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業界展望レポートの調査方法
デロイトは、クライアント業務や事前調査から得られたインサイトに加え、食品・飲料、家財、日用品、またはアパレルの企業でシニ
アエグゼクティブを務める100人を対象とした調査を2021年11月に実施した。調査対象はすべて年間収益が10億ドルを超える企
業で、ほとんどが多国籍企業である。

日本における「信頼獲得」へ向けた取り組み
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グローバルにおける消費財業界にとってこの先の1年は好調な業績が期待できる
年になりそうだ。デロイトが実施した2022年の業界展望調査によると、昨年と同
様に、収益拡大を推進することが消費財企業幹部らの第一の目標となっている
（93%）。企業は前年の不確実性の中で「ノーリグレット（悔いのない）行動」 に
取り組んだが、それが今報われつつある*1。また、調査対象の消費財企業の半数
以上が、コストの上昇にもかかわらず営業利益の増加を見込んでいる。これは、
最終消費者に対する値上げの流れも背景となっており、上場企業の3分の2が
既にパンデミック前の水準よりも高い利益率を達成している。

しかし、2022年には大きな課題が発生する可能性も高い。サプライチェーンにおける
課題は完全かつ迅速に解決することが難しいとみられ、労働力の確保も難しく、あ
らゆる種類のコストが急上昇している。これらの要因が、消費財業界の成⾧に大き
な影響を及ぼすと見込まれている。その証拠に調査対象となった幹部の10人に9
人が、サプライチェーンの問題が今後の企業成⾧における最大の脅威であると考え
ている。また、10人に6人が、労働力不足やインフレの圧力が、既に今年の成⾧を
脅かしていると回答している。2022年を成功の年にするには、これらの障害に対して
先回りして対応することが必須になるだろう。

これが、現在の課題に対する消費財企業の考えの一つであるが、消費者、小売
業などのパートナー、そして従業員の視点に立つと、異なる状況が見えてくるかもし
れない。なぜなら、消費財業界の抱える課題を理解する上で、主要なステークホ
ルダーである彼らは 「信頼」という視点で基準を持っているからだ。

消費財業界の状況
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主要なステークホルダーは、消費財業界の抱
える課題を理解する上で、「信頼」という基準
を持っている。



信頼とは、人や組織などのあらゆる重要な関わり合いの基礎である。また、高
水準のコンピテンスと適切な意図を示す行動を通じて築かれるものであり、多く
の場合、様々なステークホルダーが関与する。その結果、信頼には能力、確実
性、透明性、人間性が示される3。それを踏まえ、消費財企業の現在の立ち位
置を理解するために、次の点を考えてみたい。

• サプライチェーンの問題が原因で欠品が生じている。欠品は、確実に商品を
提供するという本来の約束を破り、小売業者のコンピテンスだけでなく、消
費財ブランド自体に対する評価も損ねる。

• 労働力不足は生産量を低下させ、場合によっては品質およびサービスのレ
ベルにも影響を及ぼすこともあり、これは、約束を十分に果たせるという企
業能力に対する評価をさらに低下させることになる。

• また、会社を信頼できず帰属意識を持たない労働者は、仕事の依頼を引き
受けを拒否したり、⾧く会社に留らない傾向にある。

• 適正とみなされる範囲を超えた値上げは、公正な取引を行うという約束を
破ったことになる。その場合、消費財企業の意図や動機自体が疑わしいもの
になる。

上記以外にも、オンラインチャネルからの出荷の遅れ、「グリーンウォッシング」の告
発、パーソナライズされたエンゲージメントが欠如している可能性、さらに、組織に対
する全体的な信頼の喪失など、様々な要因により、消費財企業は簡単に信頼
を失いかねない。消費財業界にとって今は信頼に焦点を当てなければならない重
要な時である（図1）。実際、調査対象となった幹部の10人に9人が、信頼を
維持するために消費財業界はさらに努力しなければならないと回答している。

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査
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図1. どのような場合に消費財企業の信頼が失われるのか

次の各状況において、消費財企業の信頼が失われると答えた幹部の割合
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信頼獲得の重要性

ブランドがオープンでなく、透明性もない

ブランドが環境、社会、ガバナンス（ESG）に対する消費者の期
待に応えられていない

ブランドが「グリーンウォッシング」を行っている

労働力不足が品質に影響している

値上げが消費者が適正だと思う範囲を超えている

自宅へのラストワンマイルの配送が遅延する

行きつけの店舗で在庫切れが発生している

ブランドの消費者対応がパーソナライズされていない

特定の商品について好みのタイプのものがない

業界展望 2022 消費財 | 信頼獲得に向けた新たな課題に挑戦



4

パンデミックの期間中、政府、企業、個人は、2022年の堅調な経済成⾧に向けた
土台作りとなる準備を行った。しかし、これらの行動やその他の状況により、世界の
消費財業界が2022年に直面することになる新たな課題も生まれている。

