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はじめに
小売業界の将来に関する予測は、ここ2年
近く厳しいものであった。2022年に入って
も米国の小売に関するニュースの見出しで
は、空の陳列棚、小売業界で埋まらない求
人が100万件超 *1、インフレの急拡大、犯
罪者集団による店舗強盗などが報じられ、
状況が改善しているとは言いがたい。

一方で、これらの逆風は良い結果をもたらしてもいる。小売企業は、長
年にわたり業界を作り上げてきた戦略とレガシーシステムの見直しを迫
られている。今回のパンデミックはいろいろな意味で、長年の懸案事項
であった「小売業界のグレート・リセット」への扉を開き、多くの小売
企業がこれまでよりも安定した、収益性の高い立ち位置を獲得できる
可能性を広げた。

ただし、小売企業が長期的かつ持続可能な効果を実現するためには、
パンデミック発生時に開始した改善策を再開する必要がある。実際、
2022年には、時代遅れになったサプライチェーンの再構築、在庫管理
の規模の適正化、価格設定の見直し、プロモーション頻度の見直し、リ
アル店舗の改革などが期待できる。それらを実現するためには、小売
企業には大きな変革を見据えた長期的なコミットメントが必要になると
思われるが、これらの取り組みは、今後小売企業におけるビジネスのや
り方を大きく変えることになるかもしれない。

小売業の将来を見据えながら短期的な課題に今すぐ取り組むことで、そ
の未来は開かれる。特に今は、市場を把握することで、リセットを受け
入れる人々（本レポートでは「リーダー」と称する層）がいかに他とは
異なるのか、理解をより深める好機である*2。デロイトでは小売業界の
幹部50人に、今後12カ月間の業界の展望について意見を尋ねた。そ
の結果得られたデータや、デロイトが提供したクライアントサービス、
過去の調査等から得られたインサイトを組み合わせることで、小売業界
の今後に役立つ戦略や投資計画のスナップショットが見えてくる。2022
年に関して、明らかとなったいくつかの優先課題（労働力の再構築、サ
プライチェーンのレジリエンス、デジタル投資）について以下に詳しく説
明する。
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今後の展開
小売業界における戦略的優先課題を取り上げる前に、まずは経済・業
界・消費者に関する予測を確認することが有益だろう。そうすることで、
この後に続く戦略的優先課題の状況がさらに明らかになる。

経済の展望
2021年にはあらゆることが好転した。効果的なワクチンが普及し、新
型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）に関する一般的な知識が深
まったことにより、米国では消費意欲が高まり、その結果、特にフード
サービス、運輸サービス、娯楽業において個人消費が増加した *3・*4。
失業率が大幅に低下した労働市場も重要な役割を果たし、消費者も堅
調な収益拡大の恩恵を受けている*5。景気の回復が勢いを増すにつれ、
2020年と比較して消費者による支出が増加し、節約志向は低下してい
る。

このような傾向は全て、短期的には小売企業にとって良い兆候である。
2022年も米国内の景気回復は堅調なペースで続き、2022年のGDP
は3.5％増になると予想されている*6。また、このような高成長と健康
不安の軽減というシナリオを前提に、実質個人消費支出（PCE）*7は
2022年を通して拡大すると予測される*8。この予想では、2022年は
サービス業が景気回復を牽引するが、耐久消費財については、2020
年から2021年までの間に堅調に成長したことを考慮すると、減少傾向
に転じると考えられる。

業界および消費者の展望
2020年初頭に始まったパンデミックを消費者がどうにか乗り切る中、
小売企業については、時間を経て経験を積むことにより、今後の展望が
ある程度明確になったと言えるだろう。格差が広がっている状況ではあ
るが *9、企業の幹部らは、特に消費意欲や対面での体験などといった
消費者行動が、自分たちに有利な方向に動いていると確信している。し
かし、最近の消費者データによると、消費者は購買の優先順位を見直
しつつあり、3分の1の消費者が1年前と比較して、モノよりも体験（コ
ト）にお金をかけるようになったと答えている*10。

