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はじめに
本年は、相反するように思われる事象とともに始まった。未曾有のパン
デミックである新型コロナウイルス感染症（以下、コロナという）により
世界レベルでマクロ経済環境が逆風にさらされる一方で、消費財業界
（CP＝消費財、CPG＝日用消費財）の展望は比較的明るいものとなっ
ている。サービス経済は依然として苦戦を強いられているが、消費者が
貯蓄傾向から購買意欲増加の傾向へシフトしつつある中で、巣ごもり消
費のトレンド、ニーズを満たす準備が整えられた消費財企業は勝者とな
り得ている。このような複雑かつ不確実な環境下では、常時と比べてよ
り困難な舵取りが求められる。

本年の業界展望レポートでは、成長見通しを楽観的、かつ前向きに捉
えることができる材料を提示しているが、いずれにせよ消費財企業は今
後、適切な対応を取らなければならない。我々は、業界におけるシナリ
オ分析と外部の消費財業界エグゼクティブへの調査から、2021年の業
界の方向性ともなる「ノーリグレット（悔いのない）行動」に向けた戦略
的取り組みを特定した。消費財メーカーの具体的な取り組みは以下の
5つである。

 • 市場開拓戦略のリセット

 • デジタルシフトへの加速

 • サプライチェーンのレジリエンス構築

 • 将来のビジネス基盤への投資

 • パーパス（企業の存在意義）と利益を繋ぎ合わせる

業界展望レポートの調査方法

デロイトの消費財業界の専門家が、数十の戦略的行動の定義
付けとシナリオ検証を実施し、今後のいかなる業界動向、シナ
リオ下でも重要な要素となりうる取り組みを特定した。加えて、
本年は、我々の見解に対する外部検証と確認作業を行った。
具体的には、消費財メーカー 55社のシニアエグゼクティブを
対象とした外部調査を通じて、上記の戦略的行動やコンセプト
の評価・検証を進めた。これらの複合的な分析を通じて、
2021年の消費財業界の方向の軸となる5つのテーマが明らか
になった。これらの行動には将来の動向に関わらず戦略的な
メリットが存在するため、ノーリグレット（悔いのない）行動と
称している。
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マクロ経済の状況
消費財業界の方向性と、それに見合ったノーリグレット行動を理解する
には、まず経済環境全体の把握から始めるのが良いだろう。2021年に
おける今後の展開を左右する要因には、コロナに対するワクチンの普
及、安全性確保に向けた制約、財務上の支援、政府および地方自治体
の財源、オンライン授業やリモートワークの持続性だけでなく、消費者
の心理状態や新しい習慣の継続性などがあるだろう。ここであげた要
因の状況、タイミング、進行度、有効性またはそのいずれかに関するさ
まざまな仮定を立てることで、2021年の消費状況に関する異なるシナ
リオが策定できる。

近い将来について我々が把握し、確信していることは以下の通りである。
経済の大黒柱である個人消費支出は2019年第4四半期 1よりも依然と
して低い水準にあるが、近い将来において経済活動の落ち込み、高い
失業率、パンデミック自体が及ぼす全体的な不確実性によって、継続し
て低迷する可能性がある。しかし、すべての業界が同様に冷え込んでい
るというわけではなく、パンデミックから打撃を受けた経済状況は、多
くの消費財企業にとってはプラスに働く可能性がある。個人消費につい
ては、昨年から引き続き、サービスから商品に至るまで明らかな変化が
起きている。消費者は衛生上の懸念から飲食店、旅行、交通機関、劇
場等の主要な消費サービスの利用を避けており、代わりに商品への支
出を増加させている。また、現在に至るまで耐久消費財の売上が最も
多くなっているが、非耐久消費財の売上も増加している。

消費財企業のエグゼクティブは長年にわ
たって効率化へ注力してきたが、現在は最
優先目標として収益の増加を掲げている
後半期のベースラインとなるシナリオでは変化が生じるだろう2。2021
年と2022年での経済成長の鍵となるのは、より多くの国民へコロナの
ワクチンが支給され、ワクチンが受け入れられることだ。これにより、経
済活動が活発化し、個人消費が増加する可能性が高い。米国経済では、
2020年の3.6％の縮小を経て、2021年には拡大すると予想される3。

