
Tom Tailor（ドイツ）
Wolford（オーストリア）
General Electric（米国）
Mr&Mrs Italy（イタリア）
Pizza Express（英国）
Burra Foods（オーストラリア）
Mayborn（英国）
Van Diemen� s Land（オーストラリア）
Val de Vie（南アフリカ）
House of Fraser（英国）
Aquascutum（英国）
Bally（スイス）
SMCP（フランス）
Taylor & Lodge（英国）
TM Lewin（英国）
Trinity（香港）
S Kidman（オーストラリア）
Campofrio Food（スペイン）
Smithfield Foods（米国）
Miniclip（スイス）
Riot Games（米国）
Supercell（フィンランド）
Zam（米国）
Krizia（イタリア）

金額（米ドル）
非開示

1億 7,000万ドル
10 億ドル
2 億 200万ドル
19 億 5,000万ドル

非開示
1億 3,200万ドル
不明
1億 9,100万ドル
25億ドル
1億 5,300万ドル
3,750万ドル
4億4,500万ドル
1億 8,400万ドル
7,700万ドル
1億 2,100万ドル
非開示
不明
不明
不明
不明
56億ドル
非開示
15億4,000万ドル
非開示
3億 7,200万ドル
2 億1,000万ドル
非開示
5億 6,000万ドル
1億1,700万ドル
非開示
不明
非開示
1億 3,700万ドル
2 億 8,500万ドル
2 億 7,400万ドル
9 億 5,800万ドル
47億ドル
非開示
4億ドル
86億ドル
非開示
3,500万ドル

敏捷性という言葉は、企業が新商品

を市場に投入するまでのスピードから、

サプライチェーンの問題を解消する迅
速さに至るまで、経営に関するあらゆ

る事柄に広く用いられています。しか

し何よりも重要なのは、敏捷性という

他者を受け入れる
中国の家電 大手で
あ るHaier が 運 営
するオープン・イノ
ベーション・プラッ
トフォームのHOPE
に は、27 万 人 の 従
業 員、 ユ ー ザ ー、
投 資 家、 サ プ ラ イ
ヤ ー、 研 究 者、 起
業家が参加している

考え方です。標準の不在こそが新たな
標準となっている、変化の激しい市場

において、経営陣がこれまでの常識に

囚われていれば、新しい現実を見落とすおそれがあります。
実店舗とオンライン店舗の両面展開

例 え ば、 業 界でよく言 わ れる「 小 売 業 の 黙 示 録（Retail

Apocalypse）」によると、今後も製造業者や小売業者の実

店舗の閉鎖は続くとされています。トップ・オブ・マインド調
査によれば、実際に多くの企業が今後2年間に店舗を閉鎖す

ることを考えていますが、その変化は一部の不安を煽るよう

なニュースの見出しが示唆するほど急激なものではありませ

ん。しかし、売上不振は実店舗に原因があるというよりも、
消費者にとって、企業の提供する商品の競争力そのものが低

下したという事実を反映する兆候かもしれません。問題がそ

こにあるのであれば、店舗の閉鎖は苦しみを長引かせるだけ
で何の解決にもなりません。

米国や英国をはじめ、多くの国には余剰小売スペースが存

在し、eコマースとmコマースの拡大に伴って、この問題は一

層深刻化することが予想されます。小売業者や製造業者は、
過去に囚われて店舗を守ることばかりに気を取られることを
望んではいません。同様に、業界はデジタル革命の緒につい
たばかりであり、革命は予期せぬ方向に進展する可能性が

あることを認識しなければなりません。

デジタルチャネルと実店舗チャネルの間に不思議な共生

関係が存在することに気づいた多くのeコマース・ブランド

は、実店舗の開設に乗り出しています。米国では、
「実店舗

とオンライン店舗の両面展開」戦略の先駆者であるWarby
Parkerに続き、寝具ブランドのBoll & Branch（今後2年間
、女性向け仕事服ブランドの
で20店舗のオープンを計画）
MM.LaFleur、化粧品のスタートアップ企業のGlossier、そ
して靴ブランドのAllbirdsがこの戦略を採用しています。

© 2018 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.
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戦略的課題
即座に完売
Nikeが Snapchatに 発 売 前
に 掲 載 し た Air Jordan III
Tinker Shoeは 23 分で売り
切れた

販売チャネル別に見た
直近年度の対消費者直接販売
の割合

81%
41%
39%

小売業者による対消費者販売
のうち、実店舗経由の割合

製造業者による対消費者販売
のうち、実店舗経由の割合
| 24 |

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

製造業者による対消費者販売の
うち、サードパーティーのプラット
フォーム／市場経由の割合

13%

小売業者による対消費者販売の
うち、独自のデジタルチャネル
経由の割合

4%

小売業者による対消費者販売の
うち、サードパーティーのプラット
フォーム／市場経由の割合

中国では、Alibabaが「新小売」と呼ぶ戦略を取り、デジ

タルコマースとリアルコマースの融合を目指しています。Jack

までよりも広がっています。そのため、リーダーシップと組

織の財務モデル、ビジネスモデル、および経営モデルを一致

Ma氏が率いる同社は、実店舗を閉鎖するどころか実店舗
に投資しており、中国の食料雑貨店であるSun Art Retailの
少数持分株式を取得し、最近、中国各地の10都市に独自の
Hemaスーパー 10店をオープンしました。Alibabaの戦略は

させることが極めて重要です。
」

ンテンツ・クリエイターに自社との連携を呼びかけるもので

スを取ることです。物事を少しずつ変えていけば、事業を守

消費者や製造業者、商店主、アプリケーション開発者、コ
あり、そのため、エコシステムの重要性を指摘したGriffinの

消費者に接するFortune 500企業のCEOにとって最も喫

緊の課題は、会社の理想の将来像を思い描くことではない、

とGriffinは言います。取り組むべきは、極めて複雑な転換と
なり得る事態を管理することと、次の2種類のリスクのバラン

ることができると思うかもしれません。しかし、その方法を

言葉を反映するように、
「ユーザー参加の獲得競争」と呼ば

採った企業は他社に後れを取り、競争力を失う危険性があ

トフォーム」
（この場合、店舗販売とデジタル小売の両方を

して機先を制しようとすることにも危険性が伴うことを意識

れています。提携が拡大すればするほど、Alibabaの「プラッ

含む）は一層強力となります。

すべてのCEOが直面している問題は、eコマースと、中国

などの一部の市場におけるmコマースの急激な拡大という誰

の目にも明らかな幅広いトレンドを見定めるのが困難である
ことです。しかし、2030年の世界の個人消費に占めるデジ

タル小売と店舗販売の割合を、多少なりとも確信を持って予
想することは不可能でしょう。

世界最 大の 薬 局 グループ、Walgreens Boots Alliance
（WBA）のExecutive Vice Chairman兼CEOであるStefano

る、とGriffinは指摘します。同様に、CEOは、破壊を予期
しなければならない、とGriffinは言います。戦略を変更す

れば、顧客との関係や、サプライチェーン、市場シェア、そ
して最終的には価値を危険に晒すおそれがあります。

近代の消費財・小売セクターが、これほどの規模とスピー

ドを伴う変化に直面したことはいまだかつてありません。自

社のブランド・エクイティに依存してきた老舗の市場リーダー
でさえ、新しい競争相手やテクノロジー、ビジネスモデルに
対しては脆弱であることが明らかとなっています。

今や業界には緊迫感が広がっている、とFreedman氏は

Pessina氏は、実店舗は今後数世代にわたり存続すると確信

言います。
「消費財・小売セクターでは、ここ1 ～ 2年の間に

人でも、外に出て店を訪れ、人と会い、化粧品販売員や薬

主義というよりもむしろエネルギーと呼びたいような雰囲気

あり、今後何世代を経ても変わることはないのです。
」WBA

成し遂げられるだろう、という信念が感じられるのです。
」

しています。
「我々は社会的な生き物です。どんなに怠惰な
剤師に助言を求めたいと思うものです。それが人間の性質で
が40%の株式を取得した中国の大手薬 局チェーンである

何件かのCEOの世代交代が行われており、そのため、楽観

が漂っています。何かを成し遂げることができるし、実際に
今後の10年間は、消費財業界の歴史上、最も重要で、予

GuoDaは、今後数年で数千店を出店する計画です。

測不能かつ変化に富んだ10年となるでしょう。Kruhが指摘

誰が誰を打ち負かす？

景に、市場は今後も混乱状態が続くものと思われます。変

事業における、最も根強い間違った二分法の1つは「文化が
戦略を打ち負かす」のか、その逆なのかというものです。変

化に管理されるのではなく、変化にうまく対応したいと考え
る企業は、そのどちらも、文化も戦略も必要であることを認

「どのような
識しなければならない、とGriffinは言います。
戦略を実践する場合であれ、どこかに弱点があれば、全体

の完成度もそれ以上のものにはなりません。どこで勝負する

か、どのようにして勝つかに関する選択肢は、おそらくこれ

した、地域、人口動態、テクノロジーという3つの変革を背

化のペースは飛躍的に高まっていくでしょう。

「多くの企業は、自らが直面している問題を理解し始めてお

り、混乱を理解し、非中核商品を廃止するか、独自のエコシ
ステムを構築するか、事業を変革するか、または適切なテクノ

ロジーを確保することによって、それに適切に対処しています」

「我々が事業を営んでいる今の時代は、
と、
Kruhは指摘します。

あまりにも多くのことが同時に進行し、考慮すべき変数があま

りも多いため、企業は難しい対応を迫られています。
」
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5つの主要インサイト

KPMGインターナショナルのHead of the Global Strategy GroupであるNicholas Griffinは、
企業は破壊を理解し、古いパラダイムを捨てる必要があると指摘する

「実験と敏捷性が鍵を握る」
1:

企業は生き残りと成功を賭けてカスタマー・セントリック
思考と敏捷性を高めようとしている

地政学的な不確実性、新しいテクノロジー、絶えず変化する
顧客の行動、そして人口動態の変化を背景に、利益率は絶
えず圧迫され、戦略サイクルは短縮され、顧客からの期待
は高まる一方です。企業がデータとアナリティクスに裏打ち
されたデジタルテクノロジーや人工知能（AI）テクノロジーの
導入ペースを速めていることは、明るい材料です。
企業が利益率やカスタマー・セントリック思考、敏捷性、
および効率性を高めるには、2段階のシフトが有効となりま
す。第一に、人間による活動の一部をテクノロジーに置き換
えるか、あるいはテクノロジーによって補強し、第二に、テ
クノロジーをクラウド化することです。これにより、テクノロ
ジーの多くは必要な量だけ購入するか、レンタルすればよい
ため、コストを抑えることができます。また、テクノロジー・
プロバイダーの切り替えコストも低下します。テクノロジー
をデータアナリティクスと組み合わせることにより、生産の
敏捷性を高め、顧客体験をパーソナライズ化することが可能
です。先駆的企業はこのミッションをすでに遂行しています
が、
ほとんどの企業は必死に追いつこうとしている最中です。

2:

テクノロジーとセクターの集約を理由に
ビジネスモデルの多様化が進んだ

これにより、市場や提案、顧客、チャネルの選択肢はこれ
までよりもずっと豊富になりました。企業は、チャネルや市
場を支配しようとする古いパラダイムはもはや通用しないこ
とを悟りつつあります。今の業界では、
「実験」と「敏捷性」
が合言葉です。その結果の1つが、プラットフォームとエコシ
ステムの台頭です。原則はシンプルです。自社の求心力を強
め、より多くのアイデアやリソース、そして顧客を呼び込むた
めに他社と手を組むのです。そうすることで、単独で取り組
むよりも、短期間でより多くのことを成し遂げられます。ソー
シャルメディア全盛の今、かつてその構築に数年から数十年
もの時間を要していた事柄が数ヵ月程度で実現できるように
なっているのです。

3:

どのような戦略を実践する場合であれ、どこかに弱点
があれば、全体の完成度もそれ以上のものにはらない

戦略の変更を成功させるには、リーダーシップと組織の財務
モデル、ビジネスモデル、および経営モデルを一致させる必
要があります。どこで勝負するか、どのようにして勝つかに
関して、リーダーの選択肢が広がったことはほぼ間違いなく、
そのため、リーダーの手腕や遂行に向けた準備態勢と並ん
で、リーダーシップと上記モデルの一致が極めて重要です。

4:

戦略変更の成否はリーダーの勇気と手腕に
かかっている

リーダーが成すべきことを成すのに消極的である大きな理由
として、短期主義や、常に結果を求められることが挙げられ
ます。人々は将来的な成功に向けた方策を模索しようとせず、
今の立場をリスクに晒すことはできないと感じるか、または
複雑な転換となり得る事態を引き起こすことに自信を持てず
にいます。規模縮小や防衛重視の戦術、そして漸進的な変
更は、
リソースを吸い上げてしまいます。リーダーシップにとっ
ては何らかのことをしているという言い訳の材料になるかも
しれませんが、最終的に、そうしたアプローチを取る企業の
多くは他社に出し抜かれ、裏をかかれ、存在感や競争力を
失い、退場を余儀なくされるでしょう。

5:

自社組織を破壊することの難しさを
過小評価してはならない

企業が成功していればいるほど、自己を破壊することが難し
くなるというのは珍しいことではありません。先駆的企業は
成功要因を強化し、競争相手から自社のポジションを守る
ため、多くのエネルギーと資金を投入しています。CEOが訪
れつつある破壊に気づいていないとは思えません。主な課題
は、破壊を、目前に迫る真の危険として認識する必要があ
るということです。戦略を覆せば、顧客との関係やサプライ
チェーン、市場でのポジション、そして最終的には価値を危
険に晒すおそれがあるためです。

Nicholas Griffin
Head of the Global
Strategy Group
KPMGインターナショナル
nicholas.griffin@kpmg.
co.uk
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優位を守る
企業が 競 争力
を維持するため
に は、 投 資し、
戦略変更のリス
クを取る勇気が
不可欠
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Thought Leaderインタビュー
Stefano Pessina氏

（Executive Vice Chairman兼 CEO, Walgreens Boots Alliance）

「顧客に
もっと近づき、
そのニーズを
予測しなけれ
ばならない」
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WBAのCEOであるPessina氏が、
いかにしてデジタルテクノロジーが
事業の変革に役立つかを語った

今年の貴社の最優先課題はどのようなものです
か？

第一に、当社はデジタル化を進めている最中です。
一部の事業ではかなりデジタル化が進んでいま

が Walgreensから8キロ圏内、英国人の90%が

Bootsから10分圏内の場所に居住していることか
ら、我々はこうした店舗とお客様との近接性を活

かしてサービスの改善に取り組んでいます。当社

すが、古いソフトウェアをすべて書き換えなけれ

とFedExとの間で、ほぼすべての当社店舗を対象

あります。また、当社は店舗のフォーマットを刷

ネットワークを利用することにより、当社店舗か

ヘルスケア部門の小売に一段と力を入れた売り場

ます。

ばならないため、デジタル化が遅れている事業も

新しているところであり、フロリダ州の17店舗で、
のテストを始めたばかりです。取扱商品の焦点を
絞ることで、お客様により良いサービスを提供で

きる態勢を整えたいと考えています。

顧客との関係は今後、どうなるとお考えですか？

とした小包集配業務の契約を結んでいます。この

ら各ご家庭までのラストワンマイルに対応してい
貴社にとって、
実際に自己を破壊してイノベーショ

ンを推進することは容易ですか？

やらなければなりません。会社のテクノロジー水

準を引き上げれば、コストを削減することができ、

デジタル化によって、お客様との関係は大きく変

浮いた資金を破壊に投じることができます。将来

のニーズを理解し、可能であれば、ニーズを予測

やりと夢を見ているわけではなく、しっかりと現

ることによってこれを実現し、サービスを改善で

の大半は薬局です。中期的には薬局への影響は

わるでしょう。我々はお客様にもっと接近し、そ
しなければなりません。お客様のデータを活用す

きるものと考えています。また、店頭商品をはじ

めとする商品の価格競争力を高めるべく、常に努

については強い自信を持っています。当社はぼん

実を見据えています。しかし幸いにも、当社事業

ないと予想されるため、対処する時間があります。

力しています。

中国企業であるGuoDaの40%の株式を取得し

実店舗の重要性についてはいかがですか？

当社は長年にわたり、中国で医薬品販売の合弁

人間は社会的な生き物です。他者と交流すること
を好むのであり、家に留まって品物が配達される

た理由とはどのようなものですか？

事業を営んできました。新規制が導入されたこと

によって、薬局、病院および販売会社の関係が変

のを待ちたいとは思わないものです。オンライン

わったため、販売事業の規模を縮小し、薬局事

いえ、普及するまでには長い時間がかかるでしょ

販売薬局チェーンです。当社は同社の40%の株

の売上が年率30 ～ 40%の割合で伸びているとは

う。オンラインとオフラインは今後も共存し続け
ます。いまだに新しい書店がオープンしているの
も、人は実際にその手で本に触れたいと思うもの

だからです。人間の性質が変わるには数世代もの

業の拡大を決定しました。GuoDaは中国最大の

式を取得し、事業拡大を支援しました。GuoDa

は今後5年間で7,000 ～1万店舗の出店を計画し
ています。

時間を要するのです。

ヘルスケアおよび美容業界の自然成長の余地は

サプライチェーンの見直しについて、どのように

ヘルスケアに関しておそらくイエスです。1桁台後

まだ多く残っているとお考えですか？

お考えですか？

半の成長を見込んでいます。化粧品セクターの成

し、今もサプライチェーンの効率を改善する方法

ルスケアに関しても、過去のような高成長を記録

可能なことの90%はすでに完了しています。しか
を模索中であり、可能であれば、卸売事業と小売

事業を統合したいと考えています。米国人の85%

長率は高くても1～ 3%とみています。しかし、ヘ
することはないでしょう。
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薬局主体の小売
Pessina氏は、Walgreens Boots
Allianceのビジネスモデルの「中心
は薬局」だと言います
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The secrets
to winning
customers
(and keeping them)

