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市場環境

小売業界は過渡期にある。そして今日の市場は、力強い
経済の見通しと相まって、イノベーションを採用し、従来
の利益モデルやパートナーシップを見直すのに最適な条
件が整っている。

デジタル技術によってさまざまなビジネス障壁が取り除かれ、急速に
変化する小売業界にも多くの敏捷なプレーヤーが参入できるようになっ
た。しかし、デジタル技術の進歩だけでは、顧客ロイヤルティや売上を
獲得し続けることは難しいと考えられる。

小売業者と消費者の関係において、依然として消費者は絶大な影響力
を持っており、パーソナライゼーションは力強い復活を遂げている1。買
い物の大半をオンラインで済ませることができ、実際にそう済ませるこ
とも多いが、大勢の消費者が、小売業者には実店舗を構えていてほし
いという考えをもっている。現に、昨年のホリデー・サーベイ（年末商戦
の買い物に関する意識調査）では回答者の3分の1が、メーカーが「足
を運ぶことのできる店舗とオンラインサイトの両方」を提供しているこ
とが重要だと答えている2。多種多様な小売チャネルや店舗形態間で激
しい競争が起こっている中、消費者の世代、所得、教育水準、所在地と
いったデモグラフィック軸を横断したフラグメンテーション（断片化）
が進んでいる。しかし、新しいアイデアを進んで取り入れる姿勢の小売
業者にとっては、顧客のインサイトを巧みに活用し、より顧客を中心に
捉えた、アウトサイド・イン3体験を創出する好機が訪れているといえる
だろう。
2017年10月の失業率がわずか4.1%であったことから分かるように4 、労
働市場は改善しており、小売業は、2018年は通年、大胆な消費が行わ
れると予想するべきであろう。小売市場は2017年に、全体的に約3.2～
3.8%という堅調な成長率を達成すると見込まれており5、今後もさまざ
まな店舗形態、チャネル、プレーヤーの間で熾烈な競争は続くことが予
想される。世界の小売市場は、リアルとネット店舗の両方を運営する大
手企業からネットまたはアプリのみで営業を行う新規参入企業まで6、
多様な企業により絶えず増加し続ける選択肢で満ち溢れている。このよ
うな環境で利益を出しながら成長を拡大し、市場シェアを維持するこ
とを迫られる小売業者は、多くの消費者が購買体験に対し、高い期待
値を保持していることを忘れてはいけない。

過渡期にある小売業界
変化する小売業界の環境に従来型のビジネスモデルを適応させていく
上で、新たな課題が出てくると考えられる。市場のエコシステムが拡大
した要因を分析することは、消費者のインサイトを収集して活用する
上で、収穫につながる可能性があると考えられる。また、適切なタッチ
ポイントで消費者と繋がっていくための洞察力と敏捷性を兼ね備える
ことで、小売業者は競争優位7を得ることも可能であると考えられる。
バリュープロポジションと経営モデルを改良することで、顧客の顕在的
な要求だけでなく、潜在的な要求にも総合的に応え得る戦略的な施策
に注力することを検討してみよう。このような対応は、ディスラプション
（創造的破壊）をもたらすことが多く、顧客の影響力により小売業界に
求められる進化への対応は時間を要することもあるという点を忘れて
はいけない。また、戦略的な施策は、顧客を中心に捉えるべきであり、
顧客が特定のブランドにどのように反応するかよりも、多様なセグメン
トからなる消費者の動向8がどのように変化する可能性があるのかとい

う点に焦点を合わせることも怠ってはならない。例えば消費者は、イン
ターネットで買い物をする際に、品揃え全体を検索するのではなく、最
初に品目、次にカテゴリーごとに検索することが最も多い。それに対し
て実店舗では、カテゴリーごとに分類された商品群を目の当たりにする
可能性が高いだろう。このような点から、小売業者は以下のようなビジ
ネス要件を見直すことを検討するべきだろう。
• 顧客行動分析

• バリュープロポジションの再調整
• オペレーションモデルの再設計

強みと競争力を向上させるために、差別化された対応を通してオペレー
ションを的確に調整することで、メリットを得られる可能性もある。例
えば、オペレーション関連の対応は消費者の需要ギャップを埋めたり、
小売業者の実行力を向上させるような、能力開発や漸進的な改善が多
いかもしれない。食料雑貨品やミールキット（食事を調理するために必
要な食材セット商品）の宅配などといった、現代的な定期購入サービス
を提供している小売業者にとって、さまざまなフルフィルメントプロセス
を創出する能力を生み出すには、新たなビジネスモデルが必要になるこ
ともあると考えらえる。
オペレーション関連の対応例として、以下が考えられる。

• サービスの拡大⸺「ショップ・イン・ショップ（店舗内店舗）」と「コ
ンセッションモデル」の関係を通じて独創的な体験を提供する9

• センターストア（店舗の中心）の最適化⸺従来型の店舗レイアウト
を「未来の小売店舗」仕様に変える
• 店舗面積の合理化⸺売場とバックヤードの面積比を見直し、店舗
の一部をオンライン注文品の配送のためのフルフィルメントセンター
として活用する10