本年を通して、突如起こり得るプラスやマイナスの要素により、業界の
回復が早まる、もしくは遅れることがあるかもしれない。結果的に、我々
の分析よりも他に信頼性の高いシナリオを示すことになるかもしれな
い。しかし、消費財業界は熱意と自信を持って2021年を迎えている。
我々の調査へ参加した消費財企業のエグゼクティブは長年にわたって
効率化へ注力してきたが、現在は第1位の目標として収益の増加を掲
げており、その目標を達成できると考えている。消費財企業のエグゼク
ティブ5人中4人が自社で今後1年間のうちにビジネス戦略を遂行でき
ると確信している。

消費者の状況
消費者の購買行動はパンデミック下で大きく変化した。その購買行動は
2021年も引き続き継続する可能性があり、巣ごもり消費のトレンドが
今後も続いていくと考えられる。約80％のエグゼクティブが消費者の
生活は簡素化している傾向にあると捉えており、65％が消費者は自宅
で多くの時間を過ごしていると回答した。また、ほとんどのエグゼクティ
ブ（95％）が、消費者の在宅ワークのトレンドは継続すると考えている。
さらに消費者の最大購買促進要因について、92％のエグゼクティブが
安全・衛生、同じく92％が信頼性、88％が品質であると予想している。

2020年が終わり、デロイトの「Global State of the Consumer 
Tracker」の調査で、米国では、3割以上の消費者が店舗での買い物な
どの日常活動を行う際に、依然として不安な思いをしていることが明ら
かになった。一方で、主に安全を維持したいというニーズが後押しし、
約40％の消費者が、利便性を理由に割増料金を支払うことを厭わな
い傾向にあった。そして言うまでもないが、オンラインショッピングチャ
ネルにおいてデリバリーとピックアップの活用の動きもあった。10人中
7人のエグゼクティブが、消費者がパンデミック以前と同じような店舗
購買の傾向へ戻ることはないが、2021年にワクチン接種が成功すれば
その傾向はまた変化する可能性があると述べた。

米国では、消費者の健康・衛生面への関心は高いものの、パンデミッ
クの経済面に関しては各人が異なる経験をしている。例えば、若い消
費者は今後の支払いに対する不安を感じている、または大きな買い物
を控えていると回答する傾向が強く4、これには雇用状況が影響してい
る。2020年4月以降、この傾向は全般的に回復しているものの、失業
率は2021年に入っても依然として高水準であり、現在、職についてい
る人々も経済の先行きに対して慎重になっている。健康面の回復の有
無に関わらず、異なる経済的な環境下において、消費者の生活水準の
格差が継続して広がる可能性がある。
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業界の方向性
消費財企業は経済背景と消費者心理が変化している状況を鑑みて、今
後の方向性について慎重に舵取りしていく必要があることを認識してい
る。先に述べたように、先行きについて楽観的に捉えつつも、各企業は
自社の状況に応じて様々な方法で対処していくだろう。2021年の業界
の方向性は次の5つのノーリグレット行動に特徴づけられると考えてい
る。

市場開拓戦略のリセット
企業は消費者の行動や選択の変化に合わせるため、自社の市場開拓
戦略や機能を変化させている。業界のプレーヤーは消費者のセグメン
テーション、チャネルの優先順位付け、製品ポートフォリオの開発、自社
ブランドの投入、およびサービスモデルの展開などの変化を図っており、
この動きは本年も継続していくこととなる。5社中4社が2021年の目標
を達成するうえで、市場開拓戦略のリセットを行うことは極めて重要で
あると示しているが、現在、自社が有する関連機能や資産の成熟度が
高いと評価したのはその中の半数のみであった。結果として、大半の企
業が市場開拓を最上位の投資領域と考えていることが明らかとなった。

驚くことではないが、最優先事項はパンデミックによる消費者の急激な
チャネル選択の変化へ対応することである。消費者は、地域の購買チャ
ネルを支えるために必要となる、以前と同様の店舗での買い物、飲食
店での食事、通勤などを各種規制や自身の選択で避けている。その代
わりに、一つの店舗でのワンストップでの食事や商品購入、また、オン