顧客を勝ち取る（そしてつなぎ止める）秘訣
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カスタマー・セントリック思考

購入前のお試し
コン サル タント会 社 の Brightpearl
は、2020 年までに米国の小売業者の
4分の1が「購入前のお試し」サービス
を提供するようになると予想する

結

「
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局のところ、企業は顧客に意見を求め、その個々
の声に本当の意味で耳を傾ける必要があるので
あって、単に彼らが自らの意見を伝えられたと満足
するだけの形に終わらせてはいけないのです。企
業は相応の敬意を持って顧客に接する必要があります。つま
るところ、選択肢に事欠かないこの世界において、自社を選
び続ける理由を顧客に提供しなければならないからです。
」
新しい化粧品ブランド、GlossierのCEOであるEmily Weiss
氏は、3月に開かれた小売業界の会議でこのよう述べました。
Weiss氏の「Into the Gloss」というブログから誕生した同
ブランドは、わずか4年で化粧品業界における最大の破壊者
の1つとなり、最近、新たに5,400万米ドルの資金を調達し
ました。米国企業である同社は、顧客がソーシャルメディア
で共有するお薦め情報や使用経験を基に、新製品の開発を
行っています。オンラインの売上とトラフィックの70%以上
が、消費者同士の紹介によるものです。
Glossierは、カスタマー・セントリック思考を事業の中心
に据えて頭角を現した多くの新ブランドの1つに過ぎません。
そうしたブランドはターゲットとする消費者とオンラインで
直接コミュニケーションを取れるという利点を活かし、消費
者について学ぶとともに、彼らとの関係を構築してきました。
今や破壊者は、これまでよりも短時間で、かつ容易に消費
者とつながり、市場シェアを掴み取ることができるようにな
りました。
マットレス、パーソナルケア、アパレル、食品といった多様
なセクターの老舗の市場リーダーは、破壊的な競争に直面し
ています。その競争相手となる挑戦企業のいくつかは、商品
に不満のある消費者が設立したものです。Heidi Zak氏がオ
ンラインの下着会社、ThirdLoveを設立したのは、購入した
ブラジャーが合わなかったという自らの経験からでした。問
題を解決するため、同氏はハーフカップというサイズを導入
し、今ではThirdLoveの顧客の3人に1人がそうしたサイズを
着用しています。
企業は課題に気づいています。トップ・オブ・マインド調
査2018によれば、48%の企業が、顧客のニーズを理解する
ことを最優先課題に挙げています。しかし多くの場合、経営
陣は、取り組むべきことが膨大であるのに対し、そのために
割ける時間があまり多くはないということを認識しています。
Fortune 100に名を連ねる消費財流通企業の20年のベテラ
ン幹部は最近、投資家にこう語りました。
「10年後には当社
は解散し、存在しなくなっているでしょう。
」
KPMGインターナショナルのGlobal Chair, Consumer &

最大の脅威だと思う
消費者トレンド
カスタマー・セントリック思考の企業
それ以外の企業

ブランドロイヤルティの低下

42%

27%

より多くの価値を求める傾向

29%

18%

関心の持続期間の短期化

40%

24%

体験をより重視する傾向
8%

23%

すぐに満足感を得ようとする
傾向
20%

20%

「ブランド・エクイティ
RetailであるWilly Kruhは言います。

だけでは、いつか壁に突き当たります。企業はブランド・エ
クイティへの注意を怠らず、自らを刷新し、今日の消費者を
理解し、消費者が望む場所で商品やサービスを提供しなけ
ればなりません。もしも企業が、そのためには顧客体験が
重要な要素であるということを理解せず、また、そうした顧
客の要求に応えようとも、顧客体験にさらなる基盤を置いた
事業への転換を図ろうともしなければ、消費者基盤を失って
しまうでしょう。企業の提案が消費者の心を掴まなければ、
消費者は去ってしまいます。そして二度と戻っては来ません。
」
目的適合性での競争なら、従来型の企業でも依然として
成功を収められる可能性があります。低価格帯商品の小売
業者であるDollar General Corporationは、米国で、
「時間
とお金を毎日節約する」という明確な顧客提案によって成功
しました。
（店舗数という点で）高成長を遂げている米国の
小売業者の1つであるDollar Generalは、自社の顧客がどの
ような人物か、何を望んでいるか、どこに住んでいるかを理
解しています。
Dollar Generalは2013年、ターゲット層である低所得者
層の暮らす地域に近く、低価格帯のチェーン店から64キロ
以上離れている場所を選び、小さな田舎町への出店に力を
入れ始めました。2017年には、1万4,000店の小規模店舗
を擁するDollar General全体で売上が235億米ドルに達しま
した。低価格は重要ですが、利便性も大切です。米国人の
ほぼ75%がDollar General店舗の8キロ以内に居住している
ことに加え、同店の品揃えに関する「宝探し」戦略は、買い
物客が次の日にはもう店頭にないかもしれないと考え、その
時の弾みで商品を購入するよう促しています。英国では、掘
り出し物を求める裕福な消費者に後押しされ、低価格帯の
食料雑貨店チェーンの市場シェアが合計12.8%に達しました
（Kantar World Panel調べ）
。同様に、Dollar Generalの店
舗も、より多くの、より裕福な米国人買い物客を引き付けて
います。

複雑な消費者
多くの企業は、絶えず変化し、より多くの情報を持ち、より
多くの力を得た顧客と歩調を合わせられずにいます。KPMG
が最 近発表したレポート『 私、私の人生、私の財布（Me,
my life, my wallet）』が指摘するように、人間の意思決定を
左右する要因は、飛躍的に複雑さを増しています。小売業
者または製造業者は、従来の市場調査や人口動態プロファ
イルだけでは、顧客を戦略の前面に据えることはできません。
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出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

消費者が力を強め、より多くの情報を持つようになった今、
顧客を最優先に考える企業の方が増益を実現する可能性が高い

カスタマー・セントリック思考と成長は相関関係にある

予想増収率

初級者

中級者

リーダー

今年

2.7 %
5.5%

3.2%
5.5%

3.8%
5.9 %

2020年
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予想増益率

初級者

中級者

リーダー

今年

2.7 %
5.4%

3.7 %
5.7 %

5.3 %
7.4%

2020年

カスタマー・セントリック思考の真価は財務成績に表れます。トップ・
オブ・マインド調査によれば、カスタマー・セントリック思考の高い
企業の予想増収率・増益率は、それ以外の企業を上回っています。
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カスタマー・セントリック思考

最大のチャンスだと思う
消費者トレンド
製造業者
小売業者

プラットフォーム企業

本物と透明性を求める傾向
26%
31%

28%

ブランドに顧客とのエンゲージ
メントを期待する傾向
28%
27%
| 32 |

16%

商品または価格よりも体験を
重視する傾向
23%
24%

18%

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

パーソナライズ化された
買い物体験への期待

32%
14%

28%

パーソナライズ化された
商品を求める傾向
20%
26%

16%

中国の化粧品事情
Mintel の 調 査 に よ れ ば、
2017年の全新色コスメ商品
の7%が中国で発売された

KPMGの同レポートでは、今日の多元的な消費者を理解
するためには、企業は5つの重要な次元（5つのMy）に焦点
を当てなければならないと結論づけています。
• My motivation（私の動機）：行動と期待を促す特質
• My attention（私の関心）：私たちが関心と注目を向ける
方向

• My connection（私のつながり）：デバイス、情報、人と
のつながり方

• My watch（私の時間）：時間の制約をバランスよく調整
する方法と、ライフイベントを通じたバランスの変化

• My wallet（私の財布）：ライフイベントに応じた支出配分
の調整方法

企業が消費者による意思決定の複雑さを理解しようとす
るのであれば、もはやたった1つのレンズを通して顧客を見る
だけでは不十分です。
ミレニアル世代ほど徹底的にカテゴライズされ、分析され、
コンパートメント化された消費者はほとんど存在しません。
Pew Research Centerの予想によれば、2019年の米国で
は、ミレニアル世代の数がベビーブーム世代を上回ることに
なります。X世代（1966 ～1981年生まれ）とミレニアル世代
がさまざまなライフステージを迎える年齢は、それよりも前
の世代とは異なっています。スタンフォード大学の推定によ
れば、米国人男性が父親になる平均年齢は、過去44年間で
27.4歳から30.9歳へと3.5歳上昇しています。しかし、企業
戦略は必ずしもこのことを反映していません。Kruhが指摘す
るように、
「企業がまだベビーブーム世代をターゲットにして
いるのなら、時代の流れに乗り遅れる」ことになります。
多くの場合、メディアが取り上げるミレニアル世代は北米
に集中していますが、KPMG中国のHead of Consumer &
Retail, Asia PacificであるAnson Baileyは次のように指摘
しています。
「世界のミレニアル世代の58%はアジア太平洋
地域に住んでいます。中国のミレニアル世代は、テクノロジー
やブランドにますます精通してきています。彼らはブランドに
ついて調べたり、誰かと会話をしたりしながら、多くの時間
をオンラインで過ごします。要求水準が極めて高く、自分の
求めるものをよく分かっていて、価格はリサーチ済みであり、
ほしいと思った時にすぐに商品を入手したいと考え、他の消
費者の口コミを重視し、ブランドのことはそれほど信頼しな
いものの、インフルエンサーの言うことは信用する傾向があ
ります。
」

ブランドに精通した消費者は、多くの場合、ブランドの行
動も把握しています。
「ミレニアル世代およびZ世代（ポスト・
ミレニアル世代）の消費者は、当然といえば当然ながら、企
業に対する要求がはるかに高いという特徴を持っています。
製造業者や小売業者に対し、社会問題に関与し、コミュニ
ティに変化をもたらし、気候変動に取り組み、搾取的な労
働慣行を撲滅し、より健康的なライフスタイルを推進し、
食品の廃棄を減らすことを期待しているのです。
」 こう指
摘 するの は、The Consumer Goods ForumのManaging
DirectorであるPeter Freedman氏です。
さらにFreedman氏は、今 やこの心 理は、資 産 運 用業
界の態 度をも変えさせつつあると指 摘します。Fidelityと
Vanguardという大手運 用会社 2社は、企 業に対し、社 会
的目的に取り組むよう大々的に呼びかけています。
「海洋の
プラスチック汚染問題に焦点が当てられているように、社
会や環境、倫理に関する問題が瞬く間に注目を浴び、企
業を不意打ちする可能性があることをよく表しています」と、
Freedman氏は言います。
マーケティング企業であるShelton Groupの調査による
と、米国では、ミレニアル世代の90%が、自らの信頼する
社会活動や環境活動を行っているブランドから商品を購入
したいと考えています。また、ミレニアル世代のほぼ3人に2
人は信頼する企業名を挙げることができ、多くの回答者が、
PatagoniaとGucciを社会的な問題に積極的に取り組むサス
テナブル企業であると答えました。
トップ・オブ・マインド調査では、カスタマー・セントリッ
ク思考の製造業者の40%が、社会や環境に対する消費者の
問題意識をチャンスと捉えていたのに対し、それ以外の製
造業者ではその割合が23%にとどまりました。

いつでも問い合わせに対応
カスタマー・セントリック思考の小売業者は、顧客の期待と
好みの変化を利用しています。トップ・オブ・マインド調査
では、カスタマー・セントリック思考の小売業者とプラット
フォーム企業の43%が「スムーズな買い物体験に対する期
待」をチャンスと捉えていたのに対し、それ
以外の小売業者では、その割合はわずか
26%にとどまりました。
食事事情
米 国 の ミレ ニ ア ル
カスタマー・セントリック思考のリーダー
世 代 の7人 に1人 は
の46%は、顧客との連絡窓口を年中無休
食 品 配 達 サ ー ビス
でオープンしておくことを優先事項としてい
を 毎 週 利 用 して い
る（Market Force
ます。こうした関係の構築を、オンライン

Information調べ）
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配達モデル
日本のオンライン・アパレル企
業、ZOZOTOWN は、 送 料 を
買い物客が自由に設定できる一
時的なキャンペーンを行った

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

だけに限定する必要はありません。一部のオンライン小売
業者は、年中無休の問い合わせ電話サービスを設置し、そ
の情報をウェブサイトに明記しています。消費者に質問や苦
情がある場合、親しみやすく、しっかりと訓練され、情報に
精通した職員と直接話をすることのできるサービスが用意さ
れているということは、顧客とブランドの関係強化や、ブラ
ンドロイヤルティの向上につながります。
「顧客体験を提供しているのは従業員ですから、従業員に
対しては正当な処遇を図るとともに、彼らが顧客の要望に
応えられるよう権限を与えることが不可欠です」と、KPMG
インターナショナル のGlobal Lead for Global Customer
Center of ExcellenceであるJulio Hernandezは 言いま
す。
「自分の仕事を楽しんでいない人が、素晴らしい顧客体
験を提供できるはずがないからです。
」

データの力
データはカスタマー・セントリック思考を働かせるための燃
料となります。トップ・オブ・マインド調査からは、カスタマー・
セントリック思考の企業がデータをうまく活用して顧客の
ターゲットを絞り、顧客を引き付け、サービスを提供してい
ることがうかがえます。特に行動データやサイコグラフィッ
クデータ、リアルタイムデータ、マクロデータ、社内データ
に関しては、カスタマー・セントリック思考のリーダーとそれ
以外の企業とのギャップは大きいと言えます。
顧客の人物像をあらゆる角度から把握するため、企業はこ
のギャップを埋めたいと考えるでしょう。Hernandezは言い
ます。
「テクノロジーの台頭に伴い、デジタル・エコシステム
やモノのインターネット（IoT）
、そして顧客がデータ診断に
残していくシグナルの活用方法によって、多くの情報を得ら
れるようになりました。しかし企業は、顧客の人物像や、自
らが成功を収めるためにこの情報を利用してどうしたいのか
を判断することに苦戦しています。また企業は、この情報を、
真のカスタマー・セントリック思考を実現するための戦略や
戦術に落とし込むことも容易ではないと感じています。
」
大手食品・飲料企業の多くは、より新鮮で健康的な商
品に対する需要や、低価格のプライベートブランド商品の
脅威に対する認識が遅きに失したことを認めています。
「消
費者は変わりつつあります。好みが変化しつつあるのです」
と、Hernandezは 話します。
「飲 料企 業のCoca-ColaやDr
Pepper、PepsiCoのことを考えてみてください。これらの企
業は、従来品とは違う商品を導入する必要に迫られています。
また、どの企業も、この新しいデジタル世界が自社商品の売