パンデミック中に事業が停止し、社会的交流が大幅に減少する中、多くの政府が
各家庭に多くの経済的支援を行ったため、家計の破綻を回避することができた。ま
た、この期間中にサービスに対する支出が減ったことで世帯の貯蓄は劇的に増加した。
さらに、金融ポートフォリオや住宅価格も好調だった。パンデミックが原因で経済的に
悪化した消費者がいるのは確かだが、全体としては、消費者は支出できるお金を備
えて2022年を迎えている。

しかし、消費者の支出の変化がいくつかの影響をもたらした。まず、パンデミックの初期
に減産していた企業は、需要の拡大への対応に苦戦した。さらに、ソーシャルディスタ
ンスが求められたため、工場では希望の生産水準を維持する能力が制限されてし
まった。また、配送業界の混乱により、物資の輸送もひっ迫した。これらの要因が重
なった結果、生産と輸送のコストが大幅に上昇することとなった。

一方、労働市場でも混乱が生じた。パンデミックの初期には多くの人が解雇され、労
働人口は依然としてパンデミック前の水準に戻っていない。このため、企業は労働者
の確保と労働者を引き付けるための賃上げに苦労している。

高い需要、サプライチェーンの混乱、そして労働力不足の中で、インフレが1970年代
以降初めて問題視されるようになった。ここで問題になるのは、これが短期間なものな
のか、それとも持続するのか、ということだ。

米国や欧州ではインフレが急拡大しているが、中国や日本はまだそのような状況にな
い。（ 2021年12月時点）価格の上昇のほとんどは、サプライチェーンの問題による混
乱が最も大きかったカテゴリーに集中している。そのため、サプライチェーンが徐々に回復
し、人々が労働力として戻ってくれば、インフレは緩和され、金融政策の極端な引き
締めは不要になるはずだ。こうした状況の中、主要な中央銀行は金融刺激策の縮
小を始めており、2022年には短期金利が引き上げられる可能性が高い。しかし2021
年末には債券利回りは低水準にとどまり、投資家はインフレが抑制されるということを
確信している。

—Ira Kalish (Chief Global Economist, Deloitte)

2022年の展望としては、サプライチェー
ンにおける緊張や労働力不足は続く
ものの、いずれも徐々に緩和されると
考えられ、消費財業界は比較的堅
調に成⾧するだろう。

消費財業界の経済的展望
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信頼とは見る人の視点、この場合はステークホルダーの視点によって変化するも
のである。企業はステークホルダーからの成⾧への要求に応えようとするため、
2022年は信頼を得るための戦いになる可能性が高い。調査対象となった幹
部のうち、3分の2が信頼の構築が自社の最優先事項であると回答し、それを
上回る数の回答者が信頼は自社にとって、最も価値のある資産だと答えてい
る。そのため、圧倒的多数の幹部が信頼の低下を防ぐために大規模な投資
を行っていると回答している。ではなぜ信頼に投資するのだろうか。多くの理由
がある中でも特に回答者が多かった「消費者からの信頼度が高い企業はレジリ
エンスが高い」（95％）は、今回の調査全体を通して得られた最大の結論で
あり、今の時代に最もマッチした理由でもある。

今年は、大手消費財企業は、主に次の3つの方法で信頼構築に取り組ん
でいく予定である。

1. 透明性の向上

2. デジタルエンゲージメントの拡大

3. 未来の働き方への投資

2022年信頼獲得へ向けた
3つの必須条件
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信頼性と透明性は、直感的な部分で密接に関係している。調査した幹部の10
人中9人が、様々な情報開示などがオープンでなく、透明性がない消費者ブラ
ンドは、消費者からの信頼を大幅に失うリスクが最も高いと回答した。消費財
企業は情報発信にお金を使っている（図2）。10社のうち6社は、消費者やそ
の他のステークホルダーに対する透明性の向上に向けて、 2022年に大規模、あ
るいは、そこまで大規模ではない場合でも中規模以上の投資を計画している。

透明性を高めるには、企業全体のアプローチや姿勢を変えればよいというもので
はなく、基盤となるインフラが求められる。その上で、まず必要となるのは、様々
な企業が所持・管理しているデータをセンシングして取り込むことである。データの
センシングを行うためには、サプライヤーからの手書きのレポートを利用することもあ
るし、高度なIoT機器を利用する場合もある。それに加えて、データは別々の状
態では役に立たないため、社内外の他のシステムと相互接続して共通の基準で
共有・管理をする必要がある。最後に、大量のローデータを提供したところで意
図した目的を果たさないことが多く、企業は、状況に応じて意味のあるデータを
理解した上で、ステークホルダーへ伝えなければならない。データを必要とする人た
ちの理解・意思決定をサポートするには、AIであるかどうかは別として、インテリ
ジェンスが必要となる。

図2. 企業が透明性確保のために実施している投資

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査

より詳細なデータを自社のサプライチェーンから収集

自社の環境、社会、ガバナンス（ESG）に関する報告の強化

消費者やその他のステークホルダーに対する透明性の向上

製品ラベルに記載する情報の追加
（QRコード使用による追加情報も含む）

パートナーと安全にデータを共有するための機能向上

必須条件1

透明性の向上

1％

2％

1％

0％

3％
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透明性により信頼性が向上すると、消費財企業のどの部分が実質的な恩恵
を受けるのか。また、どのような問題を解決するのに役立つのだろうか。