ラインチャネルが提供する利便性、安全性、可用性を求めている。これ
らは、巣ごもり消費のトレンドを包括している。半数以上の消費財企業
は、消費者へのアピールとエンゲージメントを強化するための手段であ
るオンラインとオムニチャネルへの依存度が上がっていると考えている。
これは、歴史的にeコマースの浸透度が低かった食品飲料等の領域で
も証明されている。例えば、Unilever社の Ice Cream Nowの取り組
みは、Uber Eatsやその他人気のアプリベースの飲食店のデリバリー
サービスを介して総合的に売上を増加させたこともあり、複数のデジタ
ルプラットフォームを活用した成功例として知られるようになった5。ブラ
ンド構築のオンラインへのシフトも加速していることから、消費財企業
はデジタルファーストのマーケティングを採用していくべきである。

また、今はダイレクト・トゥ・コンシューマー（DtoC）についても考えて
いくべきだろう。小売業者がプライベートブランドを立ち上げて有名ブラ
ンド市場に参入しているように、消費財業界も消費者へ直接販売する
ための手段を講じている。3人中1人のエグゼクティブが、自社でDtoC
チャネルへの注力へシフトしていると述べている。一例を挙げると、
Perdue Farms社は米国でのコロナによるロックダウンのわずか3か
月前という偶然のタイミングにDtoCチャネルを立ち上げ、そのチャネル
は同社にとっての優先的な戦略として拡大し続けている6。DtoCを戦
略の一環としている企業のエグゼクティブは、DtoCマーケティング関連
機能（コンテンツ、デジタルキャンペーンの管理、ソーシャルアクティベー
ション等）とサプライチェーン機能（運送に係る環境に配慮した包装、倉
庫保管、フルフィルメント等）の開発を優先事項としていると述べている。



収益増減によるメーカー間の潜在的戦略の違い（2020年第2四半期）

出所：デロイトによる消費財メーカーエグゼクティブ調査の分析（2020年11月）
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これらのDtoCへの動きは、パンデミックの第1波で成功を収めた企業
にとっても、収益が減少した企業にとっても当てはまるが、後者はより
多くの優先事項を有している。収益が減少した企業は、自社のターゲッ
トとする消費者の再セグメント化と市場開発戦略の刷新を行う必要が
あると回答する確率が2倍高かった。メーカーは2021年に、生産・販
売を行う製品のSKU数を削減することで、製品ラインの合理化を継続
していくだろう。また、多くの企業が巣ごもり消費のトレンドへ適合する
製品ラインの多角化を図っており、2021年は、消費者のニーズを満た
すため、新製品の開発や新たなサービスラインの導入へ注力していく必
要がある。

消費財企業がこれらの取り組みで成功を収めるには、需要変化の予想
と特定するためのデータインテリジェンス機能を開発していくことが不
可欠である。変化の先行きを見通すうえで、各企業が改善した市場開
拓体制とデータインテリジェンス機能を連携させ、戦略的意思決定とよ
り迅速な行動を促進していかなければ、不安定性と不確実性は極めて
高いものとなる。eコマースチャネル同様、多角化と新たな収益源を求
める企業は、自社を支えるための正しいデジタル機能とサプライチェー
ン機能を擁していることを確認するべきである。
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デジタルシフトへの加速
2021年はあらゆるレポートなどで「デジタルアクセラレーション（デジタ
ル化の加速）」という言葉を見かけるだろうが、それは文書の信ぴょう
性が欠如しているということではない。Fortune誌とデロイトが2020
年10月に実施したCEO調査も例外ではない。その調査では、多数の
業界のCEOのうち85％が、パンデミックによりデジタル変革が著しく加
速したと回答した。消費財企業にとって、デジタルアクセラレーションに
ついて単に知るだけではなく、デジタル化の加速が何を意味するか、
2021年に業界のプレーヤーがどのように投資を優先させていくかを理
解することが重要である。

調査対象のエグゼクティブに、より評価された企業の機能や戦略のうち、
デジタル化の面において最も大きな成熟度のギャップがみられた。4人
中3人のエグゼクティブが自社の目標を達成することは重要であると述
べた一方、4人中1人のみが、同業界の競合他社と比較して、自社のデ
ジタル化がより進んでいると答えた。このことからも、大半のエグゼク
ティブが自社のデジタル化への投資を著しく拡大していくと述べたのも
必然である。具体的には、投資を行う80％が、自社のeコマースとショッ
ピングプラットフォームの改善ためにリソースを割り当てており、その中
には前述でのデジタルDtoCチャネルへの投資の実施が約60％含まれ
る。