米国の小売企業の幹部らは2022年の収益成長率と利益率について楽
観的な見方をしているようである（図1）。中には、逆風を受け止めてチャ
ンスと捉える幹部もいる。例えば、58%の幹部はインフレについて、価
格を利用して利益率を上げるチャンスと捉えている。また、従来の購買
や割引の頻度を見直すケースもある。販売する商品が減少したため、プ
ロモーションを中止することで利益を上げる店舗もある。また、パンデ
ミックを切り抜けるために不採算店舗を閉鎖したり、ポジションを強化
したりするなど、既に実行中の戦略をさらに推進する企業もあった *11。

図1. 小売業界の幹部による2022年の予測

機会
 • 小売企業にとって有利な消費者行動
 • インフレーションを利益率向上の機会と
して利用（58%が同意見）

 •（購買／割引に関して）価格を利用／プ
ロモーション頻度の見直し

2022年の小売業界における収益成長率* 前年比の営業利益率見通し

課題
 • 消費者の格差
 • 従業員不足が成長を阻害（70%が同意見）
 • サプライチェーンの混乱が成長に影響
（68%が同意見）
 • 消費者はタイムリーな配送を期待（64%が
同意見）

*注意：残りの14%は、2022年の売上が横ばいになる、または減少すると予測している（6%が低下、8%が横ばい）
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パンデミックにより小売業界のリセットに拍車がかかってい
ることは、景気の低迷から新たに機会が生まれていること
からも分かる。しかし、サプライチェーンの問題や労働力不
足など、小売業界には逆風が吹いているため、今のところ
長期的には楽観視できないように思われる。小売企業が計
画している2022年の投資先を調べてみると、短期的な応
急処置を模索する企業もあれば、将来的に自社のビジネ
スに永続的な効果をもたらすような解決策に取り組んでい
る企業もあることが分かる。

多くの小売企業が2022年に同様の課題に直面することに
なるため、調査対象となった幹部の80％以上がデジタル
とサプライチェーンに中規模から大規模の投資を行う計画
を立てているのも当然のことである。しかし、リーダーの考
え方や行動に顕著な違いが見られた点として、デジタル化、
ESGの実践、将来に対応できる人材の育成といった分野
が挙げられる（図2）。

図2. 企業戦略の競合他社比較および2022年に計画されている財務投資
リーダーは投資によって戦略を支えるが、ラガードは戦略が進んでいない領域でも大規模な投資を行う

ラガード

中規模／大規模の計画投資（％）

リーダー

1.  以下の戦略について、自社の戦略が同業他社の戦略と比較してどの程度進んでいるか評価してください。（N＝50）
2.  あなたの会社が今後1年間（2022年）に以下の戦略に対して行う財務投資の規模について、最も適切なものをお選びください。（N＝50）

調査方法：

リーダー（牽引層）とラガード（遅滞層）
以下の項目について、各回答者に点数を割り当てた。
1.  直近に終了した会計年度における年間収益成長率
2.  直近に終了した会計年度におけるデジタルチャネルからの収益の割合
3.  2022年に事業戦略を成功させるための自社の能力に対する信頼

サンプル回答者50人を、上記をベースとした集計スコアに基づいて、3
つのグループに分けている。

集計スコアの上位25%を「リーダー」（n＝11）、

下位25%を「ラガード」（n=13）に分類した。
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労働力の再構築
「The Great Resignation」（大量自主退職時代）の影響で、労働力の
問題が業界内での議論の中心となっている。特に、1年前に経済が向
かっていた先や、人員削減が今よりも当たり前のこととして行われてい
た状況を考えると、小売業界が現在直面している問題が実際に起こる
とは当時は想像もできなかっただろう。パンデミックに関連するあらゆ
る不確実性の中で、他の仕事が決まらないままに自ら仕事を辞める人
はいないだろうと思われた。多くの小売企業が厳しい状況にあり、83％
が新しい従業員の採用と定着に最も多くの投資をしなければならない
と回答している。企業の幹部らは労働力の問題を小売業界の最大の懸
念としているが、小売企業は将来の計画を立てるにあたり、従業員に関
する考え方をリセットする必要がある。これは給与だけの単純な問題で
はない。従業員の優先順位が変化しており、特に、柔軟性、文化、多様
性・公平性・包括性（DEI）を重視するようになっている。

