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サプライチェーンからサプライブレーンへ

本能の時代の 
消費財・小売業界



The consumer packaged goods and retail 
businesses that thrive in the future will make 
the transition from supply chains to supply 
brains.

Companies have a choice: become instinctive  
or go extinct. 

Read on to accelerate your transformation.

 
今後成長する消費財・小売企業は、サプライチェーンからサプラ
イブレーンへと移行するでしょう。

本レポートにより、トランスフォーメーションを加速させましょう。
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本能の時代の消費財・小売業界  |  はじめに

消費財・小売予測：
2025年の世界
第4次産業革命の定着にともない、消費財・小売業界におけるトランスフォーメーションも加速しています。
消費者需要は急速な変化を見せ、社会はサステナビリティに関する不安に駆られています。国境と関税、
オートメーションを加速させることによる影響、新型コロナウイルス感染症の副次的影響から生じる
不安感が結果的に大混乱を生み出しています。2025年に向けて成長するために、消費財・小売企業は
まずこの難局を乗り切らなくてはなりません。

私たちは、消費財・小売企業が将来的にどのような世界で活動するかを予測するために、The Future 
Laboratoryと協力しました。消費者と社会の期待は変化し、消費財市場は様変わりすることでしょう。

本レポートでは、この変わりゆく世界で成功するために消費財・小売業界が変えていかなければなら
ない重要な点について明らかにします。成長するためには、組織はデータを中核に据え、あらゆる場面
で人工知能（AI）を駆使することで、迅速につながり、予測し、適応する必要があります。

• 現在の世界の現状
•  2025年までに消費財・小売業界のトラ
ンスフォーメーションを引き起こす3
つのグローバルマクロトレンド

•  消費財企業と小売業者が未来において
どのように生き残り、成長するか

本ページ以降の内容は 
以下の通りです。
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本能の時代の消費財・小売業界  |  はじめに

サプライチェーンから 
サプライブレーンへ
消費者は、パーソナライゼーション、サステナビ
リティが求められる社会、新しい経済に適応する
企業、レジリエンスが必要となる世界規模での変
革の時代を求めています。次の10年間で消費財・
小売業界は、これらの消費者のニーズに応えるべく、
トランスフォーメーションを進めることとなります。

データにより、消費者製品の流れは、直線型のサプ
ライチェーンから、変化に応じて拡大と縮小が可
能なサプライチェーンへと進化します。迅速に反
応し、消費者ニーズを感知し、リスクと機会を予測
する統合されたオペレーティングシステムにより、
サプライチェーンはサプライブレーンへと進化し
ます。そして消費財・小売ネットワークは、調達や
在庫管理から輸送と配送に至るまで、エコシステ
ム全体にわたって連携して活動するようになります。

サプライブレーンは、将来的なオペレーティング
モデルである統合コントロールセンターへと進化し、
製造業者と小売業者の間で新しいレベルでの情報
共有が必要となります。消費財製造業者と小売業
者からのインサイトが結びつけば、サプライブレー
ンは利便性とスピード、カスタマイズされた製品、
パーソナライズされたシームレスな小売体験が提
供できるようになります。

このような未来の状況下で生き残り、成長するた
めに、消費財・小売企業はサイロ化された分散型
のモデルから、顧客、労働力、地球に焦点を当てた、
より長期的なビジョンに移行していくでしょう。



今日の消費財・小売業界:  
消費環境を変える力
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本能の時代の消費財・小売業界  |  今日の業界

2022年までにAIによって創出される新た
な仕事の数。
しかし、7,500万の職がAIに取って代わら
れると予想されます。

出典：世界経済フォーラム

1億3,300万 31% 11%
2020年3月にオンラインの食品配達サービスまたは食
品受け取りサービスを利用した米国の家庭の割合。新型コ
ロナウイルス感染症により、2019年8月から2倍以上増加。

出典：Brick Meets Click/ShopperKitOnline

2025年までにeコマースが消費財
総売上に貢献すると予想される割合。
2018年の8倍。

出典：ニールセン

世界の現状：
現在の見解

消費財製造企業と小売企業は、イノベーションの先頭に立ち、新たな仕事を創出しています。サプライチェーン最高責任者は、新しいテク
ノロジーを駆使し、調達、在庫管理から輸送、サステナビリティまで、全行程にわたって俊敏性を高めています。

構造的変化が消費財・小売業界に影響を及ぼしています。買い物客は、
オンラインとオフラインのタッチポイントを活用し、幅広い製品や
企業へのシームレスなアクセスや、小売業者からの迅速な対応を求
めています。無数のデータポイントを有することで、複雑な消費エコ
システムの中においても効率的な注文計画と、非常に回転が早い商
品管理と在庫サイクルを可能にします。

サステナビリティと新型コロナウイルス感染症による混乱の中で、
俊敏性の欠如が浮き彫りとなり、それに対する世論の高まりから、消
費財・小売業界は自身のサプライチェーンを見直さざるを得なくな
りました。消費財製造業者と小売業者には、デジタルテクノロジーの
採用と、気候変動への対応が左右する未来の課題に協力して取り組
まなければならないというプレッシャーがかかっています。
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今後10年間の米国の消費者の出費のうち、 
プライベートブランドに対する出費の割合

出典：CB Insights

AmazonのAlexaがプライベートブランド製品
を勧めてくる割合。ただし、プライベートブラン
ド製品はAmazonのサイトで扱う製品の2%に
過ぎない。

出典：Bain & Company

Amazonのプライベートブランドビジネス
の年間売上。2022年までに250億ドルに到
達する見込み。

出典：Marketplace Pulse

小売業の進化論では、最も適応能力の高い企業が
生き残る 
今日の小売業界は、実店舗販売とeコマースとの対立、継続的なバリューチェーンの崩壊、プライベートブランドとグローバル消費
財ブランド間の競争など、成長において厳しい環境に置かれています。

