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序文

「コネクテッドストア：店舗群をテクノロジーで変革する」
と題した本稿は、新たな発見に満ちた実験結果を記したレポートであり、世界
中の小売企業の指針となることを目指している。
以下、
できるだけ公平な評価に基づいて解説したい。

本稿が対象とする読者は、小売業のイノベーションと技術に関心を持つ、特に実店舗に関わる仕事をしているエグゼクティブである。
我々が「デジタルチャネルが店舗群の軌跡を再形成する」
と予測してから5年が経つ。
2017年、小売企業が店舗の再形成に向けて投資
を行った。
さらに2017年は、私たちが知っていた従来型店舗の再考、
データに基づく店舗の開店、
スマートテクノロジーを活用した分析
が実行された年でもあった。我々は、顧客が来店する一方で収益が流出する
「ブラックボックス」のような店舗づくりに別れを告げ、特
別な体験を提供する新しい刺激的な店舗コンセプトを受け入れることにした。

我々はこうした小売業のルネッサンスについて考察するため、PTC（IoTプラットフォーム）、
モノリス
（コンピューター・ビジョン）、
インピ
ンジ（無線識別〔RFID〕）、NCRコーポレーション
（販売時点情報管理〔POS〕）とアライアンスを構築し、店舗をつないでプロセスから学
習するための十分な能力を得た。
光栄なことに、セルビアの衣料品小売企業レジェンド・ワールドワイド
（Legend World Wide）は我々
に対し、同社がベオグラードの目抜き通りに構える旗艦店をイノベーションの研究拠点として使用することを許可してくれた。
同社との
経験は極めて貴重なものとなり、参加者全員がその恩恵を受けた。
この旗艦店は今では軌道に乗っており、我々はこの店舗から学び
続けている。
我々はこの経験から得た知識と知見をまとめ、エグゼクティブが次のような疑問を抱いたときにひもとくことのできるレポートを仕上
げた。

「将来の店舗の目的は何か？」
「当社の店舗におけるテクノロジーの役割は何か？」
「店舗群をどのように変革するべきか？」

こうした疑問に答えるため、我々が得た知識と知見をまとめ、小売業界の内外で共有することにした。
我々はインタビューを通じ、状況
を把握するとともに、
エグゼクティブが現在直面している課題を抽出することができた。
インプットと見通しを提供してくれた以下の企
業に感謝の意を表したい。
• アディダス
（ドイツ）
• アホールド・デレーズ
（オランダ）
• エスティーローダー（米国）

• イケア（スウェーデン）
• ブラックレッドホワイト
（ポーランド）
• ボーダフォン・グループ（英国）

• インターナショナル・トレーディング・カンパニー
• グローバル衣料品小売企業
• プレミアム衣料品小売企業

我々が楽しみながら執筆した本稿を、
それと同じくらいに楽しんで読んでいただければ幸いである。

ビクトール・ホーング、
モリス・バーマン
（Deloitte Digital)

リテールパートナー・チームを代表して：
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小売業界再編の担い手は
eコマースの新興企業
未来を想像する

1994年のウォール街、ジェフという名の30歳の
野心家が、自分の人生と世界を
（その後我々が
知る形に）変えることになる統計レポートを見
つめていた。ジェフは、
インターネットの利用が
毎年2,300％のペースで成長しているという数
値を見て、
目を疑った。
そして、
仕事を辞めること
を決め、インターネットで商品を販売する会社
の設立のため、全ての優れた企業家がそうした
ように、自宅のガレージで仕事を始めた。
そうし
てジェフが設立した会社がリレントレス・ドット・
コム（Relentless.com）だ。
このサイトを今訪れ
ると、
eコマース市場を過去10年にわたって支配
し、世界中の小売企業の基準となり続けてきた
ウェブサイト、
アマゾン・ドット・コム（時価総額
5,900億ドル）に転送される1。

成功

アマゾン設立

IMBD買収

一方、
地球の裏側では

1972年、米国のリチャード・ニクソン大統領が
中国・杭州を訪問するという画期的な出来事が
あった後のことだ。
観光客を相手に英語を教え
てもらうことを条件に杭州市内観光の案内を
買って出る、英語を学びたいと切望する8歳の
少年がいた。
少年だったこの人物は成長した今
もなお、
観光客の1人が彼に付けたジャックとい
う英語のニックネームを使っている。
この人物こ
そ、
インターネットでビールを販売するウェブサ
イトが1つもないことに気づき、自分のインター
ネット企業を設立したジャック・マー氏だ。ジェ
フ・ベゾス氏が数千マイル離れた米国でアマゾ
ン・ドット・コムを設立したのと同じ頃、ジャック・
マー氏は17人の親友の投資を仰ぎ、今ではアリ
ババ・グループ
（阿里巴巴集団、時価総額4,900
億ドル）として知られる企業を立ち上げた2。

本稿でジェフ・ベゾス氏とジャック・マー氏につ
いて触れるのは、両氏が創業したアマゾン・ドッ
ト・コムとアリババ・グループが顧客による商品
へのアクセス方法を根本的に変えたからだ。
そ
して両氏の成功の要因は、事業に関する意思決
定を科学とデータに基づいて行う新しい未来を
大胆に思い描いたことにある。
両社とも今もな
お、先見の明があるリーダーのもとで小売業に
破壊的影響をもたらし続けている。本稿でeコ
マースの新興企業（スタートアップ）を取り上げ
るのは、
こうした企業が新しい種類の組織を体
現しており、
「データ主導の意思決定が目標では
なく標準となっている」
ことが理由である。
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アマゾン・プライム
アマゾン・フレッシュ

アマゾン・キンドル
ザッポス（Zappos）買収

アマゾン・インスタント・ビデオ

最初の実店舗
ホールフーズ（Whole Foods）買収

図1：失敗を厭わないアマゾン・ドット・コムの軌跡3,4

アマゾン・キンドル・ファイヤー
アマゾン・プライム・エアー
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失敗

本稿では、
データ主導の意思決定の成功事例を
紹介し、
さらにその課題についても触れる。

新興ネット企業のゲーム
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アスクビル（AskVille）
アマゾン・ウェブペイ

フルフィルメント・バイ・アマゾン

リビングソーシャル（LivingSocial）

テストドライブ（TestDrive）
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iOSキンドル・アプリ

アマゾン・ドット・コムとアリババの起源に関する
物語は、時代を先取りし、別々のオンライン市場
を征服した、ジェフとジャックという2人の経営
者を主人公とした小説として読める。
両社は専
業プレイヤー（インターネット上でのみ事業を行
う企業）として事業を始めたが、新しいアイデア
とコンセプトに投資し続けている。両社の事業
運営のやり方は世界中の企業とビジネスリー
ダーを啓発してきたし、
これからもそれは変わ
らないだろう。
両社は、売上高が成長する中、
ス
タートアップのメンタリティ、
すなわち冒険への
強い意欲を失うことなく、小売業界で圧倒的な
地位を築く企業へと転身を遂げたのである。

アマゾン・ドット・コムの成功、
そしてアリババの
成功を生んだのは、数多くの成功物語だけで
はない。
両社の成功は失敗の物語でもある
（図
1）。成功は革新的な考え方によってもたらされ
るが、失敗が許容され、厭わないという状況で
のみうまく機能する。
これは、ジェフ・ベゾス氏
が2014年のビジネスインサイダー・コンファレ
ンスで自己の失敗について質問され、
「アマゾ
ン・ドット・コムで数十億ドルに相当する失敗を
した」
と述べた理由である5。