しかし、デジタル化へのシフトには、社内機能の構築やテクノロジーを
用いた効率性の向上といった他の領域も含まれる。実際のところ、
2021年に業界全体へ求められる成果として、生産性と効率性の向上
は、第1位の収益増加に次いでわずかな差で第2位であった。クラウド
コンピューティングがほぼ全てのケースへ影響しているのは言うまでも
ないが、各企業は具体的に何に投資しているのだろうか。2020年に既
に多額の投資が行われたものの、5人中3人のエグゼクティブは今後も
さらに在宅ワークのプラットフォームへ投資していく予定であると述べ
た。製造側でのインダストリー4.0の動きの進展を受け、3人中1人以上
が自社のエンタープライズテクノロジーを向上させ、ロボティックプロセ
スオートメーション（RPA）や人工知能（AI）への投資をしていると述べ
た。上記には高度な自動化を採用するうえで比較的保守的な姿勢を
取っていることで知られる食肉加工業界も含まれており、現在パンデ
ミックを考慮して自動化への投資を増加させ、従業員の安全性と効率
性の向上を図っている8。

上記のデジタル化に対するさらなる投資は、適切な守りとしての必要性
を高めている。この領域における部分的な成熟度のギャップは、企業が
サイバーセキュリティ面に関して、依然として必要とされるレベルへ到
達していないことを暗示している。また、リスクも増加しつつある。パン
デミック初期に、FBIはサイバー犯罪に関するクレームが400％増加し
たと公表した9。エグゼクティブの半数が2021年にデータ機密性とサイ
バーセキュリティへの投資を大幅に増加させていくことを明かした。

サプライチェーンのレジリエンス構築
世界でのサプライチェーンの混乱は、頻度や規模の面からも高まってい
る。ここ数年に各地で起こった出来事（英国のEU離脱、米中貿易戦争
等）、気候関連の災害、公衆衛生上の危機が原因となり、大きな混乱が
生じた。コロナは、グローバルサプライチェーンネットワークを支える基
盤の脆弱性を明らかにした最新かつ最も衝撃的な出来事となった。業
界では何十年もの間、グローバル化、低コストの供給、在庫の最小化
により、サプライチェーンの管理を効率的に行うことが基本理念とされ
てきた。これらの目標が断念されたわけではないが、2021年はレジリ
エンスの構築へ注力されるだろう。

調査対象のエグゼクティブたちは自社の戦
略目標を達成するうえでサプライチェーン
のレジリエンスの重要性を強く訴えている
レジリエンスの構築は、適切な梱包を行うことと同様に日常から行うべ
きことなのかもしれない。消費者の自宅での食事機会が急激に増加し
たため、食品企業はより大量の食品を扱うサービス部門のラインに切り
替えるため、素早く小売チャネルに合ったパッケージを調達し、展開さ
せていく必要があった。また、消費者が店舗で買い物をする頻度を減ら
すことを望んだため、企業は生鮮食品の鮮度維持や、配達時のパッケー
ジ浪費の低減などを可能にする革新的なパッケージの開発を求められ
た。多くの場合、同時に複数に対して対処することが求められる。例え
は、Beyond Meat社は数か月の間で一部の食品サービスの生産ライ
ンを小売製品用に素早く切り替え、徳用パックを開発しただけでなく、
DtoC業務の立ち上げも行った10。

