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2018年の差別化に向けた
道のり

今日のビジネス環境は変化し続けている。消

費財メーカーが成功するためには、市場で自ら

を急速に適応、改革、差別化させ、それによっ

てブランドの成長を牽引する能力が不可欠で
ある。多くの消費財メーカーは依然として、グ
ローバルな事業展開、イノベーション、企業買
収（M&A）、デジタル化の推進といった、差別

化につながる従来型の取り組みを展開する
一方で、米国および世界経済の安定化を背景
に、差別化を実現するためのより新しくて大胆
な戦略を策定している。

グローバル化は引き続き企業の成長に向けた大きなドライバー
の一つだ。2018年、消費財メーカーは新興国の成長を戦略的に
活用すべく、新興国の企業が持つ消費者へのアクセス、当該市
場におけるソリューション、場合によっては原材料調達に活用す
ることを目的として、新興国企業との提携や買収の機会を模索
する傾向を強めるだろう。

イノベーションは従来から、多くの企業にとっての成長の源泉と
して、既存の戦略に加えてより新しく大胆な戦略として志向され
てきた。こうした比較的新しい戦略には、コーポレートベンチャ
ーキャピタルなどに代表されるベンチャーキャピタル型インキュ
ベーターの組成・連携、クラウドソーシング、リノベーションを通
じたイノベーション、健康関連製品への継続的な取り組みなど
がある。一部の企業は現在のダイナミックな市場変化に遅れを
取らないために、ソフトウェア産業の「早い段階で失敗し、早急
に学び、前進する」という所謂アジャイル型開発の方法論を実
践しようとしている1。この方法論は、時間やコストを要する従来
のテスト手法に比べ、革新的なアイデアを考案、検証、反復する
ためのより機動的なアプローチでもある。この方法論を用いて
企業はターゲット市場に迅速に商品を導入し、その潜在性を短
期間で判断していくことになる。

グローバル化とイノベーションによる差別化を達成するために
M&Aを推進する企業は、依然として多い。近年、いくつかの大
手消費財メーカーによって既存市場におけるマーケット深耕が
進められてきたが、そうした企業も既存市場だけでは大幅な成
長を達成することは困難になってきている。こうした流れの中、
消費財メーカーの間では、高い収益性を維持しながら売上高
を向上可能な地域への事業拡大・市場進出に関心が高まって
いる。多くの消費財メーカーがM&Aを通じて世界的な大企業に
脱皮しようとしており、イノベーションへの道筋を切り開いてい
る。また、成長鈍化により「ノンコア」資産を切り離し、収益性
と成長性の高い事業に特化する、所謂「選択と集中」を進めて
いる。
デジタル化は今や多くの消費財メーカーにとって戦略を議論す
る上での大きな焦点だ。各社は創造的かつ効率的なやり方でデ
ジタルテクノロジーを活用することで、外部的には顧客エンゲー
ジメントを最適化し、消費者の購買行動に影響を与えつつ、一
方で内部的にはイノベーションの推進や社内業務の効率化を進
めている。
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米国経済：
自然が猛威を振るう中、
安定を維持

目下の経済環境は、消費財メーカーがグローバル化、技術革新、合併、
そして継続的なデジタル化推進に向け準備を整える上で追い風となっ
ている。米国経済は2018年にかけて引き続き2.0～2.5%と緩やかなペー
スで成長する見通しだ。堅調な成長の主な要因は、好調な労働市場と
所得増の恩恵を受けている消費者である。失業率は過去最低水準の
4.2%（2017年9月時点）となっており、平均で毎月約148,000人のペース
で雇用が増えている。家計の実質可処分所得の2017年の伸びは1.8%
と緩やかながらも増加しており、2018年は2.0%へとさらに加速する見
通しだ2。
米国の消費者は、米連邦準備理事会（FRB）の目標を依然として下回っ
ている低インフレの恩恵も受けている。家計資産も、住宅価格の上昇
と株式市場の好調に支えられて増加している3。政治および経済政策に
不透明感が漂うにもかかわらず、消費者信頼感は依然として高い。コ
ンファレンス･ボードの2017年9月時点の消費者信頼感指数は前年同月
を15.8% 4上回った。また、2017年10月のミシガン大学の消費者信頼感
指数でも前年同月を16%上回っている5。自然災害、特にフロリダ州、テ
キサス州、プエルトリコにおけるハリケーンが2017年秋のニュースとな
り、地域経済に打撃を与えている。だが、自然災害の影響が薄れるにつ
れ、経済指標は最終的に基本シナリオ通りの緩やかな成長率に戻る見
通しだ。
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米国経済の成長率が緩やかなペースにとどまり、英国経済が明らかに
減速しているにもかかわらず、世界経済全体は加速しているようにみえ
る。全体的なトレンドは明るく、実際、大半の先進国の中央銀行は金融
政策の正常化に着手しているか検討を進めている。おそらく、世界経済
の健全性への大きな脅威は、保護主義的な政策の採用、すなわち輸入
を制限し輸出を促進するトレンドである6。
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グローバル化の達成による
差別化と成長の促進
グローバル市場への進出は、米国の消費財メーカーが差別化と成長を
促進するための一つの道筋である。消費財メーカーは、新興国の成長
に戦略的に乗じる方法を検討し、当該市場で成功を収めている企業と
の提携または買収の機会を見いだし、ひいてはそうした企業の顧客にア
クセスすることによって恩恵を受けられる可能性がある。

