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日本語版発行に寄せて
「世界はこれからどのようになっていくのか？」
今日、様々な情報が溢れていますが、その答えを完璧に見出すことは不可能です。
一方で、日々の延長線上のみでは、明るい未来は描けません。
企業経営において、目先の課題をしっかりこなすことは大切ですが、同時に、人口
動態や社会アジェンダなど未来に向けた課題をも見据え、取り組みを進めていかな
ければ、持続可能性が高く、かつ競争優位性のあるビジネスを展開することはでき
ません。
したがって、
「未来を見通す」ことこそ、ビジネスリーダーに求められる最もクリティ
カルな仕事となります。もちろん、客観的に先を読むのは至難の業ですし、また、
シナリオの当たり外れを競うものでもありません。しかしながら、常に未来に思考を
めぐらし、次々と起こる事象を、自社にとってどれだけ「想定内」にしておけるかが、
分水嶺となります。
このように未来と対峙する現在のリーダー層、そして次世代のリーダーの方々に向
け、私たちは、デロイトのグローバルナレッジも活用しながら、企業経営に関する
示唆や提言を発信しています。この『 Business

Trends2014 』もその1つですが、

とりわけ、人口減少に伴う国内市場の縮小や経営のグローバル化に悩む日本企業
にとって、新興国を中心とする消費者層の変化や新しく形成されつつある世界の
秩序は気になるところではないでしょうか。
（尚、この日本語版レポートは概要のみを掲載しております。英文のフルレポートは
下記URLにてご覧頂けます。http://dupress.com/periodical/trends/business-

trends-2014/）
本レポートが、未来に思いを馳せ、未来を創るためのひとつの素材となれば幸いです。

日置 圭介
デロイトトーマツ コンサルティング
グローバル マネジメント インスティテュート パートナー
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Preface
はじめに

デロイト コンサルティングが年次で発行するBusiness

Trendレポート（日本語概要版）にようこそ。本レポート

の目的を端的に申し上げるならば、現在、ビジネスを取り巻く諸環境を新しい形へと変えようとしている重要な
原動力についての明確で簡潔、かつ、示唆に富む視点を、ビジネスリーダーの方々に提供することにあります。
本年は9つのトレンドを選定しました。これら全ては、
「世界経済で今何が起こっているのか？」というクライアント
からの問いに、直接的に関連しています。
残念ながら、我々は水晶玉を持ち合わせておりませんし、未来を予知することもできません。ですが、我々には、
未来を創造することができるクライアントの方々にコンサルティングサービスを提供するという機会が与えられ
ています。また、Deloitteには、傑出した有識者を含め、世界中で20万人に上る優秀なメンバーがおり、この地
球上で最も優れた知性へアクセスすることができます。飽くなき好奇心を持ち、提供する知見の完成度と正確
性についても、強いコミットメントを備えています。本レポートの作成に当たっては、これら全ての知力を結集し、
さらには、400名を越える世界中のシニアエグゼクティブの方々への調査も参照しています。
今日の世界経済には、数多くの重大な不確定要素が潜んでいます。金融危機とそれに続く先進諸国の景気後退
からの挑戦的な回復、高まる地政学的緊張の中での昨今のBRICs経済の減速、自由貿易推進の建前の陰で台頭
する保護貿易主義―これらは紛れもなく混乱、そして懸念の材料となっています。我々は、我々のクライアント
のために、これらに限らず、他の様々な要因も含めて、その成り行きを追い、また予期することに全力で取り組ん
でいます。
しかし本レポートでは、長期に亘る、恐らくは非可逆的な変化に強く根ざしている重要なトレンドのみを識別しま
した。この15年ほどの間に、世界経済のバランスは根本から変化しました。 先進国 と 発展途上国 の線引きは
曖昧になり、 新興 諸国は、まさに飛躍しています。そして、産業革命以来分散されていた富の世界分配は、再
び集中し始めました。もちろん、新旧の間にははっきりとした違いがまだまだ存在しますが、以前は安定的と考え
られていたグローバルビジネス環境に関する多くの前提と共に、旧来の秩序は急速に崩れているのです。
本レポートで取り上げるトレンドは、次の3つのカテゴリーに分類されます。
「新たな、そして未知なる巨大消費者
層の出現」、
「新たに能力と影響力を持つに至った企業等とのコラボレーション機会の増加」、
「リーダーシップの
新たな担い手と責任」です。これらのトレンドのいくつかの組み合わせは、多くの企業における戦略的な優先順
位の決定にますます影響を及ぼすことになるでしょう。読者の方々が グローバリゼーションの新たなる波の中を
航海していく ためのアプローチを検討するに際して、我々の見解がお役に立てば幸いです。
マイク カニング
デロイト コンサルティング プリンシパル
ストラテジー&オペレーションズ ナショナルマネジングディレクター
アーモン ケリー
デロイト コンサルティング ディレクター
ストラテジー&オペレーションズ チーフマーケティングオフィサー

2

Introduction

Navigating the next wave of globalization
グローバリゼーションの新たなる波の中を航海する

グローバリゼーションは、広義には、製品、サービス、資本、人々、アイデア、文化、価値観などが国境を越えて行
き交う、世界的な統合と相互依存が増した状態と定義されており、変化と発展の長期的な源泉となっている。世
界レベルでのつながりと相互作用の増進を示す軌跡は、数百年の時を越えて続いているが、その過程は平坦で
も、継続的でもなかった。100年前、第一次世界大戦が勃発し、ときに「黄金時代」とも称されるそれまでの数十
年に及ぶグローバルレベルでの経済統合は、急速に後退することになった。その後の40年余り、実質的なグロー
バリゼーションが再開することはなかった。
今日のシニアリーダーのほとんどが、強くかつ急速に進むグローバル統合の時代の中で、マネジメントの経験を
積み始めている。1980年頃からほぼ30年に渡り、国際貿易は平均して年率7%増加した。これは、同じ期間に
おける世界全体のGDP成長率のほぼ2倍である。1 この国際貿易の驚異的な伸びは、次の3つの要因の相互作
用によってもたらされた。1つ目は、物流効率化による輸送コストの低下、2つ目が1990 年代半ばからのイン
ターネットの普及を含む、劇的に速く、質良く、そして安価になったコミュニケーション、そして3つ目は、ソビエト
連邦の崩壊後に急速に進んだ国際政策協調の枠組みである。格差の拡大や労働の搾取、環境問題など、グロー
バリゼーションの影響を批判する人々もいるが、政策、経済、そしてビジネスの分野においては、起こるべくして
起こった、必要不可欠なものという強い共通認識が形成された。しかしながら今日、グローバリゼーションの未来
について、重大かつ理に適った問題が提起されている。
広く尊敬されているモルガン・スタンレーのチーフ・インターナショナル・エコノミスト、ヨアキム・フェルズ氏は、
昨年10月の顧客向けレポートで、2013年の世界経済は100年前の状況と類似しているという「暫定的な定立」
を示した。彼は2008年の金融危機に端を発した欧米の低金利政策を背景とした、新興市場における流動性の急
激な高まり−今では明らかに逆向きとなっているが−、そして、多くの欧米企業が生産工程の本国回帰を進めて
いる点を指摘している。2 しかしながら、これらだけがグローバリゼーションの現状に疑問を投げかける理由では
ない。

2009年、金融危機とそれに続く景気後退の影響により、国際貿易は急速に落ち込んだ。その後回復はしたもの
の、世界全体のGDPほど急速に持ち直しているわけではなく、長期トレンドとの比較においてもはるかに低い水
準となっている。国際的な資金フローは著しく減少し、依然として金融危機前のレベルには回復していない。関
税引き上げなど、古典的な保護主義の兆候は明確でないものの、自由貿易にとって潜在的な脅威は増している。
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Global Trade Alertの調査レポートによると、たった

