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＜＜＜＜企業概要企業概要企業概要企業概要＞＞＞＞

商 号 McDonald’s Corporation 
業 種 業務限定レストラン[1]

(NAICS分類:北米産業分類システム)
本 社 米国イリノイ州オークブルック

時価総額 695億ドル

従 業 員 40万人（2009年2月）

売 上 高 235億ドル（2008年）
地域売上 米国34%、欧州42%、アジア大洋州・中東・

アフリカ18%、その他[2]5%（2008年）
グループ会社数 2,433社

[1]Limited-Service Restaurant
[2]カナダ、中南米などを指す。



SPRING GSF 3

＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要 1＞＞＞＞

世界118カ国で展開する世界最大のハンバーガーチェーン
・マクドナルドは、1940年にマクドナルド兄弟が開いた世界最大のハン

バーガーチェーンで、現在世界118カ国において、31,000以上の店舗を

運営している。

・世界規模での調達と標準店舗オペレーションの作り込みにより、「世

界中どこでも」、「手頃な値段で」、「一定品質のハンバーガー」を

提供している。海外進出は、1960年代から近隣諸国（カナダ（67年）

など）や先進国（英国（74年）、フランス（72年）、西ドイツ（71

年）、日本（71年）など）へ参入し、80年代には先進中流国（スペイ

ン（81年）、イタリア（85年）など）やアジア（タイ（85年）、マ

レーシア（82年）など）、90年代以降は、先進国（中国（90年）、ロ

シア（90年）、インド（96年）、南アフリカ（95年）など）へ展開し

ている。結果、2000年代前半に一度利益が落ち込んだものの、他の期

間は一貫して売上、利益ともに高い成長率を維持（80年～08年度にか

けての、売上の年平均成長率は9%、純利益の年平均成長率は11%）。

08年度には売上235億ドル、純利益43億ドルを稼いでいる。

・世界展開にあたり、マクドナルドは、世界規模での強い調達力に加え、

店舗オペレーションを極めて詳細なレベルまでマニュアル、システム

としてトランスファーラブル（移管可能）な形へ作り込み、輸出して

いる。さらに、商品企画、価格やチャネルなどマーケティングに関し

ては、ベースとなるグローバル標準（ex.基幹商品など）を設定しなが

らも、一定のローカライズの裁量を与えており、市場の嗜好や生活様

式に合った展開を実現している。
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＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要 2＞＞＞＞

・そして、これらを実現するための仕掛けとして、AOW（Area of World)

やMSCLB（McDonald’s Supply Chain Leadership Board）などの世界

組織がグローバル標準を策定し、ハンバーガー大学で徹底的に社員に教

育するとともに、商品開発組織であるMcDonald’s Food Studioなど地域

や各国法人などのリージョナル、ローカル組織が一定の裁量を持ってカ

スタマイズする組織設計を行っている。
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調達ガイドラインのグローバル標準化による世界規模での優良調達先
確保
・マクドナルドでは、MSCLB（McDonald’s Supply Chain Leadership 
Board）というグローバルな調達組織が存在し、グローバルでの調達基
準を設定している。具体的には、財務的な基準、品質基準、安全基準、

納品スピードの基準などである。また、特に農家の選定に関しては、
MAAP（McDonald’s Agricultural Assurance Program）というチーム
が、農作方法（例えば、農薬の使い方）、動物保護、栄養分などに関す

るルールを細かく規定している。

さらに、各地域（欧州、北米、南

米、アジア太平洋・中東・アフリ

カ）ごとに、サプライチェーンリ
ーダーが配置され、MSCLBのグ
ローバル調達基準に則り、各地域

の調達先を選定している（図１）。

・また、新興国などで周辺に優良な

調達先が存在しない場合は、マク

ドナルド自らが、現地で新しい調

達先の育成も行っている。例えば、

インドでは、既存の大手調達先で
あるMcCain（フライドポテトの調
達先）と共同で、ポテト農家を教

育し、優良サプライヤーへと育て

ている。

＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 1 ＞＞＞＞

（図1）マクドナルドのサプライチェーン
標準化の仕組み
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店舗オペレーションの詳細まで作りこんだグローバル標準化
・マクドナルドは、全世界共通の店舗オペレーションとし「QSC&V」を
展開している。Q（Quality）は、一定レベル以上の商品を提供するこ
と。S（Service）は、ホスピタリティサービス（例えば、スマイル0円
など）。C（Cleanliness）は、店内、店舗周辺の清潔さ。V(Value）は、
これら3つがあって始めて顧客へ価値が提供できる、というものである。

・これらのオペレーションの考え方は、CDP（Crew Development 
Program）という形で、例えば、提供メニューごとに製造から提供過程
まで、ひとつひとつの業務の流れから、適正秒数まで、一冊のマニュア
ルにされ、全世界へ配られている。トレーナー、トレーニー、店長は、
CDPを共通言語として、業務を指導、確認しあいながら、オペレー
ションエクセレンスを向上させ、世界中で一定の基準のサービスを実現
している。

・さらに、近年では、「Made For You」というシステムにより、メニュ
ーの製造、提供過程を標準化している。これは、受注してから高速調理
を行い、製品を完成させるシステムであり、従来の作り置きにより発生
するゴミに対する環境意識の高まりや、味の劣化に対する対策として開
発され、米国では1999年、日本では、2005年に全店に展開されている。
具体的には、製造過程が3つの流れ作業のステップに分かれ、標準化さ
れている。まず、レジで注文が入ると、最初に「イニシエーション」の
モニターに注文メニューが表示され、クルーはそれを見てラビットトー
スターでBundsを焼く。さらに、次の「アセンブル」では、その間に具
材を用意し、焼きあがったBundsにのせる。そして、「ファイナル」で
は、それらをラップする、という形だ。これにより、例えば普通のハン
バーガーであれば、注文から10秒程度で出来上がり、これらのオペレー
ションが全世界的に同様に行われている。（次ページ図2）

＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 2 ＞＞＞＞
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・これらの標準化は、AOW（Area of World）という組織階層の最上位で
あるグローバル組織が中心となり行い、Region、Countryの階層を経
て店舗へと伝達されている。

＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 3 ＞＞＞＞

（図2）Made For You
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＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 1＞＞＞＞

ローカルマーケティングの実践
・マクドナルドは、新しい市場へ参入する際には、まずはグローバル標準
の方法を導入するが、その上で徐々にその国の文化や消費者行動を捉え
対応をしていく。ここでは、商品、価格、チャネル、顧客対応を順番に
みていく。

・まず、商品では、マクドナルドには、「基幹商品」と「現地商品」が存
在する。新しい市場へ参入する際には、まずは「基幹商品」を導入し米
国的な食事に対するニーズや課題を数年間は分析し、その上で、現地の
マーケターたちが現地向けの商品を開発、導入していくというステップ
をとる。

・「基幹商品」とは、全世界ベースで提供されている商品で、詳細な調理
方法までグローバル標準で決められているものである。例えば、ハン
バーガー、チーズバーガー、ビックマックやチキンナゲットなどがこれ
にあたる。他方、「現地商品」とは、現地のマーケターがその市場にあ
わせて開発した商品であり、マクドナルドでは、各国の市場特性にあわ
せて現地による商品開発、メニュー化が認められている。例えば、ウル
グアイのMcSpaghetti（スモークサーモンを使った商品）、ブラジルの
Samurai pork hamburger（甘いタレを使った商品）、台湾のRice ham
burger、インドのMaharaja Mac（ビーフではなくポークを使った商
品）などである。

・これらのローカル商品の開発のために、地域単位に「McDonald’s Food 
Studio」という商品開発センターを設置している。具体的には、現在、
シカゴ、パリと香港（2006年開設）に設置されている（但し、日本は、
アジア・パシフィックの重要拠点として独自に実施）。

・ここでは、各国にあわせた新商品とともに、その延長としての地域や世
界展開をにらんだ商品の開発を行っている。例えば、香港スタジオは、
アジア太平洋、中東を中心とした35カ国を担当しており、シェフに加え
栄養士などを配置している。シェフは、採用時に、「料理の鉄人」のよ
うなテストをうけて選抜されており、例えば、米国調理学院（CIA）を
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＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 2＞＞＞＞

首席で卒業し、業界誌「全米レストラン・ニュース」のトップシェフ50
人に選ばれるような人材が採用される。スタジオには、シェフの商品開発
用キッチン、新商品導入における店舗オペレーションを確認するための店
舗と同様の2つの大型キッチンなどが完備され、新しい商品の研究開発に
加え、商品化へ向けた味や栄養分のテストなどを行っている。

・価格に関しては、グローバル標準価格をベースに、現地の購買平価にあわ
せて多少の変更を加え、メニューの多様化などとともに価格の幅を広げて
いる。例えば、中国では、低所得者層は、3ドル以上の基本商品には手が
届きにくいため、メニューの幅を広げ、低価格帯のメニューを他国のライ
ンナップよりも増やしている。

・チャネルに関しては、まずは通常の店舗から入り、その上で、各国の市場
特性や市場成長の段階にあわせて開発を行っている。例えば、中国では、
顧客が若者や若手社会人へ広がった段階で、24Hのドライブスルーを開設
しており、インドでは、都会のシングル層に自転車でのデリバリーチャネ
ルを提供し、ヒットしている。

・さらに、顧客対応に関しても、各国の顧客の特徴にあわせて対応に変化を
つけている。例えば、中国では、顧客と店員との日常的なやり取りが非常
に大切にされる。そうした中、各店舗には、ロナルド・マクドナルドの
「マクドナルドおじさん」にちなんで、「マクドナルドおばさん」と呼ば
れる数人の女性の受付担当者が配置され、子供たちの面倒を見て親と話す
役割を担っている。また、香港では、「ナプキン統制」を行っている。
ファーストフードは、セルフサービスの部分を増やすことで、価格の一部
を抑えているが、新興国では、このセルフサービスが「乱用」されるケー
スが多い。例えば、通常、セルフサービスで取得する形式をとるナプキン
は、一度に何十枚もポケットに入れてもって帰ってしまう人たちがいる
（地元ではナプキン戦争と呼ばれている）。そこで、香港の店舗では、ナ
プキンは商品を渡す際に一緒に提供する「ナプキン統制」という形にオペ
レーションを変更して対応している。
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＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定＞＞＞＞
若者や子供を狙った新興国展開
・マクドナルドは、特に食文化が異なる新興国へ参入する際には、若者
や子供をターゲットに「流行」を起こし、その上で大衆文化へと発展
させていく戦略をとることが多い。

・例えば、80年代～90年代のアジア諸国への進出に際しては、「食事で
はなくスナック（お菓子）」と捉えられるという共通した課題を抱え
ていた。お米を主食とするアジア各国では、パンやフライドポテトは
「きちんとした食事」ではないという認識が強く、一部の調査[1]によ
れば、北京への参入当時、約8割の人が「食事ではなくスナック（お菓
子）」と捉えていた。他のアジア諸国である香港や台湾などへの参入
時も、同様の傾向であった。

・しかし、マクドナルドは、あえてその認識に逆らわず、「異国風で格
好いいスナック」を「子供」や「若者」の文化へと浸透させ、人気を
掴みながら徐々に食事として認識を改めさせていった。例えば、香港
では、子供の誕生会をマクドナルドで行うことを企画し、積極的に宣
伝した。それまで香港では、若年層の誕生日を記念するお祝いは習慣
化されていなかったが、マクドナルドは、ケーキにローソクをたてて
行う誕生会をCMで積極的に流した。また、店のBGMも若者受けする
音楽を流すなど店舗の雰囲気も「格好よさ」を意識して設計した。こ
うした活動により、上昇志向のある若者たちの間で火がつき、まずは
フィオレフィッシュやハンバーガー、コカコーラの人気が沸騰し、そ
の後ビックマックへと飛び火していく中で徐々に「新しい食事」とし
ての認識もされていった。こうして、80年代半ば位までの約10年間は、
消費者第一世代である「若者」や「子供」を中心に浸透し、その後
徐々に、その子供や親にも浸透しはじめ、現在では全ての世代の人た
ちがマクドナルドへ足を運ぶようになっている。

[1]「マクドナルドはグローバルか（ジェームス・ワトソン）」の中で行われた調査
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ハンバーガー大学によるグローバルシステムの世界中への普及
・マクドナルドは、世界の各地域にハンバーガー大学を創設している
（米国、日本、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ブラジル、香港
の7校）。これは、単に調理の方法などを教えるというものではなく、
マクドナルドのマネジメント、チームビルディング、コミュニケー
ションなどの方法論を教え込む場となっている。

・新入社員には、ハンバーガー大学での教育プログラムが用意されてお
り、例えば、日本国内のハンバーガー大学では、OJTとはさんで3つの
研修が存在する。1次研修では、店舗マネジメントスキルの基礎（ベー
シックシフトマネジメ
ント、アドバンスシフ
トマネジメント：合計
6日間）、2次研修では、
店舗システムの理解、
改善、人的資源管理ス
キル（エグゼクティブ
・マネジメント・プラ
クティスコース：合計
5日間）、3次研修では、
リーダーシップ、チー
ムビルディング、総合
マネジメント（レスト
ラン・オペレーション
・リーダーシッププラ
クティスコース：合計
5日間）を教えている
（図3）。

＜＜＜＜人材管理人材管理人材管理人材管理・・・・育成育成育成育成へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ 1＞＞＞＞

（（（（図図図図3333））））ハンバーガーハンバーガーハンバーガーハンバーガー大学大学大学大学のののの教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム
（（（（日本日本日本日本のののの事例事例事例事例））））
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＜＜＜＜人材管理人材管理人材管理人材管理・・・・育成育成育成育成へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ 2＞＞＞＞

・また、新しい国への参入時にも、現地のマネジメントスタッフを派遣
しており、例えば、ロシアへの進出時は、マネジメントと最初の店舗
のクルーメンバーを、米国オークブルックのハンバーガー大学へ派遣
し、同社のグローバルシステム、オペレーションを徹底教育している。

出所
McDonald’s IR資料
McDonald’s Corporation：Managing a Sustainable Supply Chain（Harvard 
Business School, Business Case）

McDonald’s Corporation（Harvard Business School, Business Case）
McDonald’s in Russia （Harvard Business School, Business Case）
McDonald’s Food Chain（Institute of Chartered Financial Analysts of India,   
Business Case）

McDonald’s Localization Strategy（Institute of Chartered Financial Analysts of 
India, Business Case）

McDonald’s in Asia（Institute of Chartered Financial Analysts of India, Business 
Case）

Globalization Strategy of McDonald’s Corporation（Institute of Chartered 
Financial Analysts of India, Business Case）

McDonald’s Success Strategy and Global Expansion through Loyalty（Journal of 
Business case studies）

McDonald’s in Russia（ICFAI Business School Case Development Centre, 
Business Case）

McDonald’s in China（ICFAI Business School Case Development Centre, 
Business Case）

McDonald’s is china lovin’ it?（Asia Case Research Centre (the University of 
Hong Kong), Business case）
マクドナルドはグローバルか（ジェームス・ワトソン）
元マクドナルド社員インタビュー
Factiva（ビジネス情報のオンラインデータベース）