新興国は成長への機会
米国の多くの企業は、北米の消費財カテゴリーにおける需要の低さと
競争の激化という共通の問題に直面しており、米国外での成長機会を
模索している。加工食品の世界での小売売上高は2020年までに3兆ド
ル超に増加し、中でも新興国が主な原動力となると予想されている７。

消費財大手のネスレ（Nestlé）とユニリーバ（Unilever）は、新興国へ
の投資を継続している。世界最大の食品会社であるネスレは、売上高
の約40%が新興国によるものである。同社はこの比率を2020年までに
45%に引き上げたい考えだ8 。同様に、ユニリーバは新興国の売上高比
率を2020年までに75%とする計画である。

新興国における人口動態トレンドは多くの商品カテゴリーで大きな潜在
性があることを示しており、世界の消費財メーカーにとって新興国は非
常に魅力的な市場となっている。世界の人口は2050年までに90億～97
億人に拡大し9、その増加幅の大半が新興国によるものとなる見通しで
ある。新興国に特に影響を及ぼすと予想される重要なグローバル・トレ
ンドには以下のものがある。
・中間層の台頭。世界銀行によると、中間層の人口は2030年までに32
億人に達し、世界の人口に占める割合は2009年の28%から2030年に
は66%に達する見通しである10。

・女性の買い物客による影響力の増大。女性は今や世界最大の市場機
会である。フォーブス誌によると、女性消費者の購買力はインドと中
国のGDPの合計を上回る。女性は急速に「富の顕著な創造者」になり
つつあり、2028年までに家計の全支出の75%を支配するようになる
と予想されている11。また、米労働省労働統計局によると、所得が夫
を上回る妻の割合は、1987年に17.8%だったのが2013年には29.3%
に上昇した12。

図1：新興国における人口動態トレンド
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• 特に新興国における若い世代の影響力は継続的に高まっている。ミ
レニアル世代の人口は世界で約20億人に達し、全体の27%を占めて
いる13。中でも新興国ではミレニアル世代以下の若い世代の割合が先
進国より高い。35歳未満の人口は、米国では約46%である一方、イン
ドは約65%がミレニアル世代以下の若い世代で形成されている14 。ま
た、ジェネレーションZが成長して労働人口に加わり、この世代固有の
嗜好を発展させ、世界の牽引役となるという予測もある。ジェネレー
ションZが米国の人口に占める割合は約26%で15ミレニアル世代をや
や上回り、かつ他のどの世代より高い。インドではジェネレーションZ
が人口に占める割合は約30%である16。

パートナーシップによるグローバル化の達成
グローバル化を達成するためのアプローチの1つは、地域ブランドとの
パートナーシップである。こうしたパートナーシップは、米国企業が特定
の市場で商品を適応させる上で役立つ可能性を持つ。例えば世界有数
の玩具メーカーであるマテル（Mattel）は、子供1人当たりの玩具に対す
る平均支出額が急激に伸びている中国市場（市場規模は70億ドル）に
参入する際、中国のオンライン小売事業者であるアリババ（Alibaba）と
提携合意した。これにより、マテルはモバイルを使いこなす中国の親に
同社のブランドを積極的に販売し、さらにアリババのオンライン市場を
通じて約4億4,300万人のアクティブな購入者をターゲットにし得る17。こ
うしたパートナーシップは、米国の商品を新興国に持ち込む際のリスク
と、米国の商品が世界のあらゆる新興国で成功を収めるという思い込
みが生み出す危険性を軽減する。