するにつれ、BRICs経済の将来に対する悲観的なシナ

1年間で431もの「隠れた」保護主義の兆候があった

リオが支持されつつある。短期的には、米国の中央銀

とされる。3 中国、インド、その他の新興諸国は、単に

行（FRB）が金融緩和策の縮小（テーパリング）を決め

ルールや規範を受け入れるのではなく、次第に重要な

た影響により、一部の新興国経済が大きく混乱する可

ルール・規範を設定する立場になりつつある。とりわ

能性がある。

け、ライフサイエンスのような業界において、欧米が
設定した知的財産やプライシングに関する標準に対

このように、不確実性が高く、先行きが波乱含みであ

し、積極的にチャレンジしている。安全保障上の懸念

ることが明らかである状況において、世界経済の未来

から、アメリカは最近の中国企業の市場参入を阻止し

を1つのシナリオだけで語ることは賢明ではない。た

ている。4

だし、どれほど複雑性と混乱が増す時代であろうとも、

2013年12月に開催されたWTOドーハ・ラ

ウンド・バリサミットは一定の成果を収めたものの、こ

ビジネスリーダーは信念を持って行動すべきだ。ビジ

こ数年間で締結された貿易協定の多くは国際間の枠

ネスチャンスや挑戦の機会は、 模様眺め のスタンス

組みではなく、地域間の枠組みにとどまっている。昨

からは得られない。

今の成長鈍化に呼応するかたちで各国が弱さを露呈

図表1 世界GDPの構成比：1820-2008
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Source: Angus Maddison, Statistics on world population, GDP and per capita GDP, 1-2008 AD (horizontal
ﬁle, copyright Angus Maddison, University of Groningen), 2010, http://www.ggdc.net/maddison/oriindex-.
htm, accessed March 3, 2014.
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このレポートの目的は、重要かつ確かなトレンド−グ
ローバリゼーションの未来にとって実質的に最も極端

「ルネサンス」の時代に入りつつあり、ほどなく、近代
世界の創造に大きく貢献することとなった。

に変動するシナリオ−の認識を通じて、今後数年にわ
たり必要となるアクションを発信することである。

18世紀には、ヨーロッパは啓蒙思想と産業革命という
2つの近代化を進める力の源（Home）となった。その

それぞれのトレンドの根底には、2つの重要かつ関連

後も目覚しい世界的な変革の時代が続く。ヨーロッ

した前提がある。1つ目は、ここ20年で世界経済の重

パ、そしてそれに続き北アメリカが、驚異的な経済成

心は明らかに大きく変化し、かつてははっきりとしてい

長を成し遂げ、残りの地域とは急激に別世界となっ

た先進国経済（主に欧米諸国であった）と、つい最近

た。その証拠が歴史経済学者アンガス・マディソンの

までは「ROW（Rest

研究で示されている（図表1）。

of the World）」とされてきた

「世界のその他の地域」との区分が曖昧になっている
点である。2つ目は、この経済のリバランスによって、

発展した経済国と発展途上の経済国との大きな開き

今までよりもはるかに複雑で多様性に満ちたビジネス

は20世紀を通して続き、最も富める国と最も貧しい国

環境が形成されている点である。
「グローバリゼーショ

との不均衡を増幅させた。その比率は、1900年に10

ンの新たなる波」は、強力な新しいプレイヤーを登場

対1だったものが、2000年までにほぼ60対1まで拡大

させるとともに、多極的であり、欧米の手法や基準、

した。7 この一貫した力学がもたらした重要な帰結の

価値観をそのまま展開することはできない。

1 つは、世界の人口動態における根本的なシフトで
あった。人々は豊かになり、より高等な教育を受ける

多くの点において、この 2つのファンダメンタルな変

ようになると、出生率は低下する。この傾向は、産児

化は明白であるが、その変化は振幅を続けている。変

制限技術によってますます強くなっている。結果とし

化の暗示することや、十分吟味された仮説の妥当性を

て、豊かな国の人口の伸びは停滞、一部の国では人口

完全に理解することは難しい。そこで、世界の歴史を

減少に転じている一方、その他の地域では人口増が

簡潔に振り返ることが手助けになろう。

加速している。例えば、1950年のヨーロッパはアフリ
カの 2.5 倍の人口を抱えていた。しかし2000 年まで

500年前を振り返ると、世界は今日と大きく異なる。 に、アフリカの人口が逆転、2050 年にはアフリカが
1500年代、世界の1人当たり資産の差は極めて小さ
かった。5

ヨーロッパの約3倍になると見込まれている。8

1700 年代に入ると中国はインドを追い越

し、世界最大の経済力を誇るようになった（19世紀ま

時として、欧米の豊かだが年老いた100万人とその他

でその地位を保った）。6 中国はまた、1,000 年以上

地域の貧しくも若さに満ち溢れた10億人と風刺され

の長きにわたって目覚しいイノベーションの宝庫であ

る20世紀後半の世界は、間違いなく持続可能ではな

り続けた。方位磁石、紙、印刷技術、陶器など中国を

かった。1980 年頃から始まった強烈なグローバリ

起源とする発明はどれも印象的であり、またその数も

ゼーションの直接的な帰結として、この状況は変わり

多い。インドの数学者はゼロの概念を生み出し、その

つつはある。

後、中東イスラム諸国の大学が近代数学の基礎を築
いた。仮説設定と反復実験に基づく科学的発見の近

今世紀の最初の10年間で、世界は目覚しい変化を遂

代的手法を構築したのも彼らである。さまざまな新発

げた。世界の21ヶ国（いずれも新興国）でGDPが倍以

見やイノベーション、発明が世に広まった。ヨーロッパ

上に増加した。9

は、8 世紀のローマ帝国の崩壊以降、暴力が蔓延し、

GDPは4倍になった。11 同じ期間のGDP成長率は、米

分裂、崩壊の混乱の渦中にあった。しかし、この大陸は

国と英国で18%、日本とドイツでは10%以下と紛れ

30 億人 10 を抱えるBRICs 全体の

5

もなく縮んだ。新興国経済の年平均成長率は4.4%

一方、BRICs経済はこのところ減速してきており、それ

に達し、10年以上にわたって、先進諸国以上に世界の

ぞれに軋轢が表面化している。中国におけるシャドー

GDP成長に貢献している。12

バンキングシステムや投機バブル崩壊の兆候、インド
における遅々とした労働法改正や汚職・腐敗などのガ

この急速な進展は、経済成長という面にとどまらず、

バナンスの弱さ、ブラジルの脆弱なインフラ問題、そ

他の重要な分野でも見られる。例えば、中国では、平

して、ロシアの資源への高依存体質など、これらすべ

均余命が1960年に比べて30年も延び、1990年に3

ては合理的で十分に裏付けのある懸念材料になって

分の1だった中等教育を受けた人口は、今日では80%

いる。

を超えるまで上昇した。13

BRICsにおける2006年か

ら2010 年の 5 年間の開業率は、驚くべきことに世界
のその他地域の40倍に上っている。14
これらの新興国の躍進は、世界各地で最貧困層の大
幅な減少をもたらした。図表2のインフォグラフィック
は、2005年から2015年の間の貧困層減少の現時点
での予測を示している。これは、過去20年間に起こっ
た減少と同じ規模感である。実際、米国のシンクタン
ク・ブルッキングス研究所のローレンス・シャンディ、
ジェフリー・ガーツ両氏の調査によると、最貧状態にあ
る世界の人口は減少傾向にあるといってよく、1990
年に40%を超えていたが、来年には10%にまで減少
するとされている15（15%程度というもう少し控えめ
な減少を予測する有識者もいる16）。2010年の時点
で最貧状態にある12億人の人々は、新興諸国の人口
の20.6%を占めている。この数値は、1990年に比べ

7億人少なくなっており、わずか20年の間に最貧層は
ほぼ半減したことになる。17
ただし、先進国と新興国の経済的格差が縮小した、あ
るいは間もなく解消されると考えるのは短絡的過ぎる
だろう。米国の経済規模は依然として中国のほぼ2倍、
ドイツの経済規模もインドのほぼ2倍となっている。ま
た、1人当たりで見ても、先進国と新興国の差は、大き
く開いたままである。金融危機と景気後退による最悪
の事態は終息しつつある。米国経済は 2013 年に