サプライチェーンについて考えてみたい。調査した幹部の90％が、材料の確保や、
製品の市場投入および在庫の維持において大きな課題があったと答えている。
中には例外もあり、独自の回避策を見出す企業もあるかもしれないが、10社の
うち7社が、大きな混乱は2022年いっぱいは続くと考えており、消費財業界の多
くの企業がしばらくはこの問題を抱えていくことになるだろう。また、主要な原料や
国際的な輸送の確保など、上流における問題が多く挙げられているが、これは
上流から下流にまで及ぶ多面的な問題でもある（図3）。

サプライチェーン全体でデータを共有できれば、統合的に計画を改善し、製品を
市場に投入する際のハードルを乗り越えることができる。例えば、原材料や作業
条件などの詳細な元データを理解し、共有することで、安全性を向上させること
ができるとともに、企業は健康機能などをアピールし、その情報を裏付けることが

できるようになる。これには、全く新しい製品やブランドの場合も含まれる。これから
の1年の間に消費財業界で最も重要なイノベーションが起こるのはサステナビリティ
の分野だという点（図4）を考慮すると、信頼された透明性という側面は重要性
が高くなる。透明性の仕組みは、サステナビリティのメリットの裏付けに役立つもの
である。

サステナビリティレポートには確かに改善の余地があるものの、全般的に見れば消
費財企業が他の業界より進んでいる分野の一つである。デロイトが2020年と2021
年に実施した信頼に関するパフォーマンスのグローバル調査*4によると、調査対象と
なった消費財企業では、68％が統合報告書（財務データおよびそれによる環境・
社会的ガバナンスの指標への影響を含む）を発行しているのに対し、他の業界で
は54％にとどまっている5。それに関連して、サステナビリティの目標や環境・社会的
ガバナンスの指標に関してサプライチェーンの足並みが揃っている点についても、おそら
く、消費財は他の業界よりも進んでいると言えるだろう（消費財業界は75％、他
の業界は65％）。
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需要に対応するための
十分な労働力が自社

施設にはない

需要に対応するための
十分な設備が自社施

設にはない

国内／市場内で
の輸送が困難 自社製品の主な材料を

タイムリーに確保すること

国際的な輸送
が困難

図3. サプライチェーンにおける最も難しい課題

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査

サステナビリティ

全く新しい製品

主要製品に関連するサービス

既存製品の種類の拡大

製品をより早く／より安く
生産するための効率化

上記のいずれの分野においても、
消費財業界で大きな

イノベーションが起こる可能性は低い

包装

54%

10%

9%

9%

8%

5%

5%

図4. 2022年における消費財イノベーションの最重要分野

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査
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消費者体験をパーソナライズする自社の能力

消費者直販チャネルの構築または改善

消費者とのエンゲージメント能力を高めるテクノロジー

消費者データのプライバシーとサイバーセキュリティの向上

在宅勤務をサポートするインフラの追加

調査対象企業の半数が、今後、パーソナライズされた方法で消費者と関わる
ことができないブランドは消費者の信頼を失うと考えている。消費財ブランドは、
その理由だけのためにGo To Market戦略を変えつつある。このような戦略の変
更が必要とされる背景のひとつには、消費者と消費者を取り巻く環境が変
化していることが挙げられる。

例えば、消費者の経済的二極化が進んでいる。中にはパンデミック前よりもパンデ
ミック後の方が暮らし向きが良くなった消費者もいるが、それ以上に多くの消費者
の生活状況がパンデミック以前と比較し、若干悪くなっている。消費者の約3分の
1が今後の生活費を心配しており、半数以上が十分な貯蓄がないことに不安を
感じている*6。裕福な消費者がニッチでプレミアムな商品を求める一方で、生活
が困窮している消費者は必要最低限の商品やお値打ち品を求めているのでは
ないだろうか。小規模な専門商品のブランドはプレミアムな商品などを提供し、
以前は実現が難しかった方法でオンラインマーケットプレイスを通じて消費者にア
クセスすることができるようになった。調査した幹部の71％が、チャレンジャーブラン
ドや新規参入企業は、今はまだ自社の成⾧を脅かす存在ではないが、今後1
年から3年の間にそうなるだろうと回答している。同時に、小売業者はプライベー
トブランド商品を提供し、巨大なオンライン小売業者は自社の優れた消費者
データを活用して同様の事業を展開している。従来型の大手消費財企業は、そ
の中間から抜け出せないでいる場合が多い。

インフレにより消費者の環境も変化している。調査した企業の10社中9社は、
2022年に材料のコストが上昇すると予想している。同様に10社中8社は、コスト
の上昇を価格に転嫁することを考えている。しかし、消費者の需要を大幅に下
げることなく値上げすることができると考える企業は半数（54%）にとどまって

おり、一部の消費者は支出を増やすことができない、または支出を増やすことを
避けたいという認識を示している。少なくとも生鮮食料品については、値上げに
気が付いた消費者の84％が適正な範囲を超えた価格上昇だと感じており、対
応が不適切な場合は、価格に敏感な消費者との信頼関係が損なわれる可能
性があることが示されている*7。