Amazon Primeや音声アシスタントを導入する人が急激に増えていることから、ショッピングの未来におけるAmazonの主張は強まる
と考えられます。個人消費が縮小し、市場変動に対してAIによって生成される処方的対応が定着することから、プライベートブランドの消
費量は増加することが考えられます。これにより、一部の製造業者は、小売業者との関係を完全に断ち、消費者への直接販売（DTC）モデルを
追求するようになるでしょう。

25% 17%750億ドル
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気候変動への取り組みの遅れにより、今後15
年間で世界のトップ企業30,000社が被る損
失額。

出典：国際連合

2018年と比較し、2019年には2倍近い米国
企業が戦略的意思決定にサステナビリティを
組み込んだと述べています。

出典：ING

気候の緊急事態がサステナビリティの
目標を加速
環境の変動がサプライチェーンマネジメントに混乱を来たし、サステナビリティとレジリエンスが 
ビジネス上の緊急課題となっています。

サステナビリティと環境に関して大胆なコミットメントを掲げている企業は、他社に対して多大な影響を 
もたらし、環境意識の高い消費者の心をつかむことができるはずです。

1兆ドル
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消費財企業はまもなく行動を起こすことを余儀
なくされるでしょう。行動を起こすことで利益
を享受することになる一方、行動を起こさなけ
れば代償を払わなければならないでしょう。

Genpact 北米 消費財・小売部門統括  
Ajay Kapoor

関税に関する対立は現在2年目に到達しており、
グローバル企業は、すでに財政面での影響を実
感しています。今、サプライチェーンのリーダー
には、俊敏性の高い回避策を打ち出すことが求
められています。

ガートナー シニアディレクターアナリスト
Kamala Raman

“ “

本能の時代の消費財・小売業界  |  今日の業界

米国が中国に課した関税。中国が米国に課した
関税の額は1,100億ドルです。

出典：デロイト

2,500億ドル

不安定な世界情勢の中で求められる柔軟な 
サプライチェーン
激動の社会的、地政学的情勢が長期計画の立案の妨げとなっています。サプライチェーンは、貿易戦争や地政学的不安定性、世界規
模の健康への脅威が収益に打撃を与え、生産性を低下させ、コストを押し上げることで及ぼす予期せぬ影響に対処しています。

現在のシステムは、増加する無秩序な状態に対処できるようには設定されていません。調達から製品開発まで、全ての面での俊敏性が、変動
しやすい事象に対応し、サプライチェーンを動かし続けるためのカギとなるでしょう。

” ”
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かつては、お互いを食ってやろうという、いわば
鮫のような巨大企業が存在しましたが、現在は小
魚が無数にいるような状態です。小魚のひと噛み
は小さいですが、それが集まって市場シェアの極
めて大きい部分を占めています。

Retail Week エグゼクティブエディター  
George MacDonald

企業は、イノベーションが失敗に終わった際、潔く
断念するのが難しいようです。マーケティングに
さらに資金を投入すれば持続的な需要が生み出さ
れるだろうと期待して、何年も日の目を見ない製
品の成功を待ち続けることはもうできなくなるで
しょう。

Genpact 消費財・小売部門 サプライチェーン 
サービスリーダー Nikolas Co�rin

本能の時代の消費財・小売業界  |  今日の業界

2013年から2018年の間に大規模消費財製造業
者16社の合計市場シェアは33%から31%に減少
しました。

出典：ニールセン

嗜好の変化はブランドサイクルが 
短くなることを示唆
ミレニアル世代とZ世代は、ヴィーガニズムまたはフリーフロム製品など、かつてはニッチだった選択肢を主流に押し上げています。
特にこの世代の消費者は、より信頼が置け、エシカルだと思われる比較的規模の小さいブランドを好みます。大企業は競合を監視し、
消費者マインドの変化に注意深く耳を傾ける必要があります。

ブランドサイクルがより一時的なものである今、消費財製造業者と小売業者は、先見性と高度化するデータ分析を利用して、新しい嗜好やこ
れから登場する高級専門ブランドを特定しています。企業は、イノベーションを測定するためのAIと機械学習による早期の警告シグナルを
用いて、ポートフォリオ内のどのブランドを続行し、どれを諦めるか決断することができます。

2%
“ “

”
”

“

”
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健康を重視する政策が消費者の
よりヘルシーな選択を誘導
ヘルシーなライフスタイルを実現する食材に関する科学が裏付けた情報をもとに、政
府と関係当局は健康を害する慣行を取り締まっています。一方、人々が新しい行動と、
より健康的な選択を促す責任は消費財製造業者と小売業者にあります。

2017年の砂糖税導入後の英国におけるソフトド
リンクの砂糖含有量の減少

出典：イングランド公衆衛生庁

28.8% 79%
健康や食品、栄養に関するメッセージが分かりに
くいと考えている消費者の割合

出典：New Nutrition Business

企業は先を見越し、法律制定に先手を打って、自身の評判に傷がつかないようにしなければなりません。消費者意識が変化することで、小売
業者は健康志向の買い物客の関心を引くために取り組みを強化し、データとインサイトを利用し、人々にライフスタイルを補完する選択肢
を促すための機会を提供することとなります。
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直線型消費に取って代わる 
サーキュラー・エコノミー
サーキュラー・エコノミーは、回復・再生を目指して計画された経済の枠組みです。資
源を採掘し、作り、利用し、捨てるという現在の直線型消費モデルは限界に達したとの
認識に基づき、サーキュラー・エコノミーでは、廃棄物をほとんど、または全く出さず、
再生エネルギーで動く未来が構想されています。

サーキュラー・エコノミーに移行することを計画
している米国企業の割合。16%がすでにサーキュ
ラー・エコノミーの原理を利用しています。

出典：ING

6,000億ドル62%
より回復力の高いアプローチを採用することに
よる2025年までのヨーロッパ経済に対する推
定年間純材料費節約効果

出典：エレン・マッカーサー財団

原料を採掘し、最終的に埋め立て地行きになってしまう製品を製造するよりも、閉じたループの中で資源を再利用する方法を見つけ出
そうとしている企業が増えています。製品と原料をより長く使用することができれば、ビジネスチャンスは大きく広がります。資源採
取が減ることで、廃棄物とサプライチェーンにおけるリスクや汚染が減り、同時に限界消費の時代を消費者が回避することが可能にな
ります。