1.9%の成長を示し、2014年には2.8%となる見込み
だ。つい最近景気後退から抜け出したばかりのユーロ
圏では、2013年の成長率はマイナス0.4%であった
が、2014年には１%に回復すると見込まれている。18
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図表2 世界の貧困状況の変遷

2005

2015

サブサハラ・アフリカ

欧州・中央アジア

中南米

東アジア・大洋州

中東・北アフリカ

南アフリカ

Source: Brookings Institution, Poverty in numbers: The changing state of global poverty from 2005 to 2015,
February 2011, p. 1, http://outreach-international.org/wp-content/uploads/2013/11/Brookings_Global_
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しかし、過去20年超に見られた地殻変動が終わったと

MINT（メキシコ、インドネシア、ナイジェリア、トル

決めてかかることは賢明ではない。 減速 していると

コ）
という新しい言葉を生み出した。22 タイ、ベトナム、

はいえ中国経済は2013 年に7.7%も成長しており、

ポーランド、そしてラテン・アメリカの太平洋側の国々

2014年も7%台の成長率を維持する見通しだ。イン

もまた、その他多くの国々同様に前途有望と見てよ

ド経済も 4.4% の成長を見せており、2014 年には

い。同時に、多くの新興国の人口動態は、より成熟し

5.4%になると予測されている。19 このような状況は

た国々よりも、引き続き優位な状況にある。新興国

BRICsだけに限ったことではない。2009年を除いて、 は、15から64 歳までの労働力人口と65 歳以上の人
サハラ以南アフリカも、過去 10 年にわたって年平均

口の比率を示す 潜在扶養率 が健全であり、人口ボー

5%以上の成長を遂げており、今後もほぼ同じ水準で

ナスの恩恵を享受している。この指数は、多くの先進

継続すると予測されている。20 元ゴールドマン・サッ

工業国においてかつてないほど低くなっており、特に

クス・アセットマネジメント会長で、 BRICs の生みの

顕著なのが、日本、イタリア、
ドイツである。23 こうし

親でもあるジム・オニール氏は21 、それに続く高成長

た世界経済の根本的なリバランスは、この後も長きに

が見込まれ、高いポテンシャルを秘めた国々を指して

わたり継続するダイナミクスとなるだろう。
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この繁栄と機会の拡大は歓迎すべきものであり、世界

国際関係とルールにおけるこれらの変化は、特に気候

中の企業にとって長期的成長の潜在的な源となる。

変動や食糧生産、エネルギーや水といったサステナビ

その一方で、それはビジネスにおける複雑性と不確実

リティに関する増え続ける課題によって加速されてい

性のレベルも大いに増加させる。20年前、主に欧米

るといえるのかもしれない。これらはWTOドーハ・ラ

の政府とその影響下にある国際機関によって形成さ

ウンドを難航させた要因でもあり、国家間の緊張の高

れたアジェンダとルールセットであり、世界経済の未

まりをもたらしている。今後15年の間に、世界の人口

来に半永久的なフレームワークを提供したかに見えた

はおそらく10 億人以上増加すると予測されている。

ワシントンコンセンサス

24

は、多くにおいて真実味

あるものと思われた。

その結果、食糧、エネルギーの必要量はそれぞれ

50%、40%増加、水の必要量は（世界の多くの場所
ですでに大変に逼迫しているが）30%上昇するといわ

だがそのシナリオは、今日においてはほとんど説得力

れている。27 これらの課題はそれぞれ、気候変動に

をなくしている。先頃、アメリカに代わって世界第1位

よって未知の程度にまで複合化する。気候変動は、現

の貿易大国となった中国は25、彼らが急速に接近し、

在の二酸炭素排出量の多い、化石燃料ベースのエネ

関係を育み、深めているアフリカ大陸諸国を含め、欧

ルギー源が一因となっており、ほぼ確実に水の確保と

米諸国が参加していない新たなアライアンスやパート

食糧生産に影響を及ぼすであろう。

ナーシップの盟主となっている。多くの重要な貿易、
文化、政治上のつながりが欧米の受益者によってリー
ドされること、あるいは彼らに依存することが減少し
た。最近公表された国連のデータによると、国際貿易
に占める南南貿易（新興国・新興国間の貿易）のシェ
アは、過去 20 年で倍増。今では世界の輸出全体の

25%を占めており、今後さらに上昇すると見込まれて
いる。26
政府が果たすべき適切な役割に関する認識も相当に
幅広くなっている。近年台頭している、いわゆる 国家
資本主義（国家が市場経済に積極的に介入して経済
発展を目指すモデル）は、多くの新興経済国にとって、
歴史的、文化的、そして哲学的に、自由市場資本主義
より馴染みやすいだろう。結果的に、政策レジームは
ますます多岐にわたる傾向となり、世界中の国々の政
府が、 戦略的に重要な 業界の成長ポートフォリオの
推進や、国内雇用の維持・創出、そして安全保障政策
を推し進めようとする、あからさまに保護主義的では
ないものの、特恵的な行動が増えている。本来的に
所有者に有利に働く傾向のある知的財産の保護に関
する基準や慣行も同様にチャレンジを受けており、今
後さまざまに分散していくだろう。
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グローバリゼーションの新たなる波は、さまざまな局

グローバリゼーションの新たなる波へようこそ。この

面で企業とそれを経営する人々に新たな挑戦をもた

新しい時代において議論すべき変化は、1本のレポー

らすであろう。多くの世界的有力企業にコンサルティ

トにおける主要なトレンドの探求に収まり切るもので

ングを提供するものとして、デロイトは、次々に現れる

はないだろう。しかしながら、これら9つのトレンドは、

変化のパターンを見定めるべき立場にあり、責務を

来るべき未来への関連性が高く、企業がその戦略的

負っている。本レポートでは、経営上の判断や行動に

な関心事とするに値すると、我々は自負している。新

とって現実的な合意を持つ、9 つのトレンドを提起す

時代の勝者は、新たなニーズを持つ新たな消費者に

る。これらは、変化が引き起こすあらゆる物語を網羅

よって刺激を与えられ、新しいコラボレーションモデル

的に論じようとするものではない。我々が選択したト

によって彼らの要求を満たし、そして未来に焦点を合

レンドは、多くの継続するダイナミックな変化がもたら

わせる新しいリーダーによって導かれるだろう。

す混乱の最中においても、これらを押さえておけば経
営の足場固めが可能になるという我々の信念に沿っ
たものだ。経営的に関連性を持つこれらのトレンドは、
非常に確かなものであり、変化し続ける世界におい
て、企業が成長し、革新を起こし、そして、飛躍的なパ
フォーマンスを達成していく上で影響を及ぼし得るも
のである。
この9つのトレンドを選択するに当たって、これらのシ
フトが過去 12ヶ月の産物であり、それぞれの影響の
ピークが2014年中に現れるということを主張するつ
もりはない。いずれも、何年もの歳月をかけて形成さ
れてきた変化であり、我々が意図的に何か新しいもの
を作り上げたり、グローバリゼーションの新たなる波
が企業経営のすべての局面にどう影響するかを述べ
ようとするものでもない。
本レポートで述べる9つのトレンドは、3つの大きなカ
テゴリに分類される。以下、順を追って説明していき
たい。最初の3つのトレンドは、企業が遭遇しつつある
世界中の消費者の性向における非常に深遠な変化に
関連している。次の3つのトレンドはすべて、企業とい
う枠組みの内と外、双方におけるコラボレーションに
焦点を当てながら、ビジネスにおける魅力的な変化を
反映している。最後の 3 つのトレンドは、グローバリ
ゼーションの新たなる波によって課題を突きつけら
れ、変化しつつあるリーダーシップのあり方を明らか
にするものである。
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Section overview