雇用主が抱える問題
今後の課題として、小売企業の幹部の多くが人手不足を主要な懸念事
項と捉えている。その理由としては、特に、時給制の従業員については、
ギグ・エコノミーの柔軟性に対抗することが難しい可能性があげられる。
その懸念の大きさは数字に表れており、幹部の70％が、特に時給制の
職の人手不足が原因で2022年の小売業の成長が妨げられると回答し
ている。

現在、小売企業にとっての最大の悩みは店舗にあり、74%が2022年
には店頭で顧客と接する従業員が不足すると予想している。このような
状況が広がっていることを考えると小売企業には選択の余地はほとん
どなく、この問題に向き合うか、ビジネスモデルを転換するしかない。
倉庫の労働力についても課題になると予想されており、56％がサプラ
イチェーン、流通、ロジスティクスで時給制の従業員が不足すると予想
している。このような職種では常に離職率が問題となっているが、パン
デミックによって労働者にかかるプレッシャーがさらに大きくなったため、
離職はさらに加速している。

小売企業は、肉体労働への依存を減らすらためにテクノロジーと自動
化に注力し、将来に備えた労働力への投資を検討する必要がある。現
時点で想像することは難しいかもしれないが、半数以上のリーダー（ラ
ガードでは31％）が、今後5年以内に無人店舗が一般的になると考え
ている。

デジタル人材の不足
また、半数近くの幹部が、ITおよびアナリティクスのスキルを持つ従業
員の不足を予想していることも懸念される。これらの職には大きな投資
が必要であり、デジタル化された小売の基盤になる可能性の高い必要
なポジションである。人材獲得において小売企業はほぼ全ての業界と
競争しているため、人材不足の状況は深刻化している。そのため、小売
企業は需要の高い人材に対して、大手テクノロジー企業よりも自社の
ほうが魅力的である理由を明確にする必要がある。テクノロジー関連
の人材を採用するにあたり、自分たちよりもはるかにテクノロジーに精
通した業界と競争するためには、小売業界は最新かつ最高のテクノロ
ジーをより速いペースで導入することが必要になるだろう。

「テクノロジー目線ですごくかっこいいこと
をやってみたいと考えている意欲的で頭の
回転が速く、並外れた頭脳を持つ人たちを
惹き付けるものが小売業界にはない。大昔
に導入した社内のテクノロジーといまだに
格闘しているような小売企業はなおさらで
ある」
―デロイトの人材スペシャリスト
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人材に関する優先順位の見直し
小売企業が人材を確保するためには、パンデミックによる優先順位の変
化を理解する必要がある。最近のデータでは、パンデミックに起因する
あらゆる経験によって時給制で働く人々は自身を省みるようになった*12。
特に、内省化やウェルビーイングへの関心が高まり、収入とパーパスを
分けて考えるようになりつつある。また、在宅勤務を増やしたいという
強い要望も見受けられる*13。現在の小売業界における労働力の構造は、
いずれ変化する雇用への期待と釣り合わなくなっていくだろう。小売企
業は、業界内外のリーダーを見習い、給与以外の面でも日々の労働体
験を向上させる方法を模索すべきである（図3）。また、従業員を雇用し、
定着させるための文化、柔軟性、パーパスを取り入れる方法も検討して
いかなければならない。この考えはデロイトの調査でも裏付けられてお
り、94％の回答者が、従業員はDEIを考慮した職場を好むと考えている。
また、86％がDEIに中規模から大規模な投資を行う予定であるが、そ
のような投資は一般的にプログラミングとトレーニングに集中している。