簡潔に言うと、レジリエンスとは企業がいかにサプライチェーンを壊れ
ないように維持し、崩壊の危機が生じた場合にいかに素早く回復させら
れるのか、ということである。また、企業がいかに素早さと拡張性を獲
得し、新たな市場開拓アプローチや革新的なビジネスモデルを発展さ
せられるか、ということでもある。レジリエンスの構築とは確実な供給
体制を確立することであり、必要とされる生産量や場所を把握するため
の予測を行い、必然的な状況変化に対応するために異なる場所やチャ
ネルで供給をシフトさせるための柔軟性を構築する。そうすることで、
自社が望む製品を生産できるようになる。上記は万が一に備えて在庫
を備蓄していく戦時下で必要とされるようなレジリエンスではなく、限り
があるレジリエンスであるということに注意すべきである。次の危機が、
多くの場合で過去に起こった危機とは異なる形で発生することを予測し、
消費財企業はコストを管理し、トレードオフについて理解し、その影響
に過剰反応しないように努めている。
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調査対象のエグゼクティブたちは自社の戦略目標を達成するうえでサプ
ライチェーンのレジリエンスが最重要であることを強く訴えており（95%
以上が、「重要」か「極めて重要」であると述べた）、その上で今後の課
題が多いことも認識している。半数以上の企業が自社は高度な機能を
有していると評価している。驚くことではないが、10社中9社が自社の
サプライチェーンのレジリエンスを高めるため、さらに多額の投資を行っ
ていると述べた。

企業は確実な供給体制を確立するため、自社の置かれた状況に合わせ
て複数の戦略を実行している。一部の企業はリスクを軽減させるため
に自社のサプライチェーンを縮小させ、国内での運用に切り替えている。
その他企業は、グローバル化へは引き返せず、別の戦略を推進してい
ると述べている。データを入手し分析、需要の計画や予測へ活用する
にあたっては、まず、組織への変化が現れる前に可視化する助けとなる
データへのアウトサイドインアプローチの実行から始められることが多
い。4人中約3人のエグゼクティブが、需要予測を行う際に外部データ
をより活用するつもりであると述べている。半数以上のエグゼクティブ
は2021年に従来の統計的予測の代わりにAIを活用すると考えている。
また、自社のレジリエンスをより良く管理するための指標も求めており、
5人中4人が、サプライチェーンのレジリエンスの測定は益々重要になっ
てくると述べた。インダストリー 4.0のデジタルサプライチェーンネット
ワークにより、測定と管理の実現が促進され、全体の運用も改善され
る11。柔軟性への関心も高く、10人中9人のエグゼクティブが消費者の
ニーズをより迅速に満たすため、自社のサプライチェーンの機能の優先
度を高めている。

将来のビジネス基盤への投資
消費財企業は危機がもたらす機会を無駄にはしていない。各企業は、
多大な変化がもたらされているこの機会を利用し、より力強い未来を
築いていくうえで必要となり得るビジネス構造や運用面の改善を行って
いる。今後のアジェンダには、コスト構造の再調整が含まれる。パンデ
ミックの始まりを受けて、多くの企業が運営資本の削減、施設の閉鎖、
資産の売却等、迅速に戦略的なコスト削減対策に取り組み始めた。一
部の企業にとってこれらの対策は、現金を保持しビジネスを存続させる
うえで極めて重要なものである。しかし、2021年には、自社の競争優
位性を維持、または強化し、将来の成長機会に資金を供給するために、
より戦略的で、構造的なコスト変革アプローチが求められるようになる
だろう。

調査対象の5人中3人のエグゼクティブが、今後1年間でコスト構造の
再調整に多額の投資を行っていくことを明らかにした。

企業はバーチャルプラットフォームでのリモートワーク体制の強化の経
験を積むにつれて、第三者からのより良いサービス提供など、自社のビ
ジネスプロセスへさらなる改革およびテクノロジーを強化できる可能性
を見出し、見直しを行っていくべきである。地理的な制限が減少し、従
来の習慣から切り離されたことで、仕事の性質、必要なスキル、作業場
所について考え直す機会が生まれている。上記でも述べたように、調査
対象の3社中約1社が自社のプロセスを効率化し、それらをクラウドに
移行するためにRPAに投資していく予定である。各企業はより効率的
な運用やイノベーションの管理だけでなく、非コアビジネスのプロセス
や機能の全面的な管理も行えるパートナーを特定していくと考えられる。

しかし、リモートワークや変化を遂げる職場においては、人材に関する
新たな課題も発生している。あるエグゼクティブは、自由に投資する裁
量が与えられた場合、何に投資を行うかという問いに対し、「従業員の
経験に対する投資を行うだろう。今後、人材を維持していく必要がある
が、リモートワークの導入を受けてより困難になっている」と回答した。
「優秀な人材の維持」が今回の調査対象のエグゼクティブの2021年目
標の第5位となっている。