• デジタル戦略の強化⸺さまざまなチャネルやプラットフォームで自
身のデジタルプレゼンスを現代化しようとしている先見の明がある小
売業者にとって、スマートフォンを中心とした戦略をさまざまなチャネ
ルやプラットフォームで展開することがどのように利益をもたらす可
能性があるのか検討する11
• 人的資本の現代化⸺ロボティクス技術を、在庫の棚卸スキャンのよ
うな反復性の高い作業、顧客のサービス要望に対応し、必要に応じ
て転送するバーチャルサービス業務、流通センターで従業員が梱包
し顧客に配達する前に食料雑貨品をピッキングする業務などに応用
する

小売の実店舗形態と人間の従業員の需要がなくなることはないだろ
う。多くの小売業者にとって、実店舗とオンライン店舗の両方でプレゼ
ンスを保つことに対する重要性は今後も高まると考えられる。ただし、
今日の小売業の置かれている、多種多様なチャネルが入り交じった環
境で、自社特有の消費者を他のどの企業よりも深く理解し、ターゲット
にする能力に加えて、それらに対応するための敏捷性を高めるには、新
たな変革が必要となる可能性があることを小売業者は認識すべきであ
る。今日の小売業界は、デジタルが単に市場シェアに影響を及ぼすとい
うだけでなく、デジタルによりシェアを奪い取ることさえも可能にし得
る、複雑で競争の激しい環境である。そのような環境の中で、小売業者
は利益をともなう成長を実現するために、新たな戦略をじっくり検討す
るのが賢明だろう。
3
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経済の見通し

経済は2017～18年も引き続き2.0～2.5%の緩やかなペースで成長する
ものと予想される。成長力の主な源の1つは、労働市場の堅調さと所
得上昇の恩恵を受けてきた消費者である。失業率は4.1%（9月）と記録
的に低く、2017年に入ってから本稿執筆時点まで毎月平均して約14万
8,000件の雇用が新たに生まれたと推定される。実質個人可処分所得
の伸び率は、2017年に入ってから本稿執筆時点まで1.8%と緩やかだ
が、来年は勢いを増して2.0%を上回るものと見込まれる。消費者は、
低インフレの恩恵も受けており、インフレ率は、米連邦準備制度理事会
（FRB）の目標を依然として下回っている12。世帯は住宅価格の上昇と
株式市場の堅調さに起因する資産の増加も享受している。

4

最近は自然災害、とりわけ、フロリダ州、テキサス州、プエルトリコでの
ハリケーンが話題になっている。そのような出来事は（地域）経済に打
撃を与えるが、その影響の大部分は一時的なものである。例えば2017
年9月、非農業部門就業者数はハリケーン「イルマ」と「ハービー」の影
響で3万3,000人減少した13 。しかし、本稿執筆時点から数カ月で事態
が正常化し、復興に焦点が移れば、この状況は変わるものと予想され
る。特に復興に焦点が移ることにより、住宅業界に影響が及ぶだろう。
例えば、住宅が完全に置き換えられる場合には、住宅建築許可件数の
増加が見込まれる。また、修理業務も増加するものと予想される。2017
年冬までに自然災害の一時的な影響が薄まれば、経済データは再び緩
やかなベースライン成長を示すようになるだろう。
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解体は再構築へ繋がる

「小売業の終焉」、
「小売業の崩壊」や、大量閉店について報じるビジ
ネスニュースはいまだに多々あり、メディアの反響に油を注ぎ続けてい
る14 。現実のビジネス環境では、個人消費は増加傾向にあり、さまざま
な理由から多種多様な形態やチャネルへ移り変わっている。これは小
売業界が再び進化を遂げようとしている表れである。すべてが進化した
訳ではないが、明らかなことは、消費者が購買体験に、差別化された体
験と慣れ親しんだ体験両方を求めているということである。

買い物客がインスピレーションや高度に差別化された体験を求めて実
店舗を訪れ、オンラインで最安値や配送オプションを比較して買い物
をし、その後、品物をその日のうちに受け取ることができる（BOPUS：
Buy Online, Pick Up in Store［オンライン購入・店舗受け取り］）利便
性を求めて、再来店する15可能性について考えてみよう。また、消費者の
購買体験は、オンラインでの情報収集に始まり、現実世界で行動を起
こすことにより、エデュテインメント（教育的な娯楽）やコンシェルジュ
サービス、無料サンプル、ファッションスタイリスト、化粧品コンサル
ティングなどといった、他にはない店内体験のメリットを享受すること
で完結することもあるだろう16。

消費者が定期的にショッピングモールや大型店を再訪するように促す
には、ショップ・イン・ショップ型のパートナーシップが有効かもしれな
い。どちらのブランドにとっても「Win-Win」となるように企画されたこ
うしたコラボレーションは、うまく実行するのが難しいこともある。例
えば、受け入れ側の小売業者の客足が落ちると、関係するすべての店舗
は、商品を十分な数の消費者の目に触れさせられなくなる。また、
「コ
ンセッション（場内売り場）型店舗」が成功し過ぎれば、受け入れ側の
小売業者はパートナーシップの変更や終了を提案してくるかもしれな
い。

購買経路から摩擦を取り除く

摩擦を解消し、顧客の購入体験を向上させるためにテクノロジーを導入
することで、小売業者はバリューチェーン全体に対して豊富なイノベー
ションとパートナーシップ機会を見出す可能性がある。例えば、デロイ
トの2017年ホリデー・サーベイに関するレポートによると、消費者がス
マートフォンで決済する場合、特定小売業者の専用アプリ（40%）、第
三者の決済アプリ（36%）、そして小売業者のウェブサイトを直接訪れ
る（36%）つもりであると答えた。また消費者の20%はサービスの決済
を、アプリのみを使用する方法で行うことを選んでいる。以下について
検討したい。