成功する組織の特徴の1つは、失敗を厭わない
ことだ。
そしてもう1つの特徴は、起業家として
の考え方である。
起業家精神は、
アリババ（およ
び同業のBaidu〔百度〕／テンセント
〔騰訊〕）な
どの企業が、成功を収めた自らのビジネスモデ
ルを取り入れた積極的な投資ゲームを開始し、
従来は投資の対象外だった業界にもゲームを
広げる原動力となっている。
こうした中国のイン
ターネット企業の最近の投資額を見ると
（図2）、
その野心的な成長計画のスケールの大きさと、
専業プレイヤーから脱却してマルチチャネルを
駆使するリテールプレイヤーとして、
競争に参加
する意欲が鮮明に見て取れる。
こうした企業の
資金力、
プラットフォーム、物流能力は、戦略的
企業買収を通じた食料品販売（例えばアマゾン・
ドット・コムはホールフーズを137億ドルで買収）
などの業界への参入を可能にしている。
これら
の企業が伝統的な食料品販売企業に対する最
有力の競争勢力となり、結果的に市場を揺るが
す存在となっている。
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スタートアップのゲーム

中国の大手インターネット企業が主導する企業グループが2016年1月以降に行った
10億ドルを超える投資
対象企業

部門

ディディチューシン
（滴滴出行＝Didi Chuxing）

交通

インタイム（Intime）

金額（10億ドル）

小売

2.6
4.5

エレドットコム（Ele.com）

食品配達

1.2

リフト
（Lyft）

交通

1.0

ラザダ
（Lazada）

eコマース

アイチーイー（愛奇芸＝iQiyi）

オンライン動画

フリップカルト
（Flipkart）

eコマース

ウーバー中国（Uber China）

交通

テスラ
（Tesla）

自動車

中国音楽集団（China Music Corp）

オンライン音楽

スーパーセル（Supercell）

オンラインゲーム

ディディチューシン
（滴滴出行＝Didi Chuxing）
美団－大衆点評（Meituan-Dianping）

ルファクス
（陸金所＝Lufax）
アリババ

バイドゥ

テンセント

交通

チケット予約／レストラン評価
金融

1.0
1.5
2.0
1.4
1.8
2.7 *
4.5
8.6 *
3.3
1.2

*推定値

出所：ITJUZI、Crunchbase
図2：中国スタートアップによるマルチチャネル・リテーリングへの積極的な投資ゲーム6
我々がアマゾン・ドット・コムとアリババから学んだことは、両社が消費者による商品へのアクセス
方法を根本的に変えたということだ。
両社はそれによって、小売業における主要なトレンドと発展
を左右する存在となった。
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小売業の歩み

アマゾン・ドット・コムとアリババが

小売業に与えた影響を理解するた
め、小売業が始まって以降の4つの

トレンドを議論したい。小売業の歴
史を理解すれば、店舗について考え
ることが今なぜ再び重要となってい
るのかが明らかになるだろう。

2012年

チャネル・シフト―店舗の死

「英国目抜き通りに死を選ばせるとき」―フィナンシャルタイムズ紙7
小売企業は過去数年にわたり、小売業界の大きな変化を目の当たりにしてき
た。
インターネットの隆盛とともに、多くの企業がeコマースという新たなチャ
ネルを通じた販促機会を見いだした。大半の組織はインターネットを実験の
場とみなし、eコマース・チャネルを既存事業とは別のものとして構築した。
こ
れが理由で、大半の小売企業はオンラインとオフラインの事業体を今でも完
全に分離している。

2014年

オムニチャネル・リテーリング―デジタルの影響

2015年

「eコマースは小売業を侵食していない」―ハーバード・ビジネス・レビュー8
消費者が買い物中にデジタルデバイスを利用するようになり、問題が生じる
ようになった（我々のレポート
「Navigating the New Digital Divide」9ご参
照）。例えば、顧客は同じ小売企業と異なるチャネル（オンラインとオフライン
など）でやりとりしているうちに、価格の違いなどの食い違いを見つけること
があった。
小売企業はその対応策として、購買体験をチャネル間でシームレス
に統一することに注力し始めた。
こうした取り組みは今ではオムニチャネル
体験と呼ばれている。だが、今や顧客の心の中ではオムニチャネル体験は当
たり前となっている。オムニチャネル体験を提供する組織にとっての最大の
課題の1つは、それを実現するための組織づくりであり、同じ組織におけるオ
ンライン機能とオフライン機能の壁を取り払うことである。

顧客体験：ブランディングが全て

「顧客体験におけるイノベーションを促進せよ」―全米小売業協会10
ここ数年、顧客体験への注目が高まっている。
小売企業はコネクテッドな消費者からの要求がより高度化し、同時に満足感と
利便性がすぐに得られることを期待していることに気づいた。顧客はパーソナライズされた体験を探しており、
そうした体験
がロイヤルティを醸成する。
小売企業は対応策として、
パーソナライゼーションに大規模な投資を行い、価値提案に基づく満
足度の高い体験を提供することに注力した。

2017年

店舗の再生：小売業におけるIoT

「実店舗は戻ってくるのか…」―ビジネス・トゥディ11
従来型の小売企業にとって実店舗が再び注目の的となっている。
アマゾン・ドット・コムやアリババなど、かつてのオンライン
専業プレイヤーは、顧客がオンラインに期待する完全な購買体験をオフラインで提供するため実店舗をオープンさせ始めて
いる。
オンライン専業プレイヤーは従来、全てが測定可能でデータ主導の意思決定を行うオンラインで事業を展開していた
が、実店舗をオープンさせるに当たり、
このデータ主導の考え方を維持した上で、実店舗の設計を行った。
このような店舗に
は、顧客に関するデータを収集するデジタルテクノロジーが備わっているので、
そこから得られたデータに基づき
（店舗運営
に関する）判断を行っている。
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小売の再編―顧客との接点のエコシステム

以上のようなトレンドを振り返ると、小売の発展サイクルが店舗の再生によって一巡しようしてい
ることが分かる。小売企業が店舗についてもう一度考えるべき時期が到来していることは明らか
であり、平均的な小売企業が持つ顧客との接点の数が劇的に増加しているなかではなおさらそう
言える。
つまり、顧客接点のエコシステムの中で、店舗について、
それから店舗が担う独自の役割
について、考察することが重要となっている
（図3）。
小売企業は、オンラインとオフラインのチャネルのそれぞれに固有な特性が何かを考え、それに
従って両チャネルの最適化を試みるべきだ。
小売企業にとって、全体的な顧客接点のエコシステム
を理解することは、
それぞれのチャネルを改善し、
より強力で包括的な顧客体験を提供するうえで
役立つだろう。
商品
eコマース

メッセージング

顧客サービス

店員

顧客

アプリ

ウェブサイト
ソーシャルメディア

店舗

図3：顧客接点のエコシステム

人工知能を活用したホームアシスタント
（アマゾン・ドット・コムのアレクサやグーグルのホームな
ど）を通じて家庭内の機器をコントロールする未来を想像してみよう。
ホームアシスタントを音声
コマンドで操作し商品やサービスを注文したり、予定を管理したり、他の接点と自動的にやりとり
したりすることが可能になる。
ホームアシスタントは消費者の生活における多くの接点の1つに過
ぎない。
ホームアシスタントが消費者による情報収集や商品の注文をサポートできるのであれば、
店舗が消費者にとって行くべき場所として重要であり続けるためには、店舗にしか提供できない
差別化要素とは何かを小売企業は真剣に考えるべきだ。

消費者は常に、小売企業やテクノロジーとの接点をコントロールしているはずだ。万人が、ホーム
アシスタントを活用したり、企業との多様な接点を持ったりすることを好んでいるわけではない。
これは、小売企業にとって顧客とその嗜好を知ることが重要であるもう1つの理由だ。一方、顧客
は自分にとって意味のある情報を受け取り、見返りがあるのであれば、個人情報を提供すること
に対して積極的であることが調査から明らかになっている12。本稿が重要なキーワードの1つとし
て
「関連性」を挙げているのは、
そうした理由からだ。