消費者に関する知見を活用してグローバル市場の潜在力を具現化する
消費財メーカーが市場で足掛かりを得るためのもう1つのアプローチ
は、参入を狙う新興国の消費者に関する深い知見を得ることである。例
えばユニリーバは、消費者の「ナショナリズムへの回帰」と国産製品へ
の需要の高まりに対応するため、現地生産に注力すると述べている。
同社は最近、現地の嗜好が重要となりつつある傾向を反映して「多極
化」を経営のキーワードに掲げている18。別の例にケンタッキーフライド
チキン（KFC）による中国での取り組みがある。中国は食事体験が米国
とは全く異なる。この違いは、同社の2つの重要な施策に結び付いてい
る。まず1つはローカルメニューが絶えず更新されること、そしてもう1つ
は中国の食の嗜好を反映するため、同社の標準的な米国のビジネスモ
デルをカスタマイズしていることである。こうした柔軟性はこの地域で
成功を収めるためには必要不可欠とされる19。
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イノベーションに向けた
より新しくて大胆な道筋
多くの消費財メーカーが成長の源泉として常にイノベーションに注目し
ているが、変化しつつあるのがその追求の仕方である。
ベンチャーキャピタル型インキュベーターを通じたイノベーション
様々なパートナーと提携してイノベーション・プロセスを促進しようと、
多くの消費財メーカーは、消費者を理解し密接かつ有機的な関係を構
築しているスタートアップ企業や起業家への投資を行う組織を設けてい
る。

コカ・コーラ（Coca-Cola）のベンチャリング＆エマージング・ブランド
（VEB）部門は、ベンチャーキャピタリスト、ブランド・インキュベー
ター、業界動向予測の3つの機能を果たしている。このチームは消費者
の潜在ニーズを満たす画期的な飲料に投資しプロデュースする。VEBの
投資対象は年間売上高が1,000万ドルに達しているスタートアップ企業
である。同社のブランドであるNOSやFUZEは、最近のブランド・ポート
フォリオの構築における成功事例である20。NOSは米国市場における成
長ペースが第3位のエナジードリンクで、5%の市場浸透率を短期間で
達成し21、エナジードリンク市場で急成長を遂げている22 。同様に、コ
カ・コーラはビタミン強化型の非炭酸系果実飲料のブランドFUZEが北
米事業に大きく貢献すると予想している。FUZE Teaは直近で新たに売
上高10億ドルブランドに仲間入りしたブランドである23。

同様に、ロレアル（L’Oréal）は、複数の分野でデジタル技術を活用した
インキュベーター／アクセラレーター事業を手掛けるファウンダーズ・
ファクトリー（Founders Factory）に出資している。この出資によってロ
レアルは、美容事業を展開する世界水準のスタートアップ企業や起業家
のグローバルなエコシステムにアクセスすることが可能となった。同社
は世界のビューティーテックのスタートアップ企業に投資するファウン
ダーズ・ファクトリーの独占的パートナーとなった。ロレアルはこれまで
もデジタル・イノベーションで競争相手の先手を打つことが多く、メー
キャップ・ジーニアスと呼ばれる拡張現実を応用したアプリ、紫外線へ
の露出をモニターする皮膚センサーなどを開発している24。

企業は他組織との協業を通じて、ベンチャーキャピタル型のインキュ
ベーター・モデルも導入している。例えば米国の大手食品会社マース・
インコーポレイテッド（Mars Inc）はサーモ・フィッシャー・サイエン
ティフィック（Thermo Fisher Scientific）、“アフリカにおけるアフラト
キシンの管理のためのパートナーシップ”（Partnership for Aflatoxin
Control in Africa＝PACA）、カリフォルニア大学デービス校、ワシント
ン大学、ノースイースタン大学など、様々な組織と共同で革新的な食
品安全への取り組みを立ち上げている。この取り組みは、クラウドソー
シングを利用し、アフラトキシン（あまり知られていないが、肝臓がん
や発育阻害の原因となり得る危険な食品媒介毒）の拡散を防止するソ
リューションを構築することを目的としている。2017年10月、この問題