• ソーシャルメディアネットワーク、動画、音楽またはゲームのブランド
といった相補的なオンライン領域のプレーヤーを介し、小売業者のエ
コシステムを拡大するような、独創的なビジネスパートナーシップは、
新たな収益源を生むと同時に、顧客が購買体験において主導権を
握っていると感じることのできる体験をもたらす可能性がある
• IoT（モノのインターネット）の接続性により、消費者は移動中に店舗
在庫をオンラインで確認し、好きな場所で商品の購入、受取りを予約
できるようになる可能性がある

• デジタルな需要と供給ネットワークと戦略的パートナーシップを組み
合わせれば、宅配や店舗受渡しに要する時間やコストを圧縮できる
可能性がある
20
• 拡張現実（AR：Augmented Realit y）
、仮想現実（VR：Vir tual
21
22
を活用すれば、無限大の
Reality） 、複合現実（MR：Mixed Reality）
商品棚を作り出したり、実店舗や家庭で運用することで、より強い体
験型のつながり方を提供できる可能性がある23

JCPenneyとSephora：ショップ・イン・ショップによる提携は双方に
メリットをもたらす

2016年にSephoraのショップ・イン・ショップを60店舗オープンさせた
百貨店チェーンのJCPenneyは最近、2017年中に70店舗のSephoraを
新たに開設し、32店舗を拡張する計画を発表した。これにより、2017
年末までにJCPenneyの店舗内で営業するSephoraの店舗は650店舗近
くに増えることになる17。

この2つの小売業者は、デジタルな結び付きの強化も進めている。
JCPenneyのオンラインショップでは、Sephoraの幅広い商品を閲覧・
注文し、その日のうちに実店舗で受け取れるようになった。JCPenney
は、Sephoraの美容コンサルタントによる実店舗でのメイク体験を顧客
が予約できる機能の導入も予定している18 。両ブランドは、BOPUSのオ
プションを拡大することに加え、グループでのメイク体験や美容講座、
各種イベントといった差別化された店内体験を消費者に提供すること
により、客足増などのメリットを実現し続けている19。

5

業界展望 2018 | 過渡期にある業界 小売・卸売・流通

イノベーションとトランスフォーメーション
今日のハイペースな環境において、消費者は必ずしも実店舗のある場所
へ足を運ぶ必要はない。むしろ小売業者は、足を運びたいと思える理
由を消費者に与えるべきである24。天気や休暇、新学期に向けた買い物
シーズンなどの要因は、消費者が実店舗とオンラインのどちらで買い物
をするかに大きく影響することが多い。例えば、冬の休暇シーズンはオ
ンラインでの購買が優勢になる傾向があるのに対し、新学期に向けて
買い物をする時期には実店舗での購買のほうが多くなる。このようなこ
とから、柔軟なオペレーション戦略は進化の可能性を秘めており、有利
に働き得ることもあると考えられる。これは、変化を予期し積極的にイ
ノベーションを起こさなければ市場シェアをめぐる競争に敗れてしまう
恐れがある今日の複雑な小売業界では非常に重要なポイントである。
新規参入者が毎年少しずつ顧客内シェアを獲得していく中、大手ブラン
ドは直接的なチャネルだけでなく間接的なチャネルも活用して、利益を
上げながら売上高を押し上げる販売戦略を検討する必要がある。

あらゆる業者が値引きをしていることから、消費者は価格よりも利便性
に関心を高めており、市場シェアをめぐる競争において差別化要因は
今後さらに大きな役割を果たすものになると予想される。商品のユニー
クさ、魅力的な体験、リアルとネット注文の選びやすさ、自動化された
サブスクリプションモデル、受取り・配送オプションなどが、多くの消費
者の支持を獲得する要因となっている。実験的なマーケティングやテク
ノロジーを駆使した没入型の体験を活用し、消費者に満足感を与えつ
つ注目を引き付けることは、多くの小売業者にとって、市場シェアを獲
得する方法の1つになり得るかもしれない。
以下のことを想像していただきたい。
• 最近、いくつかの消費者ブランドが、実世界環境に対して仮想のアバ
ターやBitmoji25を情報提示できる3D拡張現実レンズのパイロット実
験を実施しており、拡張現実が次なるインターネットになる準備は整
いつつあるかもしれない26

• スマートフォンの接続性が拡大することにより、店員やパーソナルスタ
イリストへテキストメッセージを送ることで直接買い物ができるよう
になる可能性がある
• 人工知能によって消費者の購買経路が改善される可能性がある。複
数の化粧品会社 27が商品を購入する前にアプリ内で自撮り写真にデ
ジタル合成できるようにするといった様々な色合わせツールを発表し
ている

• ロケーションベース・ソーシャルネットワーキング（LBS：LocationBased Social Networking）アプリのようなモバイルデバイス専用に
作られた新たなアプリは、具体的な位置情報と双方向に繋がる機能
を組み合わせることで、現在地に基づいて友人や家族、インフルエン
サーとつながることを可能にする

