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デジタルコマースで
次の時代の成長を掴む
顧客体験向上とつながりを深める5つのトレンド
はじめに
2020年より始まった新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の拡大は、
ロックダウンに伴う店舗閉鎖だけではなく、ビジネスにおいても対面での商談
が休止された。このような状況下で、消費財・流通業界でのデジタルコマー
ス企業は新たな取り組みを始めており、デジタルコマースが今後の企業成
長へ向けて不可欠なものとなっている。
本稿では、グローバルでコロナ禍において起きているBtoCとBtoB双方での近
年のデジタルコマースの主要なトレンド変化を5つ紹介するとともに、日本に
おける消費財企業のBtoC Eコマースの動向を考察する。

原著：「Seizing the next era of growth in digital commerce」
注意事項：本稿はDeloitte Touche Tohmatsu Limited が2021年6月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳したものです。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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次の時代の成功を手に入れるのは、
デジタルコマースの新たなトレンドを理解し、
勢いを掴む企業だ
コロナのパンデミックにより、消費者は外出自粛など
多くの規制が強いられたことで、生活のあらゆる面
でデジタル化への期待が増幅したと共に、デジタル
化に伴い、商業(コマース)が顧客のライフサイクルの
中心にあり、重要であることが再認識された。具体
的には、デジタルコマースが、商品購買だけでなく、
忘れられない顧客体験を生み出し、ロイヤリティを
形成するための触媒となり得ること、そして今後、そ
のような存在であるべきことが明らかになった。
この1年のデジタルコマースの役割の変化は、機能
的、戦略的、そして美的に、業界全体や企業組
織の変化にも大きな影響を与えた。B2BとB2Cの双
方において、急速なデジタルコマースの変化に今後
も注視すべきであろう。

これらの変化は、今後、ブランドが克服しなければな
らない課題を示唆している。
•分断された顧客データ
• リアルタイム、没入型機能がない買い物体験
• 新しい戦略が定められていない商業チャンネル
• 拡張や更新が困難なテクノロジープラットフォーム
• デジタルツールの採用の遅れとセールスチームの利
用意向のずれ

【デジタルコマース業界における5つの主要トレンド】

デジタルコマース業界における
5つの主要トレンド
Deloitteはあらゆる業界やセクター、B2BとB2C双方
のクライアントと協力する中で、こういった課題に対し、
新たな施策を進める主要なデジタルコマース企業の
動向を掴み、5つの主要なトレンドを明らかにした。

デジタルコマースは、より強力に進化しており、顧客、ロイヤリティ、収益、さらにはビジネスモデル
の新たな成長を促す触媒として重要な要素となっている。本稿では、コロナ禍におけるデジタル
コマースのトレンドを掴み、さらに日本での消費財企業のBtoC Eコマースの動向を考察する
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主要トレンド1
AI活用によるパーソナライゼーション
最高のデジタルコマース体験とは、製品やサービスを
消費者の元へ届けるだけではない。
色、パターン、価格、その他特徴など、消費者の嗜
好は多様化しており、消費者の約80%は、「ただの
製品ではなく、よりパーソナライズし提供された体験
を購入したい」という傾向にある。*1
カスタムメイドのデジタル体験の提供において、先行
しているブランドは顧客データを活用し、好みやパ
ターンが似ている人たちからなる細分化されたセグメ
ントを作り出し、各ターゲットが、何を探しているのか、
どんな色に惹かれているのか、いつ見ているのか、い
つ買うのかといった購買行動を的確に理解している。
また、個人情報の共有・利用にあたっては、どのよう
な場合に、消費者が満足し、不満が生じるかをよく
把握している。
データ活用を推進するにつれて、各セグメントは詳
細に定義され、購買行動などのシグナルをより明確
にし、その中でブランドは、人工知能 (AI)を利用して、
消費者の生活をより良く、より簡単に、より幸せに
できる製品やサービスを特定し、提案をしている。