の認知向上のため、オンラインゲームのプラットフォームであるフォール
ディット（Foldit）にアフラトキシンに関する一連のパズルが掲載され
た。プロジェクトが世界の食品安全性に与える影響を最大化するため、
特許使用料不要で、参加者が設計したあらゆる分子構造が共有され
る。こうしたイノベーションと共同作業を通じ、マースは「次世代に向け
た持続可能な環境整備」
（Sustainable in a Generation）計画の一環と
して危険な食品の要因を撲滅し、世界の食品安全性を向上させること
を目標としている25。

クラウドソーシングを通じたイノベーション、および消費者との連携
消費財メーカーは伝統的な市場調査手法を利用して消費者との関係
構築に率先して取り組んできたが、クラウドソーシングを導入すること
で、今ではその多くがNineSights.com、Indiegogo.com、eYekaなどの
オンライン・コミュニティを通じて、起業家や一般消費者への革新的な
ソリューション提案を呼び掛けるようになってきている。これらのサイ
トは、あらゆる規模の企業と、クリエイティブで起業家精神を備えた人
材を結びつけ、そうした人材の革新的なアイデアを活用するための場と
なっている。
消費財業界における最近の事例は、レキットベンキーザー（Reckitt &
Benckiser）で、同社はクラウドファンディング・サービス企業のイン
ディーゴーゴー（Indiegogo）と手を組み、
「より健康な未来のための
チャレンジ（Healthier Tomorrow Challenge）」を立ち上げた。このプ
ログラムの目的は、健康衛生分野における起業家の技術革新を加速さ
せ、彼らの健康に関するアイデアや商品を世界中の家庭に届けることで
ある26。

リノベーションを通じたイノベーション
このアプローチは過去に大成功を収めた商品を見直し、現在の市場で
も通用するように変革を行うことを指す。全くゼロから開発するのでは
なく、既存の商品をベースとしたリノベーションを進めることは、投資
額の削減、投資回収期間の短縮、販売の容易性、ブランド認知の優位
性など、潜在的なメリットが多く存在する27。クラフト・ハインツ（Kraft
Heinz）もこのアプローチをとっている企業の一つだ。具体的には、同社
の2つの象徴的ブランドであるオスカーメイヤー（Oscar Mayer）とクラ
フト・マカロニ＆チーズ（Kraft Mac & Cheese）を改良し、人工原材料
の含有量を削減もしくはゼロにした。消費者の嗜好が人工原材料の少
ない健康的な商品へと変化しているのに対応し、クラフト・マカロニ＆
チーズの製法は、人工原材料を取り除くように変更されたのだ。同社は
改良した商品を消費者に公表せずに出荷したが、公表前後で売上高に
変化はみられなかった。同社はイノベーションとリノベーションのバラン
スを取るための取り組みを今後18～24カ月にわたり継続するとみられ
る28。
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健康食品への継続的な取り組みが生み出すイノベーション
世界的に多くの消費者がより健康的で栄養価の高い食品に関心を持
ち続けている。健康に良い栄養のある商品に対する消費者のニーズは
世界共通である。ニールセン（Nielsen）の調査によると、すべての原材
料が自然由来のものであることが食品を選択する際「きわめて」または
「適度に」重要だと回答した人の割合が全世界で77%に上った 29。ま
た、ニールセンの「グローバル健康・原材料意識調査（Ingredient and
Dining-Out Trends Around the World）」によると、消費者は脂肪分や
糖分または塩分が高いとされる食品の摂取を減らしている。消費者は
今、原材料がシンプルで加工の少ない食品重視という原点に立ち返り始
めていると言える。半数を超える消費者が人工成分、ホルモン剤または
抗生物質、遺伝子組み換え食品（GMO）、ビスフェノールA（BPA）を避
けていると述べている30。
消費者の健康食品への持続的な関心に応え、多くの消費財メーカーが
R&Dやテクノロジーの開発と、その成果を商品に展開することに積極的
に取り組んでいる。糖分量の削減、あるいは無糖の選択肢を提供する
ことが、多くの消費財メーカーの目標となっている。
以下にその事例を紹介する。

• カーギル（Cargill）はカロリーゼロの次世代型ステビア甘味料「エ
バースイート（EverSweet）」を2018年に発売する。同社はステビアの
葉に、砂糖と同等の甘味を増幅させるレバウディオサイドMおよびレ
バウディオサイドDと呼ばれる配糖体が微量に含まれることを発見し
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た。同社はさらに研究を重ね、発酵を管理することによりこれらの配
糖体の分子が増え、カロリーを増やすことなく甘味が強まることを明
らかにした31。