言うまでもなく、「二極化した消費者」や「価格に敏感な消費者」というのは極端
に単純化した表現であり、消費者はそれぞれが異なる個人である。従来型の消
費財企業が今後の成⾧を目指すには、消費者個々人に向き合う必要がある。
エンゲージメントは歯車のようなものであり、双方が嚙み合わないと機能せず、消
費者がこれらの仕組みにエンゲージするには、消費者のニーズにマッチした価値を
求めるだろう。そのため、消費財企業は、消費者に耳を傾け、理解し、パーソナライ
ズされた方法で適切に対応できる仕組みを導入しなければならない。それを大規
模に行うための唯一の方法がデジタルである。しかし、デジタル化を推進した場合
においても、消費者がいる実店舗などの場所でのサービス提供も変わらず必要と
なるため、企業は今後デジタルを強化したオムニチャネル化に向けて投資を行って
いくことになる（図5）。

透明性を高めるには、普及が進む消費者直販型プラットフォームなどのデジタル
エンゲージメントシステムが重要な手段となる。このようなシステムは、提供する商
品をパーソナライズするだけでなく、調達、労働者、二酸化炭素削減、安全性、
鮮度などに関するデータを共有する手段にもなるし、当然消費者に関するデータ
も集まる。ここで特に重要になるのが信頼性という視点であり、顧客は信頼でき
ない企業にはエンゲージせず、データを共有することもない。顧客からの信頼を得
て、維持するためには、統制とプライバシーの保護を仕組みに取り入れなければ
ならない。

図5. 2022年に企業がデジタルエンゲージメントで投資を計画している分野

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査

必須条件2

デジタルエンゲージメントの拡大

63%

57%

54%

40%

19%

26%

31%

34%

45%

44%

10%

11%

12%

15%

31%

1%

1%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大規模投資 中規模投資 最低限の投資 投資しない
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23%

58%

15%
2%

65%5%

15%

13%

10人に8人の幹部は、労働力不足が品質に影響を与えた場合、企業に対す
る消費者からの信頼を失うと述べている。また、10人のうち9人が、従業員が
職場に帰属意識を持てない場合、雇用主に対する信頼が低下すると答えて
いる。

コロナ禍の影響もあり、企業の労働環境は大きく変化した。我々の調査では、
人々が仕事を辞め始めているを認識している。というのも、本調査に参加した
半数強の消費財企業で非管理職の自発的離職が大幅に増加した。残念な
がら、この急激な離職の増加は⾧引く可能性がある。その理由は主に社外に
あるが、だからといって企業は人材確保の努力を諦める必要はない（図6）。
消費財企業の目の前にある課題は、十分な人材やスキルの確保かもしれない
が、同時に、テクノロジーと新たな人材源が、仕事、職場、そして労働力の本
質を変えつつあるという、さらに大きな流れも起きている。

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査（非管理職のみが対象）

2022年末まで

2023年以降
も続く

特に意見はない
2%

3カ月未満
2%

3～6カ月

図6. 高水準の自発的離職率が続くと予想される期間とその原因

業界レベルの要因
（業界全体の魅力度ま
たはステータスが高くない
と見られている、など）

外的要因（社会における
優先順位の全体的な見直
し、「Great Resignation」
（大量自主退職時代）、

など）内的要因（経営陣に
対する不満、など）

わからない
2%

その他

高水準が続くと予想される期間 離職の主な理由

そのため、企業が現在行っているように、今あるスキルや職場は同じ状態のまま、
単なるテクノロジーの追加や作業の自動化することは間違いになり得る。多くの
企業はそうする代わりに、Future of Work（未来の働き方）のビジョンの中
心に人を据え、仕事を魅力あるものに改善し、従業員へインスピレーションと活
力を与えるような成果を支持している。仕事そのものを再構築し、物理的にも
仮想的にも職場をその仕事に合わせていくことで、従業員の能力を引き出し、
現在の高い離職率のような問題に向き合うための準備ができるようになるだろ
う。

必須条件3

未来の働き方への投資
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つまり、Future of Workは待っていればやってくるのではなく、企業が日々行ってい
る投資によって築かれるものである。過去の調査8からも明らかなように、最も大き
な投資と意識とエネルギーが注がれているのは、多様性・公平性・包括性
（DEI）の分野である。企業が公平性を必須事項とする理由は、それが正しい
ことだと感じているからだけでなく、人材獲得戦争で勝利するための重要な戦略
だからだと回答している。人材獲得戦争は既に始まっており、3社のうち1社は新
しい人材の採用に大規模な投資をしている。しかし、業界が抱える最大の課題
のひとつである人材問題に対して、3分の2の企業がせいぜい中程度の投資しか
していないということは、懸念材料になり得るだろう（図7）。

