
 
分散型コントロールからネットワーク型レジリエンスへ

本能の時代の 
サプライチェーン



 

世界規模で不確実な状況が続く中、今後成長する企業は、消費者
の期待やサステナビリティを求める声の高まりを受け、サーキュ
ラー・エコノミーの原理に基づいた、俊敏性とレジリエンスを備
えたサプライチェーンを運用しなくてはなりません。そして、サ
プライチェーンは、分散型コントロールからネットワーク型レジ
リエンス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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サプライチェーン予測：
2025年の世界
グローバルサプライチェーンは、かつてないほどの重圧にさらされています。しかし、サプラ
イチェーンは新たな需要のパターンや供給上の制約、ロジスティクス面の課題などに取り組み、
技術的イノベーションによってサプライチェーンとしてできることを根本的に変革させてい
るのです。

企業とそのサプライチェーンが活動する未来の世界はどのようになるのか。それを理解する
ために、私たちはThe Future Laboratoryと協力しました。サプライチェーンにはそれぞれ
に個性があり異なるものですが、消費者や社会が期待するものが変化し、世界規模での混乱の
高まりという難題に直面する今、全ての組織は大きな変化を起こさなければなりません。

本レポートでは、この変わりゆく世界において成功するために企業が起こすべき大きな変革
について明らかにします。成長するために、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年までにサプライチェーンのトラン
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

・  成長するために企業が行うべきトランス
フォーメーション

本能の時代のサプライチェーン  |  はじめに

本ページ以降の内容は 
以下の通りです。
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分散型コントロールからネット
ワーク型レジリエンスへ
ハイテク製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア
業界、消費財業界、そして小売業に至る分野で成
功を収めている企業は、新たな期待に応えるべく、
2025年までにはサプライチェーンのトランス
フォーメーションを終えているでしょう。顧客
はパーソナライゼーションや利便性、サービス
主導型ビジネスモデルを期待し、社会ではサス
テナビリティが求められ、世界は高まり続ける
世界規模の不確実性に対して適応していきます。
これらの要素がトランスフォーメーションを引
き起こすのです。

トランスフォーメーションを遂げる未来におい
て成功を収め、成長するためには、サプライチェー
ンは分散型コントロールからネットワーク型レ
ジリエンスへと移行しなければなりません。サ
プライチェーンは、融通の利かないサイロ化し
たオーナーシップから脱却し、オートメーショ
ンとAIを中枢に据えたハイパーコネクテッド
エコシステムに生まれ変わることで、顧客のニー
ズを察知し、リスクと機会を予測し、変化に対応
できるようになります。

本能の時代のサプライチェーン  |  はじめに

サプライチェーンとその従業員に、データおよ
び5G通信接続、モノのインターネット（IoT）を
提供することで、企業はエンドツーエンドの体
験を生み出し、高まる顧客の期待に応えていき
ます。また、調達から輸送・配送に至るバリュー
チェーン全体のパートナーと連携することで、
共通の倫理的価値観とサーキュラー・エコノミー
の原理を推し進めるイノベーションを生み出す
力となります。

未来のサプライチェーンはAIと機械学習を用い、
ネットワーク上で結びつくエコシステムや予測
的インサイト、適応力のある従業員の力を結集
することで、反応の速さや俊敏性、レジリエンス
を高めます。先進的な企業は、この課題に積極的
に取り組み、サプライチェーンを競争上の差別
化要因として利用するでしょう。それをしない
企業は流れに取り残されてしまうのです。
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今日のサプライチェーン：
サプライチェーンを取り巻く環境を
変える力
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世界の現状：現在の見解

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン

グローバルサプライチェーンは今、途方もない試練に直面しています。地政学的な不安定性に起因する現在の混乱は、前例のない影響を及ぼしている世界規
模のパンデミックによりさらに悪化し、あらゆる業界の財政面および健康面、社会面に衝撃を与えています。その一方で、回復不能なほどの環境への被害を防
ぐ手段は減少しています。

こうした問題は、消費者需要がこれまでになく高まった時期に発生します。人々は、オンラインとオフラインの様々なタッチポイントを活用して、幅広い製品
や企業へシームレスにアクセスすることで、自身のニーズが素早く満たされることを期待します。企業に対しては、企業間で協力して今の先の見えない状況
に対応し、機敏な対応を可能にするデジタルテクノロジーを採用する圧力が高まります。このような状況下、企業同士が提携し、投資を行うことで、外部の脅
威に対抗し、利便性およびサステナビリティに対する顧客の期待の高まりに対応するレジリエンスを有するサプライチェーンが生まれます。

自社のサプライチェーンは外部統合またはエンド
ツーエンドコントロールを達成したと述べている
企業の割合。3分の2近くがこれを達成できていま
せん。

出典：PwC

36%
この10年は、コストと効率性が全てでした。コストと効率性は今でも
非常に重要な要素ですが、ほぼ全ての業界においてサプライチェー
ンに対する圧力と期待が高まっている今、顧客の需要を満たす鍵と
なるのは俊敏性と対応の速さです。

Genpact　グローバルサプライチェーンビジネスリーダー
Mike Landry

」
「

今こそ、より反応の早いレジリエントな未来を築くために、企業はスマートな循環型のハイパーコネクテッドサプライチェーンの可能性を
模索する時です。
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サプライチェーンの強みも、その一番の弱点によって弱体化してしまいま
す。組織は、現在の混乱の機会に、サプライチェーンがどの程度回復を支援し、
今後の混乱により良く対応できるかを評価しなければなりません。

Genpact 　グローバルサプライチェーンビジネスリーダー
Mike Landry

新型コロナウイルスが 
体制を変える
新型コロナウイルス感染症がグローバルサプライチェーンに及ぼした影響は深刻なも
のでした。労働需給問題や原料不足、ロジスティクスサービスの縮小、需要パターンの
激しい変動により、サプライチェーンのリーダーたちは短期戦略計画を変更し続ける
ことを余儀なくされています。

新たな日常がどのようなものであれ、組織は長期的な視野に基づいてサプライチェーンの設計を行い、デジタルテクノロジーに投資することで、
俊敏性を高め、状況に素早く対応できるようにしなければなりません。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた、または受けるだろうと述
べている組織の割合。76%の組織が、平均で売上目標を23%下方修正した
と述べています。 