• 同様に、ネスレは砂糖の分子を自然に再構成し、結果として摂取量
を減らすことのできる手法を開発している。同社はこの新しい砂糖を
2018年中に商品ラインナップに加える計画で、これにより同社は、商
品の甘味を損ねることなく砂糖の使用料を最大40%削減することが
可能となる32。

• ネスレは一般的な栄養全般に関し、毎日の食事で栄養が担う治療
的役割を特定し、その役割を促進するための研究開発に注力してい
る。この活動にはネスレ・インスティテュート・オブ・ヘルスサイエン
ス（Nestlé Institute of Health Sciences）、ネスレ・ニュートリショ
ン・インスティテュート（Nestlé Nutrition Institute）、コーポレート・
ニュートリション（Corporate Nutrition）、ヘルス&ウェルネス部門と
いった、栄養分野における技術革新と新商品開発を担当する複数の
研究部門が連携して取り組んでいる33。
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最短距離でグローバル化と
イノベーションを実現に導くM&A
大型合併の動機は多面的である。市場アクセス拡大の可能性、もしくは
コスト削減を通じたブランド価値創出の見通しが目的となる場合もあ
れば、その両方が目的となる場合もある。動機にかかわらず、M&A活動
によって消費財メーカーはグローバル市場に進出し、さらに前述したイ
ノベーションへの新たな道筋を追求することが可能になる。

2017 年上半期は 2016 年に比べ、消費財メーカーの間で（買収額 10
億ドル超の）象徴的な合併案件が増加した。2017 年、大型案件は世
界全体で 17 件が公表され、その買収総額は 953 億ドルに上り、その
うち 7 件
（買収総額は 326 億ドル）は米国企業を対象としたものだった。
2016 年に公表された大型案件が 2 件（買収総額は 702 億ドル）であっ
たことを踏まえると、大幅な増加であった。案件数を見ると、2016 年
上半期は 391 件（通年では 747 件）だったのに対し、2017 年は同時
期で 492 件に上った 34。
米国は経済の着実な成長を背景に、2017年上半期も引き続き海外か
らの買い手にとって魅力的な投資先となった。対米国企業の買収額が
最も多かったのは英国（192億ドル）で、フランス（18億ドル）がそれに
続いた。この期間における米国消費財メーカーに対するクロスボーダー
ディールは、前年同期比66.3%増の226億ドルとなり、件数は同20%増
の84件となった35。

戦略的な買い手である事業会社が消費財セクターにおける M&A 活動
を引き続き牽引しており、プライベートエクイティ・ファームのシェアは
金額ベースで 3%、件数ベースで 9% と極めて低い水準にある。消費
財業界における M&A 活動で最も大きな割合を占めたのが食品・飲料
（F&B）セクターで、件数と金額が全体に占める割合はそれぞれ 51%、
63% であった。それに続いたのが繊維・アパレルセクターで、それぞ
れ 19%、16% であった 36。F&B の分野で 2017 年の注目案件には次の
ようなものがある。
• 英国に本拠を置くレキットベンキーザー（Reckitt Benckiser）による
ミード・ジョンソン・ニュートリション（Mead Johnson Nutrition）の
178億ドルでの買収。これによりレキットの事業規模は2倍に拡大し、
さらに米国へのエクスポージャーが拡大すると予想される。
• タイソン・フーズ（Tyson Foods）によるアドバンスピエール・フーズ・
ホールディングス（AdvancePierre Foods Holdings）の41億ドルでの
買収。タイソンの狙いは調理済み食品および食肉加工品ブランドの
拡充である。米国人のタンパク質志向の高まりを受けて肉ベースのス
ナック（ミートスナック）への需要が伸びており、それがミートスナッ
ク・メーカーの買収を後押ししている。

1）成長と差別化のための買収、2）コアブランドと収益性に特化した無
駄のない組織となるための事業売却である。F&Bが引き続きM&Aの大
部分を占めると考えられる。F&B領域でM&Aを促す要因は、持続可能
な食品の成長に向けた革新的ソリューションの必要性、成熟したブラン
ドの再編、小売における継続的な変革、人口動態を背景とした新興国
での事業機会の追求、今後のデジタル化などであろう37。

