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軍に勤務した経験を持つ。

「メーカーはどんな小さな 

市場シェアも逃すまいとする、 
極めて激しい競争に直面 

するでしょう。 
その結果、勝者と敗者に 

分かれることは 

間違いありません。」

「メーカーは、顧客に 

新しい価値を提供するには 

どうすればよいかを考え 

始めなければなりません。 
そして自身が利用できる 

すべてのテクノロジーを 

活用し、その価値を速やかに 

実現するのです。」

「サプライチェーン障害の 

リスクを減らす一番の 

方法は、サプライチェーンの 

可視性を高め、部門の垣根を 

越えてサプライチェーンの 

端から端まで管理すること 

です。」
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調査方法 
本レポートは、2016年の年初にForbes Insightが行った360名
のシニアエグゼクティブに対する調査をもとに作成されています。
回答者は航空宇宙・防衛、自動車、コングロマリット、医療機
器、工業製品、金属の6つの業界から構成され、その所在地は
南北アメリカ、欧州、アジアからほぼ均等に選択されています。

KPMGインターナショナルは、この調査データを補うため、世
界各地の主要メーカーに対して一連のインタビューを実施しま
した。本レポートは、メーカーが語る経験談や、KPMGのプロ
フェッショナルおよびセクター責任者から提供されたインサイトを
もとに、今日のメーカーを取り巻く状況を浮き彫りにしています。
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勝者と敗者に
明暗が
分かれる

メーカーは新たな成長の実現に重点を置いており、その多くは、
新たな成長機会を積極的に模索していくと答えています。しか
し、ほとんどの市場においてあまり成長が期待できない今、メー
カーは「市場を大きくする」ために新しいテクノロジーに投資する
か、ライバルから市場シェアを奪うために必死で戦うかのどちら
かを迫られています。1つだけ確かなことは、勝者と敗者に明暗
が分かれるだろうということです。

CHAPTER

01

成長へのフォーカス
成長を望むのはどの企業も同じです。し
かし、今回の調査によって、今日のメー
カーは新たな成長の追求にかつてないほ
ど重点を置いていることが、改めて浮き
彫りになりました。

データはそれを裏付けるストーリーを物
語っています。自社にとって「成長」が、
過去における重要または極めて重要な優
先課題と答えた回答者は62％であったの
に対し、今後2年間における重要な優先
課題と答えた回答者は74％にのぼり、ま
た今後12～24ヵ月間における極めて重

要な優先課題と答えた回答者は31％に
達しました。

またメーカーのエグゼクティブは、自社
の成長のためには競争しなければならな
いことを認識しているようです。多くのエ
グゼクティブは、積極的に成長目標を追
求することを計画しており、回答者の半
数以上が、自社の成長戦略を「積極的」と
答え、また6人に1人が自社の成長戦略を
「非常に積極的」と答えています。

こうしたトレンドは調査結果の至るところで
見られ、中でも積極的な成長戦略を掲げ
る傾向が最も高かったのはアジアでした。
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とりわけ日本の回答者は極めて積極的
なアプローチを取ると答えた割合が高く、
41％が非常に積極的な成長戦略を追求
すると答えたのに対し、米国で同様に答
えたのは11％、ドイツではわずか8％で
した。また、中国の回答者も4分の1以
上が非常に積極的な成長戦略を取ると答
えています。

「アジアからの競争圧力が弱まることを
期待する企業は、肩透かしを食うでしょ
う」と、Global Sector Chair, Industrial  
Manufacturing and Head of Aerospace  
and DefenseのDoug Gatesは言います。
「アジアのメーカーは、新たな市場シェ
アの獲得と利益の拡大に向け、一段と努
力を強めると答えています。このことは、
競争が今後ますます激化することを意味
します。」

どのようにして成長を
実現するのか
本調査によるとメーカーは、将来の成
長を追求するため、自社事業を大きく抜
本的に変更する計画を立てています。全
メーカーの80％以上が今後2年間で自社
が提供する製品およびサービスの範囲を
変更すると答え、また92％が成長を加速
するために、新たな地域市場に参入する
と回答しました。

さらに、成長を実現するために新たなセ
クターに参入すると答えた回答者は、10
人中8人にのぼりました。「KPMGは、メー
カーが新たなセクターへと足場を広げる
ために新しいビジネスモデルやテクノロ
ジーに多額の投資を行うのを見てきまし
た」と、KPMG米国のStrategy Practice 

成長は極めて重要な優先課題となった
（過去12～24ヵ月間と今後12～24ヵ月間において）成長機会の活用が 
どの程度優先課題であるかをお答えください。

アジアからの競争圧力が
弱まることを期待する 
企業は、肩透かしを 
食うでしょう。

Doug Gates 
Global Sector Chair, 

Industrial Manufacturing and 
Head of Aerospace and Defense
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注：四捨五入の関係上、パーセンテージの合計が100％にならない場合があります
出典：「グローバル製造業の展望」Forbes、2016年
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メーカーは成長を実現するために大きく変わろうとしている
あなたの会社は今後12～24ヵ月間に次のことをどの程度予定していますか？

PrincipalであるTom Mayorは言います。
「モビリティ・プラットフォームに投資する
自動車メーカーからサイバーセキュリティ
サービスに投資する防衛産業のベンダー
に至るまで、メーカーは既存顧客への製
品やサービスの提供を続けながら、中核
セクターにおけるディスラプター（破壊者）
や破壊的なビジネスモデルから自社を守
る方法を模索しつつあるのです。」

興味深いことに、回答者は成長という優
先課題を達成する手段として、有機的成
長（本業の成長）を選好する強い傾向を示
しており、事実、回答者の50％以上が、
M&Aよりも有機的成長を選好すると答え
ています（それぞれ40％と61％）。その
一方で、アジアの回答者はM&Aを選好
する割合が最も高いという結果が出まし
た。中国の回答者の56％と日本の回答
者の53％が、自社の成長という優先課題

に取り組むためにM&Aを活用すると答え
ています。

しかし、有機的成長を好む傾向がうかが
える一方で、回答者の3分の2以上が、
成長に向けた取組みの成果を3年以内に
出したいと答えており、メーカーにはス
ピードを犠牲にするという考えが高くない
ことも明らかになりました。

「誰もが市場シェアを増やしたいと言い、
誰もが戦略を積極的に実行すると述べて
います。しかし、今後数年間で市場規模
が飛躍的に拡大する兆しはありません。
メーカーはどんな小さな市場シェアも逃
すまいと、極めて激しい競争を繰り広げ
ることになるでしょう。その結果、勝者と
敗者に分かれることは間違いありません。」
（Doug Gates）
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有機的成長を選好
あなたの会社は成長に関する優先課題に対処するため、次の手段をどの程度用いる予定ですか？

他企業の合併・買収

有機的投資（R&Dの拡大を含む）

全く予定していない ある程度用いる予定である 主として用いる予定である 分からない

18%

39%

40%

3%

4%

34%

61%

1%
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メーカーは何と言っているか？

― 65％が、自社の成長見通しに自信を
持っている

― 74％が、成長を今後2年間の重要な
優先課題として挙げている

― 6人に1人以上が、非常に積極的な 
成長戦略を追求する

主要メーカーはどう対応しているか？

― 自社の顧客および事業セグメント、
製品、サービス、地域およびチャネ
ルを評価し、各市場の弾力性を把握
する

― 長期的な市場見通しを再評価し、事
業目的に合った将来的な成長機会を 
追求する

―  （予期せぬ）需要の高まりや市場の混
乱に対応可能な柔軟性と機敏性を備
えた、需要主導型の即応的なビジネ
スモデルを創造する

ポイント

メーカーは成長については 
楽観視しているものの、市場
全体が拡大しない限り競争は
激化する

出典：「グローバル製造業の展望」Forbes、2016年
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KPMGインターナショナルの「グローバル製造業の展望」では、新たな成長を実現
するに当たってメーカーが直面する課題を取り上げました。

セクターの融合により、今後業種や企業の多重衝突が生じることが予想されます
が、そこからさらに新しい市場、チャネル、テクノロジー、行動に関するチャンス
と脅威の両方が生まれるでしょう。これまでも常にそうだったように、ビジョンや
意志、そして迅速な対応スキルを持った者へ、混乱はチャンスをもたらします。

ビジネスモデルの寿命が短くなるにつれ、資金を投資し、そこから利益を回収す
ることはますます困難になってきています。企業は機敏性や効率性を高め、戦略
や業務の管理を強化する必要に迫られています。そのためには財務、ビジネスお
よび経営モデルの整合性を保つべく、一層の努力が必要になります。

そのためメーカーは、より大胆なテーマを打ち出し、より明確な成長目標を設定
し、より積極的にイノベーション戦略に取り組まなければなりません。しかし、イ
ノベーションを通じて成長を加速させるには、将来に向けた明確なビジョンが不
可欠です。経営陣はトレンドをより正確に理解・予測し、製品、サービスおよび
市場の適切なポートフォリオを特定し、またその情報に基づいて、集中してR&D
投資を行わなければなりません。

こうした環境の中で、新規参入、あるいは昔ながらの事業を展開するいずれの企
業とも協力関係を維持していく能力は、ますます重要となっていくでしょう。破壊
的なビジネスモデルは、複数のセクターのテクノロジーや知見、チャネル戦略を
利用し、それらを組み合わせることで製品やサービスを生み出し、新たな顧客を
呼び込む傾向にあるからです。企業はもはや自社内に新たなビジネスモデルを創
造し、そのモデルを実践するためのリソースや能力、機動性、そしてリスクを取る
意欲が欠如していることを自覚し始めていると言えます。