出典：米サプライマネジメント協会

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン

」
「

97%
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中国からの輸入額の激減による米国の2019年の2018年比
輸入額減少

出典：国際通貨基金

パンデミックが収まると、次は保護貿易主義がグローバル
サプライチェーンにとって最大の脅威となるでしょう。

出典：世界経済フォーラム

世界規模で進行する不確実な状況に 
対応するには地域のレジリエンスが必要

先行きが不確実な状況に対応していくためには、企業は現地生産とオンショアリングを採用してサプライチェーンを縮小し、 
複雑性を低下させるなど、リージョナリゼーションを通じたレジリエンスに新たに焦点を合わせることを検討しなければなりません。

新型コロナウイルス感染症のみならず、波乱の社会情勢や地政学的情勢も長期計画の立案を妨げる要因となってい
ます。サプライチェーンは、貿易戦争が売上と収益、国内投資に対して及ぼしている予期せぬ影響に対処しています。 
これらの影響は、生産性の低下とコストの上昇を引き起こしています。

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン

」「
443億ドル
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製造と生産に対して、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
パ経済におけ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

6,000億ドル 62%
新たな循環型システムがすでに出現し始めて
います。サプライチェーンを統合し、今後カー
ボンフットプリントの削減を永続させるチャ
ンスです。

Genpact ヨーロッパ サプライチェーン  
マネージングパートナー 
Wolfgang Schürholz

循環型への移行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

直線型消費から循環型消費へ

製品や材料を長きにわたって使う人々がもたらす経済機会は大きなものです。採取さ
れる資源が少なくなれば、廃棄物やサプライチェーンにおけるリスク、公害も減少し、
それと同時に消費者が際限ない消費の繰り返しをやめることが可能になります。

サーキュラー・エコノミーは、計画的に回復・再生を実行するための経済の枠組みです。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すでに限界に達していると認識されていることから、サーキュラー・エコノミーでは、廃棄物をほ
とんど、または全く出さない、再生エネルギーで動く未来が構想されています。

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン

」
「
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2020年第一四半期における2019年同期比の
倉庫用ロボット技術スタートアップ企業に対す
る投資額増加率。2020年第一四半期の投資額
は3億8,100万ドル。

出典：PitchBook

57%
サプライチェーンのトランスフォーメーションにおける大きな課題は、
これまでの投資不足です。企業は戦略的に投資を行い、サプライチェー
ン強化を競争上の差別化要因として捉える必要があります。

Genpact グローバルサプライチェーンソリューションズ・ 
サービス主任 Michael Ciatto

ハイパーコネクティビティ 
に対する需要の高まり

私たちはあらゆるものが利便性に溢れ、社会が急速に変化する時代に生きています。しか
し、サプライチェーンへの投資不足により、企業はスピードと利便性を求める消費者の期
待に応えることができなくなっています。それに応じて、あらゆるもののデジタル、スマー
ト、あるいはIoTに対応しているハイパーコネクティビティに対する需要が高まっており、
企業がサプライチェーンに新たなテクノロジーを組み込むため、リアルタイムでのイン
サイトが可能になります。

絶えず変化する消費者の期待に応え、予期せぬ供給の途絶に対処するために、企業は先を見越した行動をし、イノベーションを起
こさなければなりません。ハイパーコネクティビティへの投資は、サプライチェーン全体の可視性を高め、透明性の高いデータを
基に、より賢明な意思決定を可能にします。

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン

」
「
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2025年に79.4ゼタバイトのデータを生成
すると予測されるコネクテッドIoTデバイス
の数

出典：IDC

データ処理とその情報化は、サプライチェーンがより多くを成し遂げる一助となり、企業が顧客により
一層近づくことを可能にします。今私たちが自由に使うことのできるデータとツールはすでに素晴らし
いものですが、今後さらに優れたものになっていきます。

Genpact　グローバルサプライチェーンビジネスリーダー　Mike Landry

データの価値を 
引き出す
サブスクリプションとD2Cサービスであふれる共有型経済において、消費者が期待す
るのは、パーソナライゼーションと優れたサービスです。データやIoTデバイス、5G通
信接続が急増していますが、これは企業がデータの十分な価値を引き出し、それをサプ
ライチェーン全体で適用することで、顧客とより密接なつながりを作ることができる
ことを意味します。最終顧客とより密接につながることで、より的確にデマンドセンシ
ングを行い、より大きな市場シェアが実現し、より良いカスタマーサービスを提供する
ことが可能になります。

企業はデータから貴重なインサイトを引き出す必要があります。さもなければ、より小規模で動きの早い競合によって混乱が生じてしまう
ことになるからです。高度さを増すデータ分析を用いることで、企業は新たな嗜好を特定し、需要を予測し、ラストワンマイル配送に革命を
もたらし、顧客からの満足を得ることができるようになります。

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン

」
「

416億
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自身の企業がAIに投資していると
述べている上級管理職の割合。 

出典：Genpact

2027年までにロボット革命が
創出すると考えられる新規雇用数。
労働人口の10%以上に相当。

出典：フォレスター・リサーチ

83% 1,500万

テクノロジーが仕事の未来を
変える
新型コロナウイルス感染症により従業員が分散され、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、
AI、アナリティクスにより仕事の本質が変わる中で、デジタルテクノロジーが全業界にわたって労働
力を拡張するでしょう。上記のテクノロジーはサプライチェーンの中枢神経となり、人間の判断と組み
合わせられることで、よりスマートかつ俊敏な意思決定を可能にします。

テクノロジーは人間に代わるものではありませんが、新たな役割を生み出し、既存の役割の在り方を変える
ものです。そのため、企業はどのようにして人材を採用・保持し、ハイブリッド労働力を管理し、利用可能なイ
ンテリジェントインサイトを最大限活用するかについて考え直す必要があります。

本能の時代のサプライチェーン  |  今日のサプライチェーン



2025年のサプライチェーン：
世界を変えるであろう3つの 
トレンド



12

2025年のサプライチェーン：
グローバルマクロトレンド
変化する消費者の期待とデジタルテクノロジーの進歩をきっかけに、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、企業はサプライチェーンを適
合させなければなりません。