8

「我々はまず、接点がどのようなも
のであれ、お客様と実際にどのレベ
ルで接したいのかを判断します。そ
れにより、次のステップで、例えば
ポップアップ・ストアなど、物理的環
境とデジタルの可能性との間でどの
ようなコミュニケーションをするの
かを具体化することができます。」
家具販売会社、デジタル接点担当
グローバル・マネジャー
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「誰もが、お客様の財布のためでは
なく、お客様の時間のために競争し
ている。当社のターゲット顧客がフ
ァミリー層であるために、家族連れ
のお客様に私たちとともに時間を
過ごしてもらえるようにする必要が
ある。つまり当社のライバルは、い
わゆる同業他社だけでなく、映画館
や動物園など家族が一緒に時間を
過ごすあらゆる場所だ。家族連れの
お客様が私たちとともに時間を過
ごしているかどうか、顧客体験がお
子様たちとその保護者の両方を楽
しませるものになっているかどうか
を確かめる必要がある。」
ブラックレッドホワイト（Black Red White）
マーケティング・ディレクター
マイケル・ジャスクルスキ（Michal Jaskulski）氏

店舗の最適化と店舗群の改革

で新しい提案を構築することを勧めている。新
規参入企業の場合、既存のプレイヤーと違って
我々は、
この研究のための経験と調査を通じ、 毎年の売上高を必要としないため、
より規模の
小売市場で起きている数々のイノベーションを 小さい新規ビジネスへの注力と革新に、
より長
確認することができた。
インタビューした小売 い時間をかけることができると説く。
企業のいくつかは、
イノベーションを達成し、導
入を成功させることができていると述べた。だ 我々は、すでに成功を収めている小売企業の
が、そうした事例は、今日みられる理想的な店 プロジェクト・ポートフォリオを検証し、
クリステ
舗の設置ではなく、既存プロセスの最適化で ンセンが指摘する要因が実際に起きているこ
あった。
既存のプロセスの上に構築された部分 とを見いだした。小売企業は短期的な目標の
的なソリューションを目にすることも多い。
そう 達成を目指して経営されるため、現在の顧客
した事例の多くは、店舗運営の一部だけを担う 基盤の目の前のニーズの外にある潜在的な事
技術ベンダーの構想によって主導されている。 業機会を模索するのではなく、既存の顧客と企
このようなソリューションはメリットをもたらす 業のニーズにいっそう的確に応えるために必
ものの、業績の大幅な改善につながるビジネス 要な、
より戦術的なプロジェクトに注力する。
こ
プロセス／モデルの改革ではない。大半の小 うした業界特有の傾向を踏まえると、限られた
売企業の真の課題は、分断された最適化に段 資源を明確な結果が期待できる事業に振り向
階的に取り組むことではなく、店舗運営全般の けるのは必然と言える。
主要プロセスを変革するような、店舗群の運営
を再構築する包括的なイノベーションを達成し こうした課題に取り組むためのアプローチの
て、顧客の目下のニーズをより的確に満たすこ 1つとして、異なるイノベーション分野に対して
とだ。
その一例が、
アマゾン・ドット・コムがパイ バランスの取れたプロジェクト・ポートフォリオ
ロット実験のアマゾンGOコンセプトで掲げた を実行することが挙げられる（図4）。我々はプ
構想だ 13 。
この実験の狙いは、
レジにおける精 ロジェクトをコア領域、隣接領域、新規領域の
算プロセス（および多くの労力を要す作業）を 3つに分類した。
これらの各領域に投資を適切
全て廃止することにある。
テクノロジーが実用 に配分する
（我々の経験則ではそれぞれ70％、
レベルに達すれば、
こうした取り組みが店舗運 20％、10％とする）ようにすれば、企業はイノ
営を大幅に改善する可能性がある。
ベーションに「賭けをする」
ことなく、未来に向
けた事業構築と足元の事業の両方に投資する
ことになる。3つめに挙げた新規領域は、店舗
包括的イノベーションにおける課題
群の変革が可能な包括的イノベーションの一
こうした包括的なイノベーションに取り組む小 種と言えよう。
売企業が増えていない理由は何だろうか。
その
理由にはいくつかあるが、クレイトン・クリステ
ンセンの著書「イノベーションのジレンマ」はい
くつかの関係する要因を提示している14 。
この
本によると、破壊的影響力を持つイノベーショ
ンは、市場の既存プレイヤーによって成し遂げ
られるものではなく、新規参入者によって市場
の外からもたらされる場合が多い。
この重要な
研究は、概ね商品のイノベーションに焦点を当
てているものの、新しい小売店舗など、新しい
事業提案を採用する際にも広く適用できる。
クリステンセンは具体的に、既存のプレイヤー
は大きな顧客基盤という優位性を持つ一方で、
既存顧客による毎年の売上高への期待も高い
と指摘する。
また、新たな市場を提案するにあ
たっては、既存のプレイヤーの対象から離れた
ニッチ市場でターゲット顧客を見いだしたうえ

9

コネクテッドストア

新規領域

新しい市場と
ターゲット顧客を
設定する

突破口を開き、
市場にないものに投資する

隣接領域

既存事業から
「会社にとって新しい」
事業に進出する

新しい市場に参入し、
新規顧客を開拓する

既存の市場と顧客

コア領域

既存の顧客のために既存の
商品を最適化する
既存商品と業務を
最適化する

拡張、強化、
改善を行う

新しい事業と
組織を構築する

図4：バランスの取れたプロジェクト・ポートフォリオ手法
（ハーバード・ビジネス・レビュー「Managing your innovation portfolio」Nagji & Tuﬀ著）

我々の提案は、
「小売企業は競争相手から差別化された重要な顧客価値を提供するため、包括的
な店舗イノベーションに向けて境界を広げていくべきだ」というものだ。
これを実現するために、
小売企業はデジタル世界における顧客にとっての実店舗の目的を再定義しなくてはならない。
以下の章では、小売業のエグゼクティブから頻繁に受けるいくつかの質問に回答しつつ、店舗群を
変革するための方法について論じる。
• 「店舗のコンセプトはどのようにして決めるのか？」
「小売店舗の目的」の章をご参照
• 「店舗に適したテクノロジーを選択するにはどうすればよいのか？」
「テクノロジー―適切なツールと設定」の章をご参照
• 「店員の将来の役割は何か？」
「店員―全ての店舗をロボットで運営するのか？」の章をご参照
• 「陳列すべき商品は何か？」
「商品―常に正しく理解する」の章をご参照
• 「データを行動に結び付けるにはどうすればよいのか？」
「データを行動に結び付ける」の章をご参照
• 「店舗コンセプトをどのように拡大するのか？」
「店舗群を変革する」の章をご参照
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店舗群をテクノロジーで変革する

小売店舗の目的
デジタル時代の店舗のかたちと
は？
我々はデジタル時代を生きている。

それは従来型の小売企業が店舗を

企画する方法から店舗を設計する

方法まで、様々なルールが問われる

時代だ。そのため我々は多くのエグ
ゼクティブから、今日の店舗はどう

あるべきかという問いを受けてい
る。デジタル時代の店舗設計に必

要な考え方を受け入れる準備を整
えた方は、この章を是非読んでいた
だきたい。以下、まずは消費者がど

のように変化しているかを理解する
ことから始めたい。

様々な高性能のコンシュマーテクノロジーに
よってもたらされたデジタル時代において、
我々は消費者行動が根本的に変化するのを目
の当たりにしてきた。消費者はこれまでよりも
多くの情報を持ち、複数の情報源へアクセスで
きるため、要求が高度化し、過ちに対する許容
度は低下している。
さらに、消費者は小売企業
が自分をよく理解していることを期待しており、
異なるブランドへの乗り換えを厭わない。小売
企業は、
プロモーションや大幅な値下げによっ
て、
ブランド・ロイヤルティの低下と格闘してき
た。
だが、
そうした手段はブランド・ロイヤルティ
をさらに低下させるだけだと思われる。顧客と
の関係は、価格や商品の上に成り立つわけで
はなく、“ブランド”という非常に深いレベルで
築き上げられるからだ。