顧客に関する今後 2年間の
最優先課題

1
48%

2
43%

3
41%

4
35%

5
35%

消費者のニーズを
理解すること

消費者の消費に占める
シェアを拡大すること
最も強いインパクトを
与えられるタイミング
でのエンゲージメント
消費者の注意を
引くこと

年中無休の消費者向け
連絡窓口を設置すること

れ行きにとってどのような意味を持つのか思案しています。
」
近年、いくつかの象徴的な小売業者が倒産したことは、
顧客を理解しないことの損失を鮮明に表しています。これら
の企業は何十年も家庭で親しまれてきたにもかかわらず、オ
ンラインでの競争を前に、生き残ることができませんでした。
多くの場合、これらの企業がオンライン対策に確信を持って
取り組めなかったことや、消費者の変わりゆく期待について
いけなかったことが、低価格または豊富な品揃えといった重
要な差別化要因を失った原因でした。
出遅れた小売業者は、世界を内側から見ていました。
「周
囲を見回し、市場のシグナルや顧客の心理、そして他社が
顧客に対して何を提供しているかに注意しなければ、命取り
となります。
」 Hernandezはそう指摘します。
事実、今日では、ブランドオーナーや製造業者が自社の
顧客に関する情報を得るためのタッチポイントやチャネルの
数は、これまでに比べてはるかに多いものとなっています。
KPMG中 国のHead of Consumer & RetailであるJessie
「企業がリアルタイムの消費者データを
Qianは指摘します。
捕捉できれば、より消費者のニーズに寄り添った商品を作り、
より早くトレンドに対応することが可能となります。例えば、
ファッション業界には従来、ファッションウィーク、トレンド
リサーチ、過去の売上データといったものがあるのみでした
が、今や企業はインターネットの検索キーワードを調べ、イ
ンフルエンサーがソーシャルネットワーク上で何を言っている
かを知ることできます。
」
顧客データから価 値を引き出すには、どのインサイト
が自社の事業に最も役立つかを見極めなければなりませ
ん。KPMGオランダのData & Analytics担当Partnerである
「企業は明確な仮
Ruben de Wolfは次のように話します。
説と、自らの達成したい目標に焦点を当てるべきです。デー
タの質が十分でなければ、資金の無駄になるため、ただち
に止める必要があります。
」
新ブランドはデータに基づいて構築されています。2017年
度に9億7,700万米ドルの収益をあげた米国のスタートアップ
企業であるStitch Fixは、顧客のスタイル・プロファイル（85
のデータポイントにより構成）に基づき、顧客一人ひとりの
好みに合いそうな衣料品数点を選び出し、顧客のもとに送
り届けます。またThirdLoveは、Fit Finderブラジャー・サー
ビスで得た800万人の顧客データを活用しています。
老舗ブランドは、データを活用して収益を生むチャンスを
掴みつつあります。多くの消費者がGoogleでオンブレ（グ
ラデーションのヘアカラー）について検索を行っていて、自
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カスタマー・セントリック思考

アプリに夢中

App Annieの調査によれば、
2022年には、世界の消費者が

アプリ経由で支出する金 額は
1,560 億米ドルを上回る

カスタマー・セントリック
思考のリーダーとは

トップ・オブ・マインド調査では、

以下の8つの次元で高い能力を

持つ企業をカスタマー・セント

リック思考のリーダーと定義し
ている。

1. 商品、価格および顧客戦略

2. カスタマー・セントリック思
考に基づいた体験

3. パートナーシップ、連携先お
よび仕入先の管理

4. 組織体制

5. シームレスなコマース

6. 即応性の高いサプライチェーン
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7. テ クノロジ ー・アーキテ ク
チャおよびイネーブルメント

8. 高度なデータアナリティクス

宅でのカラーリングの結果に満足していないことを知ったL�
Oréal Parisは、染料の塗布ツールであるFéria Wild Ombré
を発売し、新規の若い消費者にアピールすることで市場を拡
大しました。L� OréalとGoogleは現在、提携関係を結んでお
り、商品開発に役立つさらなるインサイトの発見に取り組ん
でいます。

オンラインからオフラインへ
テクノロジーおよびデータは、ブランドがあらゆるタッチポイ
ントで消費者とつながることができるよう支援します。また
企業は、オンライン・チャネルの顧客を実店舗での購入に
誘導する、オンライン・トゥ・オフライン（O2O）コマースの
利点を見出しつつあります。
「アジア太平洋地域ではO2Oが
Baileyはこう指摘します。
注目を集めつつあります。事実、オンラインだけでなく、オ
フラインが必須だという気運が高まっています。eコマース専
業だった企業の一部が、オフライン市場に進出し始めていま
す。リソースや資金を投じて独自の実店舗を設立するか、独
自の旗艦店を立ち上げる動きもあります。
」
小売業者が実店舗での顧客体験を改善し、オンラインと
オフラインでの体験を統合しようとする中、AR（拡張現実）
、
、モノのインターネット（IoT）
、そしてコネクテッ
VR（仮想現実）
ド・テクノロジーも店舗の変革に一役買っています。
「中国は
BingoBoxに代表される自動店舗でも世界をリードしていま
す」と、Baileyは話します。BingoBoxはベンチャー投資家か
ら8,000万米ドルの出資を受け、200以上のコンビニ式無人
店舗をオープンしました。消費者は1日24時間、スマートフォ
ンを使ってWeChatまたはAlipay電子決済サービスを利用す
ることで商品の代金を支払うことができます。
2017年にKPMG ／ Ipsos Retail Think Tankが作成した
レポート『 What Does the Future Hold for Our Beloved
Retail Stores?』では、物理世界とデジタル世界を結び付け
るうえで極めて重要な役割を果たすのが実店舗であるとして
います。実店舗での小売とオンラインでの小売の最適なミッ
クスを調整することが成功の鍵を握ります。
実店舗は顧客体験を提供するだけでなく、手
軽なクリック&コレクト（オンラインで購入し
精算
た商品の店頭での受取）サービスを提供して
Barclaycard
は、昨年、オン
おり、オンライン小売の場合は返品コストが
ラインでの買い
高いことから、利益率を改善できる可能性が
物を完了できな
あります。トップ・オブ・マインド調査によれ
かった英国の買
い 物 客 が 41%
ば、小売業者およびプラットフォーム企業の
にのぼると推定

58%が、2020年の実店舗は今日とは大きく異なったものに

なっているとの見方を示しています。
「中国のショッピングモー
Qianは次のように述べています。
ルは好調で、都市部のコンビニも好調です。しかし、大型スー
パーマーケットや百貨店は非常に大きな課題に直面していま
す。上海や北京にはこうした巨大ショッピングモールがあり、
そこではスペースの多くを食品・飲料の販売店や書店、映画
館に割り当てています。消費者は、人と交わり、友人や家族
と待ち合わせて外食を楽しんだり、映画を観たりするために
ショッピングモールに出かけます。実店舗は生まれ変わって
消費者に体験を提供する必要があります。人は物理的なモ
ノを所有するよりも、むしろ体験を通じて生活を楽しみたい
と考えているのです。
」
客足の減少は今も世界の先進国に共通した課題ですが、
あるアナリストの言葉を借りれば、
「実店舗の小売は死んで
はいない。退屈な小売が死んだのだ」という認識が広まりつ
つあります。
従来型の店舗は、
（IKEAが街中の一部店舗で行っている
ように）ショールームに作り替えたり、
「リテールテイメント」
に投資したり（Samsungは現在、ニューヨークの旗艦店で
VRを活用したさまざまなデモンストレーションを実施してい
ます）
、または率直に言って、従業員を増やすといった単純
な方法によってさえ、生まれ変わらせることができます。
クレジットカード決済会社のAdyenが2018年に行った調
査では、米国の消費者の86%が、昨年、レジ待ちの行列が
長すぎるために買い物を諦めたことがあると分かりました。
Adyenの推定によれば、これは約477億米ドルの収益が失
われたのに等しいことになります。店舗の収益に応じて人員
数を決定する従来型モデルは、店舗内のトラフィックに応じ
て人員数の水準を決定する新しいアプローチに取って代わら
れつつあります。
オンライン専業の小売業者は、注目度の高い実店舗の存
在がブランドを構築し、消費者に安心感を持たせると認識し
ています。メガネ会社のWarby Parkerはこのトレンドの先駆
者の1つですが、アパレル・ブランドのEverlaneやOutdoor
Voicesといった他の多くのブランドも後に続きました。
オンラインでマットレスを販売するスタートアップ企業の
Casperは、2014年の創業以来、6億米ドルの収益をあげ、
今や米国で18の実店舗を運営しています。また、Targetに
よる7,500万米ドルの出資が報じられた後、Casperの商品は
Targetの1,200店舗で販売されるようになりました。Casper
のSleep Shopは素晴らしい顧客体験の実現を目的に設計さ
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中国式シェアリング
エコノミー

中国の一部のショッピングモールは、
スマートフォンを数 回 操 作するだ
けでボーイフレンドを雇えるサー

ビスを 消 費 者に 提 供しています。

「ボーイフレンド」の正体は買い物
袋を持ち、買い物のアドバイスを

するアシスタント。16 米 セントで
30 分のレンタルが可能です。
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カスタマー・セントリック思考

顧客のターゲットを絞り、
顧客を引き付け、サービスを
提供するために幅広く利用され
ているデータ
カスタマー・セントリック思考の
製造業者
カスタマー・セントリック思考の
小売業者

行動データ

80% 73%
社内データ
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75% 87%
サイコグラフィックデータ

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

65% 67%
リアルタイムまたは
準リアルタイムのデータ

50% 80%
マクロデータ

45% 67%

有機的成長
オーストラリアの10 世帯中 6 世帯
は有機食品を購入している。業界
の最新レポートによれば、その市
場規模は18 億米ドルにのぼる

れており、消費者は半年ごとに装いを変える6つのミニチュ
3米ドルで販売しています。この価格設定モデルによって、よ
アハウスの中で商品を試したり、睡眠と健康に関するイベン
り健康的な有機商品を低価格で消費者に提供することが可
トに参加したりすることができます。Casperの共同創業者
能となっています。投資家は、ミレニアル世代は高価なブラ
ンド品を買いたがらないという創業者の確信に同調し、こ
兼CEOであるNeil Parikh氏は、同ブランドは決して数千も
の新しいベンチャー企業に5,000万米ドルを出資しました。
の店舗を持つことはなく、数百店に留めることにより、商品
をテストし、顧客が商品をどう利用するかを理解するのに役
Leffler氏とSharkey氏がBrandlessを立ち上げるきっかけと
立てると述べました。
なった考えの1つは、同社のターゲット消費者にとって選択
製造業者もまた、自社商品の実演展示や、消費者との直
肢の過剰な多さは時間を浪費するだけの不便さしかないとい
接的な関係構築（第三者を介して消費者と関わっているだけ
うものでした。
では本当の意味でのカスタマー・セントリック思考を実践す
フランスの化粧品チェーンで、LVMH傘下のSephoraは、
ることは困難です）
、ブランドの提示方法の管理といったこ
2017年10月、デジタル・チームと実店舗チームの統合とい
とのための1つの手段として、実店舗への投資を行っています。 う変更を行いました。SephoraのOmni RetailのExecutive
家電大手のDysonは2017年12月、最先端科学博物館と見
Vice PresidentであるMary Beth Laughton氏は言います。
紛うような設計の最新のDyson Demoをニューヨークにオー 「これによって、売上指標やエンゲージメント、そしてさまざ
まなチャネルを通じた顧客体験に対する当社の考え方は変
プンしました。これは販売ではなく、体験に重点を置いたも
わりました。さまざまなチャネルを通じて顧客をより良く理
のです（したがって固定あるいは目につく形のレジは設置さ
解できるようになったため、ロイヤルティを最も重視するよ
れていません）
。
うになり、データを活用してあらゆるタッチポイントで顧客
にアピールし、顧客の関心を引くような体験を生み出してい
新しい考え方
ます。ロイヤルティとはデータに基づいたエコシステムであり、
非常に多くの新規参入企業が消費者に幅広い選択肢を提供
非常に強い力を持っています。
」
している今、既存企業は、カスタマー・セントリック思考を
顧客を事業全体の中心に据えるために投資する（そしてこ
強める方法を速やかに見出すことを強いられています。
「消
れを継続する）ブランドは、成功を収めるチャンスが高くな
費者向けCPG（Consumer Packaged Goods）の大手製造
ります。トップ・オブ・マインド調査2018によれば、カスタ
業者であるProcter & GambleやUnileverはいずれも、次に
何が起こるのかを予測しようとしています。自分たちの足首
マー・セントリック思考を実践する企業の増益率は、それ以
に噛みつき、新しい商品を打ち出してくる多くの小規模企業
外の企業を上回っています。Hernandezは次のように指摘し
との競争に対処しようとしているのです。これらグループの
ます。
「当社の調査から、企業がカスタマー・セントリック思
一部は、M&Aを行うことでR&Dにつなげ、さらにベンチャー
考に基づいて行動すれば、実際に競争相手に打ち勝ち、顧
基金を立ち上げることにより、そうしたカテゴリーを理解し、 客からより良い評価を得られることが分かっています。成長
率が高まり、より多くのチャンスが開けるのです。
」
それらがどのようなタイミングで規模の拡大を図るかを読み
今日の消費財業界では、もはや何一つ当たり前と捉える
取ろうとしています」と、Hernandezは話します。
ことはできず、あらゆることが破壊される可能性がありま
「競争とイノベーションを理由に、企業は事業のやり方を見
す。このプロセスの背景にあるのは、消費者と製造業者お
直すことを余儀なくされています。しかし同時に、企業はこ
うしたイノベーションを利用することもできます。難しいのは、 よび小売業者との関係の変化です。個人の選択の幅はもは
や、単に何を買うか（そして支払い方法はどうするか）に留ま
基本的に白紙の状態からビジネスモデルを構築するスタート
らず、どのような手段で、いつ、どこで買うかということにま
アップ企業に対し、既存の企業はビシネスモデルに変えるこ
で広がっています。この新しい考え方を経営体制に反映させ
とが容易でないため、これまでのやり方に固執しすぎる場合
ている企業はあまりにも少ないというのが現状です。そのた
があるということです。
」
め、Kruhは次のように指摘します。
連 続 起 業 家 であるTina Sharkey氏とIdo Leffler氏は 昨
「これからは個人の時代
年、実際にゼロからBrandlessを立ち上げました。オンライ
であり、企業がそう認識するか否かにかかわらず、企業の運
営は顧客の手に委ねられているのです。
」
ン専業の同店は、自社で開発し、パートナー企業に製造を
依頼した約200種類の基本的な消費財を、1点あたりわずか
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5つの主要インサイト

KPMGインターナショナルのGlobal Lead for Global Customer Center of Excellenceである
Julio Hernandezは、カスタマー・セントリック思考の重要性は高まりつつあると語る

「顧客とつながった企業となる必要性」
1:

顧客の人物像や顧客の要望を知るには時間、
エネルギー、労力を必要とする

アナリティクスを活用しましょう。定性的リサーチと定量的

理解することと同様に重要です。企業文化は上層部から始

まります。その好例が、成長著しいチキンサンドウィッチ・

チェーンであるChick-fil-Aです。日曜日は営業していないに
もかかわらず、同社の平均収益は競争相手を大きく上回って

リサーチの両方が必要であり、しかも顧客は絶えず変化と

います。同社はその商品とブランド提案が市場の共感を呼ん

ます。多くの企業にとっては、顧客の人物像を理解するだけ

実現に熱意を持って臨む人材を雇用しています。

進化を続けているため、継続的にリサーチを行う必要があり

でも大変なことです。B2B（企業間取引）環境またはB2B2C

（間に別の企業をはさんだ企業・消費者間取引）環境におい

て、チャネル・パートナーを通じて消費者と取引を行う企業は、
最終購入者との距離がはるかに遠いものとなるため、最終顧

客を知るにはより多くの努力を払わなければなりません。

2:

企業は障壁を取り除き、

顧客とつながる必要がある

KPMGが「顧客とつながった企業」と呼んでいる企業はこう

言います。
「お客様が希望する方法で顧客とつながらなけれ

ばなりません。お客様と交わした約束を従業員が果たせるよ

う、従業員とつながる必要があります。定義した戦略や戦術

を遂行するうえで、縦割りの壁が妨げにならないよう、バッ

でいるほか、同社で働くことを望み、素晴らしい顧客体験の

4:

物事を外側から見る。

自社と異なるセクターにも注目

他のセクターのリーダーがどのように動いているかに目を向

けてみましょう。航空会社、ホテル、病院など、他の業界で
どのような顧客エンゲージメントが行われているかは、あな

響を与えます。他のセクターのやり方から目をそらせば、世

界を変えつつあるトレンドやエンゲージメント・モデルを見逃
すことになります。あなたが大手小売業者または消費者向け

CPG（Consumer Packaged Goods）の大手製造業者であ
れば、中国のWeChatを無視することは命取りになりかねま
せん。WeChatは、それ1つで取引を行い、支払い、購入し、

スクロールし、閲覧し、検索することが可能なアプリです。

プライヤーともつながっておく必要があります。
」 今ではす

用可能なヒントは至る所に存在しています。

べてを自社対応している企業は存在しないことから、あらゆ
るステークホルダー・グループとのつながりを確保しておくこ

とが必要不可欠です。

3:

素晴らしい顧客体験を実現するためには、
適切な企業文化を育てる必要がある

企業が酷い従業員体験しか生み出せていない場合、どうし

て従業員が素晴らしい顧客体験を実現するなどと期待でき

るでしょうか？ 従業員を大切に扱い、待遇が良く、顧客に
対応するための権限を与えてくれる組織で働いているとの確
信を従業員が得られる企業文化を構築することは、顧客を
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たの会社やその業界での顧客体験に対する顧客の期待に影