私たちは各トレンドを調査し、先行企業を明確にし、企業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。

本能の時代のサプライチェーン  |  2025年のサプライチェーン

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



革新的なテクノロジーに後押しされ、分散型サプ
ライチェーンは俊敏なハイパーコネクテッドサプ
ライチェーンとなり、将来的にシームレスなカス
タマーエクスペリエンスを提供し、反応の早さを
高めることが可能になります。

サプライチェーンはサイロ化したモデルからハイパーコネクテッドエコシステムに移行しなけれ
ばなりません。

01 
 オプティマイズド・
リアリティ



オプティマイズド・リアリティ

デジタルツインが 
「もしも」に対応 

デジタル化とハイパー 
コネクティビティの採用

予測的インサイトがカスタマー・
インティマシーを生み出す

本能の時代のサプライチェーン  |  オプティマイズド・リアリティ

様々な業界とタッチポイントにおいて、消費者およびB2Bの顧客は特
別な体験を求める傾向が強くなっています。新しいテクノロジーは、サ
プライチェーンが状況の変化にリアルタイムで対応し、消費者および
B2Bの顧客のニーズに応えることができるようにサプライチェーンの
トランスフォーメーションを行う機会を提供します。

ハイパーコネクティビティや事業統合により、サプライチェーンが複
数の共有データストリームを用いて活動することが可能になります。
計画と製造、実行がシームレスに結びつき、産業資産管理のニーズから

マイクロトレンド

ラストワンマイル配送の状況に至るまで、全てがリアルタイムで可視化
されます。このようにして企業はサイロ化を打破し、より迅速により良
い意思決定を行うことができるようになるのです。

一方、AIを用いた処方的インサイトは、企業がかつてない水準で顧客の
個々の需要パターンを理解し、新たなレベルの利便性とパーソナライゼー
ションを実現し、人々のニーズに応える製品とサービスを提供すること
を可能にします。パス・トゥ・パーチェスが崩れるため、企業はかつてな
い水準で消費者との親密性を高めることができます。
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2025年までに、人々は手軽に手に入る喜びや、要求に応じて配送をしてくれる対応の早いサプライチェーンを求めるようになる
でしょう。IoTやAI、そしてブロックチェーンやデータアナリティクスなどを含むハイパーコネクテッドイノベーションは、サプ
ライチェーンが人々のこうしたニーズに応えることを可能にします。システムと資産がリンクすることで、リアルタイムのインサ
イトやクロスファンクショナルなシナリオ分析、最適化されたプロセス、自動化されたワークフロー、拡張された予測とフォアキャ
スティングが提供されるでしょう。企業はサプライチェーンの業績を一元的に把握し、様々な行動がどのような影響を及ぼすのか
を詳細に理解し、先を見越した意思決定を行うことができるようになります。

デジタル化とハイパーコネクティビティの採用

サプライチェーンスタートアップ企業であるBeacon は、AIとそ
の他のテクノロジーを組み合わせて利用することで、グローバルロ
ジスティクスをさらに簡素化し、透明性と信頼性を高めています。
同社のプラットフォームは、顧客にとって最も効率の良いサービス
を提供するために輸送プロセスおよびルートを最適化し、企業がリ
アルタイムで国際配送を追跡することができるようになります。

多国籍ロジスティクス企業であるDP Worldは、グローバルサプライチェーンのデ
ジタル化を加速すべく、ブロックチェーンベースのコンテナロジスティクスプラッ
トフォームのTradeLensと連携しています。同社は、複数の運送業者全体でコンテ
ナの流れの効率と可視性を高めるために、紙媒体の資料をブロックチェーン対応の
デジタルソリューションで置き換えると同時に、82のコンテナターミナルを接続
することを目指しています。

AIが効率的なロジスティクスを推進ブロックチェーンを用いた対応

本能の時代のサプライチェーン  |  オプティマイズド・リアリティ



16

電子機器メーカーであるシーメンスのアンベルク工場では、製造工場機械・設備
にIoTセンサーが取り付けられています。リアルタイムで全てのプロセス状況を
監視し、起こり得るエラーをチェックすることでプロセス作業を最適化してい
くのですが、毎日収集されるデータ数は一日当たり5,000万ビット以上にのぼ
ります。スマートファクトリーへの移行以来、生産性が8倍に増加しました。

Mercado Labsは、グローバルサプライチェーンの最初の120日に着目し、
企業が製品を企画し、動かし、発送する手助けをするために買い手と売り主
の橋渡しの役割を担っています。 クラウドベースのプラットフォームには、
調達・発注・発送機能が備わっており、すべてをデジタル化させることで、オー
トメーション、連携、透明性、予測可能性の向上を促すための第一歩を踏み出
しました。

コネクテッドファクトリーファーストワンマイルのデジタル化 

ハイパーコネクティビティを採用することで、企業は顧客満足度と収益を最大化する俊敏で反応の早いサプライチェーンを作り上げること
ができます。上記のアプローチをとることで資産の稼働時間を増やし、より正確な予測が可能になり、企業がより効率的に輸送ネットワーク
を運用するのに役立ちます。



デジタルツインが「もしも」に対応
コネクテッドインフラは、エンドツーエンドのサプライチェーンにおけるデジタルツインの下地となります。サプラ
イチェーンのデジタルツインとは、実際のサプライチェーンを仮想空間上に再現したものを指します。デジタルツイ
ンは、サプライチェーンにおける全てのステップを複製したものであることから、企業が詳細に依存関係をモデル化し、
「もしも」のシナリオに対応し、考えられるリスクとコスト上の問題を理解することを可能にします。

デジタルツインとAIなどのテクノロジーを組み合わせることで、製造業者に新しいビジネスチャンスと、脅威に対する実務対応を迅速に
モデル化するための戦略的インサイトを提供することができます。先の見えない不確実な状況をあらゆる側面から展開させることで、変更
や意思決定、予期せぬ市況の影響を理解することができ、それによりサプライチェーンのレジリエンスが高まります。同時に、企業はインサ
イトを用いてプロセスが破綻している部分や非効率的な部分を特定し、継続的にプロセスを改善していくことができます。