これは重要なことではあるが、小売企業は成果を重視し、組織内のキャ
リアアップを検討することで、これらの投資からより大きなリターンを得
ることができるだろう。

また、優先事項の変化に伴い、小売企業はサプライヤーの多様性から、
これまで組織の主流から外れていた人材のキャリアアップまで、市場で
自分たちはどうあるべきかを考えなくてはならなくなるだろう。企業が
自社のブランドをどのように表現するかは、小売業のリセットと競争優
位性の獲得には不可欠な要素になると考えられる。市場環境の変化に
適応し、ブランドに関わるナラティブを進化させることで、顧客・ベン
ダー・従業員がそれぞれ当事者意識を持てるようになり、さらに重要
なこととして、ブランドとのつながりを感じられるようになる。

図3. 2022年における企業の労働力戦略
リーダーはアウトソーシングよりも自動化と労働体験を優先させる予定

回答者の割合

1.  あなたの会社の2022年に向けた労働力戦略について、以下の記述はどの程度あてはまりますか？（「あてはまる」と「とてもあてはまる」の割合）

サンプルサイズ（N）＝50

中間層 38%

ラガード層 31%

リーダー層 9%

可能な限り 
アウトソーシングを 
優先させる

可能な限り自動化を
優先させる

日々の労働体験の向上を
優先させる

リーダー層 82%
中間層 81%

ラガード層 46%

リーダー層 91%
中間層 88%

ラガード層 69%
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サプライチェーンのレジリエンス
パンデミック中にサプライチェーンの至る所で生じた障害によって、世
界中の商品の製造と輸送に関する根強い問題が露呈した。全く予期で
きなかったわけではないはずではあるが、突然かつ一斉に起こった操
業停止は、もはや現状維持では不十分であることをリアルタイムで示し
たのである。サプライチェーンが本当の意味でレジリエンスを獲得する
には、おそらく全体的な大規模変革が必要だろう。リセットは一晩でで
きるものではないが、80%の企業幹部が、消費者が今後1年は企業へ
の忠誠心よりも在庫の有無を優先すると考えているということを踏まえ
ると、小売企業には待っている余裕などない。

小売企業が対策を講じるにあたり、パンデミックによる優先順位の変化
が従業員の期待を変えたように、消費者による買い物の方法も変化し
ていると理解することが重要である。消費者がいつ、どこで買い物をす
るのかを予測することは以前に比べて難しくなっている。消費者は自ら
がバイヤーとなり、様々な小売チャネルから商品を購入し、自身が選ん
だ数々の商品についてソーシャルメディアで情報提供したり、宣伝した
りするようになった。また、デジタルプラットフォームで中古品を売ったり、
購入した商品の配送方法を指定したりもしている*14。だが、現在のサ
プライチェーン機能（需要計画、在庫管理、フルフィルメント予測を中心
とした機能）の多くは、そのようなシナリオに対応できるようには設定さ
れていない。新たな消費者シナリオに対応できるアジャイルなシステム
を開発するために、より信頼性の高い情報とテクノロジーのアップグ
レードが企業には求められる。

「アジャイルなサプライチェーンを構築する
ということではない。一夜にして構築できる
ものではなく、一夜にして自動化できるも
のでもない。アジリティとは、顧客の行動
の変化に適応し、その変化を察知して先回
りし、その行動を形作るサポートができると
いうことである」
―デロイトのサプライチェーンスペシャリスト
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リーダーは自動化に期待
2022年にはフルフィルメント、在庫管理、倉庫管理等に最も多くの投
資が集まると予想される。しかし、57%の企業幹部は依然として、ロボ
ティクスやマテリアルハンドリングの自動化への投資を全く計画してい
ない。現在業界が直面している労働力の課題を考えると、これは特に
懸念すべきことである。リーダーらが自動化の優先順位を上げる中、先
進的な考えを持つ小売企業は、可能な限りプロセスの自動化に取り組
み、自動運転技術やラストワンマイルの配送への大規模投資を検討す
る必要がある（図4）*15。