次に訪れる成長の波は、おそらく迅速な市場投入（speed-to-market）の改善、
新しいアイデア、そしてイノベーション能力を特徴としたものになるでしょう。
メーカーはそれらを取り入れ、実行する最善の方法を見つけ出さなければなりま
せん。

戦略的観点
Dr. Nicholas Griffin
Head of the KPMG Global Strategy Group
KPMG International and Partner
KPMG LLP (UK)
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Larry：GEにとって「デジタル製造業」とは何を意味するの
でしょうか。またそれによって製造業セクターはどう変わっ
ていくのでしょうか。
Khozema：「デジタル製造業」とは、製品が極めて価値
のある膨大なデータを生み出し、そのデータをうまく活用す
ることにより、顧客に提供するサービスの価値を高めていく
という考え方です。そうすることで、航空機のエンジンをエ
ンジニアリング統計学に基づいて定期的にメンテナンスす
る代わりに、エンジンの運用状況をリアルタイムで監視し、
サービスが必要なエンジンの箇所を適時かつ正確に特定で
きるようになるのです。デジタル製造業とは、製品がもた
らす情報を活用し、顧客のために本当の価値を創造することと言ってよいでしょう。

Larry：イノベーションは新しいサービスやビジネスモデルを推進する鍵と言えます。GE社はデジ
タル製造の試みを推進する新しいアイデアをどのように得ているのですか。
Khozema：当社は現在、非常に堅固なパートナー・エコシステムを構築しています。コンサルタ
ントやテクノロジー企業、サプライヤー、地域パートナー等を1つにまとめ、プラットフォームに新た
な開発形態を導入することで、既存の市場と、これから参入する市場の両方で稼ぐ力を拡大してい
く方針です。また当社は、世界有数の優秀な人材が集結するシリコンバレーやボストンといった地
域に大規模な拠点を構えています。

Larry：GEの経営陣は常に変化を奨励してきました。そのことはGEのデジタル製造企業への転換
に影響を与えましたか。
Khozema：幸い、当社では会長自ら陣頭指揮を執ってきました。当社の役員やエグゼクティブは、
インダストリアル・インターネット市場のリーダーという地位を築くことの重要性を理解しています。
当社のCEO自らが事業部門の垣根を越えて横断的に協力し、アイデアやベストプラクティスの共有
を実践することで、GEは事業を展開するさまざまな市場で指針やリーダーシップ、方向性を示す力
と意欲を兼ね備えた企業として成長してきたと言えます。このように、上層部のコミットメントと、
変化を起こそうという強い意志がなくてはならないと思います。

Larry：デジタル製造業は今後、競争力のあるプラットフォームとなるでしょうか。
Khozema：デジタル化はメーカーに、社内業務の大幅な改善を推進するとともに、新たな価値
の源泉を顧客に提供する大きなチャンスをもたらします。こうした躍進を遂げられないメーカーは、
5～7年後には概ね競争力を失うことになるでしょう。顧客が製品を超えた価値を求める傾向はます
ます強くなる一方だからです。他に先んじてデジタル化を利益につなげ、顧客に最大の価値を提供
する企業が勝利を収めるでしょう。

Khozema Shipchandler
Vice President and Chief Financial Officer at GE Digital 

1892年に小さな電球メー
カーとしてスタートしたGE
は、20世紀を通じて何度も
変貌を遂げてきました。同社
は現在、再び変革を遂げつ
つあり、今度は世界最大の
デジタル製造業に生まれ変
わろうとしています。

インタビュー：
デジタル製造業に移行するGE

メーカーがデジタル化や 
データ主導型 
ソリューションへと移行 
しつつある中、KPMGの 

GE担当リードパートナー 
であるLarry Bradleyが、 
GE DigitalのVice  

President and Chief  

Financial Officerである 

Khozema Shipchandler
氏にインタビューを行い、 
世界で最も成功した 
メーカーの1つである 
同社が「デジタル製造業」 
という新時代にどう備えて 
いるかを伺いました。
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現状維持によって成長することはできません。メーカーが今日の
環境の中で市場シェアを獲得するためには、これまでとは違うこ
とをする必要があります。多くのメーカーは、新たな地域市場へ
の参入に焦点を当てています。

CHAPTER

02

新たな市場への参入
今やほとんどのメーカーは、平均を上回
る大幅な成長を遂げるには、新たな市場
の開拓が必要であることを認識していま
す。また本調査からも、メーカーが今後
新規市場への進出に、より力を入れる方
針であることがうかがえます。データによ
れば、新たな地域市場への進出に向けて
過去2年間に何らかの措置を取ったと答え
たメーカーは87％だったのに対し、今後
2年間に何らかの措置を予定していると答
えたメーカーは92％にのぼりました。

「特に航空宇宙・防衛および自動車な
ど、今後は成長が鈍化すると予想され、
強い価格引き下げ圧力に晒されているセ
クターにおいては、メーカーが大きな成
長機会を得るために、事実上、新しい市

場やセクターに進出するほかありません」
と、KPMGでHigh Growth Marketsの
Global Headを務めるMark Barnesは指
摘します。

売上と利益の 
成長機会を海外に 
求める
海外進出が純粋にコスト削減戦略でし
かなかった時代は終わりました。今日の
メーカーは、海外投資によって売上と利
益の両方を伸ばしたいと考えています。

確かにコストは今も海外進出の目的の
1つであり、実際に全回答者の43％が、
海外投資の主な動機を、より低コストで
の製造機会を得るためと答えています。

新しい
地域市場を
視野に入れる
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インド経済の発展を示唆するように、コス
ト削減のために海外投資を行うと答えた
回答者の割合はインドが最も高く、米国
の回答者がそれに続きました。

それを下回るものの、決して少なくはな
い回答者（34％）が、新規市場へのアク
セスを得るために投資を行っていると答
え、新規市場への参入を通じた売上増を
目指していることを示しています。

新規市場に目を向ける
あなたの会社は過去12～24ヵ月間に新たな地域市場への参入をどの程度行いましたか？　 
また今後12～24ヵ月間に新たな地域市場への参入をどの程度予定していますか？

8%

36%

56%

13%

32%

55%

新たな地域市場への参入
（今後12～24ヵ月間）

新たな地域市場への参入
（過去12～24ヵ月間）

全く行っていない／予定していない ある程度行った／予定している 大いに行った／予定している
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メーカーは何と言っているか？

― 56％が、新たな地域市場への参入
を大いに予定している

― 34％が、国際的な投資戦略の主な
動機として新規市場へのアクセスの
獲得を挙げている

主要メーカーはどう対応しているか？

― 世界の主要地域における買い手の
ニーズを特定し、自社製品とサービ
スをそのニーズに適合させる

― 適切な関係先や、支えとなるインフラ
を見据えながら、新規市場で仕事を
獲得・維持する

― 提携、買収またはパートナーシップを
通じた戦略の最適な実行方法を評価
する

ポイント

メーカーは成長を支えるため、
主要市場に集中しつつある

 「メーカーは『中国で作る』戦略を止
め、その代わり『中国に売る』戦略にシフ
トチェンジしました」と、KPMG中国の
Markets Strategy PartnerであるDavid 
Freyは言います。「中国国内またはその
周辺にある既存の拠点はプラス要因です
が、実際のところ、中国に売るのと中国
で生産するのは別の話であり、生産とは
違うスキル、能力、企業体制およびマー
ケティングが求められます。」

皮肉なことに、西側諸国のメーカーの多
くが「中国に売る」戦略について語る一方
で、実際に新規市場へのアクセスを得
るために投資を行っている割合が最も高
かったのは、新興国市場（特にインドと中
国）の回答者でした。中国では44％、イ

ンドでは47％の回答者が、「新規市場へ
のアクセスを得るため」を海外投資の主な
動機として挙げました。

「中国政府は中国企業による海外直接投資
（ODI）の奨励に改めて力を入れており、
そのため中国メーカーは、投資によって
新たな海外市場へのアクセスを高める機
会を模索しています。」（David Frey）しか
しこうした動きには、国内戦略の要素も
関係しています。国内市場の大きさゆえ
に、中国メーカーは世界のテクノロジー
やノウハウを取得しようとする一方で、多
くの点において、それらの資産を中国に
持ち帰り、国内市場に統合することを最
終目標としています。

コストの削減および新規顧客の獲得
あなたの会社が（国内ではなく）海外投資を行う際、 
以下がどれだけ重要な動機であるかをお答えください。

製造コストを
引き下げるため

新規市場への
アクセスを得るため

主な動機 2～3ある動機の1つ 多くの動機の1つ 動機ではない

43% 32% 19%

31%29%34%

6%

6%

中国政府は中国企業 
による海外直接投資
（ODI）の奨励に 
改めて力を入れており、 
そのため中国メーカーは、 
投資によって新たな 
海外市場へのアクセスを 
高める機会を模索して 
います。

David Frey 
Partner  

Markets Strategy 
KPMG in China
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Brian：Johnson Controlsの成長戦略にとって、中国
がこれほど重要な理由は何ですか？