本能の時代のサプライチェーン  |  オプティマイズド・リアリティ
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食品包装大手であるテトラパックは、シンガ
ポールにある実際の倉庫を、倉庫の資産の現
状と動きのモニタリングとシミュレーション
をリアルタイムで行うデジタルツインを用い
て仮想空間上に再現しました。倉庫スーパー
バイザーは、最新の運用データを利用するこ
とで十分な情報を得ることができ、その上で
在庫の過密化を減らし、資源計画を改善し、作
業負荷を分散するという意思決定を行うこと
ができます。

ドイツの電子部品販売業者であるSchukat 
Electronicは、継続的にデジタル化を実施し、
非常に効率的で透明性のあるプロセスを採
用することで、顧客への当日配送サービスを
実現させています。Celonisのプロセスマイ
ニング技術は、ストレージと売上データを利
用してビジネスプロセスのデジタルツイン
を構築することで、配送遅延を発見し、それ
に応じて配送方法を変更することができます。

大手消費財メーカーであるユニリーバは、
物理的条件の追跡と運用上の変更箇所の試
験を行うデジタルモデルを作成するために、
センサー搭載機器からのデータを利用して、
仮想空間上にも自社工場を構築しています。
デバイスが温度やモータ速度、その他の製
造変数に関するリアルタイムの情報をクラ
ウドに送り、クラウド上では高度なアナリ
ティクスを用いてアルゴリズムによって最
適な運用条件が割り出されます。

バーチャル倉庫 配送最適化 クラウド上の工場



2025年までに、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により、アルゴリズム
により改善され、個人向けにパーソナライズされた製品とサービス、プロモーションが絶えず生み出
されることになるはずです。サプライチェーンが複数のソースからのデータを統合し、消費者行動の
詳細な実態を明らかにすると、非常に的確なデマンドセンシングから消費者のニーズが予測できます。

ハイパーパーソナライゼーションと利便性を採用しない企業が行う事業は、消費者意識から乖離したものになりかねません。
エコシステム全体における予測的インサイトにより、新たな消費者トレンドや突然の需要急増を突き止めることができるよう
になります。予測的インサイトは、製品を棚に確保し、正確な配送情報を提供することで、顧客との関係性を深めます。

本能の時代のサプライチェーン  |  オプティマイズド・リアリティ
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予測的インサイトがカスタマー・
インティマシーを生み出す

Amazon Dash Smart Shelfは、オフィス用品を補充する手間を
省く小規模企業向けのWiFi搭載スマートスケールです。内蔵のス
ケールがペンや紙などよく使用される製品の在庫を追跡し、在庫が
不足すると自動的に再注文を行います。

Revionicsは、Home DepotやAhold Delhaizeなどの小
売店向けに価格最適化ソフトウェアを開発している企業です。
Revionicsは、高度なAIと機械学習を利用し、小売店が需要に
合わせて製品の価格を変更できるようにします。

AIがダイナミックプライシングを
可能にする

スマートシェルフが需要を引き出す
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オプティマイズド・リアリティ

企業が備えておくべきこと
サイロ化したモデルからハイパーコネクテッドエコシステムに移行するために、サプライチェーンのリーダーは次のようなトラ
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。

透明性を確保するためのデジタル化  
トラック&トレーステクノロジーや無線自動識別、スマー
トセンサーなどのデジタルイノベーションの力を利用し、
サプライチェーンの全てのリンクのデジタルツインを構
築します。チェーンが透明性のある統合されたエコシス
テムとなり、デジタル化によって壁が壊されます。

AI活用した俊敏性の採用  
ハイパーコネクテッドサプライチェーンをAI、アルゴリ
ズムと組み合わせ、先を見越した意思決定を促すリアル
タイムのインサイトを実現します。AIは予測の正確性の
精度を高め、在庫レベルを削減し、計画の生産性を高める
のに役立ちます。 

購買意思決定のパーソナライゼーション  
顧客データを、オンラインプラットフォームと実際の小売店
とつなげ、パス・トゥ・パーチェスをパーソナル化します。例え
ば顧客の共通価値や考え方、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
することができます。

製品のパーソナル化   
継続的に製品を改善するために顧客データとAIを利用し、製
品をパーソナライズ化するために3Dプリンティングなどの
新しいテクノロジーを利用します。

つなげる 予測する

本能の時代のサプライチェーン  |  オプティマイズド・リアリティ  |  企業が備えておくべきこと
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適応する
従業員に権限を持たせる  
サプライチェーンのデジタルツインを用いることで、従業
員に意思決定の力を与えることができます。製造スケジュー
ルや在庫の量および場所を仮想的に再現することで、リー
ダーはその場で情報に基づいた意思決定を行い、ひいては
自信を持って意思決定を自動化することができます。企業
は迅速に外れ値に対応し、途絶を最小限に抑え、シームレ
スなカスタマーサービス体験につながっていきます。

スマートな製品・サービス体験をマッピング  
サプライチェーン全体における、様々な製品およびサー
ビスとの顧客の関わり方を理解するために、AIを用いて
IoTデータの分析を行います。これらのインサイトを用
いて製品とサービスを適応させたり、ターゲット・マー
ケティングを実施したりすることができます。製品のラ
イフサイクルにカスタマーエクスペリエンスを組み込み、
より適切なライフサイクルを実現させます。

先手を打つ   
非構造化データを整理し、予測的アナリティクスを実施
することでリスクとビジネスチャンスを予測し、将来性
のあるサービスと体験を見出します。内部データと外部
データを組み合わせ、行動に移すことのできるインサイ
トを生み出します。

メンテナンス予測を優先  
機械学習とAI、高度なアナリティクスを用いて、より正
確に機器の問題とメンテナンスの必要性を予測し、部品
の欠陥を防ぎ製造を続けることで顧客満足度を高めます。

予測する

本能の時代のサプライチェーン  |  オプティマイズド・リアリティ  |  企業が備えておくべきこと



21

サプライチェーン全体にわたって倫理・環境基準のレベルを高
めている企業は、責任を持って行動し、重要な問題に関して立
場を明確にすることを求める期待に応えています。