クオフィス全体を通じて会社を1つにつながらなければなり

ません。さらに、実際に我々を支えてくれるパートナーやサ

Julio Hernandez
Global Lead for Global
Customer Center of
Excellence
KPMGインターナショナル
juliojhernandez@kpmg.
com

競争の状況や、各社の慣行を理解する必要があります。利

5:

カスタマー・セントリック思考とは、

一度の取組みで完了というものではない

本当の意味でカスタマー・セントリック思考とは、さまざま
な取組みや思考を実践すれば済むというような話ではありま

せん。なぜでしょうか？ 市場が変化を遂げているからです。
顧客との関わり方が変化しているからです。従来の競争相手
も、新たな競争相手もまた変化しています。したがって、カ

待ち時間
クレジットカード決
済 会 社 のAdyenに
よ れ ば、 昨 年、 行
列が長すぎるために
買い物を諦めたこと
のある米 国の 消費
者は 86%

スタマー・セントリック思考のプロセスや、それが持つ意味

も絶えず進化を続けているのです。
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Thought Leaderインタビュー
Joey Wat 氏

（CEO, Yum China）

「学びは
依然として
将来の成功を
左右する最も
重要な要素」
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ファーストフードの巨大企業、
Yum ChinaのCEOである
Joey Wat氏が、ますます
要求水準を高まる消費者への
対応方法を語った

若い頃、中華レストランで3年間働いていたそう
ですね。その経験から何を学びましたか？
共感です。私がKFCを買収した時、最初に何をし
たと思いますか？ スタッフ用に手厚い補助金付
きの食事を導入することです。レストランで働い
ていた頃、自分にとってその一食がどれだけ重要
かを知っていました。野菜が非常に安いアジアで
は、金銭的にあまり余裕のない家庭の多くが、毎
日野菜を食べています。しかし実際のところ、若
い人は肉を摂ることが必要であり、中でも白身肉
のフライは若い人の食事に適しています。レストラ
ンで働いている間のそうした食事によって、私は
体が丈夫になりました。制服も重要です。気の利
いたオシャレな制服を支給し、昇進の度に新しい
Tシャツをプレゼントしています。戦略的観点から
言えば、これは些細なことにみえるかもしれませ
ん。でも、
スタッフが自社の戦略を気にするでしょ
うか？ スタッフが気にするのはスケジュールや
制服、給与、そして勤務先が自分をどう扱うかで
す。私が何者であろうと、今もこれから先も、私
の中には常にレストランで働いていたあの少女が
いるのです。

Yum Chinaにとって最大の課題と最大のチャン

スは何ですか？
デジタル化とデリバリーです。マーケティングや
顧客を取り巻く環境全体が、猛スピードで変化し
ています。マーケティングを例に取ってみましょう。
過去にはチャネルこそが王者でした。つまり、TV
広告が王者だったわけです。しかし、現代のデジ
タル化の世界ではコンテンツこそが王者です。チャ
ネルは、デジタルTV、ウェブサイト、ソーシャル
メディア、インフルエンサーなど非常に細分化さ
れているため、コンテンツがなければ、あまり役
には立ちません。コンテンツといっても、何かを
書いたりする必要はありません。人が面白いと感
じるようなひねりの効いた商品があればよいので
す。中国ではデリバリーがライフスタイルとして定
着しつつありますが、問題は人件費です。中国で
は人件費が比較的安価なため、顧客は時間とデ
リバリー料金を天秤にかけることになります。多
くの消費者は、時間こそが貴重であり、デリバリー
料金を払った方が安いと考えます。

中国の消費者の行動はどのように変化していま
すか？
2つの明確なトレンドがあります。1つ目は、新商
品に関して中国の消費者を満足させることは恐ろ
しく困難だということです。米国では、仮に新商
品の発表が1年おきでも顧客を満足させることが
できます。ここ中国では、たとえ4週間おきでも
顧客を満足させることは困難です。中国には非常
に多くの選択肢があることから、顧客はKFCを
訪れる度に何か新しいものを期待します。これは
非常に厳しい要求です。もう1つのトレンドとして、
顧客がより多くの商品を低価格で得ることを期待
しているため、価値提案に非常に注意を払わなけ
ればならないということです。健全な収益は必要
ですが、欲張りすぎるのは危険です。

Yum Chinaには成長の余地がありますか？
もちろんです。長期的には経営するレストランの
数を2万店まで増やしたいと考えています。現在の
レストラン数は8,000店を超え、昨年は691店を
オープンしました。当社は複数の柔軟な店舗モデ
ルやビジネスモデルを備えています。KFCとPizza
Hutには大規模店も、小規模店も、コンビニ形式
の店舗もあり、今後、多くのチャンスが開けると
考えています。
従来型の小売業者が、破壊をもたらす新規参入
企業と競争するにはどうすればよいでしょうか？
デジタル化とデリバリーをうまく活用する必要が
あります。当社は2015年にモバイル決済システム
を導入し、カスタマーリレーションシップ・マネジ
メントの構築に着手しました。現在、
ロイヤルティ
・
アプリの利用会員は1億4,000万人にのぼります。
我々はデジタルチャネルを活用して商品のニュー
スを広め、顧客を引き付けるにはどうすればよい
かを知っています。新規参入企業は食の安全を守
り、美味しい料理を作り、模倣されにくい商品を
開発し、競争力を維持するために人件費を管理す
るとともに、デジタル化とデリバリーの活用方法
を学ぶ必要があります。学びは依然として将来の
成功を左右する最も重要な要素です。最もよく学
び、最も速く学ぶ者が生き残るのです。
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留まることを知らない食品業界
従来型の小売業者が競争していくために
は、デジタル化とデリバリーをうまく活
用する必要がある、とWat 氏は言う

© 2018 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.

| 40 |

© 2018 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.

There’s more
to digital than
plug and play

プラグ・アンド・プレイだけが
デジタル化ではない
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デジタル化

デジタル・ダイニング
2020 年には、米国のレストラン
で提供される食事の 40%がオン
ラインで注文されるようになる、
とMorgan Stanleyは予測する

顧客のニーズに応えることをデジタル化の最終目標に設定すれば、
企業は競争力を強め、分析能力を改善し、利益を増やすことができる

最
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初にある人物がトーキング・コンピューターを使っ
てピザの注文を試みた時、ピザ店は電話を切っ
てしまいました。1974 年のことです。神 経 障 害
のために言葉をうまく話せないミシガン州在住の
Donald Sherman氏 は、AI専 門 家のJohn Eulenberg氏 に
よって設計されたコンピュータを使ってピザを注文しました。
しかし、短気な注文受付係は電話を切ってしまったのです。
2度目の電話で、Sherman氏はMr. Mike� s Pizzaの注文に
成功し、歴史が刻まれました。
デジタル化は長らく待ち望まれてきたものです。コンピュー
タを使ったこの歴史的なやり取りが交わされる10年前、小説
『2001年宇宙の旅』の作者であるArthur C. Clarke氏は、次
のような世界を予言していました。
「どこにいようとすぐに連
絡を取り合える世界。地球上のどこであれ、たとえ相手の居
場所を知らなかったとしても、すぐに友人と連絡を取ること
のできる世界。いつか、エディンバラにいながらにしてニュー
ジーランドの医師による脳の手術を受けられる日が来るかも
しれない。私は本気でそう思っています。
」
この予言のほとんどは現実のものとなりました。テクノロ
ジーは、また違った種類の外科手術を消費財業界に施して
おり、今やエディンバラの買い物客は、スマートフォンを数回
クリックするだけでニュージーランドから商品を購入するこ
とができます。
Centre for Retail Researchによれば、eコマー
スが小売売上高に占める割合は、2017年の英国で17.4%、
ドイツで15.1%、米国で14.8%、フランスで10%となりまし
た。世界最大のeコマース市場である中国では、小売支出に
占めるオンラインの推定シェアは統計によってかなりバラツ
キがあるものの、業界の専門家は、シェアの拡大ペースが速
く、年間25 ～ 30%に達している可能性さえあるとの見方で
一致しています。
しかしながら、インターネットがまだ存在しない頃にビジ
ネスモデルを定義した老舗の製造業者や小売業者は、デジ
タル・ネイティブ企業（オンライン・ブランドか、プラットフォー
ム・ビジネスかを問わず）のように素早く世界の消費財市場
の移り変わりに適応できていません。
KPMGイ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル のGlobal Advisory Head,
Innovation & TechnologyであるDavid J. Evansはこう指
摘します。
「両手を上げて降参しながら、
『おい、そのデジタ
ル化のパッケージを1つ差し出せ』と言う組織はありません。
市場原理こそが、企業に対して破壊を受け入れるよう圧力を
かけると同時に、破壊を受け入れる機会を生み出してもいる
のです。
」 デジタル化の旅に乗り出す企業は、自社の事業

デジタルリーダーとは

トップ・オブ・マインド調査では、

以下に挙げる12の次 元の大半
でデジタル化が成熟または進行

しているとする企業をデジタル
リーダーと定義している。

1. カスタマー・セントリック思考
2. 商品のイノベーション

3. 需要主導型サプライチェーン
4. ビジネスモデルの変革
5. イノベーション文化
6. プロセス管理
7. デジタル戦略

8. 人材と専門知識

9. エンド・ツー・エンドの統合

10. スマート・テクノロジーの
活用

11. 高度なデータ分析

12. デジタル化した実店舗

がデジタル時代に生まれていたらどのようになっていたかを
考える必要があります。そうすることで、自らの業界に存在
するデジタル化による破壊の機会を理解し、外側から見ると
いう視点を出発点とした事業戦略を策定することができるで
しょう。
適切なものの見方

Evansは、テクノロジーと同様に考え方も課題だと言います。

「従来型の小売業者でさえウェブサイトを立ち上げています
が、ほんの形ばかりのものです。多くの組織は、顧客が求
めているシームレスな体験を提供するために、フロントオフィ
スから、ミドルオフィス、さらにバックオフィスまでをつなぐ
ことに今なお苦戦しています。一部の小売企業では、深く根
ざした文化があるために、迅速な適応がより困難なものと
なっています。新規参入企業、そしてプラットフォーム・ビジ
ネス企業に破壊が可能だったのは、そうした足かせがないと
いうことが理由です。
」
老舗企業は、プラットフォーム・ビジネス企業やスタートアッ
プ企業がどのようにデジタルテクノロジーを活用することで、
戦略やプロセス、顧客との対話、そしてビジネスモデルを作
り替えているかという方法から学ぶことができます。組織は、
自らの立ち位置と、どの位置にいたいかということを絶えず
見つめ直すことにより、デジタルテクノロジーの発展に合わ
せて自社を再構築し続けることができます。今日、自社の商
品やサービスをスマートフォンに合わせて最適化を進めてい
る組織も、3年後にはパーソナル・デジタル・アシスタントに
合わせて最適化することになっている可能性があります。
企業はテクノロジーへの投資理由が変わったことを認識す
る必要がある、とEvansは言います。
「企業がテクノロジー
に大規模な投資を行っていた5 ～ 10年前は、組織を効率化
することが主な目的でした。一般的に、そうした投資は必ず
しもカスタマー・ジャーニーを念頭に置いたものではありま
せんでした。人事部がセルフサービス式のタスクを作っても、
その種のことは顧客に何らの影響も与えません。ITサービス
をより高度な、コスト効率の高い方法で管理しても、同じく
顧客には何の影響もないのです。
」
「組織は社内のビジネス機能を支援するテクノロジー・プ
ロジェクトへの支出には慣れていますが、そうしたものでは、
成長であれ、顧客の保持であれ、自らの望む結果を実現す
ることにはつながりません。デジタル化の行程をしっかりと
顧客ニーズへの対応に結び付けることができれば、より良い
結果が得られるでしょう。
」
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デジタル化と成長は相関関係にある

予想増収率

初級者

中級者

リーダー

今年

3.1%
5.6%

2.9%
5.4%

4.3%
5.7%

2020年

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF
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予想増益率

初級者

中級者

リーダー

今年

2.5%
5.1%

3.7%
5.8%

6.0%
7.7%

2020年

トップ・オブ・マインド調査によれば、デジタルリーダーの
予想増収率・増益率は、それ以外の企業を上回っています。
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デジタル化
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全体

デジタルリーダー

分析能力の改善

34%
19%

競争力

31%
26%

商品化までの
所要時間の短縮

31%
22%

パーソナライズ化
された顧客体験

29%
30%

計画立案／
意思決定の改善

29%
23%

顧客エンゲージ
メント

27%
30%

事業の世界展開

25%
16%

リスク管理の
強化

20%
11%

従業員のエン
ゲージメント／
生産性

デジタル化が成熟段階に達している企
業は、データ分析の改良をデジタル化
のメリットと捉える割合が平均的企業
を大きく上回っている

デジタル化が成熟段階に達
している企業は、世界的な
事業拡大とリスクの軽減を
デジタル化のメリットと捉え
る割合が平均的企業を大き
く上回っている

19%
24%

サプライチェーン
の最適化

19%
21%

より需要主導型の
サプライチェーン

15%
16%

新たな
流通モデル

10%
16%

新たな
ビジネスモデル

7%
16%

コスト削減と
効率化

3%
31%

デジタル化が成熟段階に達している企
業は、コスト削減（平均 的企 業では
3 分の1が最も期待しているメリットに
挙げた）を期待する割合が平均的企業
を大きく下回っている
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出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

企業がデジタル化に求める主なメリット

自分でデザイン
アジアのeコマース・グループで
あるLazadaは、自分だけのゲー
ミング PCを設計できるオンライ
ン・サービスを提供している

間違った優先順位
トップ・オブ・マインド調査2018を見ると、31%の企業がコ
スト削減と効率性をデジタル化の主なメリットの1つに挙げ
ており、多くの企業は昔ながらの考えを変えていないことが
分かります。対照的に、効率性を主なメリットと考えるデジ
タルリーダー（42ページのパネルを参照）はわずか3%でした。
デジタル化の先駆者が挙げたメリットの上位3項目は、分析
能力の改善（34%）
、競争力（31%）
、および商品化までの
所要時間の短縮（31%）でした。このことは、デジタル化に
乗り出した製造業者や小売業者が優先順位を誤り、予期し
ていた投資利益を実現できない可能性があることを示してい
ます。
とはいえ、たとえ従来型の小売業者やブランドであっても、
デジタル化を実現することは可能です。1972年に英国のカ
タログ販売小売業者として設立されたArgosは、2014年に
テクノロジー・ハブを開設し、その1年後にはmコマースによっ
て135億米ドルの収益をあげるようになりました。英国のオ
ンライン食料雑貨店であるOcadoと同様、Argosは独自の
テクノロジーを開発し、全国どこでも即日配達するサービス
や、オンラインで購入した商品の店頭受取サービスを実現
しました。オンラインでの売上は全体の60%を占めるもの
の、そうした注文商品の4分の3が店頭受取となっています。
2016年にSainsbury� sによって買収されたArgosには300名
のテクノロジー専門家が勤務しており、2018年末までにさら
に150名採用する予定です。
設立年がArgosよりも8年古いNikeは、世界最大の直販
ブランドの1つとなるべく、数百万ドルの投資を行っていま
す。小売店にもまだ居場所はあります。ニューヨークにでき
た5,100平方メートルに及ぶ新しい大型店舗は、買い物だけ
でなく、遊びの場としても同様に喜ばれるよう設計されてい
ます。しかし、同社は「規模を拡大しながら一段とパーソナ
ライズ化する」というミッションに基づき、消費者データ分
析会社のZodiacを買収し、中国と日本向けのアプリを発表
し、リードタイムを60日から10日に短縮するために物流ネッ