今後、ブランドはどのようにしてこのレベルの詳細な
セグメンテーションを実現・活用できるかが鍵となる。

製品を3回閲覧した顧客へ優待キャンペーンを実施
するなど、より効果が見込める施策が適用できる。

AI・パーソナライゼーションに向けたステップ

•手の届く範囲内から取り掛かる
どこから始めるかについては、まずはホームページと製
品ページを確認すべきだ。ランディングページは、ター
ゲット別に作成されているか、また、あらかじめ顧客
について知りえている情報 (例えば、サイズ、希望仕
様、配送先住所、保存された支払い方法など)を、
ページに自動入力させるなどのシステムが整えられ
ているかなどを確認するべきである。

パーソナライズ化されたサービスづくりへ向けて、備え
始めたいと考えている企業にとって、必要なステップ
は何だろうか。
•顧客データの管理
顧客データ管理プラットフォーム (CDP)は、マーケティ
ング、店内、オンライン、サービスなど、獲得できる顧
客情報のすべてを結び付けるプラットフォームとなる。
CDPは、ファーストパーティーのデータ、且つ、可能な
場合はサードパーティーのデータを追加することで、顧
客別の完璧なデータが提供可能となる。今後、
ファーストパーティーの顧客データを活用することで、
サードパーティーのCookieが失われた際にマーケターが
直面する課題に対しブランドが対処できるようにな
ると考えられる。
•パーソナライズされた配信の自動化
機械学習とAIの活用により、顧客に対し、よりパー
ソナライズされたサービスが提供可能となる。自動
化された判断技術により顧客の購買行動パターン
を見つけ出し、例えば10%の割引適用時に、その

• アプリを目的地に変える
多くのブランドが自社アプリを使ってロイヤルティプロ
グラムを実施し、割引等サービスを行っているのは素
晴らしいことだが、さらに、ブランドのコンセプトや理
念に忠実でありつつ、顧客がアプリに何度も回帰
できる環境が用意されていることが好ましい。例え
ば、アプリ利用での顧客へのポイント還元、顧客の
ステータスの階層化、アプリユーザー限定の特典提
供などが挙げられる。
より詳細なセグメンテーションを行うことは、個人の
プライバシーを侵害することなく、顧客と1対1で強い
つながりを築くことに役立つ。そして、デジタルコマー
スは、この個人のニーズに沿ったパーソナライズを自
動的かつ大規模に可能にするものだ。

現状では、長期的に価値を生み出す可能性の高い顧客層をセグメント
化し、ターゲットにできているのが、「非常に」、あるいは「極めて効果的に」
できているブランドは、わずか17%に留まる*2
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オンラインマーケットプレイスがなぜ成長につながるのか？
入念に設計され、運営されるマーケットプレイスはフライホイール効果を生み出し、一般的に必要
となるコスト無く、利益と成長をもたらす
主要トレンド2
オンラインマーケットプレイス
2020年の米国のデジタルコマースの総売上が2019
年4月から急増したことはもはや驚くことではない。
注目すべき点は、オンラインマーケットプレイスが全デ
ジタルコマースの2倍以上の割合で成長している点
だ。選択肢の拡大と利便性の向上により、オンライ
ンマーケットプレイスは年間流通総額が81%増加し
た。*3
今日、オンラインマーケットプレイスは目新しいもので
はないが、2020年にその有効性と普及率は急上
昇し、大小のブランドが急速に利用し始めた。マー
ケットプレイスを作ることの利点は、「在庫を増やさ
ずに収益性を高めること」、「ブランド購入機会の増
加により顧客接点を深めること」、「同様の考えを
持つブランドとの連携により、ブランドの理念・コンセ
プトをさらに向上させること」、「更なるパーソナライズ
体験や自社の製品・サービスに磨きをかけるための
データを得ること」など多くが挙げられる。