レッチャー〔Poundstretchers〕のように）低コ
スト販売するのに適した店舗は今後も存在し
続けるだろう。
だが、
ブランド・ロイヤルティの強
化を目指す小売企業であれば、アクネ・ストゥ
ディオズやレッドブルなどのブランドが顧客と
のあらゆる接点を通じていかにブランド・ストー
リーを伝えているかを学ぶことをお勧めする。

アクネ・ストゥディオズ

ニューヨーク市の旗艦店
（マディソン アベニュー926）

店舗設計が、
こうした消費者行動の変化やそれ
が提供する独特の機会から学ぶものは多いと
考えられる。消費者行動の変化を理解した小
売企業が、
いち早く競合相手に対する競争優位
性を得るだろう。

オーストリアの清涼飲料水販売事業者である
レッドブル（Red Bull）やスウェーデンの高級衣
料品チェーンのアクネ・ストゥディオズ（Acne
Studios）などのブランドは、顧客がブランド体
験を探していることを理解している。
アクネ・ス
トゥディオズのニューヨークの旗艦店はその最
適な例である。極めて美しくデザインされたこ
の店舗を訪れた顧客は、その体験を通じてア
クネ・ストゥディオズというブランドが表象する
世界を理解することができる。同社はこうした
顧客体験を提供するため、詳細に至るまで極
めて注意深く店舗を設計し、実際に商品を販売
するのと同等の労力を費やした。
アクネ・ストゥ
ディオズは、まず顧客との関係を築く機会とし
て店舗を使用しており、商品販売は後で、もしく
は別のチャネル（オンライン）に任せているよう
だ。
同社は何よりもまず、顧客が同社のブランド
に繋がり、そして同社ブランドを自身の生活の
一部にするように取り組んでいる。
もちろん、全ての小売企業がアクネ・ストゥディ
オズのようにほぼ完全にブランド体験に特化し
た店舗づくりをする必要はない。
（例えば英国
のディスカウントストア・チェーン、パウンドスト
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なぜ人は店舗を訪れるのか？

消費者はストーリーを伝えるブランドにだんだ
んと惹きつけられる。
それは消費者が、自分の
私生活のストーリーに合致するブランドを探し
ているからだ（ソーシャルメディアに掲載され
ることが多い。囲み記事「共有可能な体験」を
ご参照 15）。
ストーリーは、顧客がブランドに親
しみを持ち、商品を超えた繋がりを構築するこ
とを促す。
ブランド体験は小売企業が、顧客と
ブランドとの間に求める関係性を示す。小売企
業は、顧客の視点から、どのような価値が顧客
との関係を意味あるものにするのかを考える
べきだ。
「ブランド価値」
とは何かを積極的に決
めることが、店舗設計における原則と、
インスト
ア・テクノロジーの選択や優先度の基準を決め
ることになる。

「我々の店舗において、デジタルが
果たす役割を明確にするために、
当社がブランドとしてどのような存
在であり、スポーツと小売の両分野
で事業を行う上でどのような意味を
持つのかを振り返る必要があった。
我々は物理的要素と人間的要素の
振り返りを続けており、それを小売
体験の中核と位置付けている。デジ
タルの役割は、そうした活動を可能
にし、より高度なものにすることで
ある。」
アディダス（adidas）コンシューマー・エクス
ペリエンス・ディレクター
ウォース・ダーリング（Worth Darling）氏
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共有可能な体験
ソーシャルメディアの普及とともに、顧客
はソーシャルメディア上でのパーソナルブ
ランドを示す、本格的で共有可能な体験と
商品を探し始めている。

米 国の高 級 百 貨 店バーニーズ・ニュー
ヨーク
（Barneys New York）は、
クリエイ
ティブ・エージェンシーと共同で、見て美
しいオブジェクトを制作し、店舗のショー
ウインドーに陳列した。
このディスプレイ
はソーシャルメディアで大きな話題となっ
た。

代表的なスポーツブランドであるアディダスは、
ブランド価値の構築に投資しており、顧客の生
活の中で果たしたい役割についての明確なビ
ジョンの下、事業を実施している。同社は顧客
接点において、体験と販売とを区別しており、
顧客がそれぞれの接点で異なるものを求めて
いることを認識している。
それゆえ、
「店舗の目
的」は、顧客にアディダスのブランド・ストーリー
を伝えるため、店舗でしか得られない機会を提
供することだ。
（アディダス・ブランド・ストーリー
「we are here for the creators（私たちはク
リエーターのためにここにいる）」の事例 16を
紹介した囲み記事「ニット・フォー・ユー」をご参
照）。

ニット・フォー・ユー
アディダスがベルリン中心部に展開した
店舗では、非常に創造的な顧客体験を提
供している。来店した顧客がデザインした
ニットウェアを店舗で制作し、そのまま持
ち帰ることができるようにしたのである。

センサーの張り巡らされた部屋の中央に
顧客が立つと、体に様々なパターンと色
のレーザー光が照射され、反射光をセン
サーで読み取ることで詳細かつ正確な採
寸が行われる。顧客体験を通じてブラン
ド・ストーリーを伝え、同社のブランディン
グ戦略の「自己表現」に取り込んでいる好
例である。

店舗群をテクノロジーで変革する

「店舗の売上は多い方が良いに決
まっている。だが、当社にとって本
当に重要なのは、時間を頂戴してお
客様に店舗を探索してもらい、当社
のブランドと商品に驚いてもらうこ
とである。当社が販売するのはプレ
ミアムな商品だ。だから、お客様に
は店舗やその他の場所でプレミア
ムな体験をしたと心から感じてもら
いたい。それが、来店したお客様に
ブランド・ストーリーを伝える、見て
美しい店舗を設計した理由だ。」
ファッションブランドの店舗担当役員

フェーズ

ニーズ

認識

適切なターゲットに対して、
適切な時間、チャネルでス
トーリーを発信することで、
自社のブランドとブランドが
表象するものを顧客に認識さ
せる

我々がエグゼクティブに勧める最初のステップ アクネ・ストゥディオズやアディダスといった企
は、店舗の目的を決めることだ。
これは最終的 業は、カスタマージャーニーの最初のフェーズ
に、
「なぜ人は我々の店舗を訪れるのか？」
とい （「認識」と
「検討」）の接点として、店舗を起用
うシンプルな問いに要約される。以下、
この問 した。
それは両社が他のフェーズを軽視したわ
いに答えるための手引きを提供したい。
けではなく、
ブランド体験と、顧客にブランド・ス
トーリーを理解してもらうことを重視したにす
ぎない。両社ともに、自社の他の接点（例えば
店舗の目的を決める
ソーシャルメディアやeコマース）には、店舗が
店舗への来店は、顧客の買い物における様々 持つ、
ブランド・ストーリーを伝えるうえで役立
なフェーズの一要素に過ぎない。店舗設計は、 つ固有の物理的特徴がないことを理解してい
カスタマージャーニー（顧客がブランドまたは る。
商品に関する情報を耳にしてから、実際に商品
を購入し、アフターサービスを受けるまでの） したがって、店舗の目的は、小売業者が店舗を
の全てのプロセスを理解することと、顧客が各 カスタマージャーニーのどのフェーズで活用し
フェーズで具体的に何を求めているかを理解 たいかに大きく左右される。
フェーズ店舗形態
することから始まる。各フェーズは、顧客が抱く は、販売を目的とするものからブランド体験に
特定ニーズを満たすようになっているため、小 注力するものまで、幅が広い。
売企業が設計すべき店舗の原則や指針が明確
になる。
成功を収めた小売企業は、全顧客との全ての
接点を考慮し
（図4）、顧客と意味のあるつなが
りを構築するため、カスタマージャーニー（図
5）の異なるフェーズにどのように接点を割り当
てるかを自問してきた。