トワークの見直しを行いました。この象徴的なスポーツ・ブ
ランドがデジタル化において最初に焦点を当てたのは、世界
に広がる熱狂的ファンのコミュニティでした。オンラインで
の売上高は20億米ドルを超え、ロイヤルティ・プログラム、
Nike+は勢いを増しつつあります。Nike+メンバーの支出額
は、すでにNike.comでの買い物客全体の3倍近くに達して
います。
これらは例外的な事例ではありません。トップ・オブ・マ
インド調査では、デジタルリーダーの昨年度における収益、
生産性および市場シェアの伸び率が、同業他社を上回って
いることが明らかになっています。
他のすべてのチェンジ・マネジメントに係るプロジェクト
と同様、デジタル化を行う企業は意に染まないことをしな
ければなりません。それは、失敗を受け入れることです。テ
クノロジー部門を立ち上げた巨大ベーカリー企業、Grupo
BimboのHead of EcommerceであるOmar Haque氏は言
います。
「失敗には良いものと悪いものがあります。悪い失
敗は不適切なマネジメントから起こります。良い失敗とは、
うまくいかなかったことから何らかの教訓を得られた場合の
ことです。
」
デジタル化とは、米国の経営論の大家であるElizabeth
「その最中には何もか
Moss Kanter氏の名言を借りれば、
もが間違って見える」ビジネスの1つの側面です。回答者の
46%が挙げたデジタル化の最大の難点は、投資利益（ROI）
が不透明なことであり、これに僅差で続くのが、予算上の制
約（45%）
、レガシー・システム（43%）
、そして困難な市場
環境（40%）でした。
回答者の挙げたこれらの障害が総じて示しているのは、多
くの企業のマネージャーが物事を外側から見て戦略を立てる
ことに苦戦しており、組織的課題に囚われるあまり、今なお
チャンスを掴むどころか見出すこともできていないということ
です。
データアナリティクスの導入には困難が伴います。ベテラ
ンのマネージャーは、テクノロジーを脅威とみなす可能性が
あります。しかし同様に、デジタル化の伝道師は、人間の
判断力にも今なお果たすべき役割があることを認識しなけ
ればなりません。KPMGオランダのData & Analytics担当
「マネー
PartnerであるRuben de Wolfはこう指摘します。
ジャーは自社の事業を熟知しています。我々にとっての課題
は、ビッグデータやAIを活用する際に、こうしたマネージャー
の知識を活かしながら、事業の改善に役立つ具体的な仮説
を編み出すことです。我々は時として、物事の仕組みに関す

世代別に見た、米国のインター
ネット・ユーザーが最も多くデ
ジタル広告を認識／反応する
デバイス
ミレニアル世代

X世代

ベビーブーム世代

デスクトップ／ラップトップ
52%
59%

51%
タブレット
39%

19%

47%
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携帯電話
33%
46%

17%
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出典：eMarketer（2017年）
、および ValassisとNPD Group, Inc.が共同で実施した
「Motivating the Dynamic Shopper」
（2017年5月10日）からのデータ

良い知らせもある、とEvansは言います。
「インフラ・テク
ノロジーに多額の、根気のいる、重点的な投資を行う必要
はありません。既存システムに接続可能なAPIを備えた、ク
ラウド・ベースの最良のツールを用いれば、物事をもっとス
ピードアップすることができます。そうしたアプローチを取
れば、スピードと敏捷性を高め、早いうちに失敗しておくこと
（フェイルファスト）が可能になります。
」

デジタル化

デジタル化の障害

1

ROIの不透明さ

46%

2

予算上の制約

45%

3

レガシー・システム

43%
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4
40%

5
36%

6
出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

困難な市場環境

スキルを持つ
人材の不足

業務の破壊

35%

7

ITと事業の不一致

31%

8
31%

インセンティブの
不一致

好意的レビュー
世界 の 消 費 者 の10人中7人 は、
商品の購入前にオンラインのレ
ビューを確 認してい る（Ipsos
Retail Performance調べ）

る新たなインサイトを提供することがあります。ほとんどの
場合、マネージャーが何かについて直感的な考えを抱いても、
誰も信じていませんでした。しかし今やそのマネージャーの
直感を証明するデータがあります。
」
5億1,500万人 が 利 用するプラットフォームを運営する
Alibabaは、買い物客一人ひとりに関する多くのデータを持って
おり、買い物客が買いたいと思うであろう商品やサービスを
予測し、パーソナライズ化することができます。例えば、動
画プラットフォームで韓国ドラマを視聴している消費者には、
韓国の化粧品を購入するよう促すことが可能です。同社は
L� Oréal、Mars、Mattel、Procter & Gambleといったパー
トナー・ブランドとインサイトを共有し、商品やマーケティング
戦略を中国の消費者に合わせて調整するよう支援すること
で、データの山の中からより多くの価値を引き出しています。
Harvard Business Schoolの経営学教授であるShoshana
「もはや通販カタログの送付や
Zuboff氏はこう指摘します。
オンライン広告のターゲティングの勝負ではありません。
リアルタイムの日常生活へのアクセスを販売できるかどうか
が勝負なのです。
」 こうした市場では、消費者の将来の行動
を予測できる企業が強い競争力を持つことになります。

る悲喜劇は、そのことを証明しています。Eft Supply Chain
& Logistics IntelligenceのHead of Retailで あ るPriyanka
Asera氏は、最近開かれた業界のイベントで、自らの注文し
たクリーム色のソファが届くまでに22週間を要したうえ、ア

パートのロビーに放置されていた顛末について詳しく語りま
した。Asera氏が苦情を伝えた時の反応はこうでした。
「当
社のメモには、お客様のアパートにはエレベーターがないた
め、ソファをロビーに運び入れたと書いてあります。
」 残念
ながら、エレベーターは確かにあったばかりか、ソファはま
さにそのエレベーターの目の前に放置されていたのです。そ
してAsera氏への配達通知もありませんでした。
「その会社
の評価基準では、それは配達ミスではなかったのです」と
Asera氏は述べました。このような評価基準はカスタマー・
セントリック思考の対極に位置するものです。
しかし製造業者は、データアナリティクスの力を借りるこ
とで、顧客により近づくことができます。UnileverのChief
「当社
Marketing OfficerであるKeith Weed氏は言います。
はすでに、消費者が暑い日（我々は現地の天気を知っていま
す）に公園（我々はその位置を知っています）に足を踏み入れ
た瞬間、Magnum（アイスクリーム）が買える最寄りの場所
を消費者に知らせ、ディスカウント・コードを送信すること
データを巡る提携
が可能です。
」
多くのブランドにとって、最終目標は顧客を所有すること
Alibaba、JD.com、Tencent Holdingsといった企業の保有
であり、トップ・オブ・マインド調査に回答した製造業者の
するデータに量・質ともに匹敵するデータを、他の製造業者
または小売業者が入手することは容易ではありません。だか
46%が今後2年間で消費者への商品の直接販売を拡大する
らこそ、これら企業と提携する製造業者や小売業者は増加
と答えたのはそのためです。
傾向にあります。データのレンタルを選択するところもあり
UnileverがDollar Shave Clubを買収したのも、それが理
ます。世界の大手広告・マーケティング代理店の多くは、消
由の1つでした。事業そのものが魅力的だっただけでなく、
費者の行動や特性、好みに関する情報の詰まった大きな宝
同社が持つ手腕を組織の他の部門に注入できると考えたか
の山を自ら構築するか、あるいは取得しています。
らです。
過去10年間に多くの直販ブランドが設立されたとはいえ、
American Express、楽天、Tescoをはじめとする一部の
小売業者やブランドは、独自のデータ事業を立ち上げていま
この革命はまだ始まったばかりです。マーケティング・グ
す。8,000店以上を運営する中国最大のレストラン・チェー
ループのIDCの最近の調査によれば、消費者に接する企業
ンであるYum Chinaは、デジタル化とデリバリーを戦略的
の38%は、消費者への直接販売を全く行っていませんでし
優先課題としています。最近、新たに「Super app」を立ち
た。しかし、それも変わる、しかも急速に変わるだろう、と
上げた結果、KFC Chinaのロイヤルティ・プログラム
「これは、従来型の小売業者
Evansは言います。
には1億1,000万人、Pizza Hut Chinaのロイヤルティ・
が直面する破壊の次の波です。プラットフォーム・
ビジネスがその扉を開き、製造業者は独自のプ
プログラムには3,500万人の消費者が登録しました。 購買習慣
KFC Chinaは、登録会員による売上、モバイル決済 2017年末現在、ソー ラットフォームを作成して消費者と直に交流する
シャルメディアで買い
か、あるいはサードパーティーのプラットフォーム
の利用、および宅配件数を大幅に伸ばしています。
物 をしたことがない
より基本的な部分では、企業は消費者体験を評価 米国の消費者は34% を通じて消費者と交流するかによって、その波を
」
基準にする必要があります。あるソファの購入を巡 だ っ た（eMarketer 利用しています。
調べ）
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5つの主要インサイト

KPMGインターナショナルのGlobal Advisory Head, Innovation & Technologyである
David J. Evansが、企業はデジタル化をいかに推進すべきかを解説する

「サイバー戦のすべてに勝つことはできない」
1:

顧客をすべての活動の中心に
据える

多くの組織は、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオ
フィスを適切につなげたシームレスな顧客体験をいまだに提
供できずにいます。サプライチェーン、決済、フルフィルメン
トに関してはなおさらです。従業員一人ひとりが顧客のこと
を考えなければなりません。そうすれば、顧客にとっての問
題点を理解し、価値を生み出す機会を発見できるため、変
革に着手する際の優先順位を決定しやすくなります。

2:

エコシステム内の連携によって
イノベーションを加速する

組織内でのR&Dは根本的に変化しました。M&A機能が新
たなR&D機能となったのです。新たなR&Dでは、買収また
はパートナーシップの締結という形でスタートアップ企業を受
け入れる場合があります。組織はエコシステムを活用して他
社と連携しており、R&D、知的財産権または商品に対する
特許権を所有することの価値に背を向けつつあります。なぜ
なら、今日の環境において、知的財産権などを開発、維持
および保護することにかかるコストとスピードは組織を衰退
させるからです。エコシステム内で協力し合い、迅速かつス
ピーディに新製品を発売し、サービスまたはデリバリーの仕
組みを最適化する方が、それらを独力で構築するよりも良い
と言えるでしょう。

3:

破壊の次の波は製造業者による
直接販売

小売業者はこれまで、サプライヤーやサプライチェーンに関
してかなりの強みを持ってきました。しかし今や、製造業者
は独自のプラットフォームを通じて消費者に商品を直接販売
できるようになりました。大手の製造業者やブランドオー
ナーには独自のプラットフォームに投資する余裕があり、顧
客はそれを製造業者とやり取りするための有効な媒体と認識
しています。しかし製造業者は、たとえ独自プラットフォー
ムに投 資していたとしても、サードパーティーのプラット
フォームを併用しています。小売業者は、顧客を所有し、顧

客と交流する力が失われていく事態に直面することになるで
しょう。

4:

プラットフォーム・モデルを利用すれば、
新ブランドの参入が容易に

製造業者には、プラットフォームと協力し、質の高い商品を
製造して市場で販売するチャンスがあります。プラットフォー
ムとは、本質的に市場のエンジンだからです。特にアパレル
業界においては、大手のプラットフォーム・ビジネス企業が、
他では手に入らないデザインの製造をメーカーに求めること
があります。商品はサードパーティーのサプライチェーンを経
由したり、特定のブランドを付与されたりすることなく、プ
ラットフォーム上で直接販売されます。プラットフォームがあ
れば、在庫を置くよう店舗を説得する必要がありません。そ
のため、企業はノンブランドまたは無名ブランドとして、迅
速に市場に参入することが可能になります。

5:

David J. Evans
Global Advisory Head,
Innovation & Technology
KPMGインターナショナル
djevans@kpmg.ca
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企業はサイバーセキュリティの脅威から
自らを守ることに注力しなければならない

問題は組織がハッキングされるか否かではなく、いつハッキ
ングされるか、被害はどれくらい深刻かという点です。企業
はデータ、IP、その他の財産を守るため、テクノロジーへの
投資を続けなければなりません。多くの場合、企業はすべて
の攻撃を防ごうとしますが、それは勝ち目のない戦いです。
重要なのは影響を最小限に食い止め、セキュリティ上の弱点
を認識し、適切なコミュニケーション・プランを策定するこ
とです。企業は「一連のコスト」を分析する必要があります。
犯罪者が何らかの行動を起こすために要するコストと、攻撃
によって彼らが得られる利益とを2本の軸に分けて分析する
のです。2本の軸を設定した後、その中央に45度の角度で両
者間を二分する線を引くと、
「敢えて実行する価値がない」と
判断する基準が見えてきます。
「攻撃者にとってのローコスト・
ハイリターン」に分類できる攻撃が見つかった場合は、どの
攻撃が最も発生の確率が高いかを見極め、それを防ぐため
のセキュリティ・プロトコル、実行原則およびプロシージャ
を設計することができます。

犯罪のコスト
2017年 に 米 国 企
業が情報漏洩に
よって被った平均
コストは735万米
ド ル（Ponemon
Institute調べ）
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Your business
probably isn’t
as smart as it
needs to be

事業に必要とされるスマートさが
不足している可能性も
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スマート・テクノロジー

ロボット店

成功している企業は、事業を拡大し、付加価値を生み出し、消費者を引き付け、業績を改善し、
そしてプラットフォーム・ビジネスと競争すべく、スマート・テクノロジーに投資している
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新興テクノロジーの導入
デジタル後進企業の今

デジタル後進企業の2020 年
デジタルリーダーの今

デジタルリーダーの2020 年

ロボティック・プロセス・
オートメーション（RPA ）

33%
87%

スマート・ビーコン

20%
73%

拡張現実（ AR）および
仮想現実（ VR）

20%
69%

人工知能（ AI）

20%
56%

IoTおよびウェアラブル機器

45%
90%

して、これらの組織は厄介なレガシー・システムを廃し、ク
ラウド・ベースのオープン・プラットフォームを採用しつつあ
ります。その狙いは、イノベーションを加速し、高度なデジ
タル・ソリューションを支援し、さらに（業務の合理化、商
品化までの所要時間の短縮、顧客にはるかに高い水準のサー
ビス提供といった手段を通じて）事業のためにより多くの価
値を引き出すことです。
しかしこの事実でさえ、企業が直面している変革の規模
を十分に捉えているとは言えません。KPMG Lighthouse –

Center of Excellence for Intelligent Automation and Data
& AnalyticsのGlobal HeadであるDr. Thomas Erwinは
こう指摘します。
「2020年には、AIテクノロジーはシングル

タスクよりも複雑なプロセスを管理するようになっているで
しょう。おそらくほんの10年ほど後には、AIが実際に多くの
プロセスを処理し、実質的に会社のエンジンとなり、業務上
の意思決定を行うようになるでしょう。
」
そこに至るまでには、実験や文化の変容、そして失敗をい
とわないことが必要です。新しいテクノロジーの導入は概ね
おなじみのパターンをたどると言えます。イノベーションがも
たらすスリルは失望と疑念に変わり、テクノロジーが成熟し
て初めて期待が現実によって緩和され、最終的に市場に受
け入れられるようになるのです。
今なお「新興」と呼ばれているテクノロジーを見れば、こ
のプロセスがいかに予測不能であるかが分かります。製造業
者や小売業者は現在、ARを利用して消費者体験をより良い
ものへと変えようとしています。今年前半、Adidasはこのテ
クノロジーを利用し、Deeruptスニーカーをバーチャルで体
験できるサービスを立ち上げました。Louis Rosenberg氏が
米空軍の研究所で最初のシステムを作って以来25年以上を
経てのことです。声操作のチャットボットというアイデアでさ
え、ElizaとParryという2つのAIプログラムが、ある研究者の
言うところの「人の会話の奇妙な真似」を行った1966年にま
で遡ることができます。

人的要因
テクノロジーをうまく適用するうえでの大きな変数の1つは、
従業員、マネージャー、消費者としての我々がそれにどう反
応するかです。Oracleが最近行った、自動化に対する消費
者の態度についての調査は、その課題のいくつかを浮き彫り
にしました。購入した商品をドローンによってほぼリアルタイ
ムで玄関まで届けるというアイデアには67%の回答者が肯定
的な姿勢を示したのに対し、57%の回答者は、自らのソー
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出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

未

来学者のRay Kurzweil氏は、人類はリターンが加
速する時代を迎えつつあると指摘します。我々は
情報技術が直線的にではなく、飛躍的に進化する
地点に達した、とKurzweil氏は言います。
「30の
直線的な段階を踏めば、30に達しますが、飛躍的な成長を
経た場合、1、2、4、8と進み、30の段階を経る頃には10
億に達することになるのです」と、Kurzweil氏はFinancial
Timesに語りました。
人工知能（AI）やロボティクス、拡張現実（AR）
、仮想現
実（VR）といったテクノロジーは比較的未熟であるとはいえ、
すでに世界の消費財業界に飛躍的な変化をもたらしていま
す。
フィリピンの稲作農家は今や、チャットボットで相談すれ
ば、時期、土地、天候に関する情報の分析に基づいて、ど
の肥料を使うと収穫高が最も改善するかを教えてもらうこと
ができます。Pradaは2018年秋冬物のレディース・ファッショ
ンショーでミステリアスなサイバー・モデルのLil Miquelaと
コラボレートし、現実の世界でも、デジタルの世界でも、ミ
ラノの話題をさらいました。このイベントのために特別に作
られた#PradaFW18という広告板やポスターでミラノの街を
覆い、#PradaGifsでソーシャル・プラットフォームを賑わせ
たのです。カリフォルニア州では、Flippyというその名が示す
とおりハンバーガーのパテをひっくり返す（flip）ロボットがま
もなくCaliBurgerチェーンの50店舗に登場する予定となって
います。中国では、昨年の独身の日にAlibabaが250億米ド
ルもの記録的な売上を達成しましたが、その商取引の90%
がスマートフォン経由でなされたものでした。
こうした事例は、消費者に接する先進的な企業における技
術革新のスピードを物語っていますが、Kurzweil氏が予言す
る飛躍的な変化のほんの一端に過ぎません。トップ・オブ・
マインド調査2018の結果からは、一部の企業がはるかに野
心的であることが分かります。例えば、業界全体のテクノロ
ジーへの投資額は収益の5%にも満たないのに対し、プラッ
トフォーム・ビジネス企業はすでに収益の13%をテクノロジー
に投資しています。また、AI、AR、VR、予測分析、オープ
ンソース・プラットフォーム、ウェアラブル機器、チャットボッ
トに投資する傾向も強いようです。
成功している企業はスマート・テクノロジーを利用してより
大きなビジョンを実現しようとしており、その分野におけるイ
ノベーションを推進する可能性さえあります。そうした企業
は、適切なテクノロジーを採用することで、成長を加速し、
収益を拡大しようとしているのです。そのプロセスの一環と