マーケットプレイスモデル改善へ向けた
確認点とは
しかし、このようなマーケットプレイスの利点とは、単
なるきっかけに過ぎず、組織が利益を得るためには、
それ以上に自社のビジネスが重要であり、継続的
に磨きをかけなくてはならない。
つまり、新しいマーケットプレイスビジネスモデルには
継続的な改善が不可欠であり、デジタルマーケティ
ング、カスタマーケア、オムニチャネル業務、法務、
財務など、業務のあらゆる側面に波及する可能性
がある。顧客へ統一された体験を提供するために
は、継続的な確認が必要となる。
確認点の例として以下が挙げられる。
• どのような販売者や商品が自社ブランドと連携し
ているか
• 顧客が自社ブランドとして想起する製品やサービ
スは何か
•マーケットプレイスへの拡大にあたり、複数のカテゴ
リーを販売するか、もしくは特定のカテゴリーに特化
したニッチなカテゴリーに焦点をあてるか
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• 自社製品を共食いするリスクはどの程度か
このように、様々な指標を用いて、定期的に販売
者やマーケットプレイスを正しく判定することが重要
となる。より多くの企業が自社のマーケットプレイスを
立ち上げるようになったが、自社のマーケットプレイス
が生き残るためには、単により多くのものを提供す
ることではなく、より自社のミッションやパーパスに
沿ったサービスや顧客の体験 (一部は第三者の販
売者にも影響される)が提供できるよう、常に配慮
することが必要である。

どのマーケットプレイスが製品・ブランドに
とって最適か？
サードパーティマーケットプレイスは、
独立企業によって運営されており、同企
業責任者が売り手との買い手、取引の
あらゆる側面を支援
ピュアマーケットプレイスは、第3社の商品
のみを販売し、基本的に在庫を持たない

ハイブリッドマーケットプレイスは、マーケット
プレイスオペレーターが、自社商品を第3者
の商品とともに取り扱う。在庫や物流を
管理し、手数料を徴収する

主要トレンド3
ソーシャルコマース
ソーシャルメディアは、今や人々が非常に多くの時
間を費やしている分野であり、2020年の米国の消
費者では、毎日2時間以上をソーシャルメディアに
費やしている。*4 この数字は、Z世代とY世代ではさ
らに高い傾向にある。
パンデミックは、すでにソーシャルとコマースのマッシュ
アップというイノベーションを大きく加速させた。これら
のニーズを橋渡しするために、多くのソーシャルメディ
アが、従来のコマースプラットフォームと連携し、ソー
シャル上でリアルタイムでの購買を可能にする新し
いコマース機能を構築、ローンチした。これにより、
人々はソーシャルチャネルを離れて、各ブランドのウェ
ブサイトに行くことなく、製品やサービスをシームレス
に購入することが容易になった。
このように、コマース機能はソーシャルメディアの重要
な「コンテンツ」となった。特定の投稿やインフルエン
サーと密接に連携することで、ブランドは社会的イ
メージを獲得することができる。例えば、主要なイン
フルエンサーのライブストリーム動画やYouTubeへの
投稿中にクリック購入の機会を追加する、AIツール
を使ってオンラインのトレンドを追跡する、トレンドに

対応するコンテンツの自動公開を行うなど、ブランド
は多くの面でソーシャルメディアの活用ができる。ソー
シャルメディア上で、ブランドが、インフルエンサー、
チャンネル、トレンドとより繋がることにより、消費者
の 「好き」 から 「買う」 への道を加速することができ
る。今後、ソーシャルメディアの勢いを活用できるか
がブランドの成功にとって一つの重要な鍵となる。
•トレンドと消費者のシグナルを認識する動的な製
品カタログを作成
ソーシャルプラットフォームが持つ、ユーザーに関する
独自データやAIテクノロジーを活用して、旬のトレンド
に対応する製品をカタログから動的に表示できる。

ソーシャルコマースへのアプローチは、多くの売上を獲
得するのに役立つだけでなく、顧客理解へ向けての
強力な手段となり得る。人々は、ソーシャル上にお
いては、多くの個人情報を共有することを厭わない。
例えば、Deloitteの調査によると、調査対象となっ
た消費者の40%が、ブランドが顧客のソーシャルメ
ディアのハンドルネームを知っていることに問題ないと
している。*5
ソーシャルな (商業的な) 接点を持たないブランドは、
取り残される可能性が十分にあるため、誰と友達
になるか、(連携すべきか)はよく検討すべきである。