小売業は今後、業務提携、チャネル、店舗形態、モバイルアプリなどの
あらゆる要素を活用した次世代の消費者とのつながり方により、無限
大の商品棚と、顧客を定期的に再来店させる独創的な体験を融合さ
せた新領域へと広がっていくだろう。拡張・仮想・複合現実のイノベー
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ションは、実店舗環境とオンライン店舗環境へ「知能指数（IQ）」と
「感情指数（EQ）」
（心の知能指数）などの要素を含む心的なつながり
方を提供することで、物理的、オンライン、モバイル、アプリなどの枠を
超えた新たな消費者とのつながり方へ拡大させる可能性を秘めている
と考えられる。これはテクノロジーの活用により、今までと異なる消費者
とのつながり方を創造するということである28 。以下にいくつか例を挙
げる。

• 家具小売のIKEAは、同社のコンセプトキッチンの一環として、拡張現
実を利用した「リビングテーブル」を開発した29。このテーブルは、置
かれた食材に基づいてレシピを提案するほか、調理法の指導や、残り
物に基づくレシピの提案、電話機の充電、コーヒーの温め直しの提案
なども行う

• 衣料小売のREI30は、買い物客がキャンプ場に没入できる拡張現実ア
プリを提供しており、アプリではキャンプ旅行に必要な品物のリンク
なども紹介され、購買促進につながることもあると考えられる

• 複数の消費者製品企業は、より高度なデジタル体験やIoT（モノのイ
ンターネット）技術を搭載したコーヒーメーカーの試験開発をしてお
り、コーヒーポッド（カプセル）のブランド、種類、入れ替えのタイミン
グを消費者の好みに応じた自動化を可能にすることなどで、消費者と
の双方向（対話型）の関係構築を目指している
• 複数の大規模小売店が、売場に置いてある商品を見つけるために、店
内で「方向案内」を行うモバイル拡張現実体験を導入している。消費
者はタップ操作できるガイダンスに従うことで、店内で体験すること
ができるその他の関連オプションも選択することができる

小売の精鋭チームを編成する：コラボレーションがいかに今日の市場
で成功するカギとなるか

我々は幼い頃から「砂場で仲良く遊ぶ」ことを学ぶが、協力することが
いかにして、史上屈指の熾烈な競争が繰り広げられている小売市場で
成功する秘訣となり得るのだろうか。自らの顧客を知り、その顧客に
サービスを提供する必要があるならば、どの競合相手も利用できない
確固たる消費者インサイトを獲得し、守り、分析することに投資する者
こそが最強のプレーヤーではないだろうか。この変化の目まぐるしい市
場において、小売業者がエコシステムにおける他のプレーヤーのインサ
イトを自らのインサイトと組み合わせ、ビッグデータ分析とインサイトの
能力を、小売業界の成長と顧客満足を新たなレベルへと押し上げる敏
捷性とともに向上させることで、どのような恩恵を受ける可能性がある
のか考察しよう。
サードパーティー市場 31のAlibabaは、顧客と取引に関する貴重なデー
タを自社のブランド販売業者とあえて共有し、サイト上での価格設定と
商品配置の管理を販売業者側に任せている。こうしたデータの透明性
により、高級ブランドは結果的に、中国のeコマース（電子商取引）市場
の顧客⸺そして、それらの顧客と欧州または北米市場の顧客との違
い⸺に関する知識を深める力を与えられたと感じている。
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Alibabaは2017年の「独身の日」に備え、自社のブランド販売業者と
パートナーを組み、顔認識での決済を可能にするテクノロジーを10万店
以上の実店舗に導入した。実質的には、それらの店舗を「スマートスト
ア」に変容させたわけである。Alibabaはまた、60万の個人経営の小売
業者をトラフィックの増加に備えさせるべく、インフラのアップグレード
も推進した。これには、それらの小売業者を保管・流通・配送センター
に変容させることにより、各業者の店舗運営を現代化させる狙いもあっ
た。以上は、Alibabaが活用した多数の独創的なパートナーシップのう
ちのわずか2例だが、250億ドルという売上実績32⸺2016年比39%増
の見事な記録を達成⸺が多くを語っている。
パートナーシップ、差別化された体験、利便性によるイノベーション

100年以上の歴史を持つ百貨店チェーンのNordstromは、買い物客の
あらゆるニーズに応えられるよう訓練を受けた店員が揃った顧客サー
ビスのメッカとしての評判を揺るぎないものとするために、莫大なコス
トを費やしている。シアトルに本部を置くNordstromは最近数カ月間
で、同社の定価・ディスカウント販売店345店舗に買い物客を引き寄
せて購入に至らせることを目的とした新たな戦略をいくつか立ち上げ
た。テーマに沿ったポップアップストアや、新進気鋭のファッションデ
ザイナーを目玉にしたショップ・イン・ショップ、2016年秋に3店舗でデ
ビューしたNikeのコンセプトショップがその例である33。

Nordstromの注目すべき戦略は以下の通りである。
• 早くからデジタルに投資した結果、オンラインでの売上が売上全体
の最大25%を占める

• ポップアップストアを定期的に入れ替えることで、品揃えを常に変化
させ、買い物客が再来店する理由を作る

• 店員にテキストメッセージを送ることで品物を購入できるオプション
を用意する
• 消費者が近隣店舗の在庫をオンラインで確認し、特定の場所で商品
を取り置きできるようにする