02 
 エシカル 
インパクト
サプライチェーンは、コスト低減から社会変化の推進への移行も成し遂げなければなりません。



エシカルインパクト

マイクロトレンド

無駄がなければ不足もない共通価値のネットワーク 拡張労働力の構築

経済・環境の状況が変化する中で消費者が企業に期待するのは、変化に対応
できるようさらに努力し、社会変化を促す方法を提案することです。ブラン
ドがより強い公徳心を持てば、目的意識をはっきりと表現し、その目的が顧
客に伝わることで、自ずと収益はついてきます。

自社のサプライチェーン全体で価値観を厳格に実行に移す企業は、消費者の
期待に応えることができます。こうした企業は、公正に調達した原料とイノベー
ションを促すエシカルなサプライチェーン慣行を追求しています。

同時に、企業はサプライチェーンにおける従業員と地域社会に対する責任を
持つ立場にあり、新しいテクノロジーの発達と企業成長が人々のウェルビー
イングを犠牲にすることがないことを保証します。

本能の時代のサプライチェーン  |  エシカルインパクト



23

共通価値のネットワーク
サイロ化した分散型ビジネスモデルでは、調達がサプライチェーンの最終地点までコストを圧迫します。それに伴い企業
はリスクを負い、倫理と品質に関して妥協せざるを得なくなります。エコシステム全体にわたって共通価値が組み込まれ
ているサプライチェーンにおいては、企業同士がともに成長していきます。こうした未来において、サプライチェーンは
関係構築のネットワークとなり、その中で企業とそのサプライヤーは連携して倫理的慣行を育むことができるようにな
ります。

消費者はエシカルなブランドと関わりを持ち、それらのブランドの製品が個人や地域社会、環境に及ぼす影響について理解したいと考えて
います。サプライチェーンは消費者のこうした価値観を反映させなければなりません。企業とそのサプライヤーは業界を横断した協力関係
を結び、サステナブルな製造をどのようにして行うべきか見直していく必要があるのです。

本能の時代のサプライチェーン  |  エシカルインパクト

ボルボ・カーズは、ブロックチェーンテクノ
ロジーを利用して、バッテリーに使用され
ているコバルトのグローバルトレーサビリ
ティを実施した最初の自動車メーカーです。
ブロックチェーンは原材料サプライチェー
ンの透明性を高め、ボルボとその顧客には
自動車部品の誠実性および責任ある調達、
規制へのコンプライアンスが保証されます。

多国籍食品メーカーであるネスレは、責任あ
る調達を推進しています。同社は、サステナ
ブルな調達慣行を実施し、サプライヤーエコ
システムにおいてエンリッチメント活動に
従事しています。また、15の重要原材料に関
して透明性報告書を毎年発行し、WWFオー
ストラリアと協力して、生産元である農場ま
で食品履歴を追跡しています。

Lumi IDは、企業がパッケージングにQR
コードを組み込むことで、顧客に、より透明
性の高いサービスを提供するシステムです。 
QRコードを受け取った人は、QRコードを
スキャンすると、よくある質問に対する答
えやパッケージングの仕様と認証、地域で
のリサイクル方法に関する正確な最新情報
を見ることができます。

トレーサブルな倫理 責任ある調達 QRコードによる透明性
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本能の時代のサプライチェーン  |  エシカルインパクト

無駄がなければ不足もない
今日のサプライチェーンにおいて原料廃棄が横行し、プラスチックはサステナビリティ戦略に
おける最重要課題となっています。製造プロセスにおける原材料の使用は非効率的であること
が多く、eコマースとD2Cモデルのブームによって既存の配送ソリューションが環境を汚染し、
インフラに圧力をかける結果が引き起こされています。企業が今後サステナビリティを求める
消費者の声に応えていくためには、バリューチェーン内の全ての企業を支援し、廃棄物を削減
するためにどのように製品、パッケージング、ロジスティクスを革新すべきか考え直さなけれ
ばなりません。

消費者は過剰包装や渋滞など、無駄の多いサプライチェーンを廃止するよう求めているため、企業は無駄をなくすための取り組みにおいて
お互いに支援し合わなければなりません。今後は、サプライチェーンのカーボンフットプリントを削減するために、ラストワンマイル配送
のイノベーションに関して競合と協力することが求められます。一方で、スマートパッケージングは業界を横断した革命となるでしょう。

英国政府は、eコマースブームと道路を走る
配送用トラックの急増による有害な副次的
影響を減らすための対策を検討しています。
運輸省の科学アドバイザーは、渋滞や有毒な
排ガスの増加に対処するために、Amazonス
タイルの全ての配送に対する課税を提言し
ました。

LivingPacketsは、最大で1,000回再利用することが可能な
スマートパッケージングソリューションです。LivingPackets
のスマートボックスは、荷物の位置や温度、衝撃、開閉状況を監
視し、顧客が遠隔カメラを通じて中身を見ることができるよう
になっています。箱は、二重梱包が必要ない構造で、住所のデジ
タルディスプレイが搭載されているため、ラベルやステッカー
を印刷し直す必要がなく、返送プロセスが簡素化されます。

課税ソリューション スマートパッケージング



25

拡張労働力の構築

オートメーションは従業員に大きな影響を及ぼすでしょう。2025年までに、オートメー
ションは従業員のウェルビーイングを向上させ、生産性を高めることになると考えられ
ます。多くの業務にテクノロジーを応用することで、企業はスタッフが自身の役割のもっ
と重要な側面に集中できるようにすることができます。同時に、将来的に人間と機械で
構成されるハイブリッド労働力に対応していく中で、企業には従業員を教育し、新たな
スキルを習得させる責任があります。

本能の時代のサプライチェーン  |  エシカルインパクト

Swiss Productionsは、医療業界、電子機器業界、航空宇
宙業界向けのスクリュー製造事業において、従業員が機械
の生産性を最大化できるよう協働ロボットを利用していま
す。 これにより、生産性が高まり、人間が怪我をするリス
クも軽減され、機械オペレーターがより戦略的なタスクに
集中することが可能になります。

Genpactは、人々がスキルアップして、史上まれに見る厳し
い労働市場で働く準備を支援するため、社内学習プラットフォー
ムであるGenomeを一般公開しました。スキル再教育の取り
組みとして、無料で重要なトレーニングを一般に提供することで、
デジタル時代に成功を収めるのに必要となる専門的スキルと
能力の習得を促進します。