2025年の消費財・小売業界： 
世界を変えるであろう3つのトレンド
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2025年の消費財・小売業界: 
グローバルマクロトレンド
新世代の期待の変化をきっかけに、3つのマクロトレンドが2025年の世界を形作る
でしょう。成功するためには、消費財・小売企業はこの変化に適応しなければなりま
せん。

私たちはここで各トレンドを調査し、先進企業を明らかにし、組織が成功するために
講じることができる手段を共有します。

本能の時代の消費財・小売業界  |  2025年の業界

オプティマイズド・
リアリティ

エシカルインパクト

0301 02
システム全体の 
プランニング



人間の感情を利用するテクノロジーにより、消
費財・小売業界のタッチポイントは流動的かつ
多様で、反応も早くなるでしょう。これにより、
企業は体験やサービス、製品、プロモーションを
個人に合わせて調整することが可能になります。

消費財・小売業界はサプライチェーンの最大化から、デマンドチェーンのパーソナライゼーションに移
行しなければなりません。

01
オプティマイズド・
リアリティ
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オプティマイズド・リアリティ

ダイナミックなデマンドセンシング
によりパス・トゥ・パーチェスが崩壊

サービスや体験により消費者との
関係性を深化

統合システムによるサプライ 
チェーンのオーケストレーション

2025年には、絶対的な利便性とパーソナライ
ズされた体験が買い物客にとって重要となる
でしょう。AIによる予測的インサイトにより、
消費財製造業者と小売業者はパーソナライゼー
ションの新たな高みに上ることができると考
えられます。顧客の気分と動向に注意を払い、
潜在的ニーズに応える製品やサービスを提供
することができるはずです。

お客様の期待に応えるには、サプライチェー
ンのフローを調整することが不可欠になる
でしょう。統合されたオペレーションは、複
数のデータストリームを用いて実施され、正
逆の情報フローと、リアルタイムで認知度を
把握することにより、計画、製造、実施をシー
ムレスに結びつけ、最大限の効果を実現しま
す。

バリューチェーン全体において、企業は、リア
ルタイムの外部の状況の変化や顧客ニーズ、
リソースの変動、サプライチェーンの混乱に
対応して協力する必要があります。こうした
協調的なアプローチにより、消費者のニーズ
に応えることができる企業間関係が構築され
ます。

マイクロトレンド
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サービスや体験により消費者との関係性を深化
消費財以外の小売業者と製造業者は、以前からサービス主導型モデルに向けての多様化を行っています。BMWのDriveNowな
どのカーシェアリングプラットフォームやIKEAの家具リースサービス、Nike Plus のメンバーシッププラットフォームの成功は、
実際の製品や空間に基づくコミュニティやサービスに加入したいという消費者の欲求を示しています。これにより、実店舗がオン
ラインショッピングとの差別化を図る機会が生まれます。

Public Goodsの顧客は、健康的な食品やパーソナルケア製品、家庭用品
を利用するために年会費を支払っています。多くのDTCブランドが主に
一つの製品カテゴリしか扱わない一方、スタートアップ企業である同社は
現在エキストラバージンオリーブオイルからシャンプーまで60のオーガ
ニック製品を扱っています。Public Goodsは サステナブルな製品を一
つのメンバーシップ体系の下にまとめたいと考えています。

マイクロソフトとクローガーは、パーソナライゼーションの推進に焦点を当て
たコネクテッド体験ストアを試験的に運用しています。店舗に置かれているス
マートシェルフには価格とプロモーション、栄養情報が表示されています。顧
客がアプリを使用して事前に買い物リストを作成すると、それが店舗内のスマー
トシェルフと同期され、店内を移動中にガイドし、購買意欲を掻き立て、顧客一
人一人のためのパーソナライズされた体験が創出されます。

製造業のサービス化は消費財・小売業界を混乱させ、DTCモデルと体験型アプローチでは、バリューチェーン全体でインフラとパートナーシッ
プを新たな視点から見直す必要があります。体験がよりパーソナライゼーションされたものになるほど、顧客との関係がより深まります。コカ・
コーラによる、リーチと関係性を強化するための完璧なプラットフォームとしてのコスタコーヒーの買収などの動きからも明らかなように、
結果として、消費財製造業者はポートフォリオを拡大するために、サービスの伝統を有する企業に注目するようになります。

良い習慣のためのサブスクリプション よりスマートな買い物方法
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ダイナミックなデマンドセンシング 
によりパス・トゥ・パーチェスが崩壊
未来の世界では、消費者はいつでもどこでも買い物できるようになっているでしょう。高度なデータアナリティクスと加速
化された配送メカニズムを組み合わせることで、個人向けにパーソナライズされ、消費者自身が自覚する前に消費者のニー
ズを予測し、アルゴリズムで改善された製品とサービス、プロモーションが絶えず生み出されるでしょう。 パス・トゥ・パーチェ
スの崩壊により、これまでにないレベルまで消費者との親密性が高まり、それにより商品発見と購入の瞬間、私生活を見分け
るのが難しくなるでしょう

Brain of ThingsのCasparは、居住者の習慣と好みを把握するため
に、住居に様々なAI搭載スマートデバイスを取り付けています。これ
は、NestまたはAlexaを実体験のように感じられる次のレベルへと
向上させます。消費財製造業者と小売業者は、この豊富なデータをオ
ペレーションとイノベーションの基盤として必要としており、まも
なく利用できるようになるでしょう。

米国のスタートアップ企業であるAipolyは、在庫レベルや売上、そ
の他の分析結果に関する通知を提供し、製品の動きをリアルタイム
で小売業者に見せることのできるカメラを試験的に運用しています。
こうして得たデータは、理想的な店舗レイアウトや在庫最適化、フリ
クションレスな支払いを運営する上での指針となります。