• 自分が主導権を握っていると消費者が感じられるような差別化され
た体験を提供する

買い物客は特典として、レストランや観光に関するアドバイスをコン
シェルジュから無料で受けることができる。それ以外にも、パーティー
向けのヘアセット、プライベートな特別室でのパーソナルスタイリストに
よる個別コンサルティング、ダウンタウンへの配達などの特典がある。
こうしたサービスは意外にも、上位1%の富裕層が常連客であることの
多い高級ブティックで提供されるサービスとは違って、目玉が飛び出る
ほどの対価を必要とするわけではない。あくまでも、Nordstromでの消
費者体験の一部にすぎない。
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消費者はよりスマートに⸺
消費者に応じたつながり方を
デジタルの進歩は、消費者の嗜好の変化と相まって、小売業のオペレー
ション改革を後押ししてきた。その影響力の大きさは、過去20年間より
も、この10年間のほうが上回る。米国国勢調査局の推定によれば、小
売売上高全体に占めるeコマース売上の割合は、揺籃期に当たる2008
年の3.5%から8.9%に増加している34 。さらに、デロイトによる最近の小
売予測では、eコマース売上が1,110～1,140億ドル⸺年末商戦の小売
売上高全体の約11%⸺に達するものと予想されている35。

では、実店舗を運営する従来型の小売業者は気をもむべきなのだろう
か。

多くの小売業者の不安の種は、オンラインチャネルの市場シェアではな
く、デジタルチャネルが消費者の買い物に関する判断に及ぼす影響力
の大きさである。デジタルチャネルは2015～16年、米国人の実店舗に
おける買い物に対し、56%の割合で影響を及ぼした36 。デジタルメディ
アとデジタルデバイスは今後も強い影響力を持つものと予想され、デジ
タルデバイス⸺デスクトップPC、ノートPC、スマートフォン、タブレッ
ト⸺を最低でも1種類使うことを予定している買い物客の割合は90%
を上回っている37。

デジタルが消費者に及ぼす影響の本質を読み解くために、小売業者は
一般的に、デジタルコンテンツ（例：レビュー、ニュース記事、画像）、デ
ジタルメディア（例：小売業者のウェブサイト、ソーシャルメディア、ブロ
グ）、デバイス（例：ノートPC、デスクトップPC、スマートフォン）から構
成される広範なデジタルエコシステムを理解する必要がある。多くの小
売業者はオンラインチャネルに投資し、充実したデジタルコンテンツを
ソーシャルメディアで公開することで、顧客の支持を得ようとしている。
消費者がスマートフォンをどのように使っているのか、そして、スマート
フォンがいかにして顧客体験を豊かなものにする可能性があるのかを
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理解することは、顧客内シェアを新たに獲得するための次の手立てとし
て理にかなっているかもしれない。

• スマートフォンは最低条件⸺スマートフォンは、消費者が買い物を
する上で欠かせない要素となった。というのもスマートフォンは、最小
限の労力で情報を入手し、よりよい購入判断を下したいという本質的
なニーズに応えるものだからである。デロイトの調査では、年末商戦
の買い物客の40%が、買い物をする過程でスマートフォンを使う予定
であることが明らかになった。さらに、小売業者が買い物客を購入に
至らせることができる確率は、相手がデスクトップPCまたはノートPC
利用者である場合は75%、スマートフォン利用者である場合は59%と
なっている38。
• 消費者の購買経路⸺情報を容易に入手できるかどうかは、最終的
に購入を決定しようとする買い物客にとって重要であることが多い。
スマートフォン利用者の過半数は、
「何を買うか」や「どこで買うか」
といった買い物に関する意思決定を行う際にスマートフォンを利用し
ている39。

• 努力要らずの体験⸺多くの消費者は、買い物に関する意思決定を
詳細な情報に基づいて⸺しかも、余分な努力に時間をかけたり、利
便性を犠牲にしたりすることなく⸺下したいと考えている。さらに、
消費者の大半は、努力の要らない買い物体験をあらゆるチャネルで
求めており、効率が悪いと感じることに対する耐性がますます落ちて
いる。デロイトの調査によると、人混みや長蛇の列を理由に実店舗で
買い物をする気をそがれる顧客の割合は、特に繁忙期には40%以上
「オンライン購
にのぼる40 。その一方で、買い物通の顧客の40%は、
入・店舗受け取り」
（BOPUS）のオプションで注文し、決済アプリを使
う⸺実質的に、オンラインと実店舗のいいとこ取りをする⸺こと
で、実店舗を訪れつつも、せわしないレジ待ちの列に並ぶことを避け
るものと予想される。
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消費者の5人に3人はスマートフォンで購入す
る41

消費者へのスマートフォンの普及に後押しされ
て、デジタルコンテンツの利用は増加中であ
る。小売業者は、買い物客を引き寄せる可能
性があるかどうかという観点で、自社のデジタ
ル戦略を評価すべきだろう。スマートフォンを
中心にした戦略は、複数のチャネルやプラッ
トフォームを横断してデジタルプレゼンスを拡
大しようとする先見の明がある小売業者にメ
リットをもたらすものと予想される。入念に検
討すべき行動は以下の通りである。
• モバイルアプリの導入や、小売業者による
ウェブサイトの運営といった、基本的なデジ
タルプレゼンスの枠を超えて考える