検討

顧客にとって関連のあるパー
ソナライズされた情報を簡単
に見つけることができるよう
にする

購入

顧客の選択を後押しし、商品・
サービスを全ての接点でシー
ムレスに購入できるようにす
る

フルフィルメント アドボカシー

商品のフルフィルメント（配 対話と商品・サービスの追加
送 と ア フ タ ー サ ー ビ ス の 両 を通じて、継続的な関係を構
方）が最も理想的かつパーソ 築し、ロイヤルティを深める
ナライズされた形で行われる
ようにする

ブランドが表象しているもの ブランドが提供する様々な商 商品／サービスを簡単に比較し 商品／サービスを希望通りの
を知りたい、わくわくするよ 品／サービスのメリットを知 たい、正しい選択をしたと安心 場所・方法で受け取り、返品
りたい、自分特有のニーズを したい、利便性の高い方法で購 したい、必要なときにカスタ
うな刺激がほしい
どのように満たしてくれるか 入したい
マーサービスに簡単に連絡で
を理解したい
きるようにしてほしい

ブランド／商品／サービスに
関する意見を言いたい、好み
のチャネルで最新の情報を入
手し続けたい

図５：カスタマージャーニーの例
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店舗の5種類の基本形態

我々は、予想される未来の店舗を基本形態別
に分類した（図6）。
一番左のセンサリー・プレイ
グラウンドは最もブランド体験を重視した店舗
形態で、一番右のバンパイア・ベンディングは
最も販売を重視した店舗形態である。

それぞれの店舗形態は、顧客の個別ニーズに
応じられるように異なる特徴を備えている。
イ
ンストア・テクノロジーを使用して顧客データ
を集めることで、来店者の店舗内での体験に関
する知見が得られる。小売企業はこうした知見
によって、自社の店舗コンセプトを顧客の個別
ニーズに応じるまで反芻し、発展させることが
できる。

「お 客 様 が 当 社 の 美 容アドバイ
ザーの助言を求めるために来店す
るケースは少なくない。お客様は助
言を求めているだけでなく、リラッ
クスしたり、楽しんだり、自分にご
褒 美を与えたりしている。将 来的
に、お客様が当社の店舗を訪れる
理由の提供に注力し続ける必要が
ある。そのためには、例えばミレニ
アル世代を対象にポップアップ・イ
ベントを開催するなど、ユニークな
体験を提供する必要がある。」

要約すると、我々は小売企業に対し、カスタ エスティーローダー（Estee Lauder）
マージャーニーのどのフェーズで店舗が重要 中欧担当ゼネラルマネジャー
な役割を果たしたいかを考えるよう助言してい ジョアナ・ズボク（Joanna Zboch）氏
る。
小売企業は、
そうした考察結果に基づき、店
舗コンセプトを特定のフェーズの顧客ニーズに
どのように合わせるかを判断する。次章では、
店舗が果たす役割や店舗の目的を、どのよう
に店舗コンセプトに落とし込むかを、テクノロ
ジー、店員、商品の側面に触れながら説明した
い。
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センサリー・プレイグラウンド
（感性に訴える遊びの場）

目的
ブランド体験を提供してロ
イヤルティとアドボカシー
を強化する

エキスパタイズ・ラボ
（専門知識を提供する実験場）

オールインワン・ショップ
（総合店舗）

カテゴリースタンド
（特定商品売り場）

バンパイア・ベンディング
（量販）

目的
購入判断のための情報、コ
ンテンツ、確信を提供する

目的
あらゆる体験と商品を提供
する

目的
特定の商品カテゴリーに注
力し、販売する

目的
あらゆる販売機会を捉え、
来店客の購入率を高める

特徴
人間のあらゆる感覚に作用
するデジタル体験を店舗内
で提供し、ブランドを増幅
する

特徴
デジタルツールを使用し、
顧客または店員への卓越し
たインストア・サービスと
情報提供を可能にする

特徴
インスピレーションからフ
ルフィルメントまでのあら
ゆる体験を提供する。豊富
な品揃え、拡張された（デ
ジタルの）売り場

特徴
マーケティングと品揃えに
合わせた、特定のカテゴリー
に関する詳細な商品情報を
提供する

特徴
店員抜きでのショッピング、
円滑な支払い、セルフサー
ビスを可能にする。急ぎの
買い物客に対応

目的地に選ばれる場所とし
て店舗を設置する

パーソナライズされたサー
ビスと提案を提供するため、
顧客を識別する

あらゆるショッピングシー
ンで利便性を確保する

求められた商品の受け取り
を最適化し（例えば、注文
した商品の店舗受け取り／
自宅宅配を可能にする）、
店舗とのつながりを強化す
る

来店者数と購入率を最大化
し、円滑な支払いを可能に
する

‘I want to browse,
I purchase it’

体験

「楽しみたい、
ブランドに触発されたい」

販売

「購入前に、
商品を見てみたい、
商品について知りたい、
使ってみたい」

「できるだけ簡単に
まとめ買いをしたい」

「特定の種類の商品が欲しい。
店舗で販売されているのか、
価格が妥当なのか知りたい」

「店に行き、
お買い得の商品を買ったら、
さっさと店を出たい」

図6：店舗コンセプトの基本型
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テクノロジー ― 適切なツールと設定
テクノロジーのトレンド

小売企業にとって、テクノロジーの

最新動向を把握し続けることが重
要である。
「何が起こっており、次に

何が登場しようとしているのか」と
常に問いかけるべきだ。その問いに

答える一助として、実店舗と本稿の
主旨に最も関係が深いと思われる4
点のテクノロジーのトレンドを選ん
だ。

主なトレンド

1. バイオメトリクス技術

2. 人工知能と自己学習機械

3. コンピューター・ビジョン

バイオメトリクス技術

バイオメトリクス技術が増えており、その多く
は、決済や精算といった店内での本人確認や
承認のための指紋認証や顔認証の利用に注力
している。小売業界では複数の決済事業者が
バイオメトリクスの実験を行っており、
アリババ
が提供する
「セルフィー（自撮り画像）支払い17」
はその好例だ。
小売企業はバイオメトリクス技術を利用する
ことにより、精算プロセスを大きく変え、
それに
よって顧客満足度を高め、店員の時間を削減す
る
（POSシステムの自動化と無人の接点によっ
て店員が精算に費やす時間を短縮）。
セルフィー（自撮り画像）支払い（アリババ）
顔認証を使用するアリババのサービスで
は、顧客は今や、セルフィーで商品を購入
できる

4. IoT

人工知能（AI）
と自己学習機械

小売企業は、業務効率だけでなく顧客体験を
向上させるためにAIと機械学習を使い始めて
いる。

米国の大手百貨店メイシーズ
（Macy’s）は顧客
に店内を案内するインストア・アプリにAIを利
用しており18、米国のアウトドア用品メーカーで
あるザ・ノース・フェイス（The North Face）は
ウェブサイトでのショッピングをサポートするた
めにAIを導入している19。
将来は、店員をサポー
トするAI活用ソリューションも登場する可能性
が高い。例えば、店員がAI活用ソフトを使って、
顧客により鮮度の高い詳細な商品情報やおす
すめ商品を提案できるだろう。
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ザ・ノース・フェイスのAIサポート
ザ・ノース・フェイスの顧客は、AIを活用し
たツールで、自然な会話をしながらインタ
ラクティブなサポートを受けられる。