Bekryl Market Analystsによ
れば、2018 年には世界の小売業
者によるロボットへの支出額は
200 億米ドルを上回る見通し

高度なデータ分析の
最も一般的な活用方法
全企業の今

全企業の2020 年
高成長企業の今

高成長企業の2020 年

顧客のセグメント化

77%
86%

流通／フルフィルメント

73%
89%

商品需要の予測

77%
88%
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体験のパーソナライズ化

73%
84%

サービスのパーソナライズ化

74%
90%

は600 億米ドル
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出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

豊富なプロフェッショナルなのだから、こんなものには頼ら
シャルメディアのプロフィールに基づいてロボットが衣料品を
ず、自分のいつもどおりのやり方で意思決定を行うまでだ』
提案することをプライバシーの侵害とみなしていました。
と言うのであれば、投資による利益は得られません。
」
消費者の態度は国によって大きく異なります。HRC Retail
信頼はとても重要であるため、企業は最初は小さなこと
Advisoryが2018年に行った調査では、米国の買い物客の
からでもよいので、迅速に行動するとよいでしょう。KPMG
62%は、オンラインで購入した商品を実店舗で受け取れる
ことを最も重要な技術革新と答えました。企業がこれほど
オランダのData & Analytics担当PartnerであるRuben de
「取締役の所に押しかけ、AIを使っ
Wolfはこう指摘します。
ARに関心を寄せているにもかかわらず、このテクノロジーを
重要と答えた消費者は6人に1人という程度でした。対照的
たビッグデータ・プロジェクトのために数百万ドルを出してほ
しいと言ったところで、資金は得られないでしょう。しかし、
に、Wordpayが2017年に行った調査では、中国の消費者
イノベーションの管理手法をもっと身に付け、より小さな仕
の84%がARまたはVRを小売の未来とみなしていました。
事の企画書を作成し、成果を示し、それを元にプロジェクト
物事を複雑にしている要因の1つは、消費者に接する企業
への支出を要請すれば、成功率は高まるでしょう。小さなこ
が構築しなければならないイノベーションの技術基盤が、市
とから始め、その価値を証明する必要があります。
」
場間で、そして時には同じ市場内においてさえ一貫していな
このアプローチはより実り多いものとなるだろう、とDe
いということです。世界の携帯電話台数（Strategy Analysts
によれば、77億台）は人口（World Population Clockによ
Wolfは言います。なぜなら「AIは店で買えるものではなく、
れば、76億人）をやや上回っていますが、それと同時に、国
サプライヤーやデータ・サイエンティスト、それに社内の従
業員とともに構築していく能力だからです。企業はエコシス
連によれば、インターネットにアクセスできない人の数は少
テムの一部となり、そこに仮説やアイデアを持ち込み、ニッ
なくとも40 億人にのぼるとされています。西側先進諸国間
にさえ歴然とした差が存在し、eMarketerの推定によれば、 チプレイヤー、大手コンサルタント、またはその中間的存在
の企業といったパートナーと協力して、自社のAIやデータア
英国のmコマースの売上高はドイツの2倍、フランスの3倍以
上に相当します。
ナリティクスを構築する必要があります。
」
世界的に事業を展開している製造業者や小売業者がス
マート・テクノロジーをうまく適用できている理由の1つは、 スマート・ビジネス
消費者に接する企業は、すでに特定の分野においてスマート・
柔軟性です。米国のある大手小売業者は、買い物客が携帯
テクノロジーの実験を行っています。英国のオンライン食料
電話で商品をスキャンして買い物かごに入れ、精算するサー
雑貨店であるOcadoは、自社のサプライチェーンでロボティ
ビスの規模を縮小しつつあります。顧客があまりにも多くの
商品をスキャンすることに不便を感じていることが、調査に
クスとAIに多額の投資を行い、フランス、スウェーデン、カ
よって明らかとなったためです。こうした方針の変更は、世
ナダ、米国の食料雑貨店との間で、その独自技術を共有す
界各地の小売業者が店舗の自動化を進めることを妨げるも
る独占的パートナーシップを結びました。
ドイツの通信販売およびeコマース大手のOttoは、それと
のとはならず、むしろすべての企業がカスタマー・セントリッ
ク思考をスマート・テクノロジーに対するアプローチの中心
は異なる戦略を追求しています。AIスタートアップ企業であ
に据えなければならないことを思い出させる有益な教訓であ
るBlue Yonderの株式を取得し、AIを活用して30億品目と、
ると言えます。
さらに200の変数（天候やウェブサイト検索など）を分析し、
組織内においても、人的要因は考慮しなければなりませ
顧客が30日以内に購入しそうな商品を予測しているのです。
ん。最初の問題は、マネージャーがAIやデータア
このシステムにより、返品コストの削減や、配
ナリティクスの提示する内容を信頼するかどうか
送までの所要時間の短縮（一部商品をサプライ
だとErwinは指摘します。
ヤーから顧客に直接配送）
、サプライヤーに対
「これは企業内のチェン
販売機
する月に約20万品目の注文の自動化が可能とな
ジ・マネジメントに関わる大きな問題です。デー
日 本 に は 23人 に1台
タからあまり多くの価値を引き出せずにいる組織
りました。また、Blue Yonderは英国のスーパー
の割合で自動販売機
において、すでにその問題が起きています。人間
マーケットである
Morrisonsとも提携し、その
が 存在する。消費者
が 2017 年 に 自 動 販
がデータの導き出したインサイトを確認したうえで
491店舗における1,300万品目以上の仕入れ判
売機で支出した金額
『これが正しいはずがない。私はこの分野の経験
断を自動化し、在庫切れを30%削減しました。
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パンくずの出ない宇宙のパン

パンを焼く、
それも私たちが知っている
のとは違った方法で

国 際 宇 宙ステーションでは パン
が禁止されています。パンくずが

浮遊し、デリケートな機器を損傷
させるおそれがあるためです。宇

宙飛行士にフリーズドライのトル

ティーヤに代わる食べ物を提供す

るため、あるドイツ企業が特別な
生地を使い、省エネオーブンで焼

き立てが食べられる、パンくずの
出ないパンを開発しました。これ
は世界各地の研究 所が食品を新

たに生まれ変わらせているほんの
一例に過ぎません。
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高解像度アート作品

アートとテクノロジーが
出会う場所

オランダの見事なMarkthalは、
ロッテルダムのシスティーナ礼
拝堂と呼ばれています。マーケッ

トホールの天井、住居スペース
および小売スペースを覆う3Dデ

ジタル 壁画は、Pixarと共同で
開発されました。
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車の自動販売機

未来は猫の形をしている

中国の広州にあるこの車の自動

販 売 機は、究 極の試 運 転 体 験
を提供します。AlibabaとFord

の合弁事業である、猫をテーマに
した無人の「キオスク」は、信用
格付けの高い顧客を対象として

試運転 用に車を3日間貸し出す

サービスを提供しています。手続
きはわずか10分で、そのまま購入

することもできます。

| 54 |

© 2018 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.

都市部のデリバリーサービス

移動する食べ物

世界各地の都市で、6 輪のロボッ

トが顧客の注文した料理を配達
している姿がもうすぐ見られる
ようになるかもしれません。ロ

ンドンに 本 社 のあるStarship

Technologiesは現在、英国内
でJust Eatアプリを利用した食

料雑貨およびテイクアウトのデリ

バリーサービスに関するテスト
を行っています。レーダーと9台

のカメラ、超音波センサーを搭載
し、車や歩行者などの障害物を

避けたり、検 知したりすること

が可能です。

| 55 |

© 2018 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.

スマート・テクノロジー

収益に対する
テクノロジー支出額の割合
昨年度

2020 年（予想）

プラットフォーム

デジタルリーダー

13.1%
17.8%

7.9%
10%

サプライチェーンのリーダー
7.4%
9.5%

| 56 |

カスタマー・セントリック思考
のリーダー
8%
10.1%

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

全体

4.8%
7%

カスタマー・セントリック思考に基づいたAIへの投資によっ
て、すでに実店舗の定義が書き換えられつつあります。現時
点ではまだ、どれだけ多くの消費者が人間との対話よりも自
動化を好むかは分かりませんが、多くの小売業者がスマート
フォンまたは顔認識アプリによる代金の支払いが可能なレジ
不在の無人店舗の実験を行っています。
こうした未来的なプロトタイプのうちで最も壮大なものの
1つが、スウェーデンのスタートアップ企業であるWheelysが
上海のMoby Martのために開発したものです。顧客はアプ
リを使って入店し、スマートバスケットに購入商品を入れる
と、店を出る際にカードから代金が引き落とされます。各店
舗は車輪付きの構造となっており、ゆくゆくは自ら倉庫に行っ
て商品を補充し、顧客が注文した商品を顧客に届けたり、
あるいは別の地区に移動して商品を販売したりできるように
する計画です。
ブランドもこの動きに加わろうとしています。 Diageo 、
L� Oréal、Sephora、および 高級品市場のFarfetchはいず
れも、消費者の関心を引き付けるため、それぞれの方法で
AIを活用しています。Tommy HilfigerはAIを活用し、通常
18ヵ月かかる生産工程をわずか 6ヵ月に短縮する「今見て
今買う」モデルを導入しました。さらにこの米国アパレル・ブラ
ンドは、AIの生み出した模様、色、スタイルを取り入れた
洋服をデザインできる制作プロセスを学生に開放しました。
プラットフォームが抱える課題
トップ・オブ・マインド調査によれば、スマート・テクノロジー
に関してはリーダーが少なく、取組みの遅れている企業が多
いということが明確に示されています。世間を賑わせた最近
のハッキングやデータ漏洩事件を踏まえれば、最も驚くべき
結果として挙げられるのは、サイバーセキュリティ・システム
に投資していると答えた企業がわずか36%であったことで
す。この割合も、
2020年には61%まで上昇するとみられます。
先駆的なイノベーションが生まれつつあるにもかかわらず、
トップ・オブ・マインド調査では、AIを活用している企業は
わずか6%、今後2年以内に活用する計画の企業は19%であ
ることが分かりました。既存企業にとっての懸念は、自社の
取組みとプラットフォーム・ビジネス企業による取組みの差
がすでに大きく開いており、今後さらに拡大する可能性が高
いことです。2020年までにはAIを活用すると答えたプラット
フォーム・ビジネス企業が72%だったのに対し、小売業者で
は27%、製造業者ではわずか15%でした。
AIに関して、プラットフォーム企業には3つの理由で強み

特急ピザ

Donatos Pizza and Groteのパート
ナーであるシリコンバレーのスタート
アップ企業、BeeHexは、ピザを3Dプ
リントできるロボットを開発した

があるとErwinは言います。
「第一に、プラットフォーム・ビ
ジネスはデータの上に構築されています。レガシー・システ
ムに妨げられることなく、ゼロからスタートし、何をするにも
まずデータが必要であることを認識しています。第二に、プ
ラットフォーム・ビジネス企業は非常に厳密で高度に標準化
されたプロセスを策定していることから、他社と比べて、プ
ロセス全体を通じたインテリジェント・オートメーションがは
るかに容易です。第三に、
その経済力です。プラットフォーム・
ビジネス企業は、AIに投資できるだけの事業規模と、エコ
システム内の他社に自社のビジョンに合わせることを強要で
きるだけの市場支配力を持っています。プラットフォーム・ビ
ジネス企業は、他社が自社や自社プラットフォームとどう関
わるかを定義することができます。他の企業がプラットフォー
ムに加わりたいと考えれば（その市場に占める地位を踏まえ
ると、ほとんどの企業が加わりたいと考えるでしょうが）
、プ
ラットフォーム・ビジネス企業にプラットフォームとそれを取
り巻くエコシステムの定義を委ねる必要があり、さらにプラッ
トフォーム・ビジネス企業がそのデータやプロセスを適切に
扱ってきたと考えれば、こうしたことがプラットフォーム・ビ
ジネス企業に計り知れない強みをもたらすことになります。
」
では、製造業者や小売業者はどう対応すべきでしょうか？
Erwinによれば、製造業者や小売業者の多くは実験を行
い、可能なことを実行するための技術を探り、新商品の発売
には1年を要するという前提に基づいたモデルを捨てなけれ
ばならないとすでに認識しています。Erwinはこう指摘しま
す。
「速やかに追随する企業は、こうした自らの獲得したテク
ノロジーの力を事業のさまざまな側面にうまく適用している
ほか、実行のための明確なロードマップを持っています。
」
製造業者や小売業者が持っていないものは時間です。AI
によって改良されたデータ分析の飛躍的な成長を牽引してい
るのは、Alibaba、Facebook、Google、Tencentといった
巨大テクノロジー企業です。消費者に接する従来型の企業
にとっては、テクノロジーを活用して、
自社事業を危険に晒すことなく、飛躍
的にスマートさを高めることが課題で
声に応える
調 査 会 社の Comscore
す。このタスクは飛行中の航空機のエ
の最近の調査によれば、
ンジンを交換することと比較されてき
2020 年には全オンライ
ました。それと比べれば、幾分簡単
ン 検 索 のうち半 数 が 音
に思えるかもしれませんが、容易な課
声検索となる見込み
題だとは言えません。
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5つの主要インサイト

人工知能（AI）は将来の成功に向けて極めて重要な要素であるが、どこかから買ってくるような
ものではなく、自ら構築するものである、とDr. Thomas Erwinは指摘する

「エンド・ツー・エンドの自動化は近い」
1:

適切なデータを収集し、そこから価値を引き出す
ために適切なテクノロジーを適用する

小売業者や製造業者がAIを利用する際、データをインサイ
トに変えるために、顧客について知らなければならないこと
を正確に特定する必要があります。例えば、複数のチャネル
を持つ企業であれば、特定のチャネルにおいて顧客と接触
したすべての場所の履歴を構築するために、顧客に対する視
野を1つにまとめたいと考えるかもしれません。そうすること
により、その時点で顧客に提供するのに最も適した商品や
サービスを見極めることができるからです。データに基づく
インサイトを意思決定者の手に渡すか、インサイトを利用し
て何らかのアクションを起こすことをシステムに織り込まない
限り、インサイトに価値はありません。成功する企業はこう
したテクノロジーの力を理解し、実行のための明確なロード
マップを持ってテクノロジーを適用するようになるでしょう。

2:

「すぐに使える」AIソリューションは存在しない。
段階的に構築すること

KPMGでは、AIを買うのではなく、構築するようクライアン

トに伝えています。アルゴリズムとアナリティクスを自ら構築
すれば、状況に合わせた適応能力を備えたものとなり、今
の時点で優れたインサイトを提供することに加え、将来的に
は学習を経ることでより優れたインサイトを提供できるよう
になるからです。意思決定を下すことのできるシステムにデー
タを入力すれば、人間に似た認識能力を実現することがで
き、ますます複雑さを増す企業独自のタスクを自動化するこ
とができます。企業はこれらのプロセスをつなぐことで、エ
ンド・ツー・エンドの自動化が可能となります。一連のプロ
セスを徐々に自動化していけば、最終的には、業務を運営
するダイナミックなシステムとしてそれらのプロセスを管理す
る、別のAI能力を育てることができます。

3:

マネージャーが機械を信頼しない限り、
AI投資が価値を生み出すことはない

AIは成長の牽引役となり得るものの、そのためには人間の
支援が必要です。人は必ずしも機械／マシンを信頼するこ

とにためらいがないわけではありません。このような声も聞
かれます。
「私は経験豊富なプロフェッショナルなのだから、
こんなものには頼らず、自分のいつもどおりのやり方で意思
決定を行うまでだ。機械／マシンが生み出したインサイトだ
なんて馬鹿げている。
」 このような場合、企業はAIへの投
資から価値を創造することはできません。

4:

消費者の考え方がデータのプライバシーの未来に
影響を及ぼす

顧客に関しては、信頼が非常に重要です。ユーザーの個人
情報を乱用したとして、Facebookが2018年 4月に大々的な
非難を浴びたことはその一例です。データの利用とプライバ
シーを巡る課題は今後増加していくとみられますが、顧客は
いずれかの時点で、大勢の人が薦める「無料」サービスを使
用するか、自分のデータの機密を保持するかの選択を迫ら
れることになるでしょう。どれだけの快適さを望むかという
ことと、その見返りにどれだけのデータを企業に渡すかとい
うこととの間で、消費者一人ひとりが選択することです。

5:

Dr. Thomas Erwin
Global Head
KPMG Lighthouse Center of Excellence for
Intelligent Automation
and Data & Analytics
terwin@kpmg.com
| 57 |

プラットフォーム企業は

AI活用法の手本

プラットフォーム企業はインターネット時代にゼロから事業
を始め、レガシー・システムに囚われていないため、デー
タがどのように自社事業を牽引し得るかをすぐに理解しまし
た。また、プラットフォーム企業は非常に厳密なプロセスを
用いており、Googleをはじめとする企業の間では、収益を
あげる方法の多くが標準化されています。そのため、これら
の企業にとって自動化は極めて容易であり、プロセス全体に
コグニティブ・オートメーション（cognitive automation）を
適用することが可能です。さらにプラットフォーム企業は、
その市場支配力を背景に、エコシステム内の他社に変化を
強要するとともに、自社と他社との関わり方を定義すること
ができます。プラットフォーム企業がエンド・ツー・エンドの
自動化に価値があると考えた場合、今後2 ～ 3年以内にそれ
を実現させるでしょう。成功しているプラットフォーム企業は、
純粋に物事に挑戦し、その先に進むことを恐れません。

ロボットの興隆

Ser vion Global
Solutions に よ れ
ば、2025 年 に は 顧
客 と の 取 引 の 95%
がAIによって行われ
るようになるという

© 2018 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.

| 58 |

© 2018 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.