リーダーにとって流通の
自動化の優先度が上がる

流通／フルフィルメ
ントセンターの自
動化が優先事項

ラガードの11％

リーダーの50％
33％

1.  以下のサプライチェーンテクノロジーについて、あなたの会社での評価をお答えください。チャートには「わからない」の回答は含まれない。

サンプルサイズ（N）＝30

図4. サプライチェーンテクノロジーの評価
サプライチェーンテクノロジーに対する大規模アップグレードの上位10項目

回答者の割合

23% 10% 10% 40%

40%

17%

37%

10%

23%20%

13%

20% 10%

27%

27% 13%

17%

30%

17%

27%

13%

23%

23%

20%

23%

10%

23%20%

27%17%

30%17%

23% 20%

大規模アップグ
レードを実施中

24カ月以内に大規模アッ
プグレードを開始予定

現時点で最新のテク
ノロジーを使用中

このテクノロジーに投
資する予定はない

23% 20%

20% 27%

27%

13%

自社のERPの関連モジュール

在庫管理

サプライチェーン分析ソフトウェア

フルフィルメント

倉庫管理システム

ドロップシッピング管理

供給リスク管理

分散型発注管理

リアルタイムのトレーサビリティ

ロジスティクス／輸送管理システム
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透明性の確保
供給に纏わる課題を解消するためには何年もかかることが明らかに
なった今、小売企業は新しいテクノロジーや自動化に投資するだけでな
く、透明性を向上させ、将来を見据えた計画を立てる必要がある。エン
ド・ツー・エンドのプロセス全体で透明性を確保し、情報を伝達するこ
とは、今後のテクノロジー投資の効果を最大限にするために必要とな
るだろう。

例えば、量販店や大手食品スーパーのサプライヤーは、納入先の企業
が将来的に何を販売し、何を値引きする可能性があるのかをほとんど
把握できていない。サプライヤーは小売企業が何を注文するかについ
て推測することとなり、後にサプライチェーンと配送の問題が発生する
可能性がある。小売企業は、より「完璧な」（「透明性のある」という意
味で）情報を有する垂直統合型の大企業と競争しなければならないた
め、パートナー間で情報を共有することが双方にとって有益となるだろ
う*16。

従って、小売企業は透明性の確保に軸足を移し、よりオープンかつ徹底
的に情報を共有し、リードタイムについても透明性を確保して、上流の
パートナーが適切に計画できるようサポートする必要がある。ある専門
家の言葉を借りて端的な表現をすると、「秘密にすることはもはや許さ
れない。情報を共有しないということは、誰にとっても不利益でしかな
い」ということである。

新しいパートナーとの協業
データ活用によりサプライチェーンを最大限に効率化し、パーソナライ
ズされた体験を提供している大企業と競争するためにスケールアップす
ることは、全ての小売企業ができることではない。スケールアップが難
しい小売企業は、透明性の確保、十分に使用されていない資産の活用、
新たなパートナーとの協業など、他の選択肢を追求する必要がある。
例えば、小売不動産のオーナーや企業は、アナリティクスを共有し、既
存のインフラを利用して、よりシームレスな買い物体験やラストマイルの
ソリューションを提供することで、市場での競争力を上げることができる
だろう。
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図5. 今後5年間で起こる可能性が最も高い事項
リーダーは、デジタル商品やボイスコマースの可能性について比較的楽観視する一方、
暗号通貨の利用についてはあまり楽観視していない
回答者の割合

デジタル革命
2022年には、デジタルとフィジカルの体験の融合がさらに加速すると
予想される。そのため、eコマースに関して、小売企業は現在のニーズ
だけでなく、将来のニーズにも対応できるような大規模な投資を行う必
要がある。