消費財メーカーによる象徴的な企業買収

953億ドル
17件の象徴的買収

326億ドル
7件の買収

2017年は大型案件の件数が前年比で増加

2017年
953億ドル

2016年
702億ドル

今後に目を向けると、消費財メーカーのこうしたM&Aの動きは2018年
も継続する可能性が高い。米国経済の堅調な成長は、徐々にではある
が雇用率上昇と個人消費の増加を牽引しており、業界再編を促す土壌
となり得る。M&Aを牽引するのは次の2つの要因となるだろう。
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デジタル化が牽引し続ける
効率性と創造性による差別化
デジタルテクノロジーやデジタルアプリケーションは、消費者とのコ
ミュニケーションから業務オペレーション、調達に至るまで、消費財
メーカーに広範な影響を及ぼしている。事業戦略全体に占めるデジタ
ル戦略の比重が急速に増し、今やあらゆる企業がテクノロジービジネス
の渦中にいると認識する必要があると言っても過言ではない。消費財
メーカーはデジタル技術に継続的に投資し、顧客エンゲージメントを
深化させ、消費者の「購買に至る経路」
（Path to Purchase）を強化して
いくことで利益を享受することができる。デジタルテクノロジーへの投
資は、サプライチェーンの効率化というメリットももたらす可能性があ
る。

近年、デジタル化は大きく進展してきているが、更なる発展の余地もま
だまだ大きい。今や、消費財メーカーはデジタル経済に対してもはや様
子を眺めているだけではない。デロイトの調査レポート「The Grocery
Digital Divide: Digital’s impact on the consumer path to purchase（食
料品店のデジタルディバイド：デジタルが購入に至る経路に及ぼす影
響）」が示唆するように、2016年は食料品店がデジタル化に向かう節
目の年となった。食料品店の売上高の51%が、購入に至る経路のどこ
かでデジタルの影響を受けていることが判明したのである38。デジタル
化の影響を受けていると回答した人の割合は前年の調査からほぼ倍増
し、食料品は電子機器や住宅と同様、デジタル化が定着した商品カテ
ゴリーとなった39。デジタル化は今や購入に至る経路全体に浸透してい
る。今では多くの消費財メーカーが購買体験のあらゆる段階で消費者に
接触する手段を持っている。買い物客の80%がデジタル機器を使用して
食料品を検索しており、食料品購入者のモバイル機器使用率は昨年か
ら10ポイント上昇した40。

顧客エンゲージメントをリアルタイムで強化
消費者と直接関わるため、多くの消費財メーカーがソーシャルメディ
ア上の会話のモニタリングや、会話にリアルタイムで応答することもで
きるソーシャルリスニング・プログラムを立ち上げている。
「指令室」
や「ニュースルーム」と呼ばれるこうした組織を特徴づけるのは、極め
て機動的で、従来の形式的な慣習を打破し消費者と直接的なコミュニ
ケーションをとる能力だ。

例えばアディダス（Adidas）は、世界の12都市にデジタルニュースルー
ムを設立した。ニュースルームのマーケティング担当者はコンテンツ
をリアルタイムで作成・発信することでトレンドに働きかけることがで
きる。一例を挙げると、同社は2016年夏のフットボールシーズンに、
#FirstNeverFollows（#速い者勝ち）キャンペーンにおいて消費者との
交流を最大化するため、デジタルニュースルームの機能を利用した。世
界の著名なサッカー選手らが履き古したシューズを題材に、ナンバーワ
ンになる感覚を消費者に語り掛けるプロモーションを展開した41。他に
も数えきれない企業がこうした方法で消費者とのエンゲージメントを高
めようと取り組んでいる。消費者がそのブランドと関わりが無ければ、
その消費者は競合先のブランドに流れる可能性が高くなる。つまり、多
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くの消費財メーカーが、ユーザー基盤を強固にするためには、アディダ
スの事例のようなプログラムを開発し、消費者とリアルタイムで接し、エ
ンゲージメントを高めていくことが必要不可欠になる。
eコマースの推進
デジタルテクノロジーによってeコマースは引き続き成長している。オン
ライン販売はまだ消費財売上高の一部に過ぎないが、その額は大幅に
増加しており、2013年にはまだ80億ドルだった米国におけるeコマース
の販売額は2018年には350%増の360億ドルになると推定されている。
対照的に、オフライン（実店舗）の売上高の同じ期間の伸び率は3.6%
にとどまる見通しだ42。