サプライチェーンは、活動する地域社会において大きな影響力を持っています。オートメーションの台頭を補完するために従業員に新たな
スキルを習得させることで、業務の質が改善されるだけでなく、サプライチェーン内でのデジタルテクノロジーとAIの採用と統合が促進
されることになるでしょう。

救いの手 職業上のレジリエンスを高める
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エシカルインパクト

企業が備えておくべきこと
サプライチェーンのリーダーは、コスト低減から社会変革へと移行するために、次のようなトランスフォーメーションのステッ
プを検討する必要があります。

エシカルな調達と実績の追跡  
ブロックチェーンなどのテクノロジーへ投資をすること
で、透明性を高め、全てのサプライヤーの実績とエシカル
な調達を追跡します。チームがこれらの価値観に基づき
パートナーを選択できるようにし、サプライチェーンの
中で影響力を発揮し、より多くの企業がエシカルな取り
組みを採用するよう促します。

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業績報告書に組み込みます。

デジタルファクトリーの可能性を受け入れる  
スマートマニュファクチャリングを実施することで、よ
り効率的な労働慣行とより良い安全衛生条件を作り出し
ます。産業IoTは、最終的に労働力の利益となるプロセス
を構築し、業務上の変更をもたらします。

サステナブルな配送方法を計画する   
サプライチェーンによる二酸化炭素排出量を削減する
ために、AIインサイトを利用して需要の変化を予測し、
可能であれば一か所に集められたピックアップポイン
トからの集荷物をまとめるなどして、リアルタイムでロ
ジスティクスを最適化します。

カーボンプライシングに備える  
排出量を削減するために、将来的に炭素による汚染に価
格付けが行われる状況に備えます。可能であれば、輸送
が確実にサステナブルなものになるようにします。例えば、
輸送される荷物の量が多い輸送レーンに電気自動車を
用いたり、配送に水素燃料のトラックを利用したり、カー
ボンニュートラルな工場を作るために次世代のグリー
ンテクノロジーを利用したりなどします。

つなげる 予測する

本能の時代のサプライチェーン  |  エシカルインパクト  |  企業が備えておくべきこと
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適応する
人間の知能を高める  
テクノロジーによって人間の労働力を強化する戦略
に焦点を当てることで、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すことができます。ダウン
タイムを減らし、生産性を高めるためにAI、バーチャ
ルリアリティ、拡張現実、ロボティクスなどのテクノ
ロジーに投資します。

多様なスキルを伸ばす   
新しいテクノロジーや仕事の本質の変化に適応する
スキルを有する多様なチームを作ることで、新しい
ビジネスモデルを支援します。データサイエンス、ソ
フトウェア、デザインのスキルと独創性、問題解決力、
共感力を組み合わせます。

サステナビリティ文化を促す  
サステナビリティのための取り組みを透明性のある
ものにします。報告書を発行し、目標に向けて進むこ
とで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して
いきます。



企業は、サプライチェーンが長期的なアプローチを
優先し、レジリエンスを高めることができるように、
透明性のある協力関係を築き、サーキュラー・エコノ
ミーの原理を採用しなければなりません。

03 
 システム全体の 
プランニング
サプライチェーンは、短期的思考から循環型の協力体制へと移行していくでしょう。



システム全体のプランニング

マイクロトレンド

サーキュラー・エコノミーの 
原理を組み込む

長期的投資が報われる
グローバルロジスティクス
には現地の論理が必要

消費者と企業は、自分たちが暮らす社会では、自然や人々のウェルビー
イングを犠牲にして成長し続けることはできないという意識がさら
に強くなっています。社会および環境、政治の不確実性を受け、サプ
ライチェーンは見直しを行い、より長期的かつ包括的なアプローチ
を取らなければなりません。

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活用して、貿易戦争から世界規模のパンデミッ
クにいたるまで大局的な脆弱性に対抗できる、真に強化されたレジ
リエントなサプライチェーンを構築していくことになります。企業

は、従来の経済から再生可能なサーキュラー・エコノミーへの移行を
可能にする革新的なソリューションへの投資に資金を使用できるよ
うにする一方、組織の中核的な部分を守るための賢明な投資と協力
関係の構築を行わなければなりません。

バリューチェーン全体において、企業は、顧客ニーズや人的資源の変動、
サプライチェーンの混乱など外部の状況の変化に応じて協力し合う
必要があるでしょう。こうした協調的なアプローチにより、消費者の
新たなニーズに応えることができる企業間の関係が構築されます。

本能の時代のサプライチェーン  |  システム全体のプランニング
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本能の時代のサプライチェーン  |  システム全体のプランニング

長期的投資が報われる

企業はサプライチェーンのイノベーションに投資する必要性を認識しています。新型コロナウイルス感染症
により引き起こされた混乱が、企業のこうした考えを加速させました。次世代のサプライチェーンは、新たな
投資戦略を用いてスタートアップ企業との協業や前例のないパートナーシップの構築に取り組むなど、進化
する脅威に対して将来的に備えなければなりません。これにより、企業は、サプライチェーンの全てを所有す
ることなく、サプライチェーンのコントロールを維持することができます。

投資と協調的パートナーシップは、サプライチェーンのイノベーションを促し、斬新な思考をもたらし、リスクを制限し、費用対効果の高い
働き方を実現します。

ヨーロッパ市場では、サプライチェーンスタートアップ企業への投資
が急増しており、83社のスタートアップ企業が2020年2月までの1
年間で集めた資金の総額は6億3,900万ドルにのぼります。ベルリン
に拠点を置くスタートアップ企業であり、生鮮食品のロジスティクス
の簡素化を目的としたデジタルプラットフォームであるFliit は、一社
だけで1,160万ドルを集めました。

また、企業は、自社の事業への投資も継続しています。例えば、ユニリー
バは200億個のデバイスを通じてサプライチェーンをつなぎ合わせ、
プロセスを自動化し、収集したデータを利用するなどの取り組みを行っ
ています。

アントワープ港は、グローバルサプライチェーンの課
題へのソリューションの研究開発を行うことを目的と
したプロジェクトであるePIcenterを立ち上げました。
36のパートナーを有する同プロジェクトは、インダス
トリー4.0や ハイパーループ（磁気加速装置を用いて貨
物を移動させる輸送システム）、自律走行車によっても
たらされる事業機会を中心に展開します。技術イノベー
ターと環境専門家が協力し、サプライチェーン全体の効
率とサステナビリティを高める取り組みをしています。