企業はハイパーパーソナライゼーションと利便性第一の文化を採用するか、機能的フリクションに投資するかを決定しなければなり
ません。どちらの道も選択しない企業は、完全に消費者意識から離れてしまいかねません。消費者は、シームレスな暮らしと引き換え
に喜んで個人データを共有し、自身の生活がブランドにより追跡されることを受け入れるはずです。Amazon Goは、顧客がレジ係
とやり取りすることなく店を出ることができるフリクションレスなレジなし店舗の代表例です。

スマートホームが需要を引き出す
コネクテッドストアが買い物客の 
習慣を追跡する
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統合システムによるサプライ
チェーンのオーケストレーション
高度なデマンドセンサーが家庭のリズムと使用サイクルを読み取り、顧客が自身のニー
ズを自覚する前に、調達、生産、流通の動きを開始します。 これによりサプライチェーンは、
各アクションが同一のデータセットから作用する一つの機能である統合システムとし
て変化していきます。

オンライン食料品サービスのエンドツーエンドサー
ビスであるOcadoは、2018年におけるシェアが
126%増加しました。Ocadoのスマートプラット
フォームには、ウェブサイトのフロントエンドや倉
庫オートメーションテクノロジー、ロボティクス、配
送サービスのインテリジェントなルート決定など、
数多くの機能が含まれます。同社は、目に見えない裏
方のパートナーとして機能し、シームレスな小売フ
ルフィルメントを実現します。

デザイン会社であるArgodesignは、食料品の
注文と配達は、まもなく完全に違う方法になると
考えています。最近の試験的なプロジェクトでは、
同社は、顧客が冷蔵庫の棚から商品を取り出すと
自動的に再注文され、ドローンで配達される未来
を描いています。

消費財製造業者と小売業者は、より的確なデマンドセンシングによって廃棄物を削減するだけでなく、ダイナミックプライシングによってトレー
ドプロモーションを自動化するためにデータを共有し、売上を最大化するでしょう。エコシステム全体にわたる予測的インサイトが供給の
混乱や需要の急増を検知し、製品の在庫が維持され、消費者が正確な配送情報を得られるようにします。これは、新型コロナウイルス感染症
によりオンライン小売への移行が加速する中で重要な機能です。

シームレスな小売りを可能に
する目に見えないパートナー POSとしての冷蔵庫
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消費財・小売業界が備えておくべきこと
サプライチェーンからデマンドチェーンに移行するために、消費財製造業者と小売業者は以下のトランスフォーメーションのた
めのステップを検討する必要があります。

持つものを減らし、より多くをコントロールする  
サプライチェーンを所有する必要がある部分と、例えば法
的契約や財務契約を通じてコントロールだけすればよい部
分を見極めます。次に、サプライチェーンが需要に応じて拡
大や縮小することを可能にするパートナーシップの構築に
投資します。独立したフロントオフィスで機能する複数の
ニッチなブランドを支援するために、単一の規模の大きい
サポート機能の設置を検討すべきです。

スマート製品体験をマッピング  
店舗および自宅で顧客がどのように様々な製品と関わっている
かを理解するため、AIを用いてIoTデータの分析を行います。買
い物体験とパス・トゥ・パーチェス、製品、ターゲット・マーケティ
ングを適応させるためにこうしたインサイトを用います。製品
のライフサイクルに豊富なインサイトを組み込むために、カス
タマーエクスペリエンスデータを運用データと組み合わせます。

購買意思決定のパーソナライゼーション  
消費者データを小売環境やオンラインプラットフォームと結び
付け、パス・トゥ・パーチェスのパーソナライゼーションを行い
ます。消費者が好むだろう製品によって消費者ターゲットを絞
ります。例えば共通価値または考え方、性格に基づいて戦略を立
てるなど、人口統計学的属性を上回る、より豊かなインサイトを
活用しましょう。

対応型投資を促す  
より早い製品ライフサイクルを目指し、融通の利く経済モデル
とフレームワークの開発を財務・会計部門に要求し、需要の変動
に対応するために投資を増額または減額します。

オートメーションと人間味のバランスを取る  
オートメーションと人間同士のやりとりを組み合わせるこ
とで、顧客サービスと小売体験の質を向上させます。例えば、
在庫チェックにはロボットを、感情的エンゲージメントに
は人間を利用します。重要な瞬間に人間としての体験が不
可欠となるバリューチェーンおよび購買チェーンのチャネ
ルとタッチポイントを注意深く分析します。

つなげる

適応する

予測する



社会は企業に対し、企業が地域社会において倫理を重視し
た役割を積極的に果たし、最も重要な問題に関する立場を
明確にするよう求めるでしょう。

消費財 ・小売業界は、何が何でも成長を遂げるというスタンスから、包括的な成功へと移行しなけ
ればなりません。

02
エシカル 
インパクト
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エシカルインパクト

サプライチェーン全体で共通価値を
構築する

倫理の番人が 
消費者の選択を導く

人間のポテンシャルとカスタマー 
エクスペリエンスの最大化

マイクロトレンド

経済・環境の状況が変化する中で消費者は企業
に対し、企業がさらに努力し、社会変化を促す
方法を提案し、社会のための新たな価値体系を
創出することで変化に対応してほしいと期待
しています。

社会の意識が変化することにより、小売業者が
ウェルビーイングとサステナビリティから影
響を受ける買い物客と関わることになり、人々
がより良い選択ができるように導く新しいタ
イプの小売体験を創出する機会となります。

サプライチェーン全体で厳格に価値観を強化
し、基準を実行に移す消費財製造業者と小売
業者は、企業に倫理と環境に対する責任を持っ
てほしいと願う消費者の期待に応えています。

10人に1人が人生のどこかの時点で、小売業
界で働いた経験を有します。企業は、デジタル
テクノロジーによって変容している業界で、
責任ある雇用者としての役割に焦点を当てた
戦略を実施しています。
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倫理の番人が消費者の選択を導く
消費者意識の変化と政府の政策が相まって、企業はエシカルな製品とサービスを提供せ
ざるを得ない状況になっています。消費財製造業者と小売業者は、食生活やサステナビ
リティに関するアドバイザーとしての新たな役割を担うようになり、プラスチックの使
用などの問題に関して消費者を教育し、パッケージングや店内サービスを通じてパーソ
ナライズされた健康と栄養に関するアドバイスを提供するようになっています。 