コンピューター・ビジョン

コンピューター・ビジョンにより、小売企業は画
像と動画を通じてリアルタイムでフィードバッ
クを得ることができる。店員が店内を動きなが
ら、在庫を確認したり、顧客の好みやプロフィー
ルを観察するなど、通常は人間が視覚を使って
行っている作業を自動化し、簡単にする方法で
ある。

小売業界向けでは、
ソフトウェア開発会社モノ
リス（Monolith）20が店舗向け販売支援ツール
の一環として、顧客のプロフィールや、店内での
顧客の行動を追跡して商品を推奨するカメラ・
ビジョン・アルゴリズムを開発している。
このア
ルゴリズムを利用することで、商品カテゴリー
や店内レイアウトを最適化したり、店員を効率
的に配置したりすることができる。小売企業は
コンピューター・ビジョンを利用することで顧
客を理解し、それに基づいて実行可能な知見
を提供することが可能になる。
コンピューター・ビジョンをRFID等の他のイン
ストア・テクノロジーと連携させることで、デー
タ集積と顧客接点の横断的な分析が可能に
なる。
「 ベオグラード・コネクテッドストアの実
験」の章では、実際の店舗におけるコンピュー
ター・ビジョンの利用について詳述している。

店舗群をテクノロジーで変革する

「当社はモノリスのインテリジェン
トカメラ・ソリューションをポップ
アップ・ストアで使用したことによ
り、この技術をテストできただけで
なく、顧客の購買行動に関する新し
い知見を得ることができた。その結
果、毎月異なる店舗環境で施策を
試すことができた。さらに当社は、
この技術を導入したショールームを
4拠点まで拡大し、それによりあら
ゆる種類のA／Bテストを自動で実
施することができた。このようにし
て当社は全店舗の購買環境を最適
化している。」
デジタル担当ディレクター
（インターナショナル・トレーディング・カン
パニー）

コンピューター・ビジョン
実際の店舗へのコンピューター・ビジョン
の適用に関するより詳細な情報は、
「ベオ
グラード・コネクテッドストアの実験」の章
をご参照。

IoTプラットフォーム分析
実際の店舗でIoTプラットフォームをどのよ
うに使用したかに関するより詳細な情報
は、
「 ベオグラード・コネクテッドストアの
実験」の章をご参照。
店舗内での顧客追跡

ソーシャルメディア分析

RFIDによる在庫管理

店舗スタッフ

スマート試着室

IoT
インターネットが小売環境を根本から変え始め
てからほぼ20年が経った。
インターネットが小
売戦略における新たな規範を定義する存在に
なってきた一方で、もう1つのテクノロジー概念
であるIoTが競争環境を再び塗り替えようとし
ている。IoTはセンサーを配置し、
それが生成す
るデータを集めて分析することで、行動に影響
を与え、行動を促進するための新たな道を切り
開こうとしている。
その応用は、
「デスクで作業
するあなたに、立ち上がり軽く動くことを促す」
といったものから、
「店舗の棚が空になったら
在庫を補充する」
といったものまで、幅広い。

実際、IoTのプラットフォームは小売業界で導
入されつつある。その目的は、異なるソリュー
ションからのデータを集計することと、店舗内
で生成される全てのデータの意味を分析する
ことだ。米国のソリューションプロバイダーで
あるPTCのThingWorx 21はそうしたIoTプラッ
トフォームの1つであり、ベオグラードのコネク
テッドストアでの実験で現在使用されている。
データ管理を可能にし、知見を導出し、分析結
果を提供するなど、順調に稼働している。

顔認証CRM
（顧客関係管理）

ビーコン

顧客ロイヤルティ

販売情報管理（POS）

インタラクティブ
・ディスプレイ

我々はこうしたトレンドが小売業界にとって現
時点では重要と考える。だが、小売業は常に変
化しており、今後も新たなトレンドが生まれる
だろう。
したがって、優れた小売企業はこうした
動向を継続的に追跡していると考えられる。
そ
れを可能にするには、
テクノロジーが必要だと
理解する考え方を含めて、実際にテクノロジー
を導入することだ。

過去を振り返ると、小売業はハイテクビジネス
ではない。だが、
テクノロジーの進歩とともに、
スタートアップや新たなイノベーションが過去
10年で飛躍的に増えており、
この傾向は今後
も継続しそうだ。
そのため小売企業は、店舗と、
さらには組織全体におけるテクノロジーが果
たす役割を理解する必要があろう。
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ハイテクな企業となる方法

イノベーションの推進は、米国の大

手ディスカウントストア・チェーン
であるターゲットコーポレーション
（ Target Corporation 、時価総

額 340 億ドル）の最優先課題の1つ
となっている。そこで同社は、テッ
クスター・リテール（ Techs t ar s

Retail）と呼ばれるスタートアップ・

アクセラレータープログラムを立ち
上げた 。
22
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このプログラムは、小売業に新しいテクノロ ハイテク企業になろうとしている小売企業によ
ジー、経験、商品、
ソリューションをもたらすこ る他の3つのアプローチも見てみよう。
とに焦点を当てた3ヵ月集中のスタートアップ・
アクセラレーターであり、1サイクルで10件のス
ビジネス変革
タートアップ案件が選ばれ、同社のネットワー
ク内外の150人のメンターと共同作業を行う
1. センターオブエクセレンス（CoE）
ことが認められる。
メンターのうち50人は同社
2. 商品に特化した機動的なチーム
のバイスプレジデント以上の経営幹部であり、
CEOのブライアン・コーネル氏も含まれる。
ターゲットとテックスター参加企業は昨年、
プ
ログラム終了後に合計3,200万ドルの資金を
集め、10社のうち8社が試験的導入等の方法で
ターゲットとの協業実施に至った。
テックスター
のマネージング・ディレクター、
ライアン・ブロ
シャー氏はRetail Diveとのインタビューで次の
ように話している23。

3. イノベーション・ラボ

センターオブエクセレンス（CoE）

テクノロジーの専門知識は、企業全体のため
に働く独立したプロフェッショナル集団の集ま
りである、センターオブエクセレンス（CoE）の
中でまとめることができる。
企業は、似通った専
門知識を持つテクノロジー人材を集めること
「我々のプログラムの大きな収穫は、規模感 で、
デジタル人材を惹きつけ、育成し、繋ぎ止め
である。
スタートアップと、ターゲットのような る刺激的な環境をつくることができる。CoEは
フォーチュン50小売企業との間には大きな 独自の文化を持ち、異分野間の交流やアイデ
ギャップがある。
スタートアップがターゲットの アの共有を通じてさらに発展する場合もある。
規模を理解するのは難しく、
ターゲットがスター 従来型の企業がデジタル人材から成るチーム
トアップの4人のチームとの協業の方法を学ぶ を買収した場合、
よく彼らの受け入れ先として
のも難しい。我々の狙いは、
そうしたギャップの CoEを設置することがあるが、伝統的社内文化
橋渡しをし、有意義な関係をつくることだ。
ター の中にデジタル人材が埋没することを防ぐ良
ゲットにとっての最大のメリットの1つは、価値 い選択である。CoEとその専門知識が成熟する
を創造し変化を推進する
「秘密の源」を内側か と、CoEはより大きな組織に組み込まれたり組
ら目の当たりにすることである」
（Retail Dive、 織として解散されたりした後でも、培われたベ
2017年7月18日付）。
ストプラクティスや知識は事業部門に継承され
るだろう。CoEは外部組織に対しても価値を持
ターゲットはスタートアップ・アクセラレーター つため、単なる中央IT部門とは異なることに留
に投資している企業の1つに過ぎない。
スター 意されたい。
優れたCoEを評価するための尺度
トアップ・アクセラレーターに投資した企業は、 は、会社内部だけではなく、競合が買収したい
スタートアップの現場に密接に関わり、テクノ ほど魅力的だと思うかである。
ロジーのトレンドに対してすぐに行動を起こせ
るようになる。
しかし、それより重要なのは、社
内にスタートアップを招き続けることで、小売
業界トップの座を維持することである。