DEIに関しては、消費財業界は他業界と同等のレベルにいるように思われるが、先
はまだ⾧い。前述の信頼性に関するデロイトの経時的調査によると、消費財業
界の回答者の64％が、多様性・公平性・包括性に関して、自分の会社には目
標や基準があると回答している。管理するためには測定することが必要だが、多
様性・公平性・包括性の目標に対するパフォーマンスを積極的に測定している企
業は58％、また、雇用や人材確保の方法、方針、プログラムにおいて、多様性・
公平性・包括性を優先させているのは55％で、いずれについても、他の業界と同
様にまだ進展の余地がある。

図7. 2022年に企業が投資する労働力の分野

多様性、公平性、包括性

新たな人材の採用

従業員の定着率の向上

従業員の構成変更

出所：デロイトの「業界展望 2022 消費財」調査
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1. デジタル製品：
メタバースは、特定の場所というよりも、消費者が物理的な生活以上に、デジタルが生活の大部分を
占めることに価値を見出し始めるタイミングのことを指すという議論がある。もし消費者が、デジタル製品
を身に着けたり、サービスを利用したり、消費や体験をするために、アナログ製品と同じか、それ以上の金
額を払っても良いと思っているとしたら、従来の消費財の販売はどうなるのだろうか。ブロックチェーンや非
代替性トークン（NFT）などの技術は、デジタルの希少性と所有権への新しい道を開きつつあり、1兆ド
ル規模の市場を見込む者もいる*9。現在、この機会から利益を得ているのは、ソフトウェア経済での事業
を持ち、プラットフォームを運営している企業だ。デジタル製品が主要な競争要因となった場合に消費財
企業が順応していけるのかは不明ではあるが、企業成⾧のためには、何かしらの対応が求められることに
なるだろう。

2. 購入の自動化：
商品の価格を比較したり、頻繁に買い替えが必要なものを細かく管理したりするが苦手で、労力を費や
したくないと考えている消費者は多くいる。人工知能（AI）を使ったショッピングボットや自動補充システ
ムは、今はまだ不完全であるが、今後劇的に改善される可能性がある。調査した幹部の77％が、10年
後には、回転率が高い消費財は、消費者が自動で補充するようになると考えている。そこで生じる疑問
は、「誰が恩恵を受けるのか」ということだ。消費財企業は、消費者のAIエージェントと直接連携する自社
の直販チャネルを使うことで、小売業の仲介機能を排除してしまうのだろうか。それとも、小売業者は、優
れた最終消費者データを活用し、より「最適」な判断を下すAIエージェントに訴求できる方法で独自の製
品やサービスを提供することで利益を得るのだろうか。

3. アンビエントコンピューティング：
テクノロジーは、常に身につけていたり、目の前に置いておいたりしなければならないものではなく、いつ
でも、どこでも、至る所に存在するものになりつつある。安価なセンサー、カメラ、高速通信、スクリーン、
プロジェクターやスピーカーなどが、それを実現可能にしている。インテリジェントシステムとのインタラクショ
ンは、アクティブなものだけでなくパッシブなものも可能であることが大きな利点である。仮定の話として、
どこの家庭にもある家財をデジタルサービスラッパーによって作動させることができれば、消費者が必要
とするときに自動的に使える状態にしておくことができるだろう。消費者にリーチし、そのデータを収集す
る能力はマーケティングを一新してしまう可能性がある。しかし、そのためには、企業が消費者から信頼
を得た上で実行できる方法を見つけることが前提となる。10人中6人の幹部が既に、今後10年間の
うちにマーケティングはほぼ完全にデジタル化されると考えている。

「5 in 10」

10年後の消費財業界を変える
可能性を秘めた5大アイディア
「業界展望 2022 消費財」は翌
年に焦点を当てたレポートではあ
るが、デロイトはその先にゲーム
チェンジャーが現れる可能性にも
注目している。中には、小さいな
がらも既に影響力を発揮してい
るものもあれば、まだ十分に顕
在化しないものもある。しかし、
先見性のある企業は、新たな
要素への評価、投資、そして準
備を既に進めている。変化が現
れてから始めるのでは遅すぎる可
能性がある。

4. エッジでの製造：
サプライチェーンの短縮が改めて注目されていることや、3Dプリンタなどの付加製造技術により、比較的
消費者に近いところで生産が行われるようになるかもしれない。これにより、特注製品や消費者との共
創の可能性が広がる。消費財企業は何十年にもわたり、規模の利益を追求してきた。
次のような状況になった場合は、どうなるだろうか。大量生産のモデルが使用されなくなった場合、カスタ
マイズのインターフェースの能力がブランドよりも重要となった場合、コンピュータ支援設計（CAD）と製
造部品表（MBOM）のファイルがオープンソース化された場合、さらに、ブロックチェーンベースのガバナン
ス構造を持つ分散型自律組織（DAO）が単なるデジタルの追求以外に、付加製造装置を共同で
所有し、従来型の企業と競争することになった場合など、大きな変化が起こることが想定される。