New consumers
拡大する消費者層

ピーター・ドラッカーが語るように、
「ビジネスの目的

「10億
3つのトレンドの嚆矢だと我々の考えるものは、

は顧客の創造と維持」であるとすれば、大規模な顧客

人の新中間層」の台頭である。貧困層に区分される

ベースの変化ほど、ビジネスに大きな影響を与えるも

人々の割合は過去 20 年の間に着実に減ってきてい

のはない。新たなるグローバル化の波によって引き起

る。特筆すべきは、持続的な人口増加にも関わらず、

こされるはじめの3つのトレンドは、この問題の核心を

その絶対数も減少を示していることだ（図表1）。経済

突くものだ。グローバル企業の経営者は、これまでと

成長を通じて人々が貧困から解放され、中間層が大幅

は地理的・社会経済的に異なる新たな消費者市場に

に増加しているのである。近い将来、一定の購買力を

ついて、今後理解を深めていく必要があるだろう。彼

持つ中間層は、10億人ほど膨らむ見通しだ。小売・消

らがこれから向き合う消費者は、今までとは違った

費財企業は、この数字に期待を隠しきれないのではな

ニーズと企業に対する高い期待を抱いている。

かろうか。

図表1 超貧困の終焉：近年の歩みと将来見通し

40%

2030年までの見通し（上限・下限）

30%

2030年までの見通し（95%信頼区間）
20%

世界の超貧困率

10%

トレンド 1990年以降
トレンド 2000年以降
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2030年の世界目標 – 3%
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* Published poverty projections: Brookings Institution (Brookings), Chandy, Ledlie, & Penciakova, 2013; Center
for Global Development (CGD), Karver, Kenny, & Sumner, 2012; Pardee Center International Futures (IFs),
Hughes et al., 2009; Overseas Development Institute (ODI), Kharas & Rogerson, 2012; World Bank (WB),
Ravallion, 2013; World Bank & IMF (WB/IMF), Global Monitoring Report, 2013.
Source: USAID, Getting to zero: A discussion paper on ending extreme poverty, November, 21, 2013, p. 2,
http://www.usaid.gov/sites/default/ﬁles/documents/1870/USAID-Extreme-Poverty-Discussion-Paper.pdf,
accessed January 30, 2014.
Graphic reproduced by Deloitte University Press with permission from USAID | dupress.com
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図表2 都市人口と農村人口：1950-2050
（百万人）
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Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World urbanization
prospects: The 2011 revision, highlights, March 2012, p. 3, http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.
pdf, accessed January 30, 2014.
Graphic reproduced by Deloitte University Press with permission from United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division | dupress.com

ただし、この中間層は、小売・消費財企業がこれまでビ

年層が中心で、先進国の消費者ほど豊かではないか

ジネスの基盤を確立していない地域で誕生すること

らだ。しかし、その規模の大きさと、消費市場の成長

に注意して欲しい。その地域とは、アジア、アフリカ、

に及ぼす影響を考えれば、彼らの要求を理解すること

ラテン・アメリカなど、過去20年間で所得・消費水準

は不可欠である。消費者層のニーズを探るとともに、

の目覚ましい成長を遂げた新興国である。ちなみに、

この層に対して効率的にリーチし、サービスを提供し

全世界の中間層の人口は、2009 年の 18 億人から

ていくため、企業はその成長戦略を再考せねばなるま

2020年には32億人に達するといわれている。1

い。消費者層のニーズ変化の本質を探ると、これまで
にないトレンドが浮かび上がってくる。特に新興市場

貧困から解放された新興市場の消費者たちが、今後、

において、企業が「新たな消費者層」にサービスを提

世界的な需要のトレンドに一層の影響を及ぼすように

供できるかどうかは、経済活動の妨げにもなる社会課

なるにつれ、企業は彼らがどのような製品やサービス

題の解決に貢献できるかどうかにかかっている。つま

を求めているかを理解する必要がある。しかし、この

り、新たなるグローバル化の波によって、2つ目のトレ

多様性に富むグループの複雑な要望を理解するのは

ンドである「ビジネスとその社会的影響力」は一段と

簡単ではない。地理的・文化的に嗜好が異なる上、若

強まっているのだ。
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ビジネスのグローバル展開を志向する大企業は、社会

一端に過ぎず、世界の都市人口の 10%に満たない。

問題や環境問題への新たなアプローチを必要として

最も急速に成長しているのは、人口 100 万人以下の

いる。多くの地域で、安定したインフラが整備されて

都市であり、世界の都市人口の60%はそれらの都市

いないため、企業は他のステークホルダーと連携しな

に住んでいる。4

がら、解決策を見つけ、それを持続させることに努め
なければならない。

このような勢いのある都市について議論すると、多面
的な戦略をもってこれらの都市にアプローチすること

企業が社会課題に注目する動機は、リスクの緩和から

の重要性が見えてくる。先見性のあるビジネスリー

競合に対する優位性の確保、また、市場での差別化や

ダーたちは、これらの都市を単に需要が集中、拡大す

成長とさまざまであるが、社会課題の解決策を見出す

る場とは見ていない。人材やイノベーション、そして、

ことへのコミットメントは、新興市場において成功する

ビジネスがその解決に貢献できる重要かつ興味深い

上でますます不可欠となっている。

課題の宝庫として捉えている。こうした都市に対して
戦略的に関与し、他の場所でも通用する成功の鍵を

新たな消費者のダイナミクスには、別の側面もある。

生み出す「学習の場」とすることが、企業にとって有望

彼らは単に新興国で暮らしているだけでなく、都市化

なアプローチになると我々は見ている。

が進行する渦中にいるのだ。3 つ目のトレンドは、今
日、我々が「都市を中心とする惑星」にいるという点
である。この事実は、いかに将来を見通している企業
でさえも、都市戦略に細心の注意を払わねばならない
ということを意味している。都市圏は、ビジネスの機
会にあふれてはいるが、反面、非常に複雑であり、そ
の展開は容易ではない。
我々は歴史的にも類を見ない都市化時代を生きてお
り、世界人口の大多数は都市に暮らしている（図表2、

2009 年における農村部から都市部への人口の移
動）。2 アジアやアフリカの都市を中心に人口は増加
し、2030年には、都市人口はおよそ50億人に達する
であろう。例えば、アフリカの GDP の 80%は都市の
中心部から生み出されているが、都市に居住している
人口は未だ30%にすぎず、まだまだ増加することが
見込まれる。3
上海やムンバイといった世界的な巨大都市は活気に
溢れており、世界的に進行している都市化の象徴でも
ある。こういった都市は、長い発展の歴史を持つ先進
国の国際都市と比肩しつつあり、特に人材供給やイノ
ベーションの中心地として影響力を発揮している。し
かし、こうした巨大都市は、現在進んでいる都市化の
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Another billion
10 億人の新中間層

過去20年間にわたる繁栄は、世界経済のありさまを再形成、再整理してきたが、その恩恵はすべてに公平に行
き届いている訳ではない。この潮流は、世界各地に超富裕層を生み出すとともに、多くを超貧困状態から救い出
した。一方で、先進国で暮らす人々の所得の伸びは停滞し、他の地域でもまだまだ厳しい生活を強いられている
人々は多い。しかし、最も驚くべきストーリーは、かつて低所得であったアジア、ラテン・アメリカ、アフリカの消
費者が着実に豊かになっていることだろう。1
このトレンドは今後も継続し、その重要性は高まるだろう。世界全体の中間層は2009年の18億人から2020年
には32億人まで拡大すると見込まれている。2 中間層の拡大をけん引するのは、先進諸国ではなく、アジア、ア
フリカ、ラテン・アメリカなど新興国だ。3 大まかな（一方で慎重な）予測によると、向こう5年間は、この10億人
の新中間層が世界全体の需要を左右する大きな存在になると見込まれている。4
「10億人の仲間入り」は歓迎すべきことである。企業にとっては未開拓の消費市場に挑む大きなチャンスとなる
からだ。とはいえ、彼らは先進国の伝統的な中産階級のように必需品以外に支出する余地はあるだろうか。残念
ながら、それは見当違いだ。彼らは先進国の消費者ほど裕福ではなく、先進国の商品・サービスに慣れ親しんで
いる訳でもない。彼らは先進国と異なる環境で暮らしており、独自の商品やサービスを必要としている。しかし、
多くのグローバル企業のポートフォリオにおいて、10億人の新中間層は、唯一にして最大の成長機会を提供する
存在である。
この中間層の拡大を重要視するにつれ、企業は、コスト削減やヒット商品の廉価版・スモールサイズ版を輸出す
るなどの過去の戦略だけでは不十分であることに気が付きつつある。一方で、すべてのローカルマーケットに対
して製品やサービスをカスタマイズしていくことは非現実的で、多くのコストを強いられることも理解している。
製品やサービスのカテゴリー、文化、マーケット間の共通性などについて、新しいアプローチや新しい考え方を
必要としている。新中間層向けのビジネスは非常に魅力的ではあるものの、この層を取り込み、利益を出すため
には、地道な努力を積み上げていく以外にない。