•より消費者が好み、影響力があるインフルエン
サーのソーシャルチャネルの特定とフォロー
消費者が一緒に時間を過ごしたいと思っている相
手に製品を提供することで、より緊密で信頼性の
高い関係を築くことができる。
•新たな機能への理解
ライブストリームは次世代のTVショッピングとなりうる
一つの事例である。視聴者はライブストリームからの
コメント投稿、フラッシュセールの利用、報酬を得る
ための友達紹介、ARを利用しての「試着」などが体
験できる。

米国のソーシャルコマースでの販売価格は2021年に34%上昇して$360億に
なると予想されており、ブランドにとっては今がチャンスだといえる*6
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主要トレンド4

まで、一連の機能が含まれたオールインワンの製品
になる傾向があり、問題は、これらのプラットフォーム
可変的なシステム構築
は、全体をてこ入れさせない限り、一部のコンポーネ
ントの拡張または交換できないため、進化が困難
デジタルでの購買取引は常に進化している。例えば、 である点にある。
従来はウェブサイトで眼鏡を購入すると、店からサン
プルが送付され、家での試着が基本であった。これ モジュール化された構成可能なアプローチでは、投
からは、自撮りモードのモバイルアプリを利用し、自
資拡大の際に、ブランドが提供したいエクスペリエン
分の顔でフレームをバーチャル試着し、その場でク
スを実現するために必要な機能のみを購入または
リックして注文できる。商取引とビジネスニーズは変 交換することが可能となる。これにより、1つのベン
化し、時には一夜にして変化する。注意すべきは、 ダーにすべてを任せるのではなく、様々なテクノロ
自社が構築した素晴らしいデジタルコマースサイトが、 ジー・ベンダーの 「最善」 機能にアクセスできるように
明日には時代遅れになるかもしれないと言っても過 なる。
言ではないということだ。
例えば、産業機器メーカーは、技術的な詳細また
そのため、 Deloitteでは、より多くの企業が、進化す は仕様を強調するために高度な検索および推奨
るトレンドやニーズに合わせて変更や拡張ができるよ ツールを必要とし、一方、家庭用品メーカーは、ソ
うに、ブロックごとにコマース機能を構築する方法と
ファやテーブルを3Dなどのクールに表示する方法を必
して、可変的に構成可能なアーキテクチャに目を向 要としている。他の企業では、自社のデジタルコマー
けている。
スサイトの検索トラフィックが高く、顧客のニーズに合
わせて検索機能を迅速に拡張する機能が必要と
このように、デジタル環境は状況を一変させる可能 なるなど、必要とされる機能は異なる。
性があるため、従来の商取引テクノロジープラット
これらの 「カスタマイズされた」 機能はすべてプラグア
フォームの限界を認識することが必要となる。これら ンドプレイで、企業は無数の構成要素の中から選
は、製品検索から価格設定、チェックアウトに至る 択することができる。

それぞれに独自の関数セットがあり、任意の順序で
追加、削除、配置でき、これらすべてがトレンド、好
みに合わせて自由に変更できる。
合成可能な機能については、自社が持つ機能の
状況によって異なるが、デジタルコマースサイトを稼
働させている多くの企業で、独自利用できるAPI対
応のSaaSソリューション等を活用することで、既存の
プラットフォームのバックボーンやアップグレードが可能
となる。