5. 消費後：
より良いものを買うことで、買う量を減らす。一部の消費者は、サステナビリティに基づいた購買決定
をすることが多くなるだろう。彼らは、より持続可能な新しい製品を求め、買う量を減らし、できる限
り再利用していくだろう。その一方で、物価の上昇により、削減できない支出の部分にお金を使わざ
るを得ないという理由で買い控えを余儀なくされる人もいる。政府については、サステナビリティに関
する新たな規制を導入することで、あるいは経済自体（または経済の仕組みそのもの）に影響力
を働かせることで介入するという手段もあるだろう。動機が自らの意思であれ、置かれている状況で
あれ、または義務であれ、いずれにしても消費は減少すると考えられる。ひとつの側面から考えると、
使い捨ての包装が敬遠され、実質的に禁止された場合、包装された商品を売っている日用消費
財業界はどうなるのだろうか。
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これまでの「業界展望2022消費財」を振り返ると、グローバルの消費財業
界という視点では、2022年にはコロナ禍の反動から企業業績の回復が期
待されている。その回復市場における獲得競争においては、サプライチェーン
の問題解決による安定供給が最大のチャレンジと捉えられている。サプライ
チェーンにおける情報連携が需給バランスに影響し、従業員の士気がプロ
ダクトやデリバリーの品質に影響し、原料価格や人件費の高騰が価格設
定に影響を与えている状況となっている。

昨今の不確実性・複雑度が高まるビジネス環境において、消費者を含め
たステークホルダーは品質・価格・納期の観点で「信頼」できる企業を好む
傾向を強めている。その「信頼」獲得に向けて、企業を取り巻く情報に関す
る透明性の確保、消費者とのダイレクトなコミュニケーションを実現するデジ
タル化の推進、および従業員が高い帰属意識を持てるような未来の働き
方、という3つの変革が期待されている。

次に、日本市場の経済環境に目を向けてみよう。コロナ禍から日常生活を取り
戻しつつある中、企業の業績回復に期待が高まっていることはグローバルとの類
似点として明示したい。一方で、世界的な穀物相場の上昇による原材料費や
原油価格の高騰に伴う物流費の値上がり、また急激に進んだ円安などの影響
を受けてコスト増加が続き、消費財や食品・飲料商品への価格転嫁が進んで
いる*10 （図8）。 結果として、プラスとマイナスの要因が交錯する中で日本市
場の2022年の展望が明るいと言い切るのは難しい状況と言える。

▲緊急事態宣言

設問：過去4週間と比較して、今後4週間で以下の各項目にどれだけの費用をかける予定ですか？
図8. 食品分野別価格改定の品目数
（4月時点、2022年内の予定含む）
※平均値上率は10％～15％程度

加工食品
2,909

出所：帝国データバンク「食品主要 105 社 価格改定動向調査」

調味料
1,311

酒類・飲料
744

菓子
431

乳製品
400

その他

グローバルの動きを踏まえて国内の動向を見ると、上記３つの変革の統合
的な取り組みとは言わないまでも、消費財企業各社は様々な取り組みを
進めているようだ。

まず、透明性の確保に関しては、フェアトレードを含めた原産地・原材料の
公開やERP活用による社内情報の統合・統制強化などが進行しつつある。
また、ダイレクトなコミュニケーションを実現するデジタル化の推進としては、
SNS公式アカウントによる情報発信やD2Cチャネル展開による直接的な消
費者・購買情報の収集・活用に取り組みつつある。また、未来の働き方と
しては、コロナ禍の後押しもあり、既存業務のリモートワークの併用に加えて、
常時リモートワーク勤務を前提とした全国採用にまで広がりを見せている。

これらは各社の取り組み例ではあるものの、本稿前半にある通りステークホ
ルダの「信頼」獲得につながる重要な取り組みとして進行している。

このような厳しい経済環境はしばらく続くことが予想されるが、これまでのコロナ
禍においても、感染拡大の落ち着きとそれに伴う緊急事態宣言の解除時には
消費が上向く傾向にあった*11 （図9）。

コロナ禍が一旦の終息に向かいつつある中、消費者の購買意欲の改善が期待
でき、日本の消費者に蓄えられた消費余力が、その行き先を探している状況は
想像に難くない。コロナ禍が消費者の生活習慣や購買意思決定に与えた影
響や変化と日本市場の特徴を踏まえた上で消費余力の行き先について考察
していきたい。

なお、消費者へのアプローチという観点から、グローバルのレポートで示した企業
活動としての３つの変革に向けた取り組みのうち、透明性とデジタル化の２つ
に絞って議論を進めていく。
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▲緊急事態宣言 ▲緊急事態宣言
▲緊急事態宣

※「支出を増やす」比率から「支出を減らす」を引いた指数

図9. コロナ禍における消費意向の変化

出所：デロイト「Deloitte Global Consumer tracker」

日本における「信頼」獲得に向けた取り組み

▲Gotoトラベル（7月～12月）
※感染者数増加で消費意欲減退

日本における企業を取り巻く環境透明性・デジタルエンゲージメント・未来の働き方
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コロナ禍による行動変化が与えた影響

コロナ禍が消費者の行動を制限したことの影響は、通学・通勤などの日常行動
における「ついで買い」、「付き合い消費」や、休日などの非日常行動である「旅
行消費」、「レジャー消費」を抑制したことなどの購買活動の変化だけにとどまらな
い。消費者の一日の時間の使い方が大きく変わったことや、それに伴い、日常的
に利用する情報チャネルとその質量にも大きな変化が生じたことに着目する必要
がある。