13

Business and social impact
ビジネスとその社会的影響力

途上国における水、公衆衛生、健康維持は生死に関わる問題だ。水を感染源とする病気で5歳以下の子供が20
秒ごとに命を落としている。病気の8割は汚染水と関連しているが、7億8千万以上の人々は清潔な飲料水を得
るための手段を持っていない。1
ユニリーバは、2020年までに世界の5億人に安全な飲料水を供給し、衛生的な習慣を倍増させるという野心的
な目標を掲げている。彼らは16ヶ国で手洗い教育プログラムを開始し、アフリカ大陸だけで1,000万人を超える
人々に働きかけた。このプログラムは現在、水資源の確保、公衆衛生の確立など、農村開発投資を援助するコロ
ンビア大学のミレニアム・ビレッジ・プロジェクトと連携している。2
ユニリーバの行動は慈善活動ではなく、グローバル事業戦略の鍵となる要素である。ユニリーバの世界全体の
収益のうち55%は今や新興市場からもたらされている。3 最高経営責任者のポール・ポールマンは、
「10億に近
い人々が空腹で眠りにつき、28 億人が水不足に悩み、労働する機会を得られない人々が急増する世界では、
我々は企業としての目標を達成することができない」と訴えた。4 教育キャンペーンが功を奏し、同社の「ライフ
ブイ石鹸」は2桁成長を達成し、成長著しいブランドのひとつとなっている。5
これが、グローバリゼーションの新たなる波における、企業の社会性を伴うパフォーマンスの新しい顔だ。新興市
場でビジネスを展開する企業は、低所得の消費者や農村社会を支援するという課題に対応しなければならない。
また、ビジネスを妨げる数々の制約にも適応しなければならない。企業が社会問題や環境問題に取り組みなが
らコア・ビジネスを推進する実験とイノベーションの時代の展望に、誰しも心が躍ることだろう。
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City planet

都市を中心とする惑星

増大する中間層の取り込みを図る多くの企業にとって、
「都市」という視点は企業戦略の根幹となる。地球規模
で進行する都市化は、文明史における最大のトレンドのひとつとなっている。多くの企業戦略において、都市は
消費者で満ち溢れた場所とされ、都市に居住する人々の特定のニーズや要望、そして、それを満たすための物流
に関する課題についての検討が重ねられてきた。成長の源泉として新興する経済を取り込もうとする企業にとっ
て、これらはより差し迫った問題となっている。中国やインド、その他の新興国で起こっている地方から都市への
人口移動は、その規模と速さにおいて前例がない。
企業にとって、都市は、もはや多くの消費者が集まる場所ではなく、また、マーケティング戦略によって彼らと向
き合うだけの場所でもない。より包括的な都市戦略を採用し、消費者マーケティングは単にその一部と位置づけ
ている企業は少なくない。都市は、人材の宝庫、イノベーションの坩堝、社会や文化の中心とも認知されている。
また、多くの切迫する社会課題が顕在化しているとともに、その解決策を模索する人々も多く存在する。このよ
うな状況に対応し、都市化がビジネスに提供する価値の全てを実現するためにも、よく練られた多面的な戦略が
求められる。
新興国における都市化は、大きな混乱を伴うダイナミックな道のりであるため、統合的かつ戦略的なアプローチ
が特に重視される。欧米とは比べものにならない速さで新たに重要な都市が誕生しているだけでなく、都市自ら
もより意識的に成長を加速させている。今日の市民リーダーたちは、どこにいようとも、都市とそれがもたらす
影響に関する何十年にもわたる研究の恩恵を受けている。彼らの多くは、都市の発展において、企業が果たして
きた、そしてこれから果たすことのできる役割を熟知している。彼らの影響力、そして直面する課題が大きくなる
につれ、ビジネスリーダーに対し、同様の智慮を求めることだろう。
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Section overview

New collaborations
深化するコラボレーション

ビジネスの世界における今日の目まぐるしい変化は、

なわちソーシャルメディアの最良の活用方法は、ビジ

イノベーションや敏捷な対応力と、それゆえ多くの企

ネスにおける様々な領域やあらゆるステークホルダー

業が気づいているように、コラボレーションの能力の

を相互に結びつけ、コラボレーションに繋げることに

重要性を際立たせている。 相互の結びつきがますま

あると認識するようになろう。また、過去 20 年の間、

す強まる世界経済の下、次の製品、次のサービスの創

サプライチェーンにおけるパートナーと築き上げてき

造に必要なインスピレーションを得るために、多くの

た強いつながりを駆使し、世界のどこで需要の変化が

企業が組織的制約や既存市場を越えた先を読む力を

起ころうとも、それに柔軟かつ効率的に対処する能力

見出すことだろう。それらの企業はやがて、マーケット

を磨くに違いない。

とのコミュニケーションに使用し続けているツール、す

図表1 大学予備人口の伸び率

E7、G7諸国における高等教育修了者の伸び率（2010-2021）
インド
ブラジル
インドネシア
トルコ
中国
メキシコ
米国
カナダ
フランス
英国
イタリア
日本
ロシア
ドイツ

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Source: Oxford Economics, Global talent 2021: How the new geography of talent will transform human
resource strategies, 2012, p. 8, http://www.oxfordeconomics.com/publication/open/231866, accessed
January 30, 2014.
Graphic reproduced by Deloitte University Press with permission from Oxford Economics | dupress.com
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本章で我々が探求する最初のトレンドは、
「あらゆると
ころで起こるイノベーション」である。このフレーズは

図表2 今後3年間で想定されるコラボレーションの
変化

2つの観点においてまさしく真実を映している。1つ目
は、欧米に本拠を置く多国籍企業は、自国市場で革新
的な製品やサービスを開発し、その後国外の顧客に

今後3年間で貴社のコラボレーション対象はどのように
変化するとお考えですか？

適合させる
（あるいは適合すらさせない）
というこれま

増加

変わらない

減少

でのアプローチが、もはや限界だと認識している点で
ある。我々は、いかにしてイノベーションが世界に拡
散したか、主には、新しい消費者や人材の影響により
「東」に移動したのかを調べた。光り輝く上海の工業
団地や多国籍企業がアジアに持つ研究所がこの証拠
を示している。新興国におけるR & D 支出を世界合計
に占めるシェアで見ると、2002年から2009年の間に

先進国企業とのコラボレーション機会
合計
先進国企業の
幹部
新興国企業の
幹部

47%
40%

44%

9%

52%

65%

8%

23%

12%

17%から27%に伸びている。1 また、世界の研究者
人口におけるアジアの比率は、教育環境が改善された
結果（図表1）、2003年の16%から2007年の31%に
増加した。2 ハイテク分野ではまだまだ「西」に利があ
るのかもしれないが、新興国市場には、時代にあわな
い旧来のシステムがそもそもないことに加え、意欲的
な若い世代が存在しており、少なくとも将来において
は先進国同様のダイナミズムが期待できる。
「あらゆるところでイノベーションは起こる」ことが示
す2つ目の観点は（こちらのほうがより強いトレンドで
ある）、企業に雇われ、R& Dに没頭するイノベーター