投資の激増 協調的イノベーション
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サーキュラー・エコノミーの原理を組み込む
かつて付随的な要素であったグリーンキャピタリズムやクリーンな市場、ポジティブ・インパクト産業の原則は今、主流にな
りつつあります。それに応じて、自社のサプライチェーンにサーキュラー・エコノミーの原理を組み込む企業が増えています。
これは、成長を再定義し、再生や別の目的のための再利用を促し、既存の製品から最大の価値を引き出し、所有権よりも利用す
る権利を優先することを目的としたものです。また、これにより新たなリバースロジスティクス（製品または原料、パッケージ
ングがサプライチェーン内で少なくとも1ステップ遡るプロセス）の時代の到来にも拍車がかかっており、修理と再利用に関
する取り組みの責任がエンドユーザーから企業へと移っています。

サーキュラー・エコノミーの原理を採用することで、未来のサプライチェーンは生産・使用・廃棄という従来のシステムから脱却し、代わり
に一定量の原料と資源のみを使用し、それは一つのサプライチェーンのエコシステム内に長く留まるようになります。これは、製造業者や
その他の企業が、物質的な製品の販売から、製品がもたらす結果や価値の提供へと進化していくことを意味します。

本能の時代のサプライチェーン  |  システム全体のプランニング

Ikeaは、2030年までに循環型企業になるこ
とを確約しています。Ikeaは、再利用と修理、
再使用、再販ができるように全ての製品を設
計しており、サプライチェーンの運営方法を
根本的に変革しています。

米国に拠点を置く食品メーカーのゼネラル・ミ
ルズは、再生コミットメントの一環として主要
サプライヤーと協力し、重要な原材料を生産し
ている農場全体で炭素を隔離することで土地の
レジリエンスを高める取り組みを導入していま
す。この再生のための取り組みは、サプライチェー
ン内の農業コミュニティが利用する天然資源を
拡大することを目的としたものです。

サプライチェーンを専門とするCHEPは、サプ
ライチェーン全体でパレットを共有・再使用す
るためにビジネスモデルを変更しました。顧客
が同社に返送したパレットは、検品、洗浄、修復
され。他の顧客によって再使用されます。CHEP
のパレットは、共有・再使用モデルの一環ですが、
パレットが盗まれたり壊されたりした場合には、
この循環型モデルの業界全体でのプラスの影響
が損なわれてしまいます。 

サーキュラー・ 
エコノミーの採用

再生可能なレジリエンス 送り主に返す
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グローバルロジスティクスには 
現地の論理が必要
企業はeコマースとその物流インフラが環境に被害を与えていることを認識し始めています。その結
果、企業は、商品の配送、返品処理、現地需要への対応など、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、配送ネットワークを設計し直し、迅速で環境に優しいラスト
ワンマイルを保証しなければならないというプレッシャーがかかります。ロジスティクスにおける
非効率を解消するための方法の一つとして、サプライチェーンの縮小または現地化が挙げられます。

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で、コストが削減され効率が高まります。さらに、配送距離を減らさなければな
らないというプレッシャーも伴い、現地生産が増えることになるでしょう。現地市場に商品を提供する倉庫と連動する小規模でより機動
性の高い工場を作ることで、地域と現地の経済を活性化し、サプライチェーンのレジリエンスを高めることができるでしょう。

スペインの小売業者Mangoは、バルセロナの近くに何百万も
の衣類とアクセサリを保管し、サプライヤーからの衣類を毎時
75,000着扱うことができるロジスティクスセンターをオープ
ンしました。小売業者であるH&Mなど、その他の一般大衆向け
ブランドは、大規模な店舗網をロジスティクス拠点に変える方
法を模索しています。H&Mは主要な都市や町でオンライン買い
物客に、より良いサービスを提供するために、店舗の在り方の見
直しに取り組んでおり、店舗を配送やピックアップ、返品のため
のロジスティクス拠点として利用しています。

米国では、Ohi が空いている小売スペースまたはオ
フィススペースに小型倉庫を作り、長期リースや費
用がかかるシステムインテグレーションなしでフ
ルフィルメントセンターを企業に提供しています。
Ohiは、ブランドが需要を予測するのに役立つアナ
リティクスを提供し、配送のためにブランドを地域
のバイク便業者と連携させ、飛行機や自動車による
環境影響を防いでいます。

集中ロジスティクス 使われていないスペースの 
別の目的のための再利用
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システム全体のプランニング :
企業が備えておくべきこと
短期的思考から、サーキュラー・エコノミーと協力体制の採用へと移行するために、サプライチェーンのリーダーは次のようなト
ランスフォーメーションのステップを検討する必要があります。

再生可能な顧客エンゲージメント    
生産者、パートナー、顧客のより密接な相互依存関係とリピート
慣行を促すために、再使用消費モデルを活用します。

持つものを減らし、より多くをコントロールする   
新型コロナウイルス感染症の大流行を受け、外部資源を活用す
るという取り組みが進み、サプライチェーンを社内で運営する
必要がないことが証明されました。どの機能を外部委託するこ
とができるか、そして社内で運営することで価値を付加できる
のはどの機能かを見極めます。

地域の需要を予測する   
IoTと（顧客データと天候などの外部情報の）AI
データ分析を用いて地域の需要を予測し、廃棄
物を減らし、ラストワンマイル配送を最適化す
ることで、店内在庫を調整します。

つなげる

人々を中核に据える   
製造企業が製品のサービス化モデルに移行する中、人々がアフターサー
ビス提供の中核となるようにします。

適応する予測する

生産の現地化   
現地市場に製品を提供するために、より小規模で高度に自動化されたス
マートファクトリーの建設を検討します。

システム全体を見る視野の獲得   
サプライチェーンのパートナー全体にわたって可視化を実現するコン
トロールタワー技術に投資します。これにより、透明性が高まり、企業が
システム全体を見ることのできる視野を獲得することが可能となり、企
業が確実に安全性と製品効率を高め、高いレベルの協力体制を維持でき
るようになります。