外出機会が減り、物理的な移動が減ったことで、通学・通勤の時間や学校・職
場で過ごしていた時間の大部分が「自宅で過ごす時間」に置き換わり、消費者の
テレビやスマホを通じたメディアとの接触機会が大幅に増えた。特に、自分の興味
のある情報に能動的にアクセスできるソーシャルメディアの利用は爆発的に伸びた
と考えられる。

ソーシャルメディアの利用者の増加や利用時間の増大により、当然ながら、ソー
シャルメディアに載る情報の拡散範囲が広がり、その情報の持つ影響力が大きく
なった。さらに、ソーシャルメディア利用者が手軽に情報発信者になれるという点
から、インフルエンサ―など、消費者に対して多大な影響力を持つ情報発信者
が急速に増えた。

従来型メディアには、それぞれに編集・プロデューサの役割があり、どんな情報を出
していくか、法律や自主規制の範囲でコンテンツを峻別してきた。一方で、ソー
シャルメディアでは、プラットフォーム運営側の最低限の道徳的な規制はあるもの
の、個々の情報発信者の裁量であらゆる情報が表も裏も自由に届けられ、その
情報消費者側のニーズに合わせて拡散あるいは淘汰されていくという相互プロ
デュースの仕組みが確立した。

当社で実施した消費者の購買動向調査においては、食品購入時に参考にす
る媒体として、TVやスーパーのチラシなど既存手法を参考にする層が多数である
が、特に20代、30代の女性などは約1割がSNSを参考にしていると回答した*12 

（図10）。
特にSNSに馴染みのある若い世代ほど、押し付けられるマスメディアから遠ざか
り、自分が望む情報にアクセスできるソーシャルメディアに時間を割く傾向が強く、
結果として、多数の情報発信者＝インフルエンサーの影響を大きく受ける構図
が出来上がっているようだ。

日本のコモディティ化進行と情緒的価値の高まり

日本人は、歴史的に新しい技術や文化を諸外国から取り入れ、日本人の職
人気質と組み合わせることで、それらの精度を高めてきた。これは、”Made in 
Japan”の品質を世界に送り出してきた原動力として高く評価するべき特性だと
捉えている。

この特性の恩恵として、現代の日本では商品・サービスの何を買っても使っても、
マーケティングで言う機能的ニーズの充足度は諸外国と比較してとても高い。そ
して、日常生活におけるあらゆる商品・サービスがどんどん進化していき機能的
ニーズが満たされることで、それらのコモディティ化も急速に進行していくという傾
向にある。

結果として、どれを手に取っても機能面や価格設定のニーズを満たすのであれば、
商品選定の意思決定において消費者の情緒的ニーズへの意識が高まっていく
のは自然な流れとして捉えることができる。その商品を使っている自分の満足度
や、周りからの憧れという価値感が、広い範囲の商品カテゴリで、かつ広い範
囲の消費者において、より拡大していくという状況が進行している。

出所：デロイト「「消費者購買行動に関する調査」

％

図10. 食品購入時に参考する媒体
設問：以下の食品・飲料やサービスを購入・利用する際に参考としている情報源を選んでください。／菓子・スイーツ（MA） N=4445
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環境面での情緒的価値の広がり

いわゆるブランディングやラグジュアリーマーケティングにおいて、そのブランドイメー
ジへの憧れなどの情緒的価値は、従来からも取り組まれており、今後も尽きる
ものではないと考えられる。

それに加えて、近年の気候変動や温暖化、環境負荷などの観点で、「個」だ
けでなく、「社会」や「環境」への意識が世界的に高まり、サステナビリティに関
する情緒的価値が台頭してきている。

グローバルにおいては、国連でSDGsが2015年に採択され、その概念が一気に
普及した。日本では、それまでCSR/CSVの概念の普及が一般的であったが、
経団連のSDGsの達成を目指した企業憲章の制定に始まり、2019年プラス
チック削減へ向けたレジ袋有料化や2022年4月に施行されたプラスチック資
源循環促進法など、徐々に日本社会にもサステナビリティの概念の普及が進
んでいる。実際、消費財の各企業も統合報告書での取り組み発信や様々な
サステナビリティの取り組みを推進している。

消費者もエコバッグや紙ストローの利用など日常生活の中で環境を意識する機会
が増え、電通の調査によると、この3年間で消費者のSDGsの認知率は約77％と
なり、昨年の2倍、2019年の3倍近くまで拡大してきている*13 （図11）。
さらに、博報堂の調査では、「商品やサービスを購入・利用する際に企業やブランド
が掲げるビジョンや理念・思想をどの程度気にしますか」という問いに対し、20代の
約3割が気にすると回答している*14 （図12） 。

このように、サステナビリティへの企業取り組みについては、「良い取り組み（Nice 
to Have）」から「当然の取り組み（Must）」という認識へステージが進んでいる。