新興国企業とのコラボレーション機会
合計

61%

33%

7%

先進国企業の
幹部

57%

36%

7%

新興国企業の
幹部

72%

24%

4%

Source: Deloitte Consulting LLP, Deloitte Globalization
Survey 2013, 2013.
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

依存からのシフトである。今日、イノベーションの全体
的なプロセスは、 箱庭 からオープンな場所へ、すな
わち、知のストックを抱え込むことから、協働して知を
生み出す流れを推奨する方向へと移っている。興味
深いことに、イノベーションの位置付けに関するこれ
ら2つの変化は、互いを勢いづけているようだ。世界
のエグゼクティブを対象にデロイトが実施した最近の
調査では、新興国企業のエグゼクティブほど、今後の
コラボレーションの増加を予期しており、65%が先進
国企業との間で、72%が新興国企業との間で、コラボ
レーションの機会が増えると見ている（図表2）。3
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より多くの人々や企業、そして研究機関に対するオー

グローバルサプライチェーンは、コラボレーションと情

プンな態度の高まりが、コラボレーション機会の幅を

報を結合する重要な領域であり、歴史を振り返ってみ

広げ、さらにはテクノロジーの進化が、企業や国境の

ても、この領域が企業のグローバル化を成功させるた

境界を超えた連携や共創の手段を提供し続けている。

めの中心的なドライバーとなっている。

このような因子は、相互に結びつくことによって新た
な流れを創出する。我々はこのトレンドを「ビジネスの
ソーシャル化とグローバル化」と呼んでいる。

「先を読むサプライチェーン」の章では、世界のサプ
ライチェーンネットワークで起こっている変化と、成功
に向けてデータや戦略、コラボレーションが果たすべ

このような幅広く高速なつながりの増加は、非常に効

き重要な役割について述べる。近年、最適なサプライ

果的なソーシャルメディア技術の目覚しい拡張と相

チェーンは、原則として、標準化とコスト効率化を目的

まって、コラボレーションの能力を継続的に引き上げ

として設計されてきた。しかし、変化と不確実性が特

ている。今日まで、ソーシャルメディアは主に個人に

徴となっているグローバル化への新たな動きの中、多

利用され、その結果として、世界中で爆発的なソー

くの企業が現状のサプライチェーンは目的に適ってい

シャルプラットフォームの活用を引き起こし、まさに世

ないと感じている。今日成功しているグローバル企業

界的な現象を創り出した。次の数年の間には、企業が

は、適応能力と柔軟性を併せ持つ供給体制の構築に

顧客やサプライヤー、パートナーや従業員との結びつ

取り組んでいる。したがって、将来の供給ネットワーク

きを強め、グローバルに つながった 状態となるため

は、変化を予期し、適宜それに反応するように設計さ

に、ソーシャルメディアを活用するだろうと我々は予測

れるであろう。
「不確実性を読むサプライチェーン」の

している。そして、このトレンドにおいて強調すべき

構築にむけ、パートナーと継続的に協力していくにあ

は、地域への親密性とグローバルへの志向性のバラ

たっては、より強力な予測分析と、戦略とのより一層

ンスをとるために、企業がどのようにソーシャルテクノ

緊密な結びつきが必要となろう。

ロジーを活用していくのか、さらには、いかにしてより
効率的なグローバル組織となっていくのか、その過程
にあると見ている。
進展の余地はまだまだある。先進国市場でも新興国
市場でも、調査対象となったエグゼクティブ内 61%
は、次の3年の間に、ソーシャルメディアはビジネスに
とって一定限、もしくは非常に重要になると予期して
いる。4 ソーシャルテクノロジーの進化により、ソー
シャルメディアは単なる広告のプラットフォームや消
費者とのつながりの場以上の存在となった。洗練され
た利用方法が確立するに従い、企業は、ソーシャルメ
ディアが、オペレーションを効率化しコラボレーション
機会を増やすことにもプラスに働くことに気づき始め
ている。その影響はとても深く、今後の企業組織に関
する考え方を新たなもの変えていくかもしれない。5
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Innovation from everywhere
あらゆるところで起こるイノベーション

人類にとって、イノベーションは常に重要だ。それは繁栄と豊かな暮らしを手に入れるための原動力となってい
る。また、変化が急で、機会が多く、そして競争が非常に激しい世界におけるビジネスにとって、イノベーションは
その重要性を着実に増している。その証拠として分かりやすい例には、次世代のマネジメント候補生向けの
「企業はイ
MBAプログラムにおいて、イノベーションのコースが急激に増えていることがある。ビル・ゲイツは、
ノベーションを続けるか、さもなくは滅びるか」1 とあからさまに語った。では、イノベーションはどこから起こる
のか？
これまでの数世紀、イノベーションは主に西洋からもたらされた。イノベーションを開花させるために必要となる
重要な諸要素が、他の地域よりも早く西半球の社会や経済に存在していたからだ。西洋の多くの国々が、イノ
ベーションにおける優位性は、生まれながらの権利であり、永遠に奪われることのない、本来的に備わっている相
対的な強みと考えるに至るほどに、力強く、自信をつける事象をもたらした。
しかし、ビジネスの世界における非常に重要なトレンドとして、この状況は変わり始めている。経済成長の裾野が
広がり、また、各国の方針や新たな オープン テクノロジーが変化した結果、あらゆるところでイノベーションは
起こるようになった。新興国経済をベースとするプレイヤー、また西洋において資産規模的には大企業に届かな
いその他の多くのプレイヤーが、グローバルレベルでのイノベーションシステムにおいて、見過ごすことのでき
ない勢力になりつつある。
このような変化は、企業におけるイノベーションの責任者に対し、どのようにその責任を全うしていくのかという
課題を提起している。提供するサービスやオペレーションのあり方を進化させ続けるため、企業は内部の研究開
発部門だけに頼るのではなく、彼らのビジネスの周辺に存在する外部のイノベーターたちとつながりを持ち始め
ている。このような動きには、従来とは異なる素養と、おそらくはより難しいであろう、異なる行動が求められる。
しかし、組織内部で生み出せることの限界を認識できれば、どのような組織であっても、イノベーションの可能性
に満ちた新たな世界に加わることだろう。
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Social business, global business
ビジネスのソーシャル化とグローバル化

グローバル企業におけるソーシャル・ツールの活用は成熟の域に達しつつある。彼らはもはや、マーケティング
メッセージを広めるための メディア としてソーシャル・ツールを捉えるだけでなく、ビジネスにおける非常に重
要なトレンドとして、ソーシャル・ツールとそこから生まれる交流を、日々のグローバルオペレーションに取り入れ
ている。
こうした変化に伴い、ソーシャルがもたらす価値に対する企業幹部の評価も急速に変わり始めている。デロイト
とMIT

Sloan Management Review誌が2011年に実施した（99カ国･25業界・2,500人以上のマネージャー

に対する）調査では、回答したエグゼクティブの内、18%のみが、ソーシャルが 現在、重要である と考えている
に過ぎなかった。2012年に実施した調査では、それが36%と倍になった。そして、その他の回答者の多くもソー
シャルの可能性が急速に拡がっていることを認識しており、過半数の回答者が、ソーシャルが 来年中には重要に
なる と答えていた。1 この結果は、デロイトの2013年グローバリゼーション・サーベイ、423人のグローバル企
業幹部に対する別の調査で支持されることになった。回答者の61%が、3年以内にソーシャル・メディアが「さら
に」、もしくは、
「一定限」、自社にとって重要になると考えていることが明らかになった。2
今後、企業が成功を収めていくためには、グローバルへの志向性とローカルへの適合性の正しいバランスが必
要となるだろう。さらに、問題の発生を鋭敏に察知し、それに反応して迅速にオペレーションを再構成する柔軟性
も求められる。先進企業は、他者とのコラボレーションによってイノベーションを起こしていくであろう。今では、
多くのエグゼクティブが、このようなビジネスの様々な次元において、 ソーシャル・ビジネス