If you don’t
reinvent your
supply chain,
your customers
wil do it for you

企業が自社のサプライチェーンを再構築しなければ、
顧客が代わりにサプライチェーンを再構築する
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サプライチェーン
消費者のニーズにより効率的に対応するため、需要主導型のカスタマイズされた
サプライチェーンに投資している企業は、他社を上回るペースで収益を拡大している

現
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代の消費者を満足させることは困難です。購入チャ
ネルや配送方法に多くの選択肢があり、欲しいと
思った時にすぐにそれを手に入れたいという消費者
欲求が高まっている今、実際のところ、買い物客が
サプライチェーンのリーダーに恩恵を与えていると言えます。
製造業者や小売業者、プラットフォーム・ビジネス企業に対
し、チャンスや脅威にリアルタイムで効率よく対応可能な、
真の需要主導型サプライチェーンを生み出す説得力のある動
機を提供しているからです。
KPMGインターナショナルのOperations Advisoryおよび
Global Operations Center of ExcellenceのGlobal Headで
「企業は
あるErich L. Gampenriederはこう指摘します。
しばらくの間、コスト効率だけに重点を置いてきました。し
かしリーダー企業は、サプライチェーンの主たる目的が、コ
ストと、顧客を満足させてより良い消費者体験を提供するこ
ととのバランスを取ることだと認識しています。
」
トップ・オブ・マインド調査2018では、このシフトがすでに
実を結んでいることが示されています。需要主導型サプライ
チェーンのリーダーが予測する本年度の増益率が、それ以外
の企業を上回っているからです。サプライチェーンのリーダー
は、2020年までの増収率を5.9%と予想しています。
成功している企業は、価値を創造するために、製造業者、
流通業者、パートナー、サプライヤー、消費者から成るエコ
システムに依拠したオープンで協力的なプラットフォーム・モ
デルを受け入れ、自社のサプライチェーンを1つ上のレベルに
「需要
引き上げつつあります。Gampenriederは言います。
主導型サプライチェーンの中心的な考え方は、第一に機能
間、次いで事業部門間の壁を取り払い、顧客、サプライヤー、
ビジネスパートナーのいずれに対してかということを問わず、
外部環境に向けて門戸を開くというものです。
」
フランスの小売業者、Carrefourは最近、ライバル企業で
あるSystème Uと、食品および非食品分野の主要な多国籍
サプライヤーとの仕入れ交渉を合同で行うことに合意しまし
た。企業が大規模なプラットフォーム・ビジネスと競争する
ためには、このようなエコシステムを組織することがますま
す重要となっていくでしょう。
ほとんどの企業にとって、真の需要主導型サプライチェーン
を構築することは今なお現実というよりも夢のままです。トッ
プ・オブ・マインド調査に回答した企業の60%は、2020年
までにほとんどのサプライチェーンが需要主導型かつカスタ
マー・セントリック思考のものとなっているとの考えを示した
ものの、調査対象企業のうち、自社のサプライチェーンを急
速に変化する顧客のニーズに対応できるよう配備および最適

サプライチェーンの
リーダーとは

トップ・オブ・マインド調査では、

以下に挙げる12の次元の大半で

高い能力を持つ企業をサプライ
チェーンのリーダーと定義してい

る。

1. 絶えず変化する顧客のニーズ

2. 評価基準とインセンティブ
の一貫性

3. 総合的な商品開発
4. 製造の最適化
5. 品質保証

6. リアルタイムの可視性

7. サプライヤーとの迅速なコ
ミュニケーション

8. リスク削減のための冗長化
手順

9. AI、ブロックチェーン、そ

の他のスマート・テクノロジー
を用いた拡張可能なテクノロ

ジー・プラットフォーム

10.「需 要 に 応じて 構 築 する」
能力

11. 高度なアナリティクス

12. クラウド・ベースのテクノロ
ジー

花粉量
米国のとある小売業者は蜂
の減少に危機感を抱き、植
物から植物へと花粉を運ぶ
ドローンの特許を申請した

化していると答えたのは5社中1社のみでした。また、現時点
で完全に統合されたサプライチェーンを実現しているとした
回答者が22%に留まったのに対し、2020年までに実現して
いると答えた企業は48%でした。

消費者に直接
トップ・オブ・マインド調査では、回答者の56%が、2020
年には製造業者による消費者への直接販売が大幅に拡大し
ているとの考えを示しました。
「製造業者の多くは、今日の
収益ストリームをこれまで以上にコントロールすることや、近
い将来においてエンドユーザーの興味をかき立てるであろう
商品やサービスを把握するために自社商品やサービスのエン
ドユーザーとの直接的なつながりを確立することに熱心に取
り組んでいます。顧客の行動が進化する中、こうした直接的
なつながりを創造することは、製造業者が競争力を維持する
うえでますます重要となりつつあります」と、Gampenrieder
は指摘します。プラットフォーム・モデルが拡大し、製造業
者が独自のeコマース・プラットフォームを開発するようにな
るに従い、サプライチェーンの再構築が求められることにな
ります。
「大手ブランド製造業者が独自の直接販売商品を立
ち上げていることを考えれば、サプライチェーンに関する適
切な能力を有していることは、これまで以上に重要であると
言えるでしょう。
」
では、どこから始めればよいのでしょうか。Gampenrieder
はこう指摘します。
「製造業者は、
倉庫保管とロジスティクス、
さらに商品パッケージのデザイン業務における重要な欠陥に
取組み、1つの大きなグループにまとめて業務管理をできる
ようにする必要があります。もう1つの問題は個別商品のピッ
ク&パック（倉庫内での集荷・梱包）です。製造業者がさば
かなければならないすべての荷物を管理できるよう、小包
サービスをロジスティクス・プロバイダーとパートナーシップ
を結ぶか否かということです。とりわけ消費家電およびアパ
レル業界では、返品とトレーサビリティは大きなテーマです。
また、製造業者やサプライチェーンのその他のステークホル
ダーは、すべての商品を配送先まで追跡するよう定めた、地
域と世界のさまざまな法律にも拘束されます。
」
トレンドが瞬く間に生まれては消えてゆく（そして配送時間
の短縮という点でプラットフォーム・ビジネスが優位に立つ）
市場では、商品化までの所要時間を短縮することが優先課
題です。
「これはサプライチェーンのエグゼクティブだけでな
く、営業・マーケティング担当者にとっても重要なことです。
リードタイムを減らすにはどうすればよいのでしょうか？
業務をより迅速化するにはどうすればよいのでしょうか？
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需要主導型サプライチェーンの投資利益

予想増収率

初級者

中級者

リーダー

今年

2.8%
5.3%

3.1%
5.5%

4.2%
5.9 %

2020年

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF
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予想増益率

初級者

中級者

リーダー

今年

3%
5.6%

3.3%
5.4%

5.6%
7.5%

2020年

需要主導型サプライチェーンの真価は財務成績に表れます。
トップ・オブ・マインド調査では、需要主導型サプライチェーン
のリーダーの予想増収率・増益率が、それ 以外の企業を
上回っていることが示されています。
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サプライチェーン

貴社のサプライチェーンの統合はどれくらい進んでいますか？

2020年

1

1

製造業者
小売業者

プラットフォーム企業

最低限の状態か、または
全く統合されていない

5

2
10%
20%
30%
40%

4

5

3

2

サプライチェーンは
完全に統合、
最適化されている

半分未満

10%
20%
30%

4

すべての機能が
統合されているが、
最適化されていない

40%
50%

3

半分以上

2020 年までに、製造業者、小売業者、プラットフォーム
企業の間でサプライチェーンの全面的な統合に向けた大
きな動きがあると予想される

© 2018 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.

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF
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50%

早期警告
ペンシルベニア大学の研究者が
開発したアプリは、病気になった
キャッサバの木を98%の正確性
で検知することができる

導入している

一部のブランドにとっては、持続可能性という意味でも、
さらにそのビジネスがコミュニティに恩恵をもたらしていると
いう印象を与える意味でも、現地調達が課題解決の一手段
となります。例えば、Heinekenは、中東およびアフリカ事
業で用いる原料農産物の42%を現地で調達しています。
世界の海洋プラスチック汚染問題への反発は、ミレニアル
世代を中心とする消費者が、持続可能性を依然として懸念し
ていることを示しています。これについて、
個々のイノベーショ
ンが重要な役割を果たせるかもしれません。Nikeは現在、
リサイクルしたペットボトルからポリエステルを製造し、エネ
ルギー消費量を従来と比べて30%削減しました。
Campbell Soup Companyはトマト生産農家から肥料の
使用、水の消費、および収穫高に関する情報を収集し、そ
のデータをカテゴリー化して匿名で共有することにより、農
家がコスト削減や、品質の向上、環境負荷の軽減を実現で
きるよう支援しています。
中国では、Carrefourが、スマートフォン・アプリを使って
顧客に商品の情報を提供するスマートパッケージングの試験
を行っています。高度な画像認識、コンピュータ・ビジョン
および拡張現実（AR）を駆使し、原産地、品質、栄養素含
有量などの情報を提供することで、サプライチェーンの透明
化を図っています。
データの力
現代社会では、WeChatなどのプラットフォーム上のインフ
ルエンサーによって需要が急に拡大するということがありま
すが、企業はデータ分析やAIへの投資によって予測不能性
に対処することができます。
「新興テクノロジーはサプライ
チェーンのプランニングに役立ちます」と、Gampenriederは
言います。
「フィールド学習、AI、および市場のシグナルに
対する適応反応を通じ、起きていることをいかに素早く理解
できるか、そのスピードが、正に競争力を左右することにな
るでしょう。
」
正確なデータ分析は需要主導型サプライチェーンの基礎
の1つです。トップ・オブ・マインド調査によれば、サプライ
チェーンのリーダーのほとんどは、社内の顧客データ（ロイ
ヤルティ・プログラム、モバイル・アプリ、ウェブサイトのト
ラッキング、顧客からのフィードバック、商取引）や、サプラ
イヤー／仕入先のデータ、ロケーション・データを幅広く活
用し、その情報を基に意思決定を管理しています。新しいテ
クノロジーを使えば、コストを削減し、効率性を高め、顧客
にサービスを提供することができます。例えば、ロボティック・
プロセス・オートメーション（RPA）は、手作業で行っていた

需要主導型サプライチェーンの
メリット
製造業者
小売業者

売上の拡大

25% 40%
顧客サービスの改善

24% 34%
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顧客のニーズに対応しやすくなる

24% 30%
スピードと敏捷性が高まる

27% 28%
透明性の向上

24% 27%
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出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF。
小売業者には小売業者およびプラットフォーム企業が、製造業者には製造業者および製造業者兼小売業者が含まれる。

消費者にとって、スピードは極めて重要な購入基準です」と
Gampenriederは言います。
アパレル・セクターでは、ファストファッションがウル
トラファストファッションに取って代わられつつあります。
ASOS、Boohoo、Missguidedといった 新 興ブランドは、
商品のデザインから販売までを2週間以内に抑えることを目
指しています。
顧客を事業の中心に据えることは、顧客をサプライチェー
ンの中心に据えることをも意味します。Boohooは取扱商品
の半分以上を、地元である英国市場から調達しています。
「低コストの製造国を探すこともできますが、今では製造
拠点を主要市場に近づけた方が効率的だという認識があり
「付加製造技術（3D
ます」と、Gampenriederは言います。
プリンタ）もまた、この価値創造を後押しする要因となりえ
ます。
」
Adidasはこの理念を元に、ドイツと米国にそれぞれ1ヵ所
ずつ、計2ヵ所の「スピード工場」を設立しました。この工場
は完全に自動化されており、需要の高い商品を補充し、カ
スタマイズされた限定版のデザインを生産するよう設計され
ています。
Gampenriederは、自律走行車は調達戦略に影響を及ぼ
すだろうと指摘します。
「都市近郊に低コストの製造拠点を
設ける必要があります。企業は自律走行車を、顧客までのラ
ストワンマイルの配送に利用したいと思うかもしれません。
この経営モデルを目指す場合、現地調達が必要となります。
」
食品・飲料の製造業者は、その土地ならではのデザイン、
習慣および特色を取り入れた商品への需要の高まりに応え
られるサプライチェーンの創造に取り組んでいます。こうし
たトレンドと、さらに流通問題を解決する必要性を理由に、
Heinzはオーストラリアとニュージーランドで地域ブランドの
獲得に乗り出しました。中国では、MarsがAlibabaのTmall
Innovation Centerから得たデータを咀嚼し、Snickersチョ
コレートバーのスパイシー版を発売して成功を収めました。
一部の企業は、柔軟性を製品調達や商品開発以外の点で
も発揮しています。ある大手コーヒーチェーンは各地の文化
に合わせた店舗内装を行っており、アジア
では通常、英米の店舗よりも大人数の団体
エコ・アイスクリーム
客に対応できるテーブルを設置しています。
Ben & Jerry� sは、ロ
地域のニーズに応えるに当たっては、時
ン ド ン の 最 新 Scoop
としてサイズが重要になることがあります。
Shopに お いて、 消 費
者とカーボン・フットプ
Colgate-Palmoliveは、ベトナムなどの新興
リントを結 び付けるプ
国市場で歯磨き粉の小型パックを販売した
ラットフォームを試 験
ことが奏功しました。