Krogerは、顧客が買い物をする際に製品別に、よりヘ
ルシーな選択をする手助けを目的としたデータ駆動
型アプリであるOptUPを発表しました。このアプリ
は、以前購入された品物に基づいてアドバイスを提供
し、買い物客を教育するための栄養スコアリングシス
テムを実施し、食の好みに基づいて提案内容のフィル
タリングを行います。

スーパーマーケットチェーンであるHy-Veeは、
顧客が糖尿病、高血圧、高コレステロールの3つの
食習慣に関連づいた症状を管理する手助けをする
ために、190の店舗で栄養士主導の店舗ツアーを
導入しました。毎週開催されるツアーでは、資格を
有する健康の専門家が顧客の症状に役立つ製品の
選び方を案内します。

店舗のオートメーション、ハイパーコンビニエンス、パーソナライゼーションが進む中で、消費者は、小売業者により良い選択へと導いてく
れる倫理の番人になってほしいという期待も抱いています。消費者はこの倫理的責任を小売業者に委ねる構えをより一層強めていますが、
製品とアルゴリズムの来歴に関する透明性をさらに求めるようになるでしょう。

買い物客をよりヘルシーな
選択へと導く 処方的スーパーマーケット
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サプライチェーン全体で共通価値を支
える
従来の直線型モデルでは、調達がサプライチェーンの最終地点までコスト削減を強要するため、リスクが冒
され、倫理と品質が損なわれていました。共通価値が組み込まれているサーキュラー・エコノミーにおいては、
企業同士が共に成長していきます。サプライチェーンは関係ネットワークとなり、その中で消費財製造業者
とそのサプライヤー、小売業者が連携して全ての人の長期的な存続を支える倫理的慣行を育みます。

ネスプレッソの成功は、同社のサプライヤーの成功
と深く結びついています。同社は最近、コロンビアの
Blue Marble Microinsurance と共同で、悪天候
に直面した際のセーフティネットを小規模コーヒー
農家に提供するための、試験的な天候インデックス
保険プログラムを立ち上げました。

オーガニックチョコレートブランドのThe Other 
Barは、カカオ農家および生産者を支援するための
テクノロジーを試験的に活用しています。カカオ農
家は市販のチョコレートを作るのに使用されるカカ
オ価格のわずか3%しか受け取っていないため、大多
数が生活賃金を得ていません。全てのOther Barの
ピンクのパッケージの内側にはQRコードトークン
が入っており、トークンをスキャンするとカカオの
木の4分の1に相当する金額が農家に支払われます。

消費者は製品を作っている人々の生活の質が最終商品と同じくらい重要であると理解しているため、フェ
アトレードこそが希望ある未来のカギを握っているといえます。小売業者と消費財製造業者は、サプライヤー
とともにサステナブルな生産を実施する方法を見直すために提携関係を結ばなければなりません。

サプライヤーのセーフティ
ネット

QRチョコレートが農家に
力を与える
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何事も調達のやり方から手を付ける必要がありま
す。調達はその性質上破綻しており、私たちはより
少ない資金でより多くを買おうとします。そのため、
問題がサプライチェーンからはずれて重要視され
なくなってしまいます。

“

̶ サステナブルな製造エキスパート Oliver Hurrey
”
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人間のポテンシャルとカスタマー 
エクスペリエンスの最大化
消費財・小売業界の事業者は、オートメーションがどのように従業員と純利益に影響を及ぼすのかを理解する必要
があります。消費財・小売セクターは幅広い人々を雇用しており、率先して従業員の再教育と実地訓練を行わなけ
ればなりません。
オートメーションは、ゆくゆくは従業員のウェルビーイングと生産性を向上させなければなりません。店内業務や
在庫管理業務のオートメーションにより、スタッフは顧客対応と関連の重要な業務に集中できるようになるはずです。

スターバックスのAIプラットフォームであるDeep Brewは、予防的メ
ンテナンスをいつ行うべきかを判断することができ、スターバックスの
利益拡大に役立っています。現在では、店舗スタッフの人員配置や在庫管
理の計画までできるレベルになりました。管理業務のオートメーション
により、スタッフが顧客との関係を強化することができるようになって
います。

企業は生涯学習にコミットし、スタッフを教育し、能力開発を行い、新
しい役割を担うことができるようにリソースを提供しています。スキ
ルのギャップを特定するためには、教育機関と政府の間のパートナー
シップも必要になります。例えば、英国のスーパーマーケットAsdaは、
13,000人のスタッフがデータサイエンスやソフトウェアテスト、デー
タ管理など新しい分野の資格を取る支援をしてきました。

デジタルトランスフォーメーションに関連する用語は、デジタルトランスフォーメーションが労働力にとってどのような意味がある
のかを伝えるものである必要があります。従業員を巻き込むには、企業に自分の話を聞いてくれる風土があり、自身の不安を企業が理
解していると従業員が感じる必要があるでしょう。先進的な企業は、業務を改善し、チームに利益をもたらすために、従業員の職務のど
の部分を自動化することができるかを特定することができるよう、個々の従業員が適所に配置されていることを理解することで、ボト
ムアップの合意を確保しています。

生涯学習AIが顧客との関係を深める
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消費財・小売業界が備えておくべきこと
何が何でも成長を遂げるというスタンスから包括的な成功へと移行するために、消費財・小売企業は以下のトランスフォーメーショ
ンのためのステップを検討する必要があります。

エシカルな調達の追跡  
調達チームが最終利益を超越した共通価値に基づきパートナー
を選べるようにし、サプライチェーンにおける影響力を行使
してエシカルな取り組みを促します。

新たな価値メトリクスの導入  
レピュテーションやオートメーションの影響、サステナビリ
ティ、労働力のウェルビーイングなどの新しい価値メトリク
スの分析を財務と会計に組み込むための方法を検討します。