Kim：中国には、都市化の拡大や消費者階級の向上、人
口の増加といった、世界中で見られるマクロ・トレンドが文
字通り凝縮されています。ですからグローバル企業にとっ
て、中国は、短期的な成長と長期的な戦略の両方を見据
えるという意味で、極めて重要と言えます。当社の中国に
対する投資が、中国に輸出拠点を作ることではなく、常に
中国の顧客獲得を目的としてきたのはそのためであり、当
社がこの地域で生産するものは、この地域の顧客獲得を意
図したものです。

Brian：アジアでの成長戦略を達成する上で、合弁事業や
パートナーシップはどのような役割を果たしていますか？

Kim：当社がアジアで成功を収めた重要な要因の1つは、この地域の顧客およびサプライヤーの
いずれとも長期的な関係を築いてきたことです。自動車などいくつかのセクターでは、実質的に、
パートナーシップが中国市場に参入する唯一の方法となっています。当社のビジネスは自動車では
なくバッテリーおよびHVAC（暖房換気空調設備）事業ですが、それでも当社は他社とのパートナー
シップを選択しました。そうすることにより、ビジネスモデルを充実させ、当社が製品やサービスを
提供したい市場にアクセスすることができるからです。

Brian：Johnson Controlsは昨年、中国国内でYanfeng社との合弁事業を立ち上げ、世界最
大の自動車内装企業を設立されました。これはJohnson Controlsの市場参入戦略の一環だっ
たのですか？

Kim：当社がYanfengと合弁事業を設立した理由の1つは、自動車内装セクターが供給過剰の
状態にあるという認識からでした。合理化が必要なのは明白であり、私たちはこの市場が今後
Johnson Controlsの戦略上の焦点になることはないと判断していたので、当社がパートナーまた
は買収企業を探すことになったのは自然な流れと言えます。Yanfengは中国における当社の主要
サプライヤーの1社であり、当社はYanfengとの間に強力な関係を築いていました。Yanfengはし
ばらく前から力を伸ばしており、私たちは同社とのパートナーシップを通じて、世界最強の自動車
内装会社を築くことができると考えたのです。

Brian：中国でのさらなる合弁事業や投資をお考えですか？

Kim：Johnson Controlsは過去2年間で非常に多くの変化を遂げました。私たちは事業ポートフォ
リオにおける選択を慎重に行い、事業で勝利を収めるために何をすべきかを、今までよりはるかに
重視するようになりました。中国はその戦略の極めて重要な一部を成しています。私はセクターや
事業内容に関係なく、メーカーは中国を戦略的ロードマップに組み込む必要があると考えています。
中国に投資するにせよ、しないにせよ、中国と競争することになるのは間違いありません。

Kim Metcalf-Kupres
Vice President and Chief Marketing Officer 
Johnson Controls 

Johnson Controlsは米国に本
社を置くテクノロジー・製造
分野の世界的リーダー企業
であり、150ヵ国以上の顧客
に製品やサービスを提供して
います。Johnson Controls
は2013年、2017年に中国
の上海に新しい本部を開設
することを発表しました。

インタビュー：
Johnson Controlsは
中国で成長を遂げる

メーカーが中国を 
はじめとするアジアでの 
市場シェア獲得に改めて
焦点を当てる中、Johson  

Controls担当のGlobal  

Lead Partnerであり、 
US National Sector  

Leader of Industrial  

Manufacturingの 

Brian Hecklerが、 
Johnson Controlsの 

Vice President and  

Chief Marketing Officer 
であるKim Metcalf- 

Kupres氏にインタビューを
行い、同社が新規市場で 
新たな機会をどのように 
創出しているかを 
伺いました。
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岡本：貴社の製品ポートフォリオは過去5年間でどう変化
しましたか？　また、その変更の理由は何ですか？

CEO：当社の事業ポートフォリオはもともと複数の業種に
またがっていますが、現在、それぞれの事業のウェイトを
変更しつつあります。金融危機を発端とした製品の売上低
迷が大きな理由です。当社はそうしたトレンドによって打撃
を受けた一部の事業を売却または廃止しました。

岡本：貴社は成長という課題を実現するために、新しい市
場またはセクターへの参入を計画されていますか？

CEO：当社は能力を最大限に発揮できる分野で事業を拡
大したいと考えています。例えば将来的には、バイオヘルスケア事業への投資により大きなウェイト
を置く方針です。また、過去20年間に開発した中核技術をもとに製品プラットフォームを構築する
ことも計画しています。

岡本：有機的成長と飛躍的成長のどちらが中心になると予想されますか？

CEO：両方です。当社は競争力を高めるため、自社で開発に取り組む分野を明確にした後、
M&Aを実施し、特許獲得を目的とした新しいテクノロジーを取得することを予定しています。それ
と同時に、成長市場のいくつかには既に強力な競合相手が存在するため、市場で存在感を確立し
ており、当社にはない能力を補える分野のパートナーとの提携を検討しています。

岡本：今後、貴社の成長に必要なものは何だと思われますか？

CEO：我々はコングロマリットというビジネスモデルがこの先も成功を収められるかどうかを根本
的に考え直さなければなりません。日本のグローバル企業はこれまで、製品の魅力を活かして成功
を収めてきました。しかし現在の事業環境では、もはやそれだけでは成功を収められないことは明
らかです。

成功とは、未開拓の事業セグメントを捉え、飛躍的成長を通じた成長より速いスピードでそのセグ
メントを育てることに重点を置いた強力な経営能力があって、はじめて実現できるものだと考えて
います。

岡本　准
KPMGジャパン　ストラテジーグループ　パートナー

KPMGのGMO調査データに 
よれば、日本のメーカーは
R&D投資を拡大し、より積極
的に成長戦略を追求し、成長
を極めて重要な優先課題と位
置づけ、より重点的に取り組
んでいくと答えています。な
お、日本の回答者の大半は、
収益が10億～50億米ドルの
企業に属しています。

インタビュー：
日本の大手コングロマリット企業に
おけるポートフォリオの変更

世界中のメーカーは、 
成長を実現するために 
製品ポートフォリオを 
整えようとしています。 
KPMGジャパンで 
ストラテジーグループの 
パートナーを務める 
岡本准が、日本の大手 
コングロマリット企業の 

CEOにインタビューを 
行い、日本のリーダー 
企業が、製品および 
サービス・ポートフォリオを 
どう見直しているかを 
探りました。
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メーカーは、自社の潜在的成長力に対する強い自信を背景に、
イノベーションやR&Dを通じて新たな（または少なくともこれま
でより優れた）製品やサービスを創造する能力に対して、大きな
賭けに出ようとしています。

CHAPTER

03

製品およびサービス・
ポートフォリオの変更
多くのメーカーにとって、新しい市場での
市場シェア拡大は、成長という方程式の
一部に過ぎません。絶えず変化する顧客
の需要に応えながら、リスクのバランス
を取りつつ成長の波に乗るためには、適
切な製品やサービスを取り揃えることも
必要です。本調査結果によると、全メー
カーのおよそ半数が、新たな成長を促進
するために提供するサービスの範囲を変
更する予定だと答え、また約5分の2が、
製品ポートフォリオを変更すると答えてい
ます。

新しいテクノロジーや顧客の需要を活用
すべく、提供するサービスの範囲を変更

する計画だと答えた回答者の割合は米国
が最も高く、一方、提供する製品の範囲
を変更すると答えた回答者の割合が最も
高かったのはドイツでした。

「売れる製品やサービスを作るために、
メーカーは顧客と共にイノベーションを
起こす必要があります。製品やサービス
のバリューチェーン全体を理解しようと努
め、そうして得られたインサイトを活用
し、自社の能力をフル活用したソリュー
ションを生み出すことで、顧客のために
本当の価値を創出する必要があります」
と、KPMGオランダのAdvisory Partner
であるHenk Smitは言います。「このこと
は、今後メーカーにとって最大の課題と
なるでしょう。」

新しい製品や
サービスへの
投資
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売れる製品やサービスを 
作るためには、 
メーカーは顧客と共に 
イノベーションを起こす 
必要があります。 
製品やサービスの 
バリューチェーン全体を 
理解しようと努め、 
そうして得られた 
インサイトを活用し、 
自社の能力をフル活用した
ソリューションを生み出す 
ことで、顧客のために 
本当の価値を創出する 
必要があります。

Henk Smit 
Partner, Advisory  

KPMG in the Netherlands

本調査から、メーカーが画期的なイノ
ベーションを実現し、全く新しい製品を創
り出すことにかつてないほど力を入れて
いることがうかがえます。事実、製品の
範囲の変更を計画していると答えた回答
者の半数以上（56％）が、1つ以上の新製
品を市場に投入するために、多額の投資
を行うと答えました。また、1つ以上の新
しいサービスを立ち上げるために大規模
な投資を行うと答えた回答者は、39％に
のぼりました。

「新製品や新サービスの開発は、新しい
テクノロジーを見せつけるためではなく、
ニーズに応えることを目的として行わな
ければなりません。メーカーは、顧客に

新しい価値を提供するにはどうすればよ
いかを考えることから始めなければなり
ません。そして自身が利用できるすべての
テクノロジーを活用し、その価値を速や
かに実現するのです。」（Tom Mayor）