本能の時代のサプライチェーン  |  システム全体のプランニング  |  企業が備えておくべきこと
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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

ネットワーク型レジリエンスへの道
各マクロトレンドにおいて成長するためには、企業は3つの大きな移行を成し遂げる必要があります。

サイロ化したモデルから 
ハイパーコネクテッドエコシステムへ

コスト削減から 
社会変化の推進へ

短期的思考から 
循環型の協力体制へ

•  データを利用することで需要を予測し、「もしも」
のシナリオに対応し、サプライチェーンロジス
ティクスを調整します

•  パーソナライズされた体験を通じて消費者との
つながりを深めます

•  サプライチェーン全体に共通価値を組み込み、
材料廃棄を減らすために協力します。

•  人間の潜在能力を最大化するための機会として
デジタルテクノロジーを利用し、従業員が移行
後の未来に備える支援をします。

•  優先順位を直線型の生産から回復可能なサーキュ
ラー・エコノミーへと移します。

•  イノベーションに投資し、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

本能の時代のサプライチェーン  |  ネットワーク型レジリエンスへの道
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未来のサプライチェーンの実現
企業とそのサプライチェーンが2025年に目標を達
成するためにトランスフォーメーションを行う前に
しなければならないこと：

01
02
03
04
05

成功を収める企業は、これらを基盤として次世代のサプライチェーンを構築していきます。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。

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

目的を持って働く人材を育てる

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

本能の時代のサプライチェーン  |  未来のサプライチェーンの実現
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本能の時代のサプライ
チェーン
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2025年に成長する

本能的な 
企業への進化

本能の時代のサプライチェーン  |  本能的な企業

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、ユーザーと顧客に利益をも
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。

次世代の企業は組織全体に組み込ま
れたスマートテクノロジーを用いて
いることから反応が早く、予測能力

があり、顧客のニーズに沿ったサプライ
チェーンの力を生かすことができるでしょ
う。AIを神経回路として利用する次世代
の企業は、サプライチェーン全体のパート
ナーと協力して倫理的価値観を組み込み、
労働力を拡張します。

生き残り成長する企業は、消費者と従業員、
その地域社会、環境を大事にしつつ、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、2025年までには、こうした
世界規模のマクロトレンドに対応してい
るでしょう。
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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

本能的な企業と 
サプライチェーン
本能的な企業は、未来のマクロトレンドをうまく舵取りし、予想外の競争要因や、より 
高い透明性への要求、新たな経済モデル、人材ニーズに対応できるよう備えています。

本能的な企業は、従業員やパートナーから得た状況や知識とインサイトを組み合わせ、 
3つの特徴を有しています。

本能的な企業は、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をしな
がら、イノベーションネットワークを構築してい
きます。内部では、事業統合したハイパーコネク
テッドサプライチェーンがシステム同士を接続し、
サプライチェーンの業績を一元的に把握できる
ようになります。

本能的な企業は、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し、顧客
のニーズとビジネス機会、リスクを予測する
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
獲得できるようになります。

人間と機械で構成された適応力のある労働力は、
変化を受け入れます。本能的な企業は、従業員
を守り、生産性を高めるためだけでなく、従業
員の再教育やスキルアップのほか、オートメー
ションの台頭に備えさせるためにも、新しい
テクノロジーを利用することになります。

本能の時代のサプライチェーン  |  本能的な企業



もしも本能的な企業のサプライチェーンが以下を 
提供することができたら…

本能の時代のサプライチェーン | 本能的な企業
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もしもサプライチェーンが、排出する以上のエネルギー
を生成することができたら？企業は、サプライチェー
ンの全てのポイントにおける経済的・非経済的価値創
造に焦点を当てたサーキュラー・エコノミーモデルに
移行しつつあります。再生可能な設計により、サプラ
イチェーンは環境に積極的に貢献し、確実に還元する
ことができることでしょう。

もしも将来のサプライチェーンが私たちの家または
近所にだけ存在したら？アディティブ・マニュファク
チャリングや産業用3Dプリンティング、サービス主
導型ビジネスモデルの進歩は、大きなコンテナで実際
の製品を出荷するのではなく、顧客がデジタルファイ
ルを受け取り、現地のサステナブルで、リサイクルな
素材を使って製品を作ることを意味します。

もしも企業が協力のためにサプライチェーンデータを公開したら？サステナビリティに対す
る要求が高まるにつれて、調達チームはサプライヤーとの協力およびサプライヤー間の協力を
促し、信頼関係を構築し、データを共有することで、サプライチェーン内の全員に利益をもたら
すソリューションとイノベーションを生み出すことができます。

Google、サムスン、HTC、Oculus、ソニー、Acer は、国際的なVR開発を促し、業界、消費
者、政策立案者にとってのリソースとしての機能を果たすべく、Global Virtual Reality 
Association (GVRA)を立ち上げました。企業はサプライチェーンの課題に関しても同じよう
なやり方で協力することを目指さなければなりません。

もしもサプライチェーンが、消費者が自覚する前に消費者の欲求を予測し、満たすことができ
たら？AIと高度なデータアナリティクスにより、人々の好みに適合したアルゴリズムが改良され、
意識的に購買決定を下す必要がなくなり、商品やサービスの流れが絶え間なく生み出されます。

デザイン会社であるArgodesignは、注文と配達の必要性は今後なくなるだろうと考えてい
ます。最近実施された推論的なプロジェクトでは、消費者の冷蔵庫の棚から製品が取り出され
ると、住人の過去の買い物における嗜好に基づいて自動的に冷蔵庫の中身が補充される未来の
イメージを描きました。

再生可能エコシステム

超地域密着型ロジスティクス サブコンシャスコマース

オープンソースイノベーション
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2025年のサプライチェーン: 
準備はできていますか？
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サプライチェー
ンのトランスフォーメーションに関する指針を提供します。

未来志向の企業は、神経回路としてオートメーションと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、すでに決
定的な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
的な企業は、高度に統合されたオペレーションを提供し、対応力のあるエンドツーエン
ドでコントロールが可能なサプライチェーンを実現することで、競争に打ち勝つこと
ができるでしょう。

本能の時代のサプライチェーン | 本能的な企業
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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。

https://www.genpact.com/jp/