一部の企業は、自社のポートフォリオを再形成し、より強固な基盤を築
くための手段として、M&Aを検討するだろう。ここでは攻撃的なモチ
ベーションと守備的なモチベーションが存在する。本年のM&Aは、パ
ンデミックによって生じた変化に資金を投下する体制を整えていなかっ
た企業にとって、特に重要となる。2020年第2四半期に収益が安定し
ていた、または増加した企業と比較して収益面の打撃を受けていた場
合において、調査対象のエグゼクティブの半数が、自社のM&A戦略に
投資する可能性が高いと述べた。収益面での打撃を受けた同グループ
の企業は、製品ラインを多角化させ、より魅力的な分野においてビジネ
スを構築し、戦略に沿わないビジネスを売却するよう試みている。それ
らの企業にとって幸いなことに、新しいビジネスへの進出や開拓を目的
とした小規模な買収はより頻繁に行われる傾向にある12。売却側また
は買収される側の企業は、このような環境下で実施されるより厳格な
デューデリジェンスに対する準備を整えておく必要がある。売却のため
の準備を十分に整えることで、関係者全員のプロセス簡素化が可能と
なる。

ここで、全消費財ビジネスの基盤であるべき再活性化の基礎について
議論しなければならないだろう。それは、安全衛生面であり、企業が今
後1年間に目標を達成するうえで重要な要素として、僅差で第2位と
なった。調査対象の企業はこの領域の成熟度は高いと考えているが、
消費者が衛生面に対して今後も引き続き関心を示していく中で、対処す
べき衛生面の課題が多いことを示している。
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パーパス（企業の存在意義）と 
利益を繋ぎ合わせる

消費者はコロナ危機から抜け出すために、安全衛生面での万全な保護
を望んでいる。実際のところ、10人中約9人が、このパンデミックを「大
手企業が一からやり直し、従業員、消費者、地域社会、環境のために
正しいアクションをとっていくことへ注力していく機会だ」と述べている13。
我々の業界のエグゼクティブもこれに同意している。4人中3人が、「企
業の存在意義であるパーパスと利益を繋ぎ合わせ、2021年に自社の
戦略的成果を達成するうえで、企業の価値観を体現し、消費者が高い
関心を寄せる持続可能性、社会的正義・平等、環境意識に対処するた
めの戦略が重要になってくる」と述べた。5人中3人以上が自社で有意
義な投資を行っていると回答している。

消費財企業が上記の投資を行うのは当然のことである。差別化要因や
競争優位性という目的の位置づけから進化を遂げ、事業部門だけでな
く、会社全体として検討を要するコアビジネスの必須要素となった。近
年のStrength of Purposeの調査により、世界中の8千人以上の消費
者と75の企業が、ブランドに強いパーパスがある場合、消費者がその
ブランドを購入する可能性は4倍、守ろうとする可能性は6倍、推奨す
る可能性は4.5倍、信頼する可能性は4倍高いことが示された14。別の
調査の結果から、消費者は、環境、社会、ガバナンス（ESG）の目標を
考慮した透明性の高いサプライチェーンを擁する企業の製品であれば、
少額の割増料金を快く支払うことが明らかとなった15。

パーパスは利益を減少させるものではなく、増加を促すものである。半
数以上のCXOが社会的意識の高い製品ラインから新たな収入源を得
ることに成功していると述べた16。パーパスに忠実であることは、資金
を獲得するうえでも重要となってきている。今後、ESG領域において必
須となるファンドは、非必須資産の3倍のスピードで増加すると予測さ
れ、5年以内に専門家により運用される全投資額の半分を占めるよう
になる可能性がある17。また、M&Aのデューデリジェンスには、取引を
行うための前段階として、持続可能性の評価項目が取り入れられるこ
とも考慮すべきだ。これらの投資家へアクセスするには、企業の社会的
責任（CSR）のニーズに応えることが前提となる。小売業者は確実な供
給体制の評価を行う際に持続可能性関連のリスクにも目を向けている
ため、チャネルの受け入れ面も影響を受けることとなる。

上記の取り組みにおいて成功を収めるには、信頼構築の観点から考え
るべきである（企業の能力だけでなく、人間性や透明性を示す必要があ
ることが多い）。企業は信頼を維持するために、表明したパーパスに対
して一貫性を持って行動すべきである。調査対象のエグゼクティブの企
業の4分の3が、真の道徳的スタンスを持った企業が消費者から支持さ
れるようになると確信している。ここでのキーワードは「真実性」である。
表明したパーパスに対して一貫性がない行動や、逸れるような行動を
取った企業は消費者から支持されない可能性がある。また、パーパス
を単なる報告慣習として扱うのではなく、戦略の中核部分として位置付
けている企業が、組織として変化し、繁栄していくことができるだろう。

これらの企業は、パーパスをCSR組織側の取り組みの一環として管理
するのではなく、ビジネスの意思決定を行ううえで全面的に管理体制に
取り入れることが必要であることを認識している。自社のパーパスをど
う定義し、コミュニケーションをとっていくかを具体的にしている企業は
自社の取り組みにおいてパーパスを効果的に実践できるだろう。例えば、
環境保護のスタンスを宣言することや、自社のコアとなるビジネスプラ
クティスを通じて、アマゾン熱帯雨林の10万km2を復元させていくこと
などを表明することである。PVH社は、Forward Fashionの取り組み
を通して、廃棄物ゼロ、二酸化炭素排出量ゼロ、有害化学物質ゼロと
いう野心的な目標を掲げ、自社の製品に関しては資源の再利用等の
サーキュラーエコノミーを実現していくとした。重要なのは、同社が具
体化をさらに進めていることだ。例えば、同社のバリューチェーンに関
連する100万人の生活を向上させるという目標を宣言し、同社で最も
多く購入されている3製品で、2025年までに主要原材料の完全なト
レーサビリティの実現を含む、サーキュラーエコノミーを完全に実現し
ていくことを誓った20。

ケーススタディ

国連 18は、水不足が世界人口の40％に影響を及ぼし、今後
10年間で7億人の難民化の原因になる可能性があると推測し
ている。Archer Daniels Midland（ADM）社 19は世界中で
食料供給を行ううえで極めて重要な役割を果たしているが、そ
れには多くの水が必要になる。ADM社は、有意義な変化をも
たらす機会が与えられたとし、Ecolab社と提携して新たなプ
ロセスを策定し、テクノロジーと自動化の導入を行った。自社
工場において利用量の削減、再利用、リサイクルを行い、年間
約800万人の人々のニーズを満たすのに必要な飲料水の量と
同等の水の節約に成功した。またこの取り組みを通して同社
の最終利益が向上し、運用コストが削減できたことで年間
2,500万ドル以上の価値が還元された。
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デジタル
シフトの加速

サプライチェーンの
レジリエンス構築

将来のビジネス基盤
への投資

パーパスと利益を
繋ぎ合わせる

終わりに
本年の業界展望レポートにおいては、消費財企業が実践する新たな価値を構
築し、将来の不確実性を断ち切るために鍵となる戦略的行動を示すことを着
地点とした。結果の実証を行うため、さまざまな消費財企業のエグゼクティブ
が自社で進めている各戦略や機能に関する3つの項目（企業が2021年の目標
を達成するうえでの重要性、競合他社と比較した際の自社の成熟度、開発に
関する投資の程度）について率直に評価してもらうよう依頼した。調査結果で
は、消費財業界のリーダーの優先事項がノーリグレットの行動と合致していた
ことだけでなく、いくつかのケースでは投資関連の各意思決定を促進させる重
大な成熟度のギャップが存在することも明らかとなった。

本レポートでは業界全体の方向性を形成し得る戦略的行動に重点を置いたが、
各企業の状況はそれぞれ異なってくるだろう。各企業が2021年の計画を策定
する中、この挑戦的かつ刺激的なアプローチを策定する際には、上記の3つの
質問を自身へ問いかけ、自社においてのギャップを評価することを推奨したい。
適切で積極的なアプローチや投資を行い、コロナの危機からの脱却を加速さ
せられる企業こそが競合他社と差をつけ、消費者とより強固な関係を築いてい
けることを我々は確信している。
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