Deloitte Digitalは大手航空会社と協力し、より優れたシームレスな顧客
体験を保証するために新規機能を導入。同社のロイヤルティプログラムとコ

マースプラットフォームを統合した
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米国における2020年のB2B電子商取引の売上高は、パンデミックの影響
でB2B全体の売上高が2.6%減少したにも関わらず、11.8%増加した*8
主要トレンド5
B2Bコマース
大手B2Bの企業は、顧客との関係を構築し維持す
ることに長けている。従来であれば、トップの営業は、
顧客のもとに頻繁に現れ、コミュニケーションを図る
ことで、利益を得ることに成功していた。
ただし、この考え方は、保守派が引退し、ミレニアル
世代や若い世代が参入してきたことで徐々に薄れ
ている。近年、重要な労働力となるデジタルネイ
ティブは、電話をかけずに自分で注文状況を確認
し、接待やビジネスランチを食べずに製品価格を知
りたがる。彼らはいつでも、どこでも、ベンダーとのデ
ジタルでのタッチポイントを期待している。
パンデミックが引き金となり、世界の労働力の大部
分が在宅勤務を始めたため、B2B企業は、対面で
のビジネス交流において、デジタルソリューションの採
用に向けて迅速に対応した。B2B販売業者の60%
が、「コロナがきっかけで自社のデジタルコマースサイ
トにより多くの投資を行った」と回答した。*7
そして、急速な変化の中で、デジタルは他の販売

活動と競合するものではなく、他の販売活動の支
援や、顧客との関係強化、そして成長を促進する
のに役立つものであるということが認識された。
デジタル変革は顧客の摩擦を取り除くことに焦点
を当てていることが多いが、B2Bの営業担当者は、
それが顧客の摩擦を取り除き、販売プロセスをより
時代に即したものにするという点にも気が付いてい
る。B2Bのデジタルコマースは、より良いデータ洞察、
より多くの情報を得た買い手、より効率的で歓迎
されるサービスの提供が必要となる。これにより、担
当者は定期的に必要となる再注文などから解放さ
れ、より価値の高いやり取りに集中できるようにな
る。顧客はセルフサービスで、ベンダーとのやり取りを
コントロールすることができ、チームスクラム、トレードイ
ベント、商品やサービスの購入まで、あらゆる作業に
対し、新たな手法が採用された。
世代交代とパンデミックによる業界慣習の激変が
交錯することが意味するのは、デジタルコマースが
B2B組織の中心に位置づけられ、セールスを促進し、
顧客との関係を強化する成長エンジンである点だ。
パンデミック環境下の経験に後押しされて、積極的
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なB2B企業は次のレベルへと急速に進化し、成果
を上げている。我々の調査では、B2Bの顧客はクラ
ス最高のCX .12ブランドから購入する可能性が34%
高いことが示されている。
2020年初頭には、B2B企業におけるデジタル化の
導入が誰もが想像するよりも急速に進んでいるた
め、もはや「デジタルはB2Bセールスをサポートするた
めに使用できますか?」ではなく、「デジタルがB2Bコ
マースを新たな売り上げや関係を生み出すために再
定義できる方法はいくつあるだろうか?」へ検討すべ
き問題が変化している。

日本においても、コロナの影響により、急速に消費者のライフスタイルに
おけるデジタル化やEコマースでの購買行動に変化が起きている

日本におけるB2C Eコマースの
トレンド

消費者の購買行動の変化
日本では、緊急事態宣言が解除されるなど、
2021年末では、感染拡大も一時的に落ち着きを
見せたもの、コロナの感染再拡大により、消費者の
日常生活におけるコロナ影響は継続している。

コロナ禍における日本のB2C
Eコマース市場
前述の通り、世界ではパンデミック環境下において
デジタルコマース市場が急速に拡大しており、多くの
企業が成長を加速させる手段として、デジタルコ
マースの取り組みを強化している。日本においても、
巣ごもり需要・消費に代表されるように、コロナ禍に
おける消費者の生活様式に変化が起きたことで、
特にB2C EC市場は大きく拡大した。

長く続いているコロナ禍での消費者の購買行動は、
アフターコロナでも継続するのだろうか? Deloitteが
2020年4月より行っている「消費者動向の変化」の
定期調査から、アフターコロナにおいてとらえるべき
日本の消費者動向をみていきたい。

経済産業省の電子商取引実態調査によれば、
日本の物販系のB2C EC市場は、2020年に前年比
で21.7%拡大しており、コロナ禍による生活様式の
変化により1.2兆円の市場規模が底上げされたとさ
れている。物販系のB2C分野全体のEC化率は、
2020年に8.1%に達しており、日本の消費者へのデ
ジタルコマース浸透が加速していることがうかがえる。
(図1) *9
図1:物販系分野のB2C EC市場規模・EC化率の経年推移