• 新たなデバイスインターフェイスがデジタル
コンテンツにもたらすメリットの可能性につ
いて検討する（例：拡張・仮想現実プラット
フォームや音声アシスタントアプリ）
• コンテンツのキュレーション（収集・整理）
とエコシステムのセキュリティに関してデジ
タルパートナーを巻き込むことの価値につい
て考察する
オンラインと実店舗で顧客との親和性を高め
る

消費者のフラグメンテーションは、季節性の
影響とともに、世代、世帯所得、教育水準、居
住地ごとに引き続き見られ、買い物に関する
嗜好と行動に多大な影響を及ぼすものと見込
まれる。2017年、新学期に向けた買い物シー
ズン⸺6月から8月にかけて⸺では実店舗
が好まれたのに対し、年末商戦期ではすべて
の消費者セグメントで、実店舗よりもオンライ
ンが個人消費のシェアを大きく獲得した42。

消費者がオンラインまたは実店舗のどちらで
買い物をするかについて挙げる理由も、世代、
所得、教育水準によってばらつきがある。実店
舗で買い物をすることを選ぶ理由としては、実
際の商品に触れられること、送料がかからな
いこと、インスピレーションを得られることが、
上位に挙がっている。

図1：実店舗で買い物をする理由トップ3：世代別
Z世代

ミレニアル
世代

X世代

ベビーブーム
世代

シニア世代

実際の商品に触れる
ことができる

49%

52%

59%

63%

62%

送料がかからない

72%

47%

49%

47%

57%

ギフトのアイデアや
インスピレーションが
得られる

29%

40%

43%

49%

51%

後で返品しやすい

23%

31%

33%

39%

55%

ギフトをすぐに入手す
る必要がある

42%

34%

33%

25%

31%

最も多く選ばれた理由

2番目に多く選ばれた理由

3番目に多く選ばれた理由

出典：Deloitte 2017 holiday survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

逆に、オンラインで買い物することを選ぶ理由としては、自宅で買い物をすることによって時間を
節約できる利便性、宅配に関連した気楽さ、送料無料という金銭的メリットを挙げる消費者が多
い。現に送料無料は、買い物客が2017年の年末商戦で利用を予定している特典としてトップに
挙がり（72%）、返品が容易な店舗方針（44%）、価格マッチング（42%）がそれに続いている。
図2：実店舗よりもオンラインで買い物をする理由トップ3：世代別
Z世代

ミレニアル
世代

X世代

ベビーブーム
世代

シニア世代

利便性⸺自宅で買
い物ができる快適さ

66%

67%

76%

83%

77%

時間の節約

64%

66%

74%

75%

74%

送料無料

68%

61%

72%

75%

80%

宅配

48%

56%

71%

72%

77%

最も多く選ばれた理由

2番目に多く選ばれた理由

3番目に多く選ばれた理由

出典：Deloitte 2017 holiday survey.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

小売業者が顧客親和性と顧客ロイヤルティを⸺オンラインと実店舗の両方で⸺高めるには、デー
タアナリティクスの応用が自社のビジネスにもたらし得る効果を再度理解する必要があるかもしれな
い。小売業者の多くは、テクノロジーソリューションを導入することによって複数のタッチポイントで顧
客データを入手する道を歩み始めているが、その大部分はメリットを十分に引き出せない可能性があ
る。
「顧客インサイトの利用」が秘めたパワーは、利益性、顧客維持率、そしてオペレーション全体を
改善することを目的として戦略的に運用された場合にしか引き出せないことが多い。
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戦略とオペレーショナル・エクセレンスに
投資を集中させよ

新しいテクノロジー⸺ソーシャルコマースから、eコマースと連動した
POS向け顔認識、仮想現実、IoT(モノのインターネット)に至るまで⸺
は、顧客の小売体験と日々の店舗オペレーションのトランスフォーメー
ションをかつてないほど後押しするものと見込まれる。その真価が問わ
れるのは⸺ビジネスプロセスを改善する可能性がきわめて高い⸺
オペレーション最適化の分野である。多くの小売環境において、デマン
ド・サプライチェーン戦略を劇的に刷新することは⸺特に、新たなビ
ジネスモデルやイノベーション構想を支えるために調整が必要とされる
場合には⸺取るべき重要な手の1つであることが多い。

小売業者は、バリューチェーンを最適化することによって増分コストを
排除するだけでなく、市場シェアを維持するためにも⸺これは多くの
場合、在庫があるべき場所にきちんと存在する必要があることを意味
する⸺先進的なテクノロジーを進んで採用すべきである。消費者は、
素早く便利で苦労の要らない消費を期待することに慣れてしまった。重
要なのは、スピード、価格、場所、そして品質である。

適時・適所に在庫配置するためにサプライチェーンの可視性を高める
ある世界的な大手ファッション小売業者は、パートナーシップを通じて
チェーン全体を対象としたRFID技術を基盤とした在庫インテリジェンス
を導入し、22カ国700店舗のファストファッション衣料店に展開した。
同社は、自らが顧客中心の小売業者であることを踏まえ、すべての商品
のスタイル、カラー、サイズについて適時かつ正確な可視性を確保する
ことが、的確な商品計画と顧客に応じた品揃えを実現するという目標
を達成し、格別の顧客体験を自社の流通チェーン全体で提供するため
に不可欠であると考えている43。