店舗群をテクノロジーで変革する

「テクノロジーをどのように取り扱
い、優先順位をつけるのか。我々は
世界をコモディティ（Commodity）、
クリエーター（Creator）、クレイジー
（Crazy）の3つに分けることにした。
コモディティとは何らかの対応が必
要なもの（消費者が基本的に期待
するもの）であり、この領域では専
業プレイヤーが基準を設定し、当社
が急いで追随しようとしている。当
社は自らをクリエーター・ブランド
と呼んでいる。これは当社がとって
いる戦略的なポジショニングであ
り、どの分野で主導的な地位を築く
のかを注意深く選択し、当社の中
核的な強みと戦略に注ぎ込むよう
にしている。クレイジーは遊ぶため
の領域だ。つまり、深く考えることな
しに、シンプルに試すべきものが多
く存在していると認識している。」
アディダス コンシューマー・エクスペリエンス
担当ディレクター
ウォース・ダーリング氏

商品に特化した機動的なチームの設立

優先して導入するテクノロジーを選択
する

顧客に提供する商品または体験の一部でしか
ないのに複数部署が担当している場合、引き継 様々なテクノロジーが存在する状況を考える
ぎと調整に貴重な時間と資源が失われ、事業 と、適切なテクノロジーに投資することが重要
のKPIと予算配分が部門を跨いだ、
より革新的 とはいえ、そうしたテクノロジーを見つけ出す
な開発を推進せず、足かせとなる。
そのため小 のは必ずしも簡単ではない。我々の見解として
売企業は、顧客に商品と価値を届けることに は、失敗の共通パターンは、小売企業の目を惹
特化した、機動的なチームづくりに移行してい きつける話題のテクノロジーに飛びついたも
る。
こうしたやり方をとると、
チームが全ての責 のの、利用する顧客はほとんどいなかったとい
任を担い、
（組織が設定した基準と原則の境界 うもので、
しばしばベンダーの売り文句に乗せ
の範囲内で）自ら意思決定する自律性をもた られて引き起こされる。輝かしい技術の先に、
らす。
さらには、
より協調的で技術志向の文化 インストア・テクノロジーの導入の成功は、顧客
を醸成するとともに、旧態化した産業の問題を ニーズと店舗の目的に大きく依存しているとい
解決し、新しいアイデアと機能を試すための新 うことを考えることが重要である。
しいテクノロジーや手法を育むことを可能にす
る。
また、
テクノロジー中心のCoEを、
より広範 我々はクライアントに対し、
調査会社ガートナー
な問題を取り扱う組織へと拡張するための手 （Gartner）が提案するガートナー・ハイパーサ
段も提供する。
イクル（図7）24のレンズを通してテクノロジーを
見ることを勧めている。
このレンズは、小売企
業がリスク選好度と同様に業界の状況を踏ま
イノベーション・ラボ
えて、特定のテクノロジーの見通しについて考
イノベーション・ラボは、新しいコンセプトの立 察するのに役立つ。
案に完全に特化した部門だ。組織の他部門の
イノベーション活動は、多くが中核事業の商 ハイパーサイクルは基本的に、
テクノロジーが
品やプロセスの改善に関係するのに対し、イ 生まれる瞬間から本格的に採用されるまでの
ノベーション・ラボは通常の事業から切り離さ ライフサイクルを5つの段階に分類する。
このモ
れ、
アイデア出しからプロトタイプづくり、開発、 デルのいずれの段階においても、
テクノロジー
テスト、規模拡大まで、
イノベーションの全ライ は、消滅するか、存続するか、次の段階へ移行
フサイクルを担当する。
イノベーション・ラボは するかのいずれかを選択し得る。
異なるプロジェクトに従事する複数のチーム
で構成され、失敗は通常プロセスの一部だと
認識されている。
優れたイノベーション・ラボに
とって、新しいアイデアと能力をもたらすため
にパートナーとエコシステムを共有することは
必要不可欠だ。一番乗りを目指す競争の中で、
一部の小売企業が、公になる前のコンセプトと
アイデアを買おうとスタートアップにシードマ
ネーを出資し始めた。
アリババやアマゾン・ドッ
ト・コムなどのプレイヤーとの提携を始める動
きも一般化している。
では、小売企業がハイテクノロジーをどのよう
に充実させるかを決定したとしよう。次に注目
されるのは、店舗におけるテクノロジーの役割
と、導入すべきテクノロジーをどのように選び、
どのように優先順位付けするかである。
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可視性

2. 観察し、ニーズに合わせてカスタムする
（
「生産段階」の安定期に入る前の全ての過
程）
見込みのある結果を示し、現実的な応用方
法が具体化しているものの、小売企業のニー
ズに合わせてカスタムするためにはなお投
資を必要とするテクノロジー。例えば、大手
小売企業が導入を公表しているAIや拡張現
実などである。そこで我々は小売企業に対
し、パートナーとの共同開発を行い、投資と
実用化の適切な時期を探ることで、
こうした
テクノロジーの現実的な応用方法について
考えるよう勧めている。

期待のピーク

生産の安定期

啓発のためのスロープ
幻滅の谷

テクノロジーの発明

図7：ガートナーのハイプ・サイクル

時間
このハイプ・サイクルは小売企業がテクノロ
ジー導入の優先順位を付けるのに有用で、新
しいテクノロジーを次のようなバケットに分類
することが可能となる。

1. 初期の取り組み
（
「幻滅」の底に達する前の全ての過程）
非常に新しくて高いリスク要因を内在したテ
クノロジー。現実的な応用はまだ具体化し
ていないことが多い。
テクノロジーの詳細を
理解するためのパイロット実験が必要とな
る。例えば、砂粒ほどの大きさの超小型コン
ピューターのスマートダスト
（Smart Dust）25
は無線のセンサーネットワークとして機能す
る。我々は小売企業に対し、
こうした分野の
テクノロジーを注視し、利用価値があること
が分かったときに備えて実験を行うよう助言
することが多い。
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3. 投資して実用化する段階
（
「生産段階」の安定期に入った後の過程）
成熟して開発が完了しているテクノロジーは
「基本的な」ニーズになることから、投資す
べき対象である。中核的なテクノロジーは
大手のプレイヤー（技術系の企業）によって
支配され、小売企業は投資額と成熟度の観
点から投資の最適な時期を待つだけにな
ることが少なくない。例えばCRM（顧客関係
管理）やDMP（データマネジメントプラット
フォーム）はその価値が何度も証明され、多
くの小売企業にとって必須のテクノロジーと
見なされている。

例えばアディダスのように、
ブランドによって異
なる用語が使用されることは少なくない（コ
ンシューマー・エクスペリエンス・ディレクター
ウォース・ダーリング氏のコメントをご参照）。

テクノロジーを目的、基本形、
ハイプ・サイクル
による分類に基づいて選択したら、次にそのテ
クノロジーをどのように獲得するかが問題に
なる。
テクノロジーは自ら構築するか、購入す
るか、既存のプレイヤーとの提携によって取得
できる。
こうした判断は、どの程度の影響力を
持ちたいと考えるか、さらには特定のテクノロ
ジーをどのバケットに分類するかによって左右
される。