サプライチェーン

サプライチェーンに関する
高度な能力を有する企業
製造業者
小売業者

プラットフォーム企業

クラウド・ベースのエコシステム
58%
52%

80%

販売・在庫システムの統合
54%
84%

52%
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エンド・ツー・エンドの品質保証
51%
64%

57%

出典：トップ・オブ・マインド調査2018、KPMGインターナショナルおよびCGF

リアルタイム在庫の可視化と追跡
57%
80%

46%

評価基準とインセンティブの
一貫性
53%
46%

84%

ダイヤモンド・テクノロジー
De Beersは「紛争ダイヤモンド」
の販売を避けるため、ブロック
チェーンを用いて鉱山から店舗
まで宝石を追跡している

特定のプロセスを自動化し、その処理速度を上げ、ヒュー
サプライチェーン機能がこれらの新興テクノロジーを利用し
マンエラーの排除に役立っています。
「今後2年以内に、顧
て真の需要主導型になろうとするなら、実験は不可欠です。
客フルフィルメント業務における付加価値のないタスクを 「大手サプライチェーン企業は試験プロジェクトを実施し、
RPAによって約20%削減できるとする見方もあります」と、 この種の実験に特化した組織を法人内に設立したり、他社
とパートナーシップを組むか、合弁事業を立ち上げる、ある
Gampenriederは言います。
「顧客フルフィルメントにおいて、RPAは複数のレガシー・
いは独立の事業部門を設立したりといったことを行っていま
システムの橋渡しをする極めて重要な役割を果たすことがで
す」と、Gampenriederは言います。
中にはイノベーションを追 求している企 業もあります。
きます。例えば、ポータルから基幹業務（ERP）システムへの
入力指示や新規顧客の受入手続きなど、シンプルな使用事
Kimberly-Clarkの デ ジ タル・イノベー ション 研 究 所 は、
例におけるRPAの効率性はすでに実証されています。物事
K-Challengeプログラムを毎年開催しており、スタートアッ
を簡単にRPAシステムに置き換え可能な状態にしておくこと
プ企業に対し、サプライチェーン運営ソリューションなどの
が鍵です。RPAはインテリジェント・システムではないため、 新しいアイデアの提 案を呼びかけています。2018年 3月、
すべきことを指示する必要があります。業務タスクを自動化
JD.comは中国にサプライチェーン・イノベーション・センター
を開設しました。さらに来年は英国にAIセンターを設立する
するためのセンター・オブ・エクセレンスを設立したり、ある
予定であり、AIが事業を変革するという信念に基づき、多
いは組織を支援し、RPAに適した使用方法を特定したうえ
」
でRPAを展開できる状態を整えたりしてもよいでしょう。
額の投資を行っています。トップ・オブ・マインド調査による
勇敢にもそうした新興テクノロジーの最善の利用方法を考
と、消費者に接する企業のうちAIを活用しているのはわずか
える組織は、自社のサプライチェーンを設計し直す、一世代
6%だったのに対し、プラットフォーム企業では28%にのぼ
モノのインターネッ
りました。
に一度のチャンスを認識しています。
「AI、
、3Dプリント、ロボティクス、およびクラウド・コン
ト（IoT）
ピューティングを活用したスマート工場の出現により、新し
ここからどこへ向かうのか？
い製造モデルが誕生しつつあります」と、Gampenriederは
2035年には、消費者需要の容赦ない圧力によって、業界の
言います。
「仮想現実（VR）や拡張現実（AR）は、すでに業
サプライチェーンは一変しているでしょう。注文が消費者の
務で活用されています。
」
自宅からデジタル・パーソナル・アシスタントを通じて行わ
れるようになっているかもしれません。商品がほんの数時間
Nestléは、自動で商品を補充する、IoTに接続した自動
販 売機を模 索しています。McCormickの派生企業である
で工場から消費者の元に届けられるようになっている可能性
もある、とGampenriederは言います。消費者の家までのラ
Vivandaは、消費 者に合った食 品やレシピの 推 奨を行う
AIベースのプラットフォームFlavorPrintを開 発しました。 ストワンマイルを自律走行車または配達ロボットが届けるよ
うになるかもしれません。ARとVRが標準となり、付加製造
FlavorPrintは顧客の好みを理解することによって需要を感
知し、そのデータを共有してサプライチェーンを最適化しま （3Dプリント）が大規模生産を後押しするようになっているで
しょう。
す。英国のeコマース食料雑貨店であるOcadoはAIに多額
の投資を行っており、オンライン事業を立ち上げ、スウェーデン
デジタル・パーソナル・アシスタントや3Dプリントによって、
最大の食料雑貨店チェーンであるICA、カナダのSobeys、 サプライチェーンは消費者の自宅に始まり、消費者の自宅
フランスのスーパーマーケットのMonoprixという小売業者3
で終わるようになるかもしれません。
「3Dプリンタが小型
社に自動倉庫を供給する予定です。
化され、信頼性が高まり、安価になれば、消費者は原料を
買ってプリンタに投入し、ボタンを押すだけで自分だけのレ
Ocadoの先駆的な事例とは裏腹に、製造業者と小売業者
の多くは実験に二の足を踏んでいます。Gampenriederの指
ゴなどの商品を製造できるようになるかもしれません」と、
摘によれば、これは、サプライチェーン機能が従来、効率性
Gampenriederは言います。「技術的には間違いなく可能
です。問題は、消費者にとって魅力的な価格か、というこ
とコストだけに焦点を当ててきたため、その考え方が染みつ
とです。
」
き、リスク回避が文化となっていることを反映しているのか
もしれません。
誰も、サプライチェーンの責任者はそのためにリスクを受
け入れるべきだと主張しているわけではありません。しかし、
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5つの主要インサイト

競争力を維持するためには、パートナーと提携し、デジタル化の実験をするところから
始めなければならない、とErich L. Gampenriederは語る

「サプライチェーンは外に開かれたものでなければならない」
1:

より需要主導型のサプライチェーンを可能にする
エコシステムの創造

市場へのルートが増加し、スタートアップ企業との競争が激
化するに伴い、サプライチェーンは、効率性や敏捷性を高め、
顧客中心主義を強化することがますます必要となってきてい
ます。大手ブランドもまた、収益ストリームの支配権を握り、
自社商品やサービスにおけるエンドユーザーとの直接的なつ
ながりを確立するため、消費者への直接販売を始めていま
す。企業が需要主導型モデルを目指すためには、外部のパー
トナーと連携し、倉庫保管、商品パッケージのデザイン業
務、個別商品の梱包、ロジスティクス、およびトレーサビリ
ティなどの領域に適応するエコシステムを開発する必要があり
ます。

2:

初めに効率性を高めたうえで、
新しいテクノロジーの実験を開始する

競争力の決め手は、ビッグデータやAIによって市場のトレンド
を読み、商品の売れ行き予測モデルを構築するそのスピード
です。デジタル化のビジネス・ケースを証明することは困難
かもしれません。消費財流通企業には、ソフトウェア業界
のような「早いうちに失敗しておき（フェイルファスト）
、立ち
上がり、もう一度やってみる」という文化が存在せず、機能
別に分かれた効率の良い縦割り構造に依拠することを好み
ます。最初から基盤となるサプライチェーンは効率よく作り
こまれ、そのうえで少額を投資して新しいテクノロジーの実験
を行い、効果のあるものを見極めることが望まれます。デジ
タル化を進めようとする程度にかかわらず、こうしたプロセス
の中心には依然、人間の存在があることに変わりありません。
人間はテクノロジーに指示を出し、自動で導き出される意思
決定を信頼しなければなりません。

3:

企業はミレニアル世代を雇用して
スキル不足を回避すべき

消費財業界が新しいテクノロジーを利用し、理解し、活用す

るためには、優秀な人材を引き付け、引き留めることが非常
に重要となります。ミレニアル世代は最新のテクノロジーを
駆使する企業で働きたいと考えており、このため、新たな人
材を引き付けるには、外部へのメッセージにそのことを盛り
込む必要があります。また、社内には他の従業員に伝えるべ
き豊富な知識を持ったベテランのグループが存在するはずで
す。そのため、専門知識を才能ある新しい従業員に引き継
ぐための、メンター・プログラムを設ける必要があります。

4:

現地調達は消費者への訴求力があり、商品化までの
所要時間を短縮し、コストを削減することができる

現地調達を重視する傾向が高まっています。顧客は世界各
地からの輸入品ではないものを購入したいと考える傾向があ
ります。製造拠点を主要市場の近くに設ければ、コスト削
減にもつながります。自動車業界では、ロジスティクスや輸
送にかかる時間を効率化するために、サプライヤーが世界の
他の地域からメキシコや米国に移転する動きがみられます。
この「隣接効果」の重要性はこれまでになく高まっています。

5:

Erich L. Gampenrieder
Global Head
Operations Advisoryお
よびGlobal Operations
Center of Excellence
KPMGインターナショナル
egampenrieder@kpmg.
com

10年後に自社のサプライチェーンが
どのようになっているかを想像する

AIはサプライチェーンのスピードを速め、よりスマート化し、

無駄を減らすことに役立つでしょう。しかし、それは企業
全体が協力して初めて実現することです。他部門のマネー
ジャーの多くは、サプライチェーンの複雑さを理解していま
せん。過去には、サプライチェーン担当ディレクター（特に
企業の中間層に位置するディレクター）は、AIのメリットにつ
いて納得のいく説明をすることに苦戦していました。AIが企
業全体の幅広い価値創造要因にどう影響するかに着目する
価値創造経営アプローチを用いることで、説得力を高めるこ
とができるでしょう。サプライチェーン担当ディレクターは、
この議論に勝たなければなりません。我々は技術革命のス
タート地点に立っています。AIやデータアナリティクス、ロ
ボティクス、付加製造が提供するチャンスを掴み損ねた組織
は、競争において相当な不利を覚悟しなければなりません。

在庫切れ
研究者グループ IHL
の 推 定 に よ れ ば、
世界 の企 業 が 過 剰
在 庫 また は 過 少 在
庫のために負担する
コストは 年 間 約1.1
兆ドルにのぼる
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エグゼクティブ・サマリー

ブレイン
フード
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世界の消費財・小売セクター
は現在、これまでにない速さ
で変化を遂げつつあります。
以下では、グローバル消費
財 流 通 企 業エグゼクティブ
トップ・オブ・マインド調査
2018から得られた主な知見
をまとめ、業界のリーダーが
イン サイトをアクションに
変えるにはどうすればよいか
を解説します

インサイト

市場の破壊

文化と戦略

企業の31%は、破壊的なビジネスモ
デルを持った新たな競争相手を市場
の動向における最大の課題と捉えて
います。

製造業者の46%と小売業者の34%
は、業界の破壊への適応に苦戦して
います。

アジア太平洋地域における最大の課
題は、人口動態と消費者が期待する
ことの変化です。

24%の企業が、プラットフォーム企

業との競争を最大の脅威と答えてい
ます。

高成長企業の87%が、イノベーショ
ン文化を育てることを戦略的優先課
題と回答しています。

アクション

勢力を拡大するプラットフォーム企
業やスタートアップ企業と競争するた
めに、自身を破壊する。イノベーショ
ンとパートナーシップがそのための
鍵となるかもしれません。

自社事業の目的、商品、プロセスを
根本的に考え直す。目まぐるしく変
化する今日の市場を生き抜くために、
企業は自らを刷新する必要がありま
す。

自社事業を外側から見る。競争相手
は何をしていますか？ 顧客は何を
していますか？

58%の企業は、ビジネスモデルを再

構築するか、あるいは新たに設計す
ることを計画しています。

高成長企業は、収益の拡大と経営
の効率性に重点を置いています。

取締役会メンバーの55%は、自らを
変革できない実店舗は淘汰されると
答えています。

新しいアイデア、リソース、顧客を引
き付けるため、パートナーとのエコ
システムを作る。そうすれば、より
多くのことをより短時間で実現でき
るようになり、社内組織を再編する
よりも効率的です。

経費削減ではなく、成長に焦点を当
てる。このことは、市場破壊の規模
とスピードにうまく対応するうえで極
めて重要です。

変革に関してリスクを恐れたり、短
期的思考に囚われたりしないこと。
野心的な、しかし現実的な態度で臨
みましょう。
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カスタマー・
デジタル化
セントリック思考
企業のカスタマー・セントリック思考
の度合いと、利益・売上の成長との
相関関係は明確です。

企業の48%は、消費者ニーズの理解
を最優先課題に挙げました。

カスタマー・セントリック思考の企
業は、データを活用して顧客のター
ゲットを絞り、顧客を引き付け、サー
ビスを提供することにおいて、より
優れた成果をあげています。

カスタマー・セントリック思考の企業
の46%は、顧客との連絡窓口を年
中無休でオープンしておくことを最
優先事項に挙げています。

データアナリティクスを活用し、顧
客の人物像、その要望に加え、市場
がどのように進化しているかを真に
理解する。この情報を、カスタマー・
セントリック思考の戦術や戦略に落
とし込みます。

ブランドを刷新する。貴社の商品や
サービスは今日の消費者と消費者需
要に合ったものですか？

オンラインからオフラインまで、す
べてのタッチポイントで顧客とつな
がるために、新しいテクノロジーを
受け入れる。シームレスな顧客体験
を実現しましょう。

デジタル化が成熟した企 業の、収
益、生産性および市場シェアの伸び
率は、同業他社を上回っています。

スマート・
テクノロジー

プラットフォーム・ビジネス企業が
収益の13%をテクノロジーに投資し
ているのに対し、企業全体では、そ
の比率は5%未満でした。

コスト削 減をデジタル化の主なメ
リットと捉える企業は、全体の31%
デ ジ タル リ ー ダ ー の 41%は ロ ボ
でした。デジタルリーダーの間では、 ティック・プロセス・オートメーショ
ン（RPA）を使用しており、46%は2
その割合はわずか3%でした。
年以内に使用を開始する計画です。
回答者の46%が、投資利益（ROI）
が不透明であることをデジタル化に
サイバーセキュリティ・システムに投
対する障害と答えました。
資している企業はわずか36%でした。
デジタルリーダーは、データ分析の
改良をデジタル化のメリットと捉え
る割合が、それ以外の企業よりも高
いことが分かりました。

2020 年までにAIを使 用していると

プラットフォーム・ビジネス企業や
スタートアップ企業から学ぶ。これ
らの企業は、テクノロジーを活用し、
戦略、ビジネスモデル、および顧客
との対話の仕方を作り替えています。

競争力を維持するため、新しいテク
ノロジーへの投資を拡大する。成功
している企業はクラウド・ベースのオー
プン・プラットフォームを活用すると
ともに、AI、ロボティクスおよび拡張
現実（AR）の実験を行っています。

社内の効率性に焦点を当てる代わり
に、顧客のニーズに応えることをデ
ジタル化の最終目標に設定する。そ
うすることで、顧客により良いサービ
スを提供することができます。

敏捷であることを心がける。既存シス
テムと接続可能な、クラウド・ベース
のツールに投資しましょう。敏捷性を
高め、迅速な変革が可能となります。

答えた企業はプラットフォーム・ビジ
ネスで72%だったのに対し、企業全
体では27%でした。

サプライチェーン
を作り替える

自社のサプライチェーンを顧 客 の
ニーズに対応するために配備および
最適化していると答えたのは、5 社中
わずか1社でした。

需要主導型サプライチェーンを構築
している企業の予想増収率・増益率
は、他社を上回っていることが分か
りました。

60%の企業が、2020年にはほとん
どのサプライチェーンが需要主導型
かつカスタマー・セントリック思考の
ものとなるだろうと答えました。

小売業者の40%は、収益の拡大を
需要主導型サプライチェーンの最大
のメリットと答えました。

製造業者、流通業者、サプライヤー、
および消費者間のオープンで協力的
なパートナーシップを受け入れ、サ
プライチェーンを変革する。

商品化までの所要時間の短縮が優
先課題。製造業者には、消費者需
AIシステムを段階的に構築し、エン 要を満たす能力が必要となります。
ド・ツー・エンドの自動化を実現する。 現地調達はそのプロセスを支援する
AIシステムを店で買うことはできません。 ものとなる可能性があります。

スマート・テクノロジーに対するアプ
AIおよびデータアナリティクスの
ローチの中心に人間味を持たせる。 実 験を行い、サプライチェーンの
そのためにはカスタマー・セントリッ スピードを速め、よりスマート化する。
ク思考と、従業員による支援が必要 これを怠る企業は他社に後れを取る
ことになります。
となります。
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方法論

本調査について
今年の調査には世界の大手ブランドの
エグゼクティブ530人が参加

シニアエグゼクティブであり、このうち87%

界28ヵ国に本社を置く企業の、合

また調査対象企業全体の消費者に対する

計530人のエグゼクティブの皆様に

ご参加いただきました。

回答者は食品、飲料、消費財セクターの

製造業または小売業を営むグローバル企業の
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本社所在地

の企 業の年間収 益は5億 米ドルを上回り、

売上は3.2兆米ドルを上回ります。回答者の

79%は取締役会メンバーまたは最高経営幹部

であり、うち36%がCEOまたは社長です。

回答企業の主たる収益源
3%
4%
8%

27%

18%

回答企業の年間収益
2%
3%

5%
7%

24%

10%

12%

20%

36%
45%

15%

20%
20%

中東／アフリカ

食品／非アルコール飲料

ラテンアメリカ

アクセサリー

アジア太平洋

家庭用耐久財

欧州

5%

6%

13%

21%

17%
30%

衣料品、フットウェア、
複合

パーソナルケア／ヘルスケア／
家庭用ケア用品
アルコール飲料

回答企業の業種

3%

17%

米国／カナダ

参加エグゼクティブの役職

40%
41%

5億ドル未満
5 ～ 9.99 億ドル
10 ～ 49 億ドル
50 ～199 億ドル
200 ～ 500 億ドル
500 億ドル超

28%

CEO ／社長

小売業者

その他の最高経営幹部

製造業者兼小売業者

取締役会メンバー

副社長または取締役

エグゼクティブまたは

製造業者

プラットフォーム企業

上級副社長
その他

スポーツ／レジャー製品

タバコ／関連製品
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Goods Forum
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