出所：経済産業省 「2021年電子商取引に関する市場調査」
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動向1:主要国における外出を伴う消費へのマイン
ド

動向2:主要国の消費者の購買チャネルとカテゴ
リー別での購買動向

言（Wave15）以降では大きな変化が見られて
いないことから、一定数の消費者において、EC利
用が定着していると考えられる （図３）。前述の
調査開始の時期から、主要国と比較し、全般的
今後4週間での商品購入チャネルを調査した結果 通り、コロナの影響により加速したデジタルコマース
に低位で推移していた日本の消費者の外出を伴う
では、日本は主要国に比べECの利用意向は低い。 市場がさらに拡大し、EC利用が増加する中でも 、
消費へのマインドは、21年10月以降
従来から、他国と比べて日本の消費者の対面主
国内の消費者には店舗主義が見られることから、
（Wave24）から、年末（Wave26）にかけて、
義や現金主義は指摘されてきたが、コロナの影響
感染拡大が落ち着いたアフターコロナにおいても、よ
ワクチン接種率の向上や緊急事態宣言の解除が
によりデジタルコマースの浸透が進んだ状況でもその り店舗購買での価値提供の重要性が高まると考
背景となり回復傾向にあった。特に、店舗への安
特徴は顕著だ。特に、食料品や日用品では、EC
えられる。
心感は、一時、主要国を上回る比率にまで回復し、 利用意向が低く、店舗での購買を選択している傾
店舗購買への回帰が進んでいる状況が窺えた。し
向が窺える。
かし、22年1月後半（Wave27）に実施した最新
日本の消費者のEC利用意向は、各品目ともに1
調査では、コロナ再拡大の影響により、外出を伴う
回目の緊急事態宣言時（Wave1）に高まったが
消費へのマインドは再び低下傾向にある。(図2)
解除後には徐々に低下し、2回目の緊急事態宣

図2:消費者の外出を伴う消費意向のトレンド
各外出を伴う消費活動に「安心感がある」と回答した回答者の割合

出所：Deloitte Consumer Tracker
サンプルサイズ：n=1,000 脚注：Wave11より月後半の1回の調査実施に変更
Deloitte Consumer Tracker；コロナ禍の消費者動向把握を目的に、18歳以上の消費者を対象としたオンラインパネルを使用して実施され、15カ国で各国
1,000人を対象としています。
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図3:今後4週間での商品を購入する際のチャネル（EC+併用）海外との比較

ECを利用、店舗とECを併用すると回答した対象者の割合

（％）

（％）

（％）

（％）

出所：Deloitte Consumer Tracker
サンプルサイズ：n=1,000 脚注：Wave11より月後半の1回の調査実施に変更
Deloitte Consumer Tracker；コロナ禍の消費者動向把握を目的に、18歳以上の消費者を対象としたオンラインパネルを使用して実施され、15カ国で各国
1,000人を対象としています。
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日本企業のアフターコロナ×B2Cへの
対応事例
これまで、アフターコロナに徐々に移行しつつある日
本の消費者動向の変化をみてきた。日本のコン
シューマー企業は、どのようにアフターコロナを捉える
べく対応を行っているのか、B2Cでの事例を見ていき
たい。
B2C対応事例のポイント

事例1:Sparty
リアルでの特別体験の提供を重視した「売らない」
実店舗を活用して成長。長いコロナ禍で消費者が
求めるリアルでの特別体験と、定着化してきたオン
ライン販売を組み合わせで提供
• 同社は、月額制パーソナライズシャンプーなどの
D2CブランドMedullaを展開する。コロナ禍におい
ても、2021年5月には前年1月比で4倍以上の
会員数35万人を突破した急成長ブランド
• オンライン上でアンケートに回答すると、約3万通
りの組み合わせの中から個人にあった製品を提
供する。市販に比べれば高額だが、自分好みに
パーソナライズされる特別感が20代後半~30代
女性の支持を集めている
• 販売はオンラインのみだが、ヘアカウンセリングを
実施する「売らない」実店舗を活用。頭皮・髪の
悩みがある、定期購入に慣れない、実際に試し
たいなど、ブランド認知済みの未購入層のニーズ
に対応し、オンラインだけでは実現できない丁寧