消費者をよりヘルシーな選択へと導く  
実際の買い物体験のパーソナライゼーションを行いながら、
データとテクノロジーを用いて消費者をよりヘルシーでサ
ステナブルな選択へと導きます。消費者が、より健康的にな
ろうという自身の努力の協力者としてスーパーマーケット
をみなす傾向が高まっており、実店舗が新たな方法で買い
物客と関わる機会が創出されます。

つなげる

適応する

予測する

人間の知能を高める  
機械とAIによって人間の労働力を強化する戦略に焦点を当て、
労働者の仕事を簡略化し、労働者と顧客の距離を近くするこ
とで、オートメーションが人間に取って代わるという通説を
覆します。

AIで暗黙知を解放する  
チーム内での物事の仕組みのデジタル化を模索しつつ、AIが人
間ではなく社内のことを何でも知っている「人物」になったと
きに、チーム内の微妙な社会的構造を保持するための方法を検
討します。



社会は、私たちの産業システムが物理的な限界に
達しようとしているという認識に基づき、優先順
位を直線型の生産からコネクテッドエコシステ
ムのアプローチへと移行していくことになるで
しょう。

直線型の生産から再生可能な経済へ

03
システム全体の 
プランニング
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システム全体のプランニング

グローバルサプライチェーンの 
ロジスティクスにおける現地の理論を

明らかにする

イノベーションとサプライチェーンの
エコシステムに投資する

ループを閉じ、パッケージで 
世界的レジリエンスを実現する

マイクロトレンド

企業と地域社会が多面的な脅威に直面する中、
企業は長期的かつ包括的なアプローチを用いて、
大局的な脆弱性に対処できる真にサステナブル
な産業を創出していきます。

消費財・小売企業は、消費者の期待の変化や環境
の緊急事態、地政学的な不確実性、世界規模の健
康への脅威に新たな方法で対応し、直線型から
再生可能なサーキュラー・エコノミーに移行す
る必要があります。 

企業が世界規模の構造的課題に取り組むために
は、専門知識のエコシステムと集積したデータ
を接続することが重要になるでしょう。私たち
の原料についての考え方と使い方、製品の設計
の仕方、ビジネスのやり方を根本的に変えるた
めに、企業同士が協力し合わなければなりません。
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イノベーションとサプライチェーン
のエコシステムに投資する
企業は、新しい投資戦略を用いて、消費者意識の変化に見合ったブランドのポートフォリオ
を構築し、サプライチェーン内でのイノベーションを育んでいます。ニッチなブランドへの
投資は、新製品開発よりも時間がかかりません。また、スタートアップ企業への投資により、
新しいプロセスや原料、テクノロジー、ソフトウェアの発見を早めることができます。

長期的視点を採用するサステナブルなビジネス
モデルは、消費財業界では他を圧倒しています。
ユニリーバのサステナブル・リビング・ブランドは、
2018年に他のブランドと比較して69%速く成
長し、同社の成長の75%に貢献しました。リプト
ンやクノール、ダヴなどのサステナブル・リビング・
ブランドの成功は、目的主導の製品への投資で利
益を上げられることを示しています。

Alphabetのドローン宅配会社Wingは、新型コ
ロナウイルス感染症が流行し、人々がソーシャル
ディスタンスのルールを忠実に守ったことで、需
要が大幅に増加しました。注文を履行するために
現地の店と提携し、宅配オプションを拡大し、米
国とオーストラリアでの宅配数は2倍に増加しま
した。

スタートアップ企業の俊敏性と柔軟性を生かしたブランドは、サステナビリティ重視のイノベーションの新たな時代を拓き、
既存のサプライチェーンが、限られたリスクで環境にやさしい開発から利益を得ることを可能にします。

イノベーションを 
提供する

サステナブルなブランドが
成功する
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グローバルサプライチェーンのロジスティクス
における現地の理論を明らかにする
ブランドは、デジタルビジネスモデルとそれを支えるのに必要な物流インフラが、環境に悪影響を及ぼしていることを認め始めています。
その結果、ブランドは、商品の配送や返品処理、現地の需要への対応など、環境に配慮した方法を開発しています。顧客に直接送られる
商品が増えるにつれ、消費財製造業者と小売業者には、配送ネットワークを最大限に生かし、迅速で環境に優しいラストワンマイルを
確保しなければならないというプレッシャーがかかります。企業が供給の継続を確実なものにしようと努めている中で、ロジスティ
クスにおける非効率性を解消するための一つの方法として、新型コロナウイルス感染症の流行により加速しているトレンドであるサ
プライチェーンの縮小または現地化が挙げられます。

国際宅配業者であるUPS は、トラックの移動距離を一日最大で
8マイル削減するためにリアルタイムで配達を最適化する新し
い配達アルゴリズムであるORIONを試験運用しています。

アリババグループのスーパーマーケットチェーンであるHemaは、各店舗で
倉庫・小売店・オンラインフルフィルメントサービスを提供しています。 一
番の重点が置かれているのは、店舗から半径3キロ以内の現地の顧客基盤です。
全てのオンラインでの注文は、店での受け取りか、わずか30分で顧客に届け
られます。Hemaは、在庫を現地の需要と合わせるためにデータとアナリティ
クスを活用しており、廃棄物と食品の腐敗を減らしています。 

現地の需要を理解するためのテクノロジーを利用することにより、コストが削減され効率が高まると、配送距離を減らし、サプライチェーン
を安定したものにしなければというプレッシャーも相まって、現地生産とオンショアリングが増えると考えられます。主要市場に商品を提
供することができる倉庫と連動する、より小規模で俊敏性の高い施設を作ることで、地域と現地の経済を活性化することができるでしょう。
Marks & Spencerをはじめとする小売業者は 、既に店内での食物の栽培を試みています。これにより、完全にフードマイレージがなくなり、
将来の食料不安に対処できる潜在的な新しいモデルが提供されます。