パンデミックから学んだ重要なこととして、消費者がテクノロジーとデ
ジタルプラットフォームへの依存度をリセットしたことが挙げられる。仕
事、学校、エンターテイメントがオンラインになったことにより、家庭に
あるデジタルツールや周辺機器が増えた。また、消費者は新しく、革新
的な買い物方法を試し、取り入れている。学校の再開や休日に関する
最近の米国内の調査でも、再び店舗に足を運ぶことへの不安が軽減し
た一方で、消費者がオンラインチャネルを好む傾向はパンデミック前よ
りも高い状態が続いていることが分かっている。

リーダーとラガードの見解は、 2022年のeコマース、デジタルマーケ
ティング、自動レジに関する投資計画についてはほぼ一致しているが、
それ以降の見通しや投資については意見が異なる。リーダーたちは、今
後5年間でボイスコマース、無人のレジ無し店舗、デジタル商品の販売
など、物理的な世界がデジタル化される可能性に肯定的だ。一方で、こ
のようなテクノロジーについては何年も前から議論されてきたにもかか
わらず、これらのトレンドが取り入れられることを予想していないラガー
ドのほうが多いというのは興味深いことである（図5）。

「ハードウェアは至る所にあり、『どこにでも
ある』ことを販売機会に変えることで、小
売企業の規模を拡大する機会が急速に増
加している。その秘訣は、シームレスでシン
プルなユーザーエクスペリエンスを実現す
ることと、可能な限り迅速にフルフィルメン
トを完了させることである」
―デロイトのデジタルスペシャリスト

1.  デジタル商品には、ビデオゲームやメタバースで販売される商品、非代替性トークン（NFT）として販売される商品が含まれます。ボイスコマースとは、音声コマンドを使用してオ
ンラインで商品を検索し、購入することを意味します。以下のうち、今後5年間で起こる可能性が最も高いものはどれですか？最大3つまで選んでください。

サンプルサイズ（N）＝50

0%

0%

55%

38%

31%

64%

55%

38%暗号通貨が小売企業と消費者等の間で
広く利用されるようになる

無人のレジ無し店舗が一般的になる

小売企業が消費者に販売する品物は 
デジタル商品が多くなる

ボイスコマースが広く普及する ラガード

リーダー
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マーケティング重視
小売企業の幹部の70%がデジタルマーケティングに対して中規模から
大規模な投資を計画していることから、今後の予算の支出先は明白で
ある。このことから、小売企業が新規顧客の開拓によって市場シェアの
拡大を図る一方で、店舗で買い物をする消費者をオンラインに誘導する
方法も模索していることが分かる。消費者が両方のチャネルを利用した
ほうが企業にとっては明らかに有利である*17。デジタルマーケティング
を利用した手っ取り早い解決策を模索することでサイトへのトラフィック
を増やし、売上を拡大することは、短期的には有効な戦略ではあるが、
将来的にはデジタルの成功をどのように定義し、評価するかに焦点を
当て続けることが小売企業には必要となる。

とりわけ企業の幹部の64%が、今後5年間に小売企業がデジタル商品
を中心に消費者に関与することを予想していることもあり、デジタルマー
ケティングへの大規模な投資を予定している小売企業は、メタバースを
検討する必要がある。ラグジュアリーブランドがアバター用のバーチャル
アクセサリーを販売したり、スポーツ用品メーカーがRobloxプラット
フォームで店舗を運営したりするなど、各社がメタバースを試し始めてい
るが、よりテクノロジーに精通したターゲット層におけるブランド認知度
を高めるためには、早期に乗り出す準備をしなければならない*18。物
理的な世界で販売している商品をデジタルに置き換えることで、オンラ
インでの製品発売やイベントなどといった、市場に永続的なインパクト
を与えることができるような付加価値のある、他にはないメタバース体
験を提供するマーケティングの機会を創出することが可能となる。

オムニチャネルに必要なインフラ
多くの組織が依然として、時代遅れの古いプラットフォームを使用して
おり、回答者の約67％が、eコマースとオンラインショッピングのプラッ
トフォームが最重要な投資分野だと答えている。クラウドサービスをま
だ利用していない小売企業もあり、バナーの増加や将来のデジタル化
の目標をサポートできる新しい次世代eコマースプラットフォームを必
要としている。特に、消費者の期待の変化に伴い、現在サポートされて
いない新しい機能や体験をユーザーから求められると、古いeコマース
ソリューションがさらに時代遅れのものに感じられるようになる。