一方で、約40％の回答者が、既存の製
品およびサービスラインの漸進的な改良
によって成長目標を達成できると考えて
いることが分かりました。ドイツやインド
など一部の市場は、新製品の開発より
も漸進的な改良を重視すると答えていま
す。また回答者の5人に1人は、重要でな
くなった製品またはサービスラインを廃止
し、製品ポートフォリオを絞ることで、開
発資金を捻出すると答えています。

製品およびサービス・ポートフォリオの変更
あなたの会社は提供する製品またはサービスの範囲の変更をどの程度予定していますか？

新製品の開発と改良に賭ける
製品の範囲の変更をどのような方法で行うことを計画していますか？

大いに予定している

49%
39% 40%

11%
16%

45%

全く予定していないある程度予定している

サービスの変更 製品の変更

漸進的な更新／改良を行う

多額の投資を行い、
1つ以上の新製品を投入する

重要でなくなった市場／
製品から撤退／廃止する

56%

21%

40%
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「コングロマリットを中心とするメーカー
は、短期的な製品販売ではなく、長期的
なサービス契約に重点を置く方向へと収
益ストリームをシフトしつつあります」と、
Henk Smitは指摘します。「しかし売れる
サービスを生み出すためには、メーカー
は顧客のために新たに3つの役割を果た
さなければなりません。その役割とは、
顧客ごとの課題解決のソリューションを創
造するビジネス・インテグレーター、既
存テクノロジーとのシームレスなソリュー
ションを提供するシステム・インテグレー
ター、そしてそのソリューションを維持管
理する運用サービス・プロバイダーの3つ
です。」 

イノベーションの 
強力な推進
既存製品の漸進な改良に投資するにせ
よ、全く新しい製品やサービスを考案す
るにせよ、メーカーが、イノベーションや
R&Dへの投資を拡大する必要性を認識し
ていることは明らかです。事実、本調査
結果によれば、一部のメーカーは、競争
優位に立つために、投資の大幅な拡大を
計画していることがうかがえます。

回答者の予想が現実になれば、R&Dと
イノベーションに対する投資は膨大な額
に達すると思われます。全回答者のうち5
人に1人以上（21％）が、今後2年間で収
益の10％以上をR&Dに費やすと答えてお
り、また収益の6％以上をR&Dに費やす
と答えた回答者もほぼ半数（49％）にの
ぼりました。

「KPMGは多くの企業と協力して、コネ
クテッド製品への投資に関する戦略的な
成長計画を策定し、またスマートなネッ
トワーク製品、サービスおよびビジネス
モデルの試作に向けた複数の並行した取
組みを立ち上げつつあります」と、Tom 
Mayorは述べています。「自動車、重工
業、医療機器およびスマートビルディング
／スマートインフラなどの多くの市場にお
いて、現在開発中のセンサーや通信方法
およびコグニティブ・コンピューティング
が将来の消費者に多大な価値をもたらす
ことは明白です。経験から言って、製品
メーカーはIoT（モノのインターネット）導
入の勝者となると見られ、リーダー企業
はそこに大きな成長の可能性を見出すで
しょう。」

回答者が過去2年間に行ったと答えた
R&D投資と比較すると、コングロマリッ
トや自動車をはじめとするいくつかのセク
ターは、投資を大幅に拡大する計画のよ
うです。過去2年間に収益の6％以上を
R&Dに費やしたと答えたコングロマリット
はわずか38％だったのに対し、今後収益
の6％以上をR&Dに費やすと答えたコン
グロマリットは60％にのぼりました。ま
た自動車セクターでも、過去に6％以上
投資したと答えた回答者は36％だった
のに対し、今後6％以上の投資を予定し
ていると答えた回答者は53％に達してお
り、コングロマリットと同様の大幅な増加
が見込まれます。

ここでも、投資予想が最も高かったのは
アジアをはじめとする新興国市場でした。
中国の回答者の61％が収益の6％以上を
R&Dとイノベーションに費やすと回答し、
日本の回答者の53％とインドの回答者の
50％からも同様の回答が得られました。

イノベーション 
競争の激化： 
R&D投資予想を 
振り返る
R&D投資はここ数年でどう変化
したのでしょうか。「グローバル製
造業の展望」では、投資に関する
メーカーの意向を3年以上にわた
り追跡してきました。そのデータ
によれば、2014年に収益の6％
以上をR&Dに投資する予定だと
答えた企業はゼロでした。しかし
2015年には収益の6％以上を投
資すると答えた回答者が急増し、
その数は2016年も増加を続ける
と見られます。

年間比較
今後2年間に収益の6％以上を
R&Dに費やすと答えた回答者の
割合

出典：「グローバル製造業の展望」Forbes、
2016年

0%

2014

41%

2015 2016

49%
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研究開発（R&D）への投資が急増
あなたの会社が過去2年間にR&D／イノベーションに費やしたのは収益のおよそ何％でしたか？ 
今後2年間には、収益の何％を費やす予定ですか？

新たな製造技術を取り入れる
次の製造技術のうち、今後12～24ヵ月に多額のR&D投資を予定しているのはどれですか？

過去2年間 今後2年間

0–1% 2–3% 4–5% 6–10%

14%

21%

28%

17%

28% 28%

17%
21%

19%

1%

収益に占める研究開発費の比率
10％以上

積層造形（3Dプリンティング）

ロボット工学

人工知能／コグニティブ・コンピューティング

先端材料科学

材料接合技術 33% 44% 19% 4%

33% 43% 19% 5%

30% 34% 25% 12%

39% 32% 18% 11%

31% 35% 25% 9%

必ず投資する 投資するかもしれない 既に投資済みのため、今後の投資は予定していない 現時点で投資する予定はない
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注：四捨五入の関係上、パーセンテージの合計が100％にならない場合があります
出典：「グローバル製造業の展望」Forbes、2016年

注：四捨五入の関係上、パーセンテージの合計が100％にならない場合があります
出典：「グローバル製造業の展望」Forbes、2016年
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製造現場の 
ハイテク化
多くのメーカーにとって、顧客に目を向
けたイノベーションは、テクノロジーに関
する課題の半分にしか過ぎません。本調
査によれば、メーカーは、テクノロジー
の自社内導入による業務改善にも多額の
資金を投じています。例えば、回答者の
25％は、既に3Dプリンティングや積層
造形技術に投資していると答えました。
既に人工知能（AI）やコグニティブ・コン
ピューティング技術への投資を行っている
と答えた回答者の割合も、同じく25％に
達しています。

製造現場におけるロボット工学の活用に
も多額の投資が行われる見込みです。実
際のところ、回答者のほぼ5分の2が、今
後2年間で多額のR&D投資資金をロボッ
ト工学に振り向けると答えました。

「多くのセクターや、とりわけニッチな
サプライヤーにとって、ロボット工学や
3Dプリンティング、そしてAIの進化を
利用して効率性を高めたり、コストを引
き下げたり、安全性を高めたりすること
は極めて重要です」と、KPMGドイツの
Head of Manufacturingで あ るHarald 
von Heynitzは言います。「しかし、目的
は性能や効率性の改善だけではありませ

メーカーは何と言っているか？

― 56％が、1つ以上の新製品を立ち上
げるために多額の投資を行う

― 21％が、今後2年間で収益の10％以
上をR&Dに投資する

主要メーカーはどう対応しているか？

― 事業計画において、企業全体におけ
る利益の最大化を念頭に置きながら
R&D投資に関する決定を下すために
必要な可視性を確保する

― スピード、品質および利益率を優先
したイノベーション・プロセスを開
発・構築する

― 独創的／破壊的なテクノロジー、
パートナーおよびソート・リーダーの
価値を活用し、イノベーションとR&D
投資による利益の回収を加速する

ポイント

メーカーがイノベーションや
新たな製品／サービスの開発
競争に乗り出す中、R&Dに対
する大規模な投資が行われる
見通し

ん。新しい製造技術への投資は、臨機応
変さや柔軟性、そして新しい製品やサー
ビスを設計し、発売する際のspeed-to-
marketを高めることにも寄与します。」 

例えば今では多くのメーカーが、数日間
かけて製造設備を入れ替える代わりに、
3Dプリンティングを活用して短時間で試
作品を製造しています。
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Kathy：Caterpillarが顧客に製品やサービスを提供する
方法は、テクノロジーやイノベーションによってどのように
変わりましたか？

Brad：Caterpillarはデジタル技術やイノベーションを通
じ、顧客の仕事の仕方を一変させつつあります。我々は
従来のやり方を誰かに破壊されるより前に、ディーゼルと
データを組み合わせることで、自らの手で破壊しているの
です。当社は競合他社がもたらしうる以上の利益を顧客に
もたらすよう、製品とサービスに意識的にリソースを割り当
て、株主に対し、事業モデルや事業遂行を通じて最大限の
経済的価値を提供する方針です。そうすることで利益を事
業に再投資し、顧客に提供する価値を絶えず高めていくこ
とができるからです。

Kathy：成長というテーマを追求する上で、Caterpillarはテクノロジー企業や新興プレーヤーと
の提携をどの程度予定されていますか？

Brad：当社は社外の専門家やサードパーティーの活用に加え、新しいテクノロジーをテストし、立
ち上げるためのいくつかのアプローチを用いています。最も効果をあげているアプローチの1つが
Caterpillar Venturesの設立です。このチームの主な目的は、顧客の問題を解決するのに役立つ、
新しいテクノロジーを特定することにあります。当社は既にいくつかの投資を行っており、強固なパ
イプラインができています。最終的には、当社の90年に及ぶイノベーションの歴史と、外部の新興
企業が持つ観点を組み合わせることで、多くの付加価値を実現できると考えています。

Kathy：テクノロジーやイノベーションによって、Caterpillarの市場に対するアプローチ方法は
どう変化しましたか？

Brad：5年前、テレマティクス（自動車などの移動体と通信システムを組み合わせたリアルタイム
での情報提供）に対応した重機などほとんど存在していなかったことを考えると、今やネットワーク
に接続したCaterpillar製の機械、エンジンおよび機関車が世界に約400,000台も存在しています。
我々は自社の製品を取り巻くテクノロジー主導型の情報やデータ分析、サービスの中に、大きな成
長機会があると考えています。

Kathy：データや分析、デジタル技術は、Caterpillarの成長戦略においてどのような役割を果
たすのでしょうか？

Brad：当社は製品から送られてくるデータを活用して、顧客のためにより多くの価値を生み出して
おり、そのためデジタル・ツールやデータ分析は、当社の価値提案の重要な一部分と言えます。こ
うした価値創造は多くの形で行われており、設計を改良して生産性を高めたり、顧客と協力し、製
品から得られるデータを活用してオペレーターの作業効率を高めたりすることもその1つです。

Brad Halverson
Group President and CFO of Caterpillar Inc.

Caterpillarは建設・鉱業用
機器、ディーゼル・エンジ
ン、天然ガス・エンジン、工
業用タービンおよびディーゼ
ル電気機関車を製造する世
界有数のメーカーであり、機
器の生産性と効率性を高め
るため、先端技術の開発と
改良に力を入れています。

インタビュー：
Caterpillarのスマート建機による
イノベーション推進

テクノロジーや 
イノベーションによって、 
メーカーのビジネスモデル 
は急速に変貌を 
遂げつつあります。 
そうした中、Caterpillar  

Inc.担当のGlobal Lead  

Partnerである 

KPMG米国のKathy  

Hopinkah Hannanが、 
Caterpillar Inc.のGroup  

President and CFO、 
Brad Halverson氏に 
インタビューを行い、 
90年以上の歴史を持つ 
同社が新たな成長機会を 
追求する上で、 
テクノロジーをどう活用 
しているかを伺いました。
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メーカーが新規市場への参入や新製品の開発に重点を置いてい
る今、サプライチェーンを成長に有利な状態に整えることは最優
先課題となっていくでしょう。とは言え、メーカーが新しいサプラ
イヤーと提携し、新たなバリューチェーンを創造する上でのリス
クを削減したいと考えるのであれば、まずサプライチェーンの可
視性と柔軟性の改善に注力する必要があります。

CHAPTER

04

可視性が低ければ 
リスクは高くなる
サプライチェーンが新たな需要や成長へ
の期待に応えられるかどうかが物事を大
きく左右する今、多くのメーカーは、サプ
ライチェーンにおける予期せぬ障害に対
する懸念を募らせています。事実、成長
という課題に対する最大のリスクを尋ね
たところ、サプライチェーン障害は、経
済的な混乱と市場の混乱（メーカーに直
接の管理が及ばない要因）に次ぐ、第3位
にランクインしました。サプライチェーン

障害を「重大な」リスクとして挙げた回答
者は、全体の37％にのぼりました。

メーカーがサプライチェーン・リスクを懸
念しているという事実は、何ら驚くに当た
りません。回答者のうち、Tier1、Tier2、
さらにその下請けのサプライヤーに対す
る「完全な」可視性を有していると答えた
回答者はわずか13％に留まりました。ま
た約5分の2がTier1サプライヤーと、一
部のTier2サプライヤーに対する「高い」可
視性を有していると回答しており、サプラ
イチェーンに対する可視性が限定的であ
るか、または全くないと答えた回答者は
43％にのぼりました。
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可視性がない ― Tier1サプライヤーに対する可視性がほとんどまたは全くない

部分的な可視性がある ―  Tier1サプライヤーに対する限定的な可視性はあるが、
 Tier2およびその下請けのサプライヤーに対する可視性は
 全くない

高い可視性がある ― Tier1サプライヤーと、一部の Tier2サプライヤーに対する
 可視性がある

完全な可視性がある ― Tier1、Tier2およびその下請けのサプライヤーに対する
 可視性がある

分からない

5%4%

38%

39%

13%

「サプライチェーン障害のリスクを減らす
一番の方法は、サプライチェーンの可視
性を高め、部門の垣根を越えてサプライ
チェーンの端から端までを管理すること
です」と、KPMGインターナショナルの
Global Head of Operations Advisory
であるErich L. Gampenriederは言いま
す。「完全な可視性を持っていると答えら
れるメーカーがほとんどないという事実
は、特にサプライチェーンの検証が行わ
れていない新たな海外市場や隣接セグメ
ントへの進出を考えているメーカーにとっ
て、なすべきことが山積していることを示
しています。」

成長のための 
優先課題を決定する
本調査からはメーカーが、サプライ
チェーン全体のオペレーションを改善する
ために抜本的な対策を取っていることが
うかがえます。今後2年間で重点的に取
組む業務上の課題を尋ねたところ、サプ
ライチェーン分析、提供コストの最適化、
事業戦略との整合性の確保という3つの
重点領域が浮かび上がりました。

しかし、さらにデータを見ていくと、サ
プライチェーンに関する優先課題はセク
ターによって異なることが分かります。例
えば、自動車および金属セクターの回答
者が提供コストの最適化をより重視して
いるのに対し、航空宇宙・防衛セクター
の回答者はネットワーク設計を優先して
おり、コングロマリットは企業戦略との整
合性を高めることに焦点を当てています。
そして、このような傾向にあって、全セク
ター（特にエンジニアリング／ IP企業お
よびコングロマリット）に共通する優先課
題が、サプライチェーン分析でした。

メーカーはまた、サプライチェーンのオペ
レーション改善を目的として、新しい、ま
たは改良されたテクノロジーへの投資を
行っています。回答者の60％が、今後2
年間に需要を把握する技術や能力に投資
すると答えました。また、サプライチェー
ン分析のツールやスキルへの投資を検討
している回答者も、56％にのぼりました。

その一方で、投資も含め、サプライ
チェーン業界のリーダー企業やエグゼク
ティブの最大の関心の的となっているの
は、急速に台頭しつつあるIoT（モノのイ

可視性の欠如
サプライヤーおよびロジスティクス・パートナーの供給・物流能力に関する情報の可視性はどの程度ですか？
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注：四捨五入の関係上、パーセンテージの合計が100％にならない場合があります
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© 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.All rights reserved.



提供コストの最適化 32%

32%企業戦略との整合性

32%サプライチェーン分析

28%ネットワークの設計

27%SKUの合理化

26%サプライチェーンのセグメント化

24%統合されたビジネスプラン

ンターネット）分野でした。IoTを支えるテ
クノロジーとツールは、英国と米国の回
答者をはじめとする世界中の回答者から、
投資すべき最優先事項として挙げられま
した。

「メーカーにとって、IoTは成長に欠か
せない要素となりつつあります。セン
サーやコネクティビティを搭載し、製品
の価値を高めるだけでなく、サプライ
チェーンを監視し、管理し、改善する手
段としてもIoTは重要です」と、Erich L. 
Gampenriederは指摘します。「インダス
トリー 4.0の根底にあるのは、機器同士
が会話するという考え方です。サプライ
チェーンのパフォーマンス改善や、市場
シェアの獲得についても同じことが当ては
まります。事実、IoTを適切に用いれば、
サプライチェーンの可視性を高める重要
な鍵となりうるのです。」

同様に、デジタルテクノロジーに関連し
て、モバイル、クラウド、データアナリ
ティクス（D&A）およびソーシャルメディア
の中で最も優先順位が高いのはどれかを
尋ねたところ、優先順位のトップに挙げ
られたのはD&Aでした。今やセンサーか
ら調達システムに至るまで、あらゆるも
のが多かれ少なかれD&Aに依存している
ことを考えれば、データに眠る価値を活
用しようとするメーカーのこの領域への投
資は鍵となるでしょう。

「顧客により多くの価値を提供したいと考
えている企業は、センサーから送られてく
るD&Aで満足することはありません」と、
Doug Gatesは言います。「企業は、『より
スマートな』機器により、自社が有する貴
重な人的資本に、より付加価値の高い業
務を担ってもらうことを可能とするコグニ
ティブ・コンピューティングの活用を模索
しています。」

これからのサプライチェーンに対する主な課題
次の業務上の課題のうち、今後12～24ヵ月間で最も優先順位が高いのはどれですか？
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メーカーは何と言っているか？
― 37％が、サプライチェーン障害を重
大なリスクとして挙げた

― サプライチェーンに対する完全な可
視性を有していると答えた回答者は、
わずか13％に留まった

主要メーカーはどう対応しているか？
― リスクが財務やオペレーションに及
ぼす影響を理解するため、自社のパ
フォーマンスとサプライヤー・ネット
ワーク内の関連リスクを継続的に評
価する

― 部門の枠を超えて問題に取り組み、
サプライチェーン・リスクに対するプ
ログラム的アプローチを開発する

― 世界的な成長の実現に向けてサプラ
イチェーンを拡大するにあたり、存
在しうる新たなリスクを特定すると共
に、リスク軽減策を作成する

― コストを削減し、パフォーマンスを改
善し、混乱を管理し、契約や規制に
基づく義務を遵守するため、サード
パーティーのためのガバナンス・プ
ログラム、統制およびリソースを確
立する

ポイント

可視性の欠如によってサプラ
イチェーンが混乱をきたし、
事業のパフォーマンスに大き
な影響を及ぼすリスクが高
まっている

モノのインターネット（IoT） 26% 36% 26% 13%

サプライチェーン分析 22% 34% 28% 17%

統合されたビジネスプラン 21% 33% 29% 16%

需要の把握 21% 39% 26% 15%

世界的な需要の管理 21% 32% 32% 16%

調達システム 21% 29% 36% 15%

顧客対応テクノロジー 18% 34% 35% 13%

調達から支払いまでの自動化 16% 42% 24% 18%

SKU管理 16% 38% 33% 14%

サプライチェーン・パートナーとの
オンライン・コラボレーションツール 16% 38% 32% 15%

全社的業績管理 14% 30% 32% 24%

必ず投資する 投資するかもしれない
既に投資済みのため、今後の投資は予定していない 現時点で投資する予定はない

サプライチェーンにテクノロジーを活用する
今後12～24ヵ月間で、次のシステムまたはテクノロジーのいずれかに投資する予定はありますか？
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注：四捨五入の関係上、パーセンテージの合計が100％にならない場合があります
出典：「グローバル製造業の展望」Forbes、2016年
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航空宇宙・防衛
（航空交通量予
想と航空機販売
に影響を及ぼし
かねない）新興
国経済に対する

懸念や、成熟市場の防衛予
算に対する懸念をよそに、航
空 宇 宙・ 防 衛（A&D）セク
ターは成長の可能性を極め
て楽観視しているように思わ
れます。

それも無理はありません。
A&Dセクターは（全体として
見れば）楽観論を支える、多
くの適切な手段を講じてきたからです。本レポートのデータが示すよ
うに、新たな成長機会や新たなテクノロジーを利用して新しい市場
や地域への参入を準備するため、A&D企業は今後2年間でR&D投
資の大幅な拡大を計画しています。

また、A&D企業は新規市場への進出にも積極的に取り組んでいま
す。コスト効率の良さを活かすことが目的の場合もありますが、そ
れ以上に、アジアや中東の新規顧客との距離を縮めることが目的と
して掲げられています。しかし、A&D企業は保守的なリスク管理ア
プローチを取っています。進出戦略で最も多いのは合弁事業やパー
トナーシップであり、それにより欧米のA&D企業は、多額の資金を
賭けることなく、新しい市場で経験を積むことができるのです。

しかしながら、ある程度の慎重さも必要です。A&D企業が新しい市
場や隣接セグメントに参入しようとすれば、（多くの場合、欧米基準
で見れば検証されていない）新しいパートナーやサプライヤーと手を
組まなければなりません。A&D企業は自社のサプライチェーンが成
長への期待に応えることができるということに関して、特に自信を
持っているように見えます。しかし、現地企業がOEMの基準や期待
を満たすのに苦戦した場合を考えると、下請けサプライヤーに対す
る可視性を高めない限り、サプライチェーンに障害が生じ、成長計
画の妨げとなるおそれがあります。

新しい製品や市場への参入に的を絞って投資を行い、リスクに対する
「比較的」保守的なアプローチを取り、新興国市場へのダイナミック
な進出戦略を立てているA&Dセクターが、中長期的な成長に関して
楽観的な見方を取っているのは当然と言えるでしょう。もちろん、景
気の良し悪しとは無関係です。

コングロマリット
今日のコングロ
マリットにとっ
て、経営資源の
配分が悩みの種
であることは間

違いありません。しかし、そ
れが大きなチャンスでもある
ことは実証済みです。

複数のセクターや市場に関わ
る多国籍企業として、コング
ロマリットは、世界中のメー
カーが直面しているのと同じ
逆風に悩まされています。エ
ネルギーを扱うコングロマリットはエネルギー価格の乱高下によって
打撃を受け、採掘および採掘設備に携わるコングロマリットはコモ
ディティ価格の暴落が痛手となり、規制セクターで事業を営むコング
ロマリットは規制要件の大幅な増加に直面しています。

経営資源の検討過程で、コングロマリットに最も多くの成功をもたら
したのは、特定の「得意分野」を定義し、そこに集中する能力を強化
したことでした。そうすることで、自社が提供する製品と、重点地域
との関係をよりよく理解することができたからです。その結果、コン
グロマリットは特定領域に特化する傾向を大いに強め、長期的な成
長目標や利益目標にそぐわない市場、製品、セグメントを除外する
ようになってきています。

実際のところ、コングロマリットは新しいビジネスモデルの創造や特
定分野への特化という点で、長い間製造セクターをリードしてきまし
た。製品からサービスへのシフトを牽引してきたのは、そのほとんど
がGEやPhilipsなどのコングロマリットです。GEが「デジタル製造業」
に移行し、Philipsがヘルスケアセクターに進出するなど、これらの
先駆者は今も進化を続けており、サプライヤーに新しい機会をもた
らすと共に、伝統的なメーカーは激しい競争に晒されることになる
でしょう。

コングロマリットは今後、製品ポートフォリオを整え、（可能であれ
ば）製品の効率性、信頼性およびユーザーにとっての価値を高めるよ
うな新しいテクノロジーを取り入れることを、より重視していくと思
われます。

Doug Gates 
Global Sector Chair, Industrial 
Manufacturing and Global Head of 
Aerospace and Defense 
KPMG in the US

Ken Seel 
Global Head of Conglomerates  
KPMG in the US

― A&Dの回答者の64％が、 
自社の成長見通しについて
「自信がある」または「非
常に自信がある」と答えた

― 20％が、今後2年間で収
益の10％以上をR&Dに費
やすと答えた

― 73％が、自社のサプライ
チェーンが成長に有利な状
態にあると楽観視していた

― コングロマリットの回答者
の17％が、非常に積極的
な成長戦略を取ると答えた

― 47％が、コストとパフォー
マンスを非常に重視してい
ると回答した

― 60％が、今後2年間に収
益の6％以上をR&Dに投じ
ると答えた

セクター別インサイト
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金属
金属会社や採掘
会社は厳しい市
場環境に置かれ
ていますが、残
念ながら当面の

間、晴れ間がのぞくことはな
さそうです。（長い間、金属セ
クターの成長を主に牽引して
きた）発展途上市場の成長減
速を受けて金属製品への需
要が低下しているだけでなく、
西欧や米国といった成熟市場
や発展途上経済での過剰生産
能力に対する懸念が強まって
います。中でも中国の過剰生産能力は深刻な問題です。

その結果、製鉄会社をはじめとする欧米の金属メーカーの多くは、よ
りコストの低い市場との競争に晒され、しかもその競争は激化の一途
を辿っています。中国は大幅な供給過剰問題に対処するために業界の
統合再編を約束したものの、欧州その他の地域に対する日々の輸出量
が減少するまではしばらく時間がかかりそうです。

多くの市場は、国内での生産を保護するため、すぐさま貿易障壁や保
護主義政策を打ち出しました。しかし、こうした試みは概ね市場への
金属製品の自由な流通を遅らせ、金属会社全体に対する深い不透明
感をもたらしただけでした。

また金属会社や採掘会社は、環境規制を中心とした規制から生じる不
確実性や混乱にも引き続き対応しなければなりません。（成熟市場か発
展途上市場かを問わず）すべての市場が、排出に関する規制や方針を
より厳格化し始めているからです。こうした傾向は金属会社だけでな
く、排出量の多い業種の一部の顧客にも直接影響を及ぼします。

明るい兆しはと言えば、セクター全体で、イノベーションやパートナー
シップを重視する姿勢が強まっていることが挙げられます。金属会社
は過去にも従来とは異なる競争に飛び込んでいった実績があります
（合金や新しいアルミ製品の導入によって、製鉄業界の状況がどう変
化したかを考えてみてください）。そして多くの金属会社は、主要顧客
への製品やサービスの提供を続け、顧客にとって価値ある存在であり
続けたいならば、イノベーションが必要であることを認識しています。

長期的には、状況は上向くと見ています。新しい製品が新たな成長機
会を推進し、中国は（約束を守るならば）供給過剰を抑制するでしょう。
全世界共通の、構造的な過剰生産能力問題はいずれ対処され、セク
ター内の激しい競争は和らぐと予想されます。途上国には経済成長
が戻るでしょう。しかしそれまでの間、今後数年間における金属メー
カーの業績は、エグゼクティブが会社をどう運営するかによって大きく
左右されることになりそうです。

Eric Damotte 
Global Head of Metals 
KPMG in Spain

― 金属会社の43％が投資を
行い、1つ以上の新製品を
投入すると答えた

― 77％が、今年は重要な
優先課題としてコストとパ
フォーマンスに取り組むと
述べた

― 回答者は景気の悪化を、
成長に対する最大のリスク
として挙げた
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Dieter Becker 
Global Sector Chair, Automotive  
KPMG in Germany

セクター別インサイト

Chris Stirling 
Global Sector Chair, Life Sciences 
KPMG in the UK

1 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/jp-the-clockspeed-dilemma.pdf

自動車
自動車セクター
で成 功 を収 め
る企業は、敏捷
性・即応性に優
れ未来志向を持

ち、新たなテクノロジーや人
材、戦略的パートナーシップ
に投資する準備が出来ている
企業と言えるでしょう。新し
いテクノロジーはあらゆる方
向から登場するため、自動
車企業が技術の進歩につい
ていくためには、常にアンテ
ナを広げておかなければなり
ません。将来的には、処理能力の方が駆動力よりも重要視されるよ
うになると予想されます。

企業がこうした新しい環境の中で成功を遂げるためには、KPMGが
最近のレポートの中で「クロックスピード・ジレンマ」1 として特定した
問題を解決する必要があります。自動車企業は一定のペース、つ
まり資本集約的な製造業に求められるクロックスピードを守らなけ
ればならない一方で、今や、それよりはるかに速い（実際のところ
数倍の速さの）クロックスピードにも適応する必要が求められていま
す。テクノロジー業界の巨大企業から新興企業に至るまで、新しい
プレーヤーが業界に参入してきているからです。

こうした環境の中で成功を収めるためには、自動車業界は、速度の
異なるこれら2つの変化の折り合いを付ける必要があります。2つの
異なるスピードで進行する、2つの世界に同時に身を置いているかの
ように行動しなければならないのです。そのため自動車業界は、現
在のクロックスピードと適合する、よりハイペースでのイノベーショ
ン能力を身に付ける必要があります。

自動車業界がそれを適切に実現できるなら、自動車セクター全体の
未来は明るいと言えるでしょう。特に自律性、コネクティビティ、そ
してモビリティという目覚ましいイノベーションは、自動車業界のあ
り方と私たちの生き方を変えつつあります。

しかしそのためには、自動車産業のすべての側面を変える必要があ
ります。車を設計し、製造し、組み立てる方法から、マーケティング
および販売の方法まで－つまり、経済の実態や需要の牽引役に至
るまで、すべてを変えなければならないのです。

破壊は心地よいものではないかもしれません。しかし、自動車業界
の一員であることが今ほどエキサイティングであったことはないと、
自信を持って言うことができます。

医療機器
医 療 機 器メー
カーは、絶え間
ない規制の改正
や世 界 的 な景
気減速に直面し

ながらも、売上と利益の両
方を伸ばそうと奮戦していま
す。そのどちらの点でも、イ
ノベーションが成功の鍵にな
ると思われます。

医療機器メーカーは速やか
に機敏性、即応性、革新性
を高める必要があります。絶
えず変化する規制環境だけでなく、AppleやGoogleなどテクノロ
ジー関連の最大手企業との競争がますます激化していることを考え
ればなおさらです。そのためには、消費者により密着し、消費者に
対する理解を深める必要があります。それにはサプライチェーンの
柔軟性を高めることが求められます。

多くの医療機器企業にとっては、人件費の上昇もまた頭痛の種です。
製造現場だけでなく、業界に関する知識と将来を見据えた一連のス
キルを併せ持った人材の獲得競争もますます激化しています。人材
獲得の成否は利益に影響します。

したがって、医療機器メーカーの回答者の42％がロボット工学に多
額の投資を行うと答えたことは驚くに当たりません。医療機器企業
は、製造現場を自動化することで、将来の成長を支える人材のため
に人件費予算を振り向けることが可能になるからです。またロボット
工学は、業務における柔軟性とspeed-to-marketを高めることにも
効果を発揮するでしょう。

こうした環境の中で売上と利益の両方を伸ばすためには、医療機器
企業は、特にサプライチェーン管理やイノベーションの分野におい
て、引き続き機敏性の改善に重点的に取り組む必要があります。

― 自動車メーカーの回答者の
43％が、1つ以上の新しい
サービスを市場に投入する 
ために多額の投資を行うと
答えた

― 22％が、今後2年間に収
益の10％以上をR&Dに費
やすと述べた

― 62％が、IoTに多額の投
資を行うと答えた

― 医療機器セクターの回答
者の55％が、成長投資に
よって成長戦略を推進する
と答えた

― 58％が、人件費を成長に
影響を及ぼす大きな要因と
して挙げた

― 42％が、ロボット工学に
多額の投資を行うと答えた
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Mark Barnes 
Global Head of High Growth Markets 
KPMG in the US

高成長市場
メーカーがイン
ド、中国および
ASEAN諸 国 を
次の成長機会と
みなしているこ

とは、特別な専門知識がなく
ても分かります。当面は、こ
れら三市場（ASEAN諸国を
構成する10ヵ国を単独市場
と見なした場合）すべてが引
き続き世界経済の成長の原
動力となるでしょう。

従来、これらの市場は単に
低コストの製造拠点としてみ
なされてきました。大手多国
籍企業にとっては、利益を確
保するチャンスというわけです。しかし、企業の役員会がこれらの市
場そのものに焦点を移すケースが次第に増えてきているように見受
けられます。

― 中国は長い間、単にメーカーが「そこで製造する」市場というよりも
「そこに売り込みたい」市場でした。

― インドは力強い成長を続けており、また膨大な人口を抱えている
ことから、市場シェアと売上を拡大したいメーカーにとっては多く
の機会があります。

― ASEANは上記2ヵ国とは逆に、いまだ単一市場とはほど遠く、
ASEAN各国に対する戦略はさまざまです。メーカーはシンガポー
ルのような国には売り込もうとするものの、ベトナム、インドネシ
ア、フィリピンなどの低コストセンターでは、そのコストの低さを
利用したいと考えています。したがってメーカーは、市場ごとの投
資戦略を個別に、慎重に検討する必要があります。

この言葉が当てはまるのはASEANだけではありません。新興国市
場戦略を取っている（または検討している）、すべてのメーカーにも
役立つ助言です。どの市場もそれぞれ他とは大きく異なる特徴を
持っています。ASEANは税務上の優遇措置やコスト、インフラが
それぞれ異なる10ヵ国から成り、アフリカはそれぞれ大きく異なる
54ヵ国で構成されています。メーカーが多様な新興国市場に「共通
の」戦略を当てはめようとすれば、失敗に終わるでしょう。

経験から言うと、最も成功を収める企業とは、現地の政治や経済、
文化、社会、規制に関する状況を考慮に入れながら、独創的で、
それでいて非常に堅固かつダイナミックな市場ごとの戦略を練り上
げ、投資を最大限に活かすことのできる企業なのです。

― 既にインドへの投資を行って
いる企業の38％が、今後 
2年間で新たに大規模な追
加投資を行うと答えた

― 中国への投資を行っている
企業では、37％が新たに
大規模な追加投資を行う
と答えた

― アフリカへの投資を行ってい
る企業では、28％が今後 
2年間で投資を縮小すると
答えた
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KPMGは、KPMGの各セクターリーダーおよび各国リーダーの一人ひとりに、以下の2つの質問をしました。
各リーダーの回答と連絡先は以下の通りです。

セクターリーダーおよび国別リーダーの経歴はwww.kpmg.com/gmoに掲載されています

セクターリーダー
あなたが担当する業種セクターの 
成長に対する最大の脅威は何ですか？

あなたが担当するセクターの企業は、
成長を推進するため、これまでとは 
違うどのようなことを行っていますか？

Doug Gates 
Global Head of Aerospace 
& Defense 
KPMG in the US  
dkgates@kpmg.com

「新興国市場の景気減速と 
防衛予算の制約」

「コラボレーションに基づき、 
新しい創造性に富んだビジネスモデル」

Ken Seel 
Global Head of 
Conglomerates 
KPMG in the US 
kseel@kpmg.com

「規制および地政学的問題」 「自社の得意分野の理解」

Eric Damotte 
Global Head of Metals 
KPMG in Spain 
edamotte@kpmg.es

「景気の減速」 「事業を守るためのイノベーション」

Dieter Becker 
Partner, Global Head of 
Automotive 
KPMG in Germany 
dieterbecker@kpmg.com

「顧客インターフェースにおける 
中間業者の排除」

「ユビキタス・コネクティビティに 
基づいた新しいビジネスモデル」

Chris Stirling 
Partner and Global Chair, 
Life Sciences 
KPMG in the UK 
christopher.stirling@kpmg.
co.uk

「規制の改正」 「生活を一変させるような 
イノベーション」

Mark Barnes 
Global Head of High 
Growth Markets 
KPMG in the US 
mbarnes1@kpmg.com

「経済的な不透明感」
「何にも縛られることのない、 
新規事業への挑戦意欲」

航空宇宙・防衛

金属

自動車

高成長市場

医療機器

コングロマリット

成長に関する2つの質問
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国別リーダー
あなたが担当する国の成長に対する 
最大の脅威は何ですか？

あなたが担当する国の企業は、 
成長を推進するため、これまでとは違う
どのようなことを行っていますか？

Stephen Cooper 
Partner, Head of Industrial 
Manufacturing 
KPMG in the UK 
stephen.cooper@ 
kpmg.co.uk 

「経済的な不透明感」 「浮いたITコストを 
新しいテクノロジーに回す」

Brian Heckler 
US National Sector Leader, 
Industrial Manufacturing 
KPMG in the US 
bheckler@kpmg.com

「世界との新たな競争」 「戦略的なポートフォリオ・マネジメント」

松下　修 
Partner, Deal Advisory 
and Head of Industrial 
Manufacturing  
KPMG in Japan 
osamu.matsushita@
jp.kpmg.com

「新たな競合相手による破壊」 「細部に焦点を当て、差別化を図る」

Alex Shum 
Partner, Audit and Head of 
Industrial Manufacturing 
KPMG in China 
alex.shum@kpmg.com

「過剰生産能力と人件費の上昇」 「海外投資および国内発の 
イノベーション」

S.V. Sukumar  
Head of Strategy and 
Operations 
KPMG in India 
sukumarsv@kpmg.com 

「貧弱なインフラ」 「企業全体へのD&Aの適用」

Harald von Heynitz 
Head of Industrial 
Manufacturing 
KPMG in Germany 
hheynitz@kpmg.com

「輸出市場の混乱」 「製造現場の自動化」

英国

米国

日本

中国

インド

ドイツ
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可視性の欠如によって 
サプライチェーンが 
混乱をきたし、 

事業のパフォーマンスに 
大きな影響を及ぼす 
リスクが高まっている

メーカーは 
成長については 

楽観視しているものの、 
市場全体が拡大しない 
限り競争は激化すると 

考えている

メーカーが 
イノベーションや新たな 
製品／サービスの 

開発競争に乗り出す中、
R&Dに対する大規模な 
投資が行われる見通し

メーカーは 
成長を支えるため、 
主要市場に集中しつつ 

ある

― 自社の顧客および事業
セグメント、製品、サー
ビス、地域およびチャネ
ルを評価し、各市場の
弾力性を把握する

― 長期的な市場見通しを
再評価し、事業目的に
合った将来的な成長機
会を追求する

―  （予期せぬ）需要の高ま
りや市場の混乱に対応
可能な柔軟性と機敏性
を備えた、需要主導型
の即応的なビジネスモ
デルを創造する

― 事業計画プロセスにお
いて、企業全体のリター
ンの最大化を念頭に置
きながらR&D投資に関
する決定を下すのに必
要な可視性を確保する

― スピード、品質および利
益率を優先したイノベー
ション・プロセスを開
発・構築する

― 独創的／破壊的なテク
ノロジー、パートナー
およびソート・リーダー
の価値を認識し、イノ
ベーションとR&D投資
によるリターンの回収を
加速する

― 世界の主要地域におけ
る買い手のニーズを特定
し、自社製品とサービ
スをそのニーズに適合さ
せる

― 適切な関係先や、支え
となるインフラを見据え
ながら、新規市場で仕
事を獲得・維持する

― 買収またはパートナー
シップを通じた戦略の
最適な実行方法を評価
する

― リスクが財務やオペレー
ションに及ぼす影響を理
解するため、自社のパ
フォーマンスとサプライ
ヤー・ネットワーク内の
関連リスクを継続的に
評価する

― 部門の枠を超えて問題
に取り組み、サプライ
チェーン・リスクに対す
るプログラム的アプロー
チを開発する

― 世界的な成長の実現に
向けてサプライチェーン
を拡大するに当たり、存
在しうる新たなリスクを
特定すると共にリスク軽
減策を作成する

― コストを削 減し、パ
フォーマンスを改善し、
混乱を管理し、契約や
規制に基づく義務を遵
守するため、サードパー
ティーのためのガバナン
ス・プログラム、統制お
よびリソースを確立する

主要メーカーはどう対応しているか？

主なポイント
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「グローバル製造業の展望（GMO）2016」は、2016年の初めにForbesがKPMGインターナショナルの依頼を受けて行った、360名
のシニアエグゼクティブに対する調査をもとに作成されています。回答者は航空宇宙・防衛、自動車、コングロマリット、医療機
器、工業製品、金属という、6つの業界から構成されています。

本調査に協力いただいた回答者は全員、自社組織内でディレクター相当または経営幹部の役職にあり、43％が年間収益50億米ド
ル以上の企業に所属しています。回答者は南北アメリカ、欧州、アジアからほぼ均等に選択されています。

現在の勤務地はどこですか？ 主として製造業のどのセクターに 
属していますか？

注：四捨五入の関係上、パーセンテージの合計が100％にならない場合があります
出典：Forbes survey、2016年1月

アジア
太平洋南北アメリカ

32% 
32% 

36% 
欧州、中東、アフリカ欧州、中東、アフリカ

あなたの役職に最も近いのは 
次のうちどれですか？

あなたの会社の世界全体の年間収益は
米ドルでどの程度ですか？

本調査について

9%

17%

25%
11%

17%

21%

自動車

航空宇宙・防衛

金属

コングロマリット

工業製品
（産業エレクトロニクス
を含む）

医療機器

最高情報責任者（CIO）／
技術担当ディレクター

上級副社長（SVP）／
副社長（VP）／ディレクター
サプライチェーン／調達／

オペレーション担当副社長（VP）／
ディレクター

事業部門長

最高財務責任者（CFO）／
財務担当者／コントローラー

最高経営責任者（CEO）／社長／
マネージングディレクター／
エグゼクティブディレクター

その他の経営幹部役員

部長

最高執行責任者（COO）

取締役 3%

5%

7%

8%

9%

10%

10%

13%

16%

20%

54%

12%

25%

9%
10億ドル～ 50億ドル

50億ドル～ 100億ドル

100億ドル～ 250億ドル

250億ドル以上
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KPMGグローバル・オートモーティブ・ 
エグゼクティブ・サーベイ 
製品中心の世界からサービス重視のデジタル
空間へ　2016年3月　English / Japanese

「KPMGグローバル・オートモーティブ・エグゼクティ
ブ・サーベイ2016」は、世界の自動車業界の現状
と将来の展望を分析することを目的に、KPMGが毎
年行っている調査です。17回目となる本調査では、
従来の4倍となる、世界38ヵ国の主要自動車関連
企業のエグゼクティブ800名に加え、世界の消費者
2,100名以上を対象にアンケートを行い、自動車関
連業界の現状と動向をまとめました。

クロックスピード・ジレンマ 
自動車の技術革新が意味すること 
2016年4月　English / Japanese

過去100年にわたり、自動車業界はイノベーション
の最前線に立ち続け、強力な技術基盤を構築してき
ました。大量生産に始まり、自動変速機、さらにそ
の先へと、自動車は道路を走るマシンと精巧なコン
ピュータの驚くべき融合体へと進化してきました。本
レポートでは、ますますイノベーションが加速してい
る現在、自動車業界が変革に対応するため、いか
に革新しなければならないかを検討しています。

Growth and Uncertainty:  
Highs and lows in the Aerospace 
and Defense sectors　2016年4月

この調査白書では、経済トレンドや経済情勢に焦点
を当てながらA&D業界の現状を分析し、分析結果
に対するKPMGのインサイトを紹介しています。

REACTION―The future of chemical 
conglomerates and demand-driven 
supply chains　2016年4月

本号のReaction誌では、サプライチェーンとオペ
レーションを取り上げ、化学企業が今日の業界の変
化と歩調を合わせる上で、顧客需要のリアルタイム
更新を重視し、サプライチェーン全体に対する深い
可視性に支えられた需要主導型のデマンド・プル式
アプローチがどう役立つかを解説します。

Demand-driven supply chain 2.0 
―a direct link to profitability　 
2016年5月

本レポートでは、企業がより良いカスタマー・エク
スペリエンスを提供し、競争を制する上で、顧客
のニーズを満たす需要主導型の即応的なサプライ
チェーンへと進化させることがいかに役立つかを検
証しています。また、クライアントが一歩進んだ顧客
即応性を実現するための方法を解説しています。

Global Aerospace and Defense Outlook 
2016年7月

この年次刊行物では、世界各地のA&D企業への調
査をもとに作成されたKPMGグローバル航空宇宙・
防衛産業の展望2016の主な知見をレビューしていま
す。本レポートでは、業界が直面している課題、主
な問題および将来的な戦略に焦点を当てています。

Global Metals and Mining　 2016年7月

金属・採掘セクターを担当するKPMGの世界各地の
リーダーが集結し、金属セクターのエグゼクティブを
対象に行ったKPMGインターナショナルの調査結果
を掘り下げ、金属・採掘セクターのシフトが採掘業
界にどのような変化をもたらすかを解説します。

Germany's The Factory of the Future 
近日刊行予定

不安定で目まぐるしく変化する顧客主導型市場で生
き残るためにすべきこととは何でしょうか。短くなる
一方の製品ライフサイクルや注文リードタイムの短期
化、そしてますます進む製品の多様化についていくこ
とでしょうか。キーワードはインダストリー 4.0です。
KPMGの「未来の工場」ガイドは、インダストリー 4.0
という課題をクリアするための情報と具体的な支援
を提供します。

製造セクターに関する
関連刊行物
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問い合わせ先
Doug Gates 
Global Sector Chair, Industrial 
Manufacturing 
T: +1 404 222 3609 
E: dkgates@kpmg.com

Michele Hendricks 
Global Executive for Industrial 
Manufacturing 
T: + 1 203 406 8071 
E: mhhendricks@kpmg.com

Leona Mickelson 
Global Senior Marketing Manager, 
Industrial Manufacturing 
T: + 1 416 777 8822 
E: lmickelson@kpmg.ca

松下 修 
ディール・アドバイザリー　パートナー 
製造セクターヘッド 
KPMGジャパン 
T: 03-3548-5399 
E: osamu.matsushita@jp.kpmg.com

内田 久 
パートナー 
マネジメントコンサルティング 
製造セクターリーダー 
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