3

が進化を約束す

ると認識している。企業が成長への意欲を増すにつれて、
ソーシャル・ツールの活用も拡大する。ソーシャル化は、
グローバル化を進める 際に直面する障害の多くを取り除き、企業が グローバルになる ことを可能にするのだ。
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Anticipatory supply chains
先を読むサプライチェーン

2011年3月、トヨタとその鍛え上げられたオペレーション方式を信奉する人々を揺るがす出来事が起こった。日
本の東北地方で、マグニチュード9.0の地震が発生し、巨大な津波が押し寄せた。津波に直撃された海沿いの地
域では、人的犠牲は壊滅的であり、復興が途方もない課題となっている。また、メルトダウンの危機にさらされた
東京電力福島第一原子力発電所の様子を世界中が不安を抱きながら見守った。この震災は､ 後にトヨタにとっ
て、自然災害がどれほどグローバルビジネスの脅威になるかを示す証左となった。トヨタは近年、世界最大の販
売を誇る自動車メーカーとなったが、その1つの要因は、綿密に管理されたサプライチェーンにあった。在庫を
最少化するため部品納入にジャストインタイム方式を採用するなど、長年にわたってオペレーション上のスラック
の排除に取り組んできた。特定の部品をひとつのサプライヤーに集中させるなど、調達先を大幅に減らしてき
たが、その結果、想像していたよりもサプライチェーンがかなり脆弱になっていたことに気づかされた。日本の
部品メーカー数社が機能しなくなったことで、日本から遠く離れた中国や北米の製造ラインは完全に停止、3月
の製造は世界全体で29.9%下落した。サプライヤーが必要な量の部品を元通りに納入出来るようになるまで
に、半年を要した。1
このような経験に苦しんだトヨタは、大規模な混乱から回復するまでに要する時間を、最大で2週間までに減らす
ように、サプライチェーンの改良に着手した。震災直後の時期に実施した復旧に向けた人海戦術をよりうまく実
行するだけでは、この目標を達成することは不可能であった。トヨタのサプライチェーン・システムは、例えそれ
が壊滅的な出来事でなかったとしても、どのような連鎖的影響をもたらし得るのかを事前に予期することを学ば
なければならなかった。そこで、
トヨタの経営陣は、脆弱性を明らかにし、問題発生の可能性や潜在的なインパク
トによって順序付けするといった取り組みに乗り出した。トヨタは500以上のサプライヤーと協力し、多層的なサ
プライチェーン・ネットワークの可視性の向上を図るとともに、生産体制を複数地域に分散させ、より多くのバッ
ファー在庫を維持できるよう取り組んだ。もっとも印象的だったのは、4,000から5,000ある自動車用部品の多
くを設計し直すことを決め、異なる車種間で共通の部品を使用できるようにしたことだ。不測の事態に備えた追
加的な生産設備の建設が、サプライヤーにとっても負担に見合う判断になることを担保するために、彼らへの部
品発注を増やすことがポイントとなった。こうした改革を積み重ねた結果、
トヨタは現在、先を予見することがで
き、用意周到で、効果的なサプライチェーンを持つに至った。
トヨタの例は、多くの企業が直面している課題が際立った形で現れたケースであり、また他の先進的企業が追い
求めている解決策の先鞭となろう。あらゆる種類の製造業において、サプライチェーンの構築は当初余り計画
的ではなかったが、後に効率性を追求し最適化され、現在では、先を見越すという重要なゴールに向けて再構築
が図られている。
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Section overview

New leadership
新たなるリーダーシップ

新たな秩序を形成するための、産業界や各種機関、そ

つある。ここ150年の中で初めて、新興国経済の雄で

して個人レベルにおけるリーダーシップの変化によっ

あるブラジル、中国、インドの3カ国のGDPの合計は、

て、ほぼ例外なく、混乱や分裂、不確実性に満ちた時期

長年にわたり工業国の一大勢力である北半球の国々

がもたらされる。我々が強調する残り3つのトレンドは、

−カナダ、フランス、
ドイツ、イタリア、イギリスそして

これら全てのリーダーシップレベルに影響を及ぼす。

アメリカ−の合計とほぼ同じ水準に達した（図表1）。1

グローバルの産業レベルでは、新たな組織がリーダー

グローバリゼーションの新たなる波の中では、リー

として台頭し、既存プレーヤーが持つ影響力に挑戦し

ダーシップや影響力、そして新しいビジネスの慣習は、

ている。そして、先進国（主に欧米）に存在する、企業

新たなプレーヤーの中から生まれるだろう。

も含めた各種機関が持つ強力な影響力は侵食されつ

図表1 世界GDPに占めるブラジル、中国、インドの合計GDPシェア
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Note: Output is measured in 1990 purchasing power parity dollars.
Source: UNDP, Human development report 2013: The rise of the south: Human progress in a diverse world,
2013, ﬁgure 3, p. 13, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/H-DR/2013GlobalHDR/
English/HDR2013%20Report%20English.pdf, accessed January 30, 2014.
Graphic reproduced by Deloitte University Press with permission from UNDP | dupress.com
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新たな時代のリーダーシップは、新興市場から湧き起

外、特に組織的インフラが整備しきれていない新興市

こる多くのアイデアや影響力を手にした、かつてない

場において、CFOもしばしば戦略的な意思決定の舵取

ほどにグローバルで、多様性に富んだ企業によって形

りを任される存在になりつつある。新市場を開拓して

成されよう。ほとんどの業界−そもそも彼らがそれを

いく際には、本来的にCFOに備わっている客観的・定

形作ってきたのだが−において、欧米企業は長い間、

量的スキルが必要とされる、しかしながら、これから

変わらぬリーダーシップを発揮してきた。しかし、もは

CFOには、市場参入に向けた分析など従来的な業務

やそれは当てはまらない。我々の調査において、エグ

範囲を超え、現地でのビジネスオペレーションの陣頭

ゼクティブの多くは、今後3年の間に新興市場を本拠

指揮を取る役割も求められるようになるだろう。

とする企業との競争がますます激化し、リーダーシッ
プにもこれまでより大きな影響を及ぼすと予想してい
る（図表2）。2
「新旧勢力の対決」では、我々は、新興市場という土壌

図表2 今後3年間で予想される競争環境の変化

から生まれ出た「新興グローバル企業」が、かつては
欧米の多国籍企業にほぼ独占されてきた先進的な能
力や勢力範囲をいかにして獲得しつつあるのかにつ

今後3年間を想定した場合、先進国及び新興国の企業を
取り巻く競争環境はどのように変化するとお考えですか？

いて述べる。まったく異なる生い立ち、文化、システム

増加

変わらない

減少

を持つ企業同士が相互に競い合うことで、グローバル
ビジネスの風景は変化していくだろう。また、新しいプ

先進国市場の競争相手

レーヤーが世界的な影響力を持つに至った理由を概
観するとともに、こうした新興勢力が直面するだろう

先進国企業

54%

36%

9%

課題についても議論していく。対抗意識がより強烈に
なるほどに、新興勢力も先進企業も真にワールドクラ

新興国企業

67%

25%

9%

スのグローバル組織になろうと奮闘する中、互いから
学ぶことが多くあるだろう。
新興国市場の競争相手

まったく別の観点になるが、個々のエグゼクティブレベ
ルでも、リーダーシップのあり方は変化してきている。

先進国企業

56%

32%

11%

日々移り変わるビジネスシーンが、彼らの関心を新た
な優先課題へと移行させているのだ。最も印象的な

新興国企業

65%

26%

10%

例は、CFOが「チーフ・フロンティア・オフィサー」にな
りつつあることである。グローバルな政策形成の過程
が変化してきた結果、税務や監査、資本市場および他
のファイナンス機能などに影響を与える規制環境の多
様化に直面する機会が増えている。そのため、世界的

Source: Deloitte Consulting LLP, Deloitte Globalization
Survey 2013.
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

に成長する企業のCFOは、これまで自国や核となる市
場で見てきたよりもより幅広いビジネス課題について
理解し、対処することが求められるだろう。 企業を成
功裏に成長させる最終的な責任はCEOにあるが、海
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最後に、企業のリーダーシップ層における変化も取り