なカウンセリングとリアルな体験の提供により、事業
の成長につなげている*10
事例2:KOSE
コロナ禍でソーシャルコマースに代表されるオンライン
でのタッチポイントが増加したが、コーセーは増加した
オンライン接客を従来の顧客IDと連携させることで、
店頭・EC問わず購買行動を可視化。来店機会が
減った優良顧客層へもオンライン・オフラインを問わ
ず充実したサービスを提供
• 同社は、従来型の接客・オンライン接客とオンラ
インショップとのID連携で、店頭・EC問わず購買
行動を可視化し、カスタマージャーニーの一元化
を実現
• コロナ禍で店頭接客の短時間化や非接触を余
儀なくされる中、複数ツールの併用で対応してき
たオンライン接客の煩雑さや接客水準の改善が
課題であった
• 同社が独自に開発したシステムを用いたオンライ
ン接客サービスを2021年9月から開始し、カウン
セリングの予約から実際のカウンセリング、商品
購入までのシステムを一元化
• まずは一部ブランドから導入し、共通で利用でき
る標準化されたプラットフォームとしてその他のブラ
ンドへも展開を予定 *11
事例3:ベースフード
購入者のコミュニティーサイトを提供し、その中で得

図4:B2C対応事例のポイント
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たデータを基に商品や体験の検証と改善を繰り返
して体験価値を向上
• 同社は、顧客である会員(サブスクリプション利
用者)と、「研究者」と呼ばれる食や栄養の専門
家が、ベースフードのお薦めの食べ方やアレンジレ
シピを投稿しながら交流を深め、より深くベース
フードを体験できるコミュニティーサイトを提供
• コミュニティーサイトでの顧客同士の情報交換を
促進し、クロスセルやアップセル機会増大、レシ
ピなどのUGC(User Generated Content)のマーケ
ティング活用だけにとどまらず、発売前の新商品
試食会やファンミーティングを開催し、新商品開
発にもつなげている *12
事例3:ラコステジャパン
ゼロパーティーデータ活用によりECサイトでも店舗と
変わらぬUXを実現し、優良顧客を拡大
• 販路の8割を実店舗が占めていたラコステ ジャパ
ンでは、コロナ禍以降はECサイトが販路の中心
になってきていたが、EC利用者の再購入率の改
善が喫緊の課題であった
• ラコステ ジャパンでは、これまでリターゲティング広
告や広告効果の分析などをサード・パーティー・
クッキーに頼ってきたが、EC利用者の再購入率の
改善を図ることとサード・パーティー・クッキーの規
制が今後強化されていく動向を踏まえ、自社で
直接取得した顧客データを活用することにかじを
切り、自社ツールで取得した顧客の購買行動
データを、既存の顧客データに統合し活用するこ
とにし、優良顧客の拡大へ取り組む*13

アフターコロナをとらえた日本のB2C
コンシューマー企業の要諦
コロナの流行により、消費者は外出自粛など多くの
規制を強いられる中、生活のあらゆる面で環境対
応や利便性追求を進めた結果、デジタル化は世
界的に加速、浸透した。B2Cコンシューマー企業に
とって、デジタルコマースの加速の動きを取り込むこ
とがアフターコロナの世界共通の成功の鍵になるこ
とは自明ともいえる。
そういった中、日本の消費者のコロナ禍でのトレンド
からは、EC購買が行動制限を通じて消費者に定
着してきた一方で、コロナの沈静化が鮮明になって
きた直近は、店舗・対面購買へ急速に回帰してい
る状況を垣間見ることができる。
前述した企業事例を通じて、日本におけるB2Cコン
シューマー企業がアフターコロナをとらえるための要諦
をあげたい。
要諦1:アフターコロナのリアルでの特別体験を支え
るOMO（Online Merges with Offline）を意識し
た顧客データ連携
コロナ禍において、商品比較、購買、配送までが完
結するECでのオンライン購買の利便性がさらに向上
することで、外出自粛など行動を制限されてきた日
本の消費者のEC利用は一定数定着した。一方で、
前述の通り、日本の消費者は店舗購買を重視す