アルゴリズムによる配達 総合スーパーマーケット
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パッケージで世界的レジリエンスを実現する
サステナブルな原料の開発の必要性は、業界共通の課題です。消費財製造業者と小売業者は、消費者が求めるサステナブ
ルな目標に到達するためにバリューチェーンの全ての企業を支援する必要があります。これが意味するのは、原料廃棄
を減らすために製品およびパッケージング、ロジスティクス関連のイノベーションの実施方法を見直す必要があるとい
うことです。プラスチックは急速に取り組むべき最重要課題となりました。このプレッシャーにより、業界はソリューショ
ンを見出すために率先して行動し、協力することを迫られています。消費財業界内でサブスクリプションが台頭しており、
これは再利用可能な容器とレフィルの可能性を示しています。

英国のスーパーマーケットであるBudgens は、環境活動グループで
あるA Plastic Planetと協力し、ロンドンの店舗で200種類の製品
からなる脱プラスチック製品シリーズUnpackagedを導入しました。
プラスチック汚染の大幅な削減を目指し、Budgensは現在バラ売り
の豆類や穀類を販売しており、他にも石鹸、詰め替え可能なシャンプー
やシャワージェルをはじめとする脱プラスチック製品も売られています。
顧客は脱プラスチック素材でパッケージングされた幅広いヴィーガン
食品やグルテンフリー食品も選ぶことができます。

Loop Industriesは、「プラスチックのサステナブルな未来を創造するイノベー
ションテクノロジー企業」を自称しています。2015年に設立されたLoop 
Industriesは優良企業を集結させ、何度も返却・詰め替え可能な高品質パッケー
ジングのシステムの試験運用を実施しました。基本的に、このシステムにお
いては、パッケージングの所有権が消費者から生産者に変わります。

顧客が脱プラスチック代替品やパッケージングの完全廃止を求めているため、小売業者は、インキュベーション施設の設置や、実験場所とし
て脱プラスチック製品売り場の提供などを通して、消費財製造業者の脱プラスチック製品開発とパッケージングの廃止という目標達成をサ
ポートする必要があります。製造業者がより丈夫な再利用可能な容器を採用すれば、テクノロジーが導入され、製品の使用のモニタリングと
販売前および販売後の動きの追跡を行うさらなる機会が生まれるでしょう。こうした新しい動きが業界を変えていくのです。

脱プラスチックスーパーマーケット ループを閉じる
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システム全体のプランニング:
消費財・小売業界が備えておくべきこと
直線型の生産から再生可能な経済に移行するために、消費財・小売企業は以下のトランスフォーメーションのためのステップを検
討する必要があります。

生産の現地化  
より広い地域に商品を提供する単独の大きな倉庫と比較
して、主要市場に商品を提供するサテライト倉庫と連動
する小規模で俊敏性の高い施設を複数作ることについて
検討します。

サステナブルな配送を計画する  
サプライチェーンによる二酸化炭素排出量の縮小・削減を目
指し、リアルタイムでロジスティクスを改善できるようAIイ
ンサイトを利用し、サステナビリティ基準に照らして影響を
予測します。

地域の需要を予測する  
地域の需要を予測して廃棄物を削減し、ラストワンマイル配
送を最適化するために、IoTとAIデータ分析を利用して在庫
のパーソナライゼーションを行います。

サステナビリティ文化を促す  
従業員のエンゲージメントを促し、サステナビリティの追跡
と手法、プロセスを継続的に改善するために、サステナビリ
ティのための取り組みを透明性のあるものにし、報告書をま
とめ、目標に向けて進みます。

来歴管理を促す  
全てのサプライヤーにわたって可視性をもたらし、調達チー
ムが環境およびサステナビリティに関する実績に基づい
てサプライヤー基準とサードパーティーリスク警告を適
用することができるように、ブロックチェーンなどのテ
クノロジーに投資することで、透明性を高めます。

つなげる

つなげる＋適応する 適応する

予測する



未来の消費財・小売企業は、本レポートで取り
上げる3つのマクロトレンドを活用するため
に焦点を移す必要が出てきます。

消費財・小売業界： 
2025年に向けて
成長する
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オプティマイズド・ 
リアリティ

エシカル 
インパクト

サプライチェーンからサプライブレーンへの道
各マクロトレンドにおいて成長するためには、消費財・小売企業は3つの大きな変化を乗り切る必要があります。

サプライチェーンの最大化からデマンド
チェーンのパーソナライゼーションへ

何が何でも成長を遂げるというスタン
スから包括的な成功へ

直線型の生産から再生可能な経済へ

•  パーソナライズされた体験とコミュニティエ
ンゲージメントを通じて消費者とのつながり
を深めます

•  データを利用して、需要を予測し、サプライ
チェーンロジスティクスを調整します

•  データを用いて消費者をサステナブルな選択
へと導きます

•  オートメーションを利用して人間の潜在能力
を最大化し、サプライチェーン全体の企業に向
けた共通価値を創出します

•  優先順位を直線型の生産から廃棄物をなくす
回復可能なサーキュラー・エコノミーへと移し
ます

•  新原料を開発し、原産地を追跡し、サプライ
チェーンを現地化するためにつながり、協力し
ます

システム全体の 
プランニング
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消費財・小売エコシステムが2025年に向けて成長するために 
トランスフォーメーションを行う上でしなければならないこと

成功を収める企業は、これらを基盤として次世代の消費財・小売事業を形成していきます。私たちはこの
ように先見性のある組織を本能的な企業と呼んでいます。

消費財・小売の未来を実現する

01

05
04
03
02

データを組織の中核に据える

シームレスに協力する

予測を利用してリスクとビジネスチャンスを特定する

パーパス主導の人材を育てる

AIを組み込み、そのインサイトを従業員の知識や状況と 
組み合わせる



本能の時代の消費財・
小売業界



本能の時代の消費財・小売業界  |  2025年に向けて成長する  |  本能的な企業

2025年に向けて成長する：

本能的な企業への進化

オプティマイズド・リアリティとエシカルイ
ンパクト、システム全体のプランニングによ
り形作られる世界で成長する企業は、エコシ
ステム全体からのデータと知識、人々、イン
サイトを結びつけ、顧客に利益をもたらす迅
速かつ正確な意思決定を行うことができま
すこれが本能的な企業です。