リアルタイムな在庫管理テクノロジーは久しく存在し、適切な商品を適
時に適切な場所に確実に存在させることを目指すことにより、ビジネス
上の戦略的なマルチチャネル目標を支える可視性をもたらしてきたが、
多くの小売業者はその潜在的なメリットを活用できていない。RFID技
術を基盤とするソリューションを導入した上述の企業は、在庫プロセス
の改善とロス削減に向けた管理の向上とを通じて、オペレーションの効
率化を実現しつつある。同社は本稿執筆時点で、在庫投資の最適化と
売上・マージンの最大化を進めており、RFIDを利用した在庫の可視性
と、万引き防止用の堅牢な音響磁気技術によるロス管理のメリットを
活用している。

別の大手ファストファッション小売業者も、デジタルトランスフォーメー
ション構想⸺デマンド・サプライチェーンの現代化・自動化・デジタ
ル化が目的⸺の一環として、全社的なITシステムの統合への大規模な
各種投資を行った。これらの投資は当初、自動化、ロジスティクス、在
庫管理のデジタル化⸺メタデータ分析を組み合わせた倉庫自動化な
ど⸺に焦点が絞られていた。この企業は2018年には、望まない値引
きやマージン低下につながる品薄・過剰供給を避けるために、商品タグ
にRFID技術を導入することで、需要と供給のバランス向上を目指す予定
である44。
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賢い小売業者は、先進的な分析論 45や人工知能（AI）をIoTと組み合わ
せて利用すること⸺グローバルなサプライチェーンプロセスを通じ
て、リスクを事前に緩和するとともに、その他の重要な問題に対処する
ための「ガイデッド・インテリジェンス（誘導知能）」の一種⸺によっ
て、メリットを実現し、市場投入までの期間を短縮するかもしれない。
IoTはまた、ブランドへの愛着を高めることを意図して設計された場合、
消費者との双方向の対話を実現する潜在能力も兼ね備えている。消費
者との双方向の会話や、そのやり取りをもって自己学習することが可能
な特定のテクノロジーを結びつけることによって、IoTは新たな声と新た
な顧客を絶えず引き寄せるエコシステムになると期待できる。IoTは以
下のような可能性を秘めている。
• 認知知能（CI：Cognitive Intelligence）を調達戦略と組み合わせて利
用・配備することで、デマンド・サプライチェーン投資の可視性と意思
決定支援を向上させる

• 現場に商品を置かない「パイロット店舗」を設けることで、消費者の
店内体験を変える⸺もてなされている間に買い物が完了するスパ
体験の一種
• 実店舗で「物理的な」ロボットを活用し、買い物客または店員から受
46
在庫を確認し、商
け取った音声情報をもとに（NLP：自然言語処理）
品を直接顧客のところへ持っていく作業を任せる

• 「仮想的な」ロボットを稼働させ、販売取引の処理や季節従業員の
新人研修、価格プロモーションの常時更新などの作業を任せること
で、それ以外の付加価値活動に従業員が集中できるようにする

• CPFR（需要予測と在庫補充のための共同事業）、ベンダー管理在庫、
マーチャンダイジング、フルフィルメントプロセスを最適化するために
必要とされる、在庫全体の状況をリアルタイムで可視化することを実
現する
• 仮想アシスタント、エージェント、ウェブチャット、チャットボットを通
じて消費者とのつながり方を能率化することで、顧客サービスを強化
し、購入に至るまでのやり取りをサポートする

• 地理位置情報に基づくトレードプロモーションやその他の瞬間的な
機会または店内における機会提供に対する期待値に、かつてないほ
ど正確かつ効果的に応える
• 複数の情報源⸺パートナー、サプライヤー、内部の記録システムを
含む⸺を分析することで、より的確な「アウトサイド・イン」のマー
チャンダイジング戦略およびサプライチェーン戦略を策定する

オペレーショナル・エクセレンスにはっきりと焦点を絞ることは、実現技
術に対する消費者と小売業者の安心感と相まって、2018年以降の投資
の主流となるはずである。市場シェアを守るには、
「後追い」で「リー
ダーの戦略を模倣する」姿勢から、消費者の視点で考案された、創意
に富んだ顧客中心のプロセスを設計する姿勢へ移行することが求めら
れるかもしれない。
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人的資本管理の現代化

成功している小売業者は、大規模な再雇用候補者のプールから人材を
選ぶことができるのが通例である。しかし、17年間で最低の失業率に
達したことで、優秀な求職者をめぐる市場は逼迫している。どのような
テクニックを使えば、毎年「またここで働きたい」と彼らに思わせること
ができるのだろうか。先見の明のある小売業者は、以下の利用について
の評価・パイロットを進めている。
• 行動プロフィールによって求職者の成功度を評価・予測することを目
的とした、ゲーム型プロセス

• 社風・文化に適合し、高い実績を上げるための成功要因を予測する分
析手法

• 素早く溶け込んで生産的になる可能性が最も高い季節労働者を引き
寄せることを目的とした、従業員と求職者のソーシャルネットワーク
• 優秀な求職者をめぐる競争と、効果的な新人研修プログラムの開発
を行う際の、テクノロジーとプロセスデザイン思考の融合
• 実際のシナリオをリアルタイムで利用しながら、店内で生の新人教
育・訓練を行うことを目的とした、仮想・複合現実ヘッドセット