店舗群をテクノロジーで変革する

店員 ― 全ての店舗をロボットで
運営するのか？
未来の店舗で働くのは誰か？

今日の店舗で働く従業員の仕事を

思い浮かべていただきたい。レジで
の精算、店舗の警備、開け閉め、商
品整理、仕入れ、顧客からの質問へ
の対応、顧客向けの様々な知識の

習得など多岐にわたる業務をこなし
ている。このような過去数十年ほと
んど変化していない仕事が、自動化

されたプロセスに変わったり、機械
によって代行されたりしている状況
は容易に想像できる。実際、こうし
た仕事の多くが既に自動化されて

おり、その一例として食料品店の自

動化された無人レジなどが存在す
る。

このような状況を受け、未来の店舗はそれでも
人間の従業員を必要とするのか、
という疑問を
抱くのはごく当然のことである。
答えが「イエス」
の場合、人間の従業員は何をすることになるの
だろうか。
手短かに答えると、答えは「イエス」である。未
来の店舗でもやはり生身の従業員は必要とな
るだろう。言うまでもなく、小売企業はテクノロ
ジーを導入し、店舗プロセスを自動化し、業務
の効率化を実現するだろう。
そして、
このような
取り組みはコスト削減にもつながり、店員は素
晴らしい店舗体験を提供するための活動によ
り多くの時間を割けるようになるだろう。
店舗の種類を問わず、顧客は常に人間と接す
ることを望んでいる。技術が進歩しても、人間
的なコミュニケーションと接客は全体的な店
舗体験と満足度を左右する主な要因の1つで
あり続けるであろう。

「当社の店員は店舗の要である。
当社はネット・プロモーター・スコア
（NPS）を通じて、プラスのNPS評
点は店舗スタッフに帰せられること
が多く、マイナスのNPS評点は商品
の欠品が原因である場合が多いこ
とを見いだすことができた。したが
って、店舗スタッフは、ただテクノロ
ジーがうまく機能しているかを確認
するためではなく、顧客体験を高め
るために必要だ。」

従って、店員の存在意義が消滅するのではな
く、店員がブランド体験を創造する中心的な担
い手となり得る新しい時代が訪れると予想さ
れる。店員は素晴らしいインストア体験を提供
することで、満足感を得た来店者を忠実な支持
者やブランド・アンバサダーに変えることができ
るだろう。

未来のブランドの中心的な担い手

店舗が進化する中、小売企業は店員が新たな
テクノロジーが提供する店舗体験に加えて、
さ
らなる付加価値を顧客に提供できるようにす
る必要がある。
その為には店員に、顧客に対し
て適切な接客サービスや提供する
「手段」を与
える必要がある。
しかし実際のところ、顧客と店
員が同じような情報を持っており、店員の知識
が無用化している事例が多く見られる。

企業は、従業員に力を与え、店舗体験における
地位を引き上げることが重要である。
従業員は
ブランド価値を体現し、顧客への「ブランド・ス
トーリー」を語り継ぐ存在であるからである。従
業員がより効率的に働くことを可能にし、可能
な限り店舗業務を自動化し、
「我々が予測する
未来の3つの役割」の1つを果たせるように、従
業員を育成する必要がある
（図8）。

アディダス
グローバルDTC＆フランチャイズ担当
シニア・バイス・プレジデント
ナレンドラ・シン（Neelendra Singh）氏
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ストーリーテラー
ブランド・ストーリー
を生き、ブランド価値
を説明できる。実際に
ブランド価値を説明し
て、望ましい体験を提
供する

ベストフレンド

顧客をよく知り、顧客
を深く理解したうえで、
個人に合わせた助言を
提供できる

科学者

商品を熟知し、商品に
関する詳細な情報を提
供し、細かな使い方ま
で実演する
図8：未来の店員
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エスティーローダー（Estee Lauder）の事例を
見てみよう。同社は、顧客が専門家による助言
を求めて来店していることから美容コンサルタ
ントに店舗コンセプトにおける重要な役割を
割当てた26。
スターバックスも同様に、バリスタ
に同じような役割を与えた。一部のバリスタが
緑ではなく黒のエプロンを身に着けている理
由を考えたことがあるだろうか。
このエプロン
は、
そのバリスタがコーヒーのマスターであり、
専門家であることを意味する27。
つまり、彼らは
（「ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひ
とつのコミュニティから」という理念を根付か
せ、広げるという）自らのブランド価値を店舗の
目的、さらには店員が店舗内で果たす役割に
結び付けることができる。
エスティーローダーとスターバックスでは、店
員の存在目的がブランド価値の奥深くに根差し
ており、店員の役割は、採用から研修、業績管
理に至るまで、行動に関する明確なガイドライ
ンによって規定されている。

未来の店員

店員の役割定義に関するニュアンスや、
それが
結果的に会社レベルに及ぼす影響以外にも、
勘案すべきガイドラインは存在する。
例えば、店
員が与えられたツールを活用し、顧客にその使
い方を教えるためには、
デジタル技術を使いこ
なす能力が必要であり、今後ますます店員に求
められるだろう。また、店員はデジタルな店舗
体験に人間的な接客要素を付け加えることか
ら、店員の感情的知性（EQ）もますます重要に
なると考えられる。
さらに、店舗が「学び」と
「進
歩」の場となると予想される中、従業員は今後
起こる変化や流動性の高まりに対処し、売り場
における
「スタートアップ」としての姿勢を取り
入れなければならない。
そして最後に、
これは
スタートアップ的な姿勢に密接に関連する点
として、従業員は直接得た経験やフィードバッ
クを共有することを求められるだろう。小売企
業が従業員の「心の中」にある貴重な知見をう
まく活用できれば、
コネクテッドストアにおける
「科学」の本来の力を発揮することが可能にな
ると思われる。

「当社の店舗を変革するのがなぜ
重要かを従業員に理解させるのは
難しいことではない。当社の店舗が
今後、高い利便性、パーソナル化、
お客様を個人として理解することに
注力することを我々は知っている。
そして、お客様が誰で、何を欲して
いるかを理解すべきなのは店舗と
店員、そして売り場であることも理
解している。一方、最大の課題は実
行だ。とりわけ問題なのは、求めら
れる実行スピードである。」
アルバート・ハイン（Albert Heijn＝アホール
ド・デレーズ〔Ahold Delhaize〕の子会社）、
C I O 、アンドリュー・ブラザース（ A n d r e w
Brothers）氏)

店舗群をテクノロジーで変革する

商品 ― 常に正しく理解する
店舗で最も重要なもの

前の2 章 では、店 舗コン セプトを
「技術」と「店員」の観点からみて
きた。いずれも、未来の店舗につい

て考えるときに関心が集まる観点で

ある。押さえておくべき3 つめの要
素は、店舗にとって最も重要な「商
品」である。本稿では、議論の範囲

を広げ過ぎないようにするため、店
舗設計に関する議論はデジタル時
代を踏まえた重要な考慮事項にと
どめたいと考えている。しかし、店

舗の主要な目的は従来、顧客が商

品を購入できるようにすることであ

る。そのため、この要素は避けて通
れないものである。

デジタルチャネルの到来により、顧客は様々な
商品にアクセスする際に使用できる新たな選
択肢が増え、店舗運営のシナリオは、顧客ニー
ズを満たすために変わりつつある。
品揃えの方
針を見直し、店舗とデジタルチャネルそれぞれ
で正しい商品カテゴリーになっているか再確認
することが極めて重要であると考えられる。

我々は調査を通じて、店舗コンセプトの一部と
しての検討すべき重要な項目を3つに整理して
みた。
1. 人口動態と顧客データを通じて店舗の品揃
えを決定する
（ケーススタディ）
チャネルごとに店舗