だが、この章で我々は、このようなモデルは、グローバ

上げているが、変化の必要性は、特定のエグゼクティ

ル企業が今後直面する複雑で、総合的な課題に対処

ブの責任範囲にとどまるものではないと考えている。

するには、あまり適切ではないのではないかという疑

それどころか、今こそ、
「C-suite：バージョン3.0」へ

問を提起したい。さらに、新しいモデルのC-suiteが乗

と大きく変化するときではないかと考える。この章で

り越えるべきジレンマを概説するとともに、彼らが果

は、企業の戦略立案やその実行を日頃から疑問を持

たすべき重大な意味を持つ新たな役割についても述

たずに行ってきた、上級幹部クラスの構成や役割を

べる。

探って いる。1 9 8 0 年 代 〜 2 0 0 0 年 代にかけて 、

C-suiteの規模は5人から10人へと2倍になったが、そ
のうち4分の3が、ゼネラルマネジャーではなく機能別
マネジャーの増加によるものである。3 このようなラ
インごとのリーダーシップの分割と意思決定の分散
は、企業がその勢力と影響力を拡大する際には適切
なものだった。
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Giants, old and new
新旧勢力の対決

1970年代、欧米自動車会社の幹部たちは、自国市場で急速に存在感を増した強力な日本企業の姿に衝撃を受
けた。それ以降も、経済が急成長するアジア諸国からの新たなプレーヤーたちが、複数の業界においてグロー
バルの舞台に登場した。それから20年間にわたり、エンブラエル（航空機／ブラジル）、タタ（製鉄や自動車など
の財閥／インド）、セメックス（セメントメジャー／メキシコ）、ビンボグループ（製パン大手／メキシコ）、ジェー・
ビー・エス（食肉加工メーカー／ブラジル）、バーティ・エアテル（通信／インド）、マヒンドラ＆マヒンドラ（自動車
製造／インド）、レノボ（電気機器／中国）、ハイアール（電機機器／中国）といった多くの 新興グローバル巨大
企業 が、新興市場の豊かな土壌の中で成長を遂げてきた。業界を長らく独占してきた欧米の多国籍企業にとっ
て、それら新興企業は真に脅威となる、常なる競合相手に成長した。
近頃では、新しい強力なプレーヤーの登場に、もはや驚くことはない。ビール醸造から自動車、ITコンサルティン
グに至る多くの業界において、つい10年前まで欧米でほとんど知られていなかった企業が、今ではグローバル、
リーダーの一翼として確固たる地位を築いている。新たなプレーヤーたちが、成熟した先進国市場で勝利するこ
とに次第に重きを置き始めていることもあり、数年先に誰が優勢になっているのかまだ分からない。欧米の企業
の多くが経験してきたように、慣れ親しんだ国内市場からそれほど馴染みのない新しい市場へと拡大していくこ
とは、決して簡単ではない。新興の巨大企業が持つ独自の強みは、将来の要求に十分に応えていけると証明さ
れるだろうか？ あるいは、長らく今のポジションにいる企業のアドバンテージは、存続を可能にするのだろうか？
その答えは どちらでもない ということになりそうだ。トレンドを見ると、先進国と新興国のマーケット・リーダー
達は、多面的なゲームをマスターするために互いに学び合おうとしている。新しい領域に乗り出す、国内市場に
おいて旧来からのライバルと競争する、そして、新規参入者の侵入から既存市場を守る、といったそれぞれの
ケースにおいて、彼らは確たる手段を講じている。スポーツで例えるならば、ある者たちがボクシングをしている
一方で、他の者たちはレスリングをしていたが、今では皆が総合格闘技の試合をしているようなものである。最
も速く学ぶものが勝ち、最も機敏さに欠けるものは、本国ですら負け犬となろう。
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CFO as chief frontier officer
チーフ・フロンティア・オフィサーとしてのＣＦＯ

グローバリゼーションの新たな時代へと足を踏み入れるにつれて、企業はかつてないほど複雑な力学や決断に
直面する。その1つの結果として、多くの企業におけるCFOの役割は、グローバル戦略の成功にフォーカスする
ことへとシフトしつつある。企業戦略にとってグローバルでの成長がいかに重要であるかを踏まえると、CFOは
最高財務責任者（ Chief

Finance Officer）であると同時に、フロンティア開拓における最高責任者（ Chief

Frontier Officer）としても位置づけられるようになるだろう。
米スターバックスのCFO、
トロイ・アルステッド氏を例にあげよう。1992年の入社当時、スターバックスの店舗数
は170を少し下回る程度であり、北米以外に初めてのスターバックスの店舗がオープンしたのはその4年後のこ
とであった。海外展開の機が到来した時、最も必要とされたのはグローバルベースでの財務管理や意思決定の
サポート、プランニングや事業開発に関する深い知識であり、それらはアルステッド氏とファイナンスやアカウン
ティングチームの同僚たちが提供できる強みであった。2013 年までに、スターバックスは世界 60カ国で約

5,000店舗を運営するに至った。そして、既にCFOであったアルステッド氏をグローバル・ビジネス・サービスの
グループ代表にも任命し、双方の立場でリーダーシップを発揮する権限を公式に与えた。この発表をしたステー
トメントにおいて、スターバックスは「アルステッドの昇格は、グローバルベースでの財務やテクノロジー、サプラ
イチェーンの運営において増大する責任と複雑性を反映したものであり、また、グローバルでの成長を支える会
社全体の経営基盤の最適化を確かなものにする」とコメントしている。1 スターバックス最高経営責任者（CEO）
のハワード・シュルツ氏は「アルステッドの昇格は、これまでの功績によるところのみならず、将来的なニーズに備
えるためでもあった」と強調した。2 事実、2014年2月にはアルステッド氏は最高執行責任者（COO）に昇格し、
自身の役割がより広がったことを目の当たりにすることとなった。3
多くのCFOが、自国内あるいはコア事業のマーケットで直面しているものよりも、より幅広いビジネス上の課題
を理解し、対処できるようステップアップを図っている。グローバル化に向けたイニシアチブを推進することが

CFOの役割のひとつとして期待されるようになってきたとは言え、新たな責任を担う力をすべてのCFOが持って
いるわけではない。多くのファイナンスエグゼクティブは、資金調達や投資、オペレーションやバリュエーションに
関する手法により磨きをかける必要がある。さらに言えば、彼らの多くは仕事に対する新しいマインドセットを持
たなければならないだろう。
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The C-suite: Time for version 3.0?
C-suite：バージョン3.0

今日、CEO（最高経営責任者）は、かつてない程多くの直属の部下を抱えている。権威のある研究によると、大
企業における「C-suite」
（経営幹部レベル： chief という単語が肩書きに使われる傾向があることからこう呼ば
れている）を構成する役職は、1980年代の2倍になった。1 しかし、企業の上層部に関するトレンドとして言える
のは、単に数が増えたというだけでなく、その構成が変わってきたということだ。今日のC-suiteにおいては、CFO
（最高財務責任者）、CMO（最高マーケティング責任者、CHRO（最高人事責任者）といった職能スペシャリスト
の数が、ゼネラリストである事業部門のリーダーの数を大きく上回っている。2
一握りのゼネラルマネジャーで構成される従来型の経営幹部をC-suiteの バージョン1.0 だとしたら、職能スペ
シャリストが優勢な現在の状況は、実質的に バージョン2.0 の時代に突入している状態と言える。そして、ここ
で問題なのは、競争力を維持するために、企業が自己変革をし、それを続けなければならないビジネス環境に、
この職能別分担モデルが適さないことである。グローバリゼーションの新たな時代において、職能志向型のエグ
ゼクティブで構成されたチームは、将来の成功に向けた統合的で首尾一貫した戦略を立案し、行動していく際、
時に悪戦苦闘することだろう。
多くの企業において、リーダーシップチームのあり方を新たに見直す時機が来ている。すなわち、C-suiteが
バージョン3.0 へと進化する時が来たのだ。
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