次世代の消費財・小売企業は組織全体に組み
込まれたAIを用いるため、予測能力があり、
顧客の個人的ニーズとライフスタイルの目
標に完璧に沿ってサプライブレーンのよう
に行動し、反応し、予測するサプライチェー
ンが特徴となるでしょう。

AIを神経回路として利用する次世代の消費財・
小売企業は、サプライチェーン全体のパート
ナーと協力し、コネクテッドエコシステムを
通じてデータを共有し、予測的インサイトに
基づいて行動し、適応力のある労働力に力を
与えるでしょう。

2025年までに生き残り成長する企業は、消
費者と従業員、環境を重視した財政面のサス
テナブルな成長を確実なものにするために、
こうしたグローバルマクロトレンドに対応す
る必要が出てきます。
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予測的 
インサイト

適応力のある 
労働力

コネクテッドエ
コシステム

本能的な消費財製造業者と小売業者
未来のマクロトレンドを乗り切ることができる本能的な消費財・小売企業は、想定外の競争要因やより高い透明性を求める声、新たな
経済モデル、人材ニーズに対応できるように備えています。
従業員やパートナーから得た状況や知識とAIインサイトを組み合わせる本能的な消費財製造業者と小売業者は、3つの特徴を有して
います。

本能的な消費財・小売企業は、社外パートナーシッ
プを採用し、競合を含むサプライチェーン全体
で連携しながら、イノベーションネットワーク
を構築していきます。

本能的な消費財・小売企業は、複数のソースから
のデータを利用し、先進テクノロジーを採用す
ることで、顧客のニーズとビジネス機会、脅威を
予測することができるように、リアルタイムの
実用的なインサイトと迅速かつ正確な予測能力
を獲得するでしょう。

人間と機械で構成された適応力のある労働力は、
変化を受け入れ、新しいスキルを採用し、協働し、
顧客という共通の目的を中心に足並みを揃えます。
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もしも消費財・小売業界が以下を 
提供することができたら…

もしも食料品店が玄関まで来てくれたら？まだ
初期段階ではあるものの、各消費財ブランドは、
どのように自律走行車でサプライチェーンマネ
ジメントの最も複雑な部分であるラストワンマ
イルを簡素化することができるかを模索してい
ます。

将来、どの地域でも移動式小売店や自律走行車
による食品配達が利用できるようになるでしょう。
生鮮食品を保存するために温度調節されている
移動店舗の店内を想像してみてください。買い
物客は、専用アプリを用いて好みの食品を選ぶ
ことができます。RFIDとコンピュータ映像を融
合させることで、買い物客が車から品物を取り
出すと買い物客に料金が請求されるテクノロジー
により、支払いの手間が省かれます。

もしも流通経路の終点がもはや玄関ではなくそ
の先だったら？Walmartとスウェーデンのスー
パーマーケットグループであるICAは、顧客の
食料棚と冷蔵庫に直接食料品を届け、ブランド
と消費者の関係を強化する計画を発表しました。

将来、消費者が自身の棚から品物を取り出すと、
自動的に食品や飲料商品が注文され、配達され
ることになるかもしれません。

もしも小売業者が店内で食物を栽培することで、
フードマイレージが完全に撤廃されるだけでなく、
将来の食料不安の高まりにも対処できるように
もなったら？

ドイツの小売業者であるMetroは、自社のスー
パーマーケットの店内に農場をオープンして
います。ハイテク農業企業であるInfarmと協力
し、Metroは成長サイクルを把握し、養分や湿
度、温度、光量に関連して将来起こり得る問題を
予測するスマートな店内栽培システムである
Kräuter Gartenを開発しました。

自律的ラストワンマイル 水耕栽培市場 リーチイン小売販売
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企業が、未来の世界に備えて準備を進めるために、私たちのレポートはトランスフォーメーショ
ンに関する指針を提供します。

未来志向の消費財・小売企業は、神経回路としてAIが組み込まれたコネクテッドエコシステム
や予測的インサイト、適応力のある労働力を実現するために、すでに確固たる手段を講じ始め
ています。

こうした移行を実施し、成功を収めるのが本能的な企業です。顧客に焦点を当てる本能的な消
費財・小売企業は、サプライチェーンをサプライブレーンに変えることで、競合に打ち勝つこ
とができるでしょう。

今こそトランスフォーメーションを 
加速させる時です。
トランスフォーメーションの始め方の詳細については、genpact.com/jp/へアクセ
スしてください。



 
Genpact（NYSE:G）は、ビジネストランス
フォーメーションの実現を支援するグローバル・
プロフェッショナル・サービス企業です。フォー
チュン・グローバル500をはじめとする企業の
数千単位プロセスを実行してきた経験に基づき、
デジタル主導のイノベーションとデジタルを活
用したインテリジェント・オペレーションをお客
様に提供しています。私たちは、デザイン思考で
考え、デジタルでビジョンを描き、データとアナ
リティクスで問題を解決します。エンドツーエ
ンドのオペレーションにおける豊富な知識とAI
ベースプラットフォームGenpact Coraを組み

合わせ、グローバルで90,000人を超える従業員
が、日々お客様のオペレーションの追求に励んで
います。ニューヨークからニューデリーまで、そ
の間の30か国以上で事業を展開するGenpact
は、エンドツーエンドで拠点をつなぎ、すべての
プロセスを再考し、企業の新しい働き方を提案し
ます。Genpactは、スタートからゴールまで各ス
テップを再考することが優れたビジネス成果に
つながることを理解しています。対象が何であれ、
お客様がデータとデジタルを活用して飛躍的か
つ長期的な成果を達成できるように支援します。
Transformation Happens Here

Genpactについて

Genpact に関する情報は、genpact.com、LinkedIn、Twitter、YouTube、Facebookでご確認いただけます。
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今こそトランスフォーメーションを加速させる時です。
トランスフォーメーションの始め方の詳細については、

genpact.com/jp/へアクセスしてください。