今日の逼迫した労働市場は各種の採用タイミングに影響を与えかねな
い新たな課題をもたらす。それは計画された追加雇用、欠員補充、そし
て事業目標にプラスの影響を及ぼすタイミングでの採用である。特定
のプロセスを自動化することによって効率を高めることは、選択肢の1
つである。優秀な人材を引き寄せて採用するために求職者の視点で考
えることも、また別の選択肢である。将来の求職者は、対人的なソフト
スキルと細部にまでこだわるデジタルスキルを複雑に兼ね備えていなけ
ればならない可能性が高いことを考慮に入れよう。2018年以降の採用
活動では、消費者にとって真に重要な瞬間（モーメント）を生み出すこ
とに最も長けた求職者を引き寄せることを目的とした、新たな発想とビ
ジネスプロセスが必要となるかもしれない。

例えば、調査対象となった小売業者の3分の1以上は、コネクテッド（イ
ンターネットに接続された）店舗をめぐるサイバーリスクに関する自社
の現在の取り組みや慣行が効果的ではないと考えている。にもかかわ
らず、ほとんどの小売業者は、リスクを緩和するために必要な対策を取
ろうとしていないようである。

最近の報道から分かるように、何百万人というアメリカの消費者は依
然として、センシティブな個人情報をデータ漏えいの被害にさらしてい
る。一部のケースでは、ハッカーは氏名、社会保障番号、誕生日、住所、
場合によっては運転免許証番号にまでアクセスしている48。

こうしたデバイスを通じてハッキングに成功したというニュースは、特定
の商品の売上を脅かすだけでなく、その商品を販売した小売業者に対
する消費者の認識にも広く悪影響を及ぼし、ひいては将来の売上の成
長を何十億ドル分も危うくする恐れがある。
サイバーセキュリティがもたらす競争優位性

競争の激しいグローバル市場において、前向きで長期的な消費者の信
用を築き、ブランドの評判を管理することの重要性は、全小売業者が対
応できている当然のものとみなすべきではない。今日の消費者主導の
環境で有意義な存在であり続けるために、企業は多くの場合、テクノロ
ジー構想を厳しいスケジュールと予算で展開することを迫られ、そこで
はサイバーリスクを緩和することが課題となる可能性がある。小売業者
は、サイバーセキュリティに対する従来のような投資不足が長期的な成
長にどのような影響を及ぼし得るのか考える必要がある。多くの消費者
がデータ保護を期待するようになったことで、セキュリティへの投資は、
サイバー攻撃が増加している今日の世界において競争優位性をもたら
すものと予想される。

複雑な小売環境におけるサイバーリスクへの事前対処

実店舗、仮想店舗、そしてオンライン店舗において、今日の消費者の多
くは、自分たちがこれまでにない不慣れな領域に入りこんでいることに
気付きつつある。これまでのところ、さまざまな種類の体験型のつなが
り方47に対する需要は、携帯電話またはフィットネストラッカーや家庭
用スマートデバイスと組み合わせたその他の接続型デバイスのいずれを
通じたものであれ、依然として堅調である。しかし、デジタル、拡張現実
または仮想現実によるつながり方を追求することを、長期的な成長の
ために利用するかどうかは、おそらく消費者の信用に大きく左右される
だろう。消費者は、このようなデジタルなやり取りが完璧に機能してい
るだけでなく、犯罪活動に通じる新たな道になることがないという確信
が持てなければならない。
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今後のステップ

より先進的なインサイトに重点を置く組織を創出する前に、小売業者は
まず、今日のコネクテッド（インターネットに接続された）な消費者の絶
えず進化する期待に効果的に応えるために必要とされる戦略と、土台
となるオペレーション環境を構築することを検討すべきである。

さまざまな人口学的な区分49を横断してフラグメンテーションが進んで
いることから、小売業者は以下に関する消費者の嗜好に対して理解を
深めることを迫られるといえるのかもしれない。
• 実店舗で買い物をしたいと思う理由を消費者に与えるような高度に
差別化された体験を提供するのに有利な小売店舗の形態と場所

• 購入に至るまでのインフルエンサーと、最適なマーチャンダイジング
のテクニックおよび品揃えの選択との組み合わせ
• 場所およびチャネル別に消費者が好むブランドおよび店舗の特性

• 実店舗、オンライン、モバイル向けの複数の決済オプションを伴う、
様々なチャネルを横断した没入型の接続性
• 配送、返品、支払いのオプションに関して消費者が支持する方針
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小売業は、
「ブリック・アンド・モルタル」、
「クリック・アンド・モルタ
ル」、オンライン、または「ポイント・アンド・クリック」の枠にとどまら
ない。チャネルの急増は引き続き小売業者に対し、利益率と市場シェア
を拡大させるために、新たなエコシステムパートナーシップ、将来のオペ
レーションに相応しい店舗、そして実現技術の独創的な利用法を思い
描くことを促す警鐘となっている。多くの小売企業はこの10年間、eコ
マースがもたらす利便性と魅力に応じてビジネスモデルを変革すること
を怠った。そして、根本的な転換⸺従来の小売モデルのオペレーショ
ンから、サプライチェーンの効率性を利用しつつコストを削減すること
を意図したインフラネットワークへの転換⸺が起こっていることを認
識できなかった。この新たな現実においては、取るべきオペレーション
上の方策を理解しているかどうかが、成功を左右するのかもしれない。
小売業者として、貴社はどのような対応をするつもりだろうか。
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