多くの消費財メーカーが従来の販売チャネルに加えてeリテーラーを重
視しつつある。例えばアディダスやアンダーアーマー（Under Armour）
のようなアパレルメーカーは長年にわたり直営店や他の提携先小売業
者を通じて販売してきたが、現在はアマゾン（Amazon）を通じて靴や
衣料品を販売している43。

多くの消費財メーカーは、メーカー主導で消費者への直接販売を進め
ることと、顧客接点を有しているeリテーラーと提携すること、双方のメ
リット・デメリットについて議論を続けている。eリテーラーはメーカー
がダイレクトに購入者にアプローチする場を与えてくれる一方、実店舗
やその他の伝統的なチャネルを通じた売上高を侵食する可能性も有し
ている。eリテーラーは消費者との関係も支配しており、商品を低価格
で販売することもあるため、メーカーの利益率を低下させる恐れもあ
る。とはいえ、eコマースへのシフトを進めることは、顧客データの可用
性とアクセスを増加させ、多くのメリットを享受できるようになることも
意味する。eリテーラーは売上高が増えれば増えるほど多くの顧客情報
を収集することができ、それによってクロスセルやアップセル戦略を構
築することが可能になるのである。

ブロックチェーンの応用
ブロックチェーンの応 用は消費 財メーカーにとって、特にサプライ
チェーンの観 点から、極めて重要となる可能性がある。デロイトの
「Blockchain survey 2017: Blockchain reaching beyond financial
services（2017年ブロックチェーン調査；ブロックチェーンの応用は金
融サービス以外に広がろうとしている）」によると、ブロックチェーン技
術は米国の様々な業界で重要なビジネス領域として台頭し始めている。
調査対象となった消費財や製造業の経営層の42%が、2017年に500万
ドル以上の投資を計画していると述べている。ブロックチェーンはサイ
バー防衛を改善する可能性を秘めている。ブロックチェーンのコンセン
サス・メカニズムを通じて不正行為の防止や不正行為からの防御が可
能となることに加え、ブロックチェーンの基本的な特徴である普遍性、
透明性、監視可能性、データ暗号化、オペレーショナル・レジリエンス
（業務の弾力性）は、データ改ざんの検知を可能とすることが期待され
る44。

業界展望 2018 消費財 | より新しいアプローチと大胆な変化

今後の展望
消費財のオンラインでの販売額は、
つい最近と言える2013年の
80億ドルから2018年は
350%増の360億ドルとなる
と推定されている。

多くの消費財メーカーが差別化と成長に目を向ける中、2018年はより
新しいアプローチと大胆な変化の年になることが予想される。米国と世
界の経済の安定を背景に、グローバル化、イノベーション、M&A活動、
デジタル化の推進の達成に向けた舞台が整っており、競争の激しい事
業環境にさらされている消費財メーカーは、成長促進に向け、従来用い
てきた戦略の再解釈に取り組み続けるだろう。

• グローバル化によって、新興国の企業が持つ消費者へのアクセス、当
該市場におけるソリューションの活用、場合によっては原材料の調達
を可能にするため、新興国企業との提携や買収が活発化すると考え
られる。

• 多くの消費財メーカーが、ベンチャーキャピタル型インキュベーター
の組成・外部連携、クラウドソーシング、リノベーションを通じたイノ
ベーション、健康関連製品への継続的な取り組み、商品を開発しテス
トするためのより機動的なアプローチの導入など、イノベーションに向
けたより新しいアプローチに目を向けるだろう。
• M&Aは2018年も引き続き活発化し、成長とイノベーションの追求や、
業界再編、世界的な事業拡大の継続によって消費財メーカーを世界
的な大企業に変貌させると思われる。

• 消費財メーカーの多くがデジタル化の道を歩み続けると同時に、新た
な手段を用いた顧客エンゲージメントに注力し、社内業務の最適化
に取り組むと考えられる。それらが成長目標を達成するための強力な
原動力となろう。
今後に目を向けると、現在の政策決定環境、米国の現政権が提起して
いる規制変更の可能性、さらに英国のEU離脱に伴う不透明感が存在す
る。現時点では、それらが消費財メーカーに及ぼす影響を予測するのは
難しいが、デロイトは今後も引き続きこうしたトピックを論じ、消費財
メーカーにとっての潜在的なシナリオとインプリケーションを明らかに
する考えだ。
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