店舗の役割は無くなることはないものの、変化しており、店舗側はこれ
まで以上に、従来の買い物のパターンとオムニチャネルのフルフィルメン
ト活動の両方をサポートする必要があることがパンデミックにより明ら
かになった。このため、小売企業は店舗への投資や、レジリエンスとア
ジリティを両立させるために必要なインフラについて見直しを迫られて
いる。デロイトの調査では、2022年に店舗への投資を優先している企
業は4分の1しかないことが分かった。小売企業は、この優先順位を上
げることが可能であるし、そうするべきである。一般的に、小売企業が
店内で利用する旧式のテクノロジーでは、未来志向の消費者と従業員
のニーズに対応することができず、究極的には許されざるオペレーショ
ナルリスクの要因となり得る。

長年にわたり、コネクティビティ、帯域幅、セキュリティが、小売企業が
店内テクノロジーを導入する際の障害となっていた。ミニマルおよびゼ
ロインフラストラクチャがこの状況を一変させたため小売企業は投資で
きるようになり、また、小売企業が運用、体験、効率の課題を解決する
ソリューションを相互に関連づける動機にもなっている。さらに、ゼロイ
ンフラストラクチャの考え方により、サイト間のコスト、サービス品質、セ
キュリティ、アプリケーションをより細かくコントロールすることができる
ようになっている。デバイスとソリューションの間にプラグアンドプレイ
の統合が実現し、必要なときに必要な場所でワークロードを展開する
機能が連動していることが理想である。この種のソリューションを導入
する小売企業は、分散型インフラのパワーを大きな規模で利用し、ビジ
ネスソリューションの要求に応じて店舗のテクノロジーを迅速に進化さ
せることができる。

データプライバシーとセキュリティを優先
データプライバシーとセキュリティに対して大規模な投資を計画してい
る小売企業の幹部がわずか4分の1であることも懸念される。脅威と
なる活動がパンデミック時に飛躍的に増加した中で、データ漏洩やラン
サムウェア攻撃を経験しなかった幹部には、おそらく誤った自信がある
のだろう。2021年のある調査では、小売業界が最もランサムウェアの
被害を受けており、全世界で44％の小売企業が攻撃を受けたことが分
かった *19。また、レジ無し店舗やドローンによる配送など、小売業界が
デジタル化を進めるのに伴って攻撃対象も拡大している。デジタル化が
進んだ5年後の小売業界におけるリスクを軽減するには、現在の投資
では不十分な可能性が高い。

結局のところ、小売業界のリセットの実現に向けて小売企業に必要な
のは、物理的な世界のデジタル化に対する十分な備えだといえる。最
終的な目標は、オムニチャネルでシームレスなショッピング体験を実現
することである。しかしそのためには、オンラインの世界以外の準備も
必要となり、シームレスな移行を支援するためのデータプライバシーや
セキュリティの技術だけではなく、物理的な空間を対象としたデータプ
ライバシーやセキュリティの技術も必要となる。小売企業は、アナリティ
クスに投資することで、急速に変化する消費者の優先事項に競合他社
よりも早く対応できるようになると同時に、消費者の信頼を維持するた
めのセキュリティとデータプライバシーに関する取り組みを確実に実施
することができるようになる。



今後の道のり
小売企業は、パンデミック後も続くと思われる大きな課題に直面
しているが、同時に将来の混乱に向けた準備となりえる想定外の
機会も存在すると考えられる。小売企業は、雇用主として、また消
費者ニーズに応えられる企業として、あるいはより良い企業市民と
して、小売業界の次の時代に立ち向かうために、どのようにリセッ
トすべきかを考える必要がある。また、現在の混乱を受け入れ、将
来に軸足を移すことに尽力しなければならない。
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