前述の情緒的価値の一要素として、機能的ニーズや価格設定が満たされた状況
での最終判断局面において、選択基準として、環境への取り組みの有無を認知
できている場合には無意識に優劣判断に影響を与えている可能性が高いと考え
ている。
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図12.ブランドパーパスへの意識
設問：商品やサービスを購入・利用する際に企業やブランドが掲げるビジョンや理念・思想をどの程度気にしますか。(21年度調査)

図11. 日本の消費者のSDGsへの関心の高まり
.設問：SDGｓという用語は知っているか。

出所：博報堂「2021年ブランドパーパスに関する生活者レポート」
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戦略的な企業メッセージの発信

ここまでの議論をまとめ、これからの日本の消費者ニーズへのアプローチを考察す
ると同時に、先進的な海外プレイヤーの動向も参考にしたい。

一般に、消費者の購買判断基準において機能的価値や費用対効果に軸足
があるというのは大きく変わらないものの、日本においては比較対象となる商品
間の違いが見えにくくなるコモディティ化が進行している。従って、その機能的価
値と同程度に、情緒的価値にも意識が向けられる状況に進みやすい環境にあ
り、特に近年、企業の環境問題への取り組みなどに意識が向けられつつある。

どれを選んでも機能的ニーズがある程度満たされる前提であれば、選択基準と
して「自分は環境に良いものを選んだ」「環境に悪いことをしていない」という価
値判断に基づいて商品を選択する消費者は増えていくだろう。特に若年層ほ
ど将来の環境問題への意識を強く持つ傾向にあるようだが、今後の人生の⾧
さとデジタルメディアに触れる時間の⾧さが要因の一つであろうと想像している。

彼らは、同時に、多くの企業にとって次世代のメイン顧客層であり、今後、強く
意識していくべきターゲットである。具体的にはどのような取り組みが有用と考え
られるのか、ネスレの取り組みを参考にしたいと思う。

ネスレはグローバルでサステナビリティへの取り組みを重要事項として掲げ、気候
変動への取り組みとしてCO2削減を始め、自然環境、水資源、原材料および
その労働環境も意識したフェアトレード、フードロス、パッケージ含めたリサイクル
など調達も含めたサプライチェーン全体での取り組みを推進している。また、中
期経営計画などで目標を掲げるだけではなく、具体的な活動および実績を、
自社ウェブサイトやソーシャルメディアなどを通じて積極的に発信している*15 。

ネスレの事例からの学びは２つある。１つは、会社としてのサステナビリティの姿
勢や目標を公言した上で、各事業の各商品カテゴリに具体的なアクションとし
て落とし込めているという点。もう１つは、その行動を積極的にアピールし様々
なメディアを通じて消費者に発信している点である。

プラスチック削減施策では、いくつもの主要商品カテゴリでのパッケージをプラス
チック削減（紙・天然素材への変更）、ネスプレッソコーヒーのカプセルリサイク
ルの推進、ボトルのラベルレスなどに取り組んでいる *15 。

最後に

日本においても、消費財企業はグローバルのレポートにあるような納期や品質へ
の対応は当然のこととして取り組むべきであるし、統合的でないまでも各社
様々な取り組みを進めている。デジタル化の取り組み・投資は今後の成果に
期待し、働き方への施策も徐々に広がりつつあると理解している。

さらに、商品・サービスの機能的ニーズが高いレベルで充足されている日本の消
費者に向けて、機能的ニーズへの訴求は続けながらも、情緒的ニーズへの訴求
を強化し、選択基準において無意識の選択を迫る打ち手として、環境問題や
社会問題などのサステナビリティへの取り組みを一層加速させることの有用性
が日々高まっている状況と捉えている。

その取り組みを透明性を持って説明し、さらにデジタル化でつながった消費者に
ダイレクトに伝えていくことが、日本市場における「信頼」獲得、つまり今後の回
復市場の獲得や将来のターゲット顧客層へのリーチにつながる施策と言えるの
ではないだろうか。

さらには、これらの取り組み発信の手法として、マスメディアだけではなくソーシャ
ルメディアを活用している。ソーシャルメディアの相互コミュニケーションを通じて、
常に変化する消費者の関心を取り込みながらアプローチをしている。この点につ
いて、ネスレなどのグローバル企業と比較し、残念ながら日本のメーカーはまだデ
ジタルメディアを上手く活用できている状況にはないと考えている。

例えば、YouTubeにおいて、ネスレやユニリーバの本国の公式チャンネルは企
業として掲げている環境などへの取り組みを発信している。一方、日本の食
品・飲料メーカーの公式チャンネルは、自社商品のテレビCMの転載にとどまっ
ているケースが見受けられる。もし、ソーシャルメディアをマスメディアの延⾧でし
か捉えられておらず、消費者の見る画面がテレビからスマホに変わっただけと捉
えているのであれば、ソーシャルメディアの活用方針・位置付けを大きく見直す
必要があるのではないだろうか。

皆さまの企業でも、サステナビリティに関して企業や事業での目標設定や一部
の取り組みは進んでいると思うが、消費者に対して積極的な発信まで取り組
まれているか再確認されたい。または、その必要性・影響力について、特に若
い世代を交えて社内で議論してみてほしい。
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