る傾向もある。コンシューマー企業は、コロナ禍でオン
ラインでの接点が主要となっていた自社の顧客を、
アフターコロナでリアル接点が復活する中で他社へ
奪われてしまわないよう留意しなければならない。そ
のため、EC利用が浸透した中でも、リアル店舗だか
らこそできる顧客体験価値を提供する必要性があ
る。
コンシューマー企業が、消費者が回帰していく店舗
の在り方、パーソナライズや特別な体験提供、消費
者の多様化するニーズを満たす製品づくりなどを実
現していくためには、今後、オンライン・オフラインなど
チャネル・接点を問わず、ロイヤルカスタマーやその
潜在顧客の獲得と、その顧客情報の取得を継続
していくことが求められる。
コロナ禍ではソーシャルコマースに代表されるような新
たなオンラインの接点も増加してきており、複数の
チャネルをまたがった顧客情報の管理の難易度は
高まっている。事例でも挙げたように、消費者がオ
ンライン、オフライン問わず、自由にチャネルを選択
できるOMOの強化と、それを支える顧客情報の連
携・活用はアフターコロナでのコンシューマー企業に
とって優先度の高い取り組みになると捉えるべきで
ある。
要諦2:デジタル化が定着する中でのゼロパーティー
データを含めた自社データの取得と活用
コロナ禍を通じて、消費者とのデジタル接点だけで

図4:企業事例を通じたアフターコロナをとらえるための要諦
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はなく、自社の顧客や見込み顧客に関するデータ
も急速に増大している。
ロイヤルカスタマー向けのコミュニティーサイトを提供し
商品開発に活用する事例を前述したが、アフターコ
ロナの消費者行動をとらえるために、自社にしか取
得・活用できないデータの質、量、種類をいかに確
保するかの重要性が益々高まっている。
加えて、これまでデジタルマーケティングが頼ってきた
サードパーティーデータは、プライバシー保護を背景に
規制強化が進んでおり、脱Cookieに向けた動きが
加速している。
このような動きも踏まえて、アフターコロナにおいては、
他社にはない自社のデータ取得と活用が鍵となっ
てくる。
要諦3:データ活用進化のためのデータマネジメント
基盤の構築
アフターコロナにおいては、リアルチャネルを含めたよ
り良い顧客体験を消費者が求める中、今後強化
される情報規制の動きにも柔軟に対応していく必
要があり、あるべき自社としてのデータマネジメント
基盤を検討する好機にある。

実際に組織としてデータを活用しアフターコロナに対
応していくためには、データマネジメント基盤の構築
が不可欠で、そのためには、データ活用の目的や効
果、実現するためのデータ定義、データを生み出す
業務の標準化、データ活用ができるシステムの在り
方、データマネジメントを推進していくための組織・
人材設計など、多くの領域における課題を多数の
関係者との合意形成と協力のもとに乗り越える必
要がある。

実際にデータ活用の効果が現場・経営層ともに見
えづらく、取り組みの推進が局所的にとどまってしま
うケースが多く、具体的なユースケースで分かりやす
くデータ活用の効果を示していくことが重要となる。
全社レベルでデータ活用の効果の共通理解を得て
いくためのユースケースの着眼点としては、消費者の
将来像をとらえてバックキャスティングで“新しい価値
をつくる”ことにチャレンジしていく点と、既存領域や
業務を効率化して“今を楽にすること”、の両建てで
効果を示していくことが必要である。

アフターコロナのコンシューマー業界では、OMOが
益々加速するだろう。
コンシューマー企業では、自社のみが保有しうる資
産としての顧客データや、多様な顧客接点で得ら
れる様々なデータを統合・活用した新しい価値や
顧客体験を生み出すケースの検討、顧客接点が
複雑化して社内でのデータのサイロ化が進む中で、
効率的にデータを活用していくためのシステム面での
検討が、データマネジメント基盤構築に向けて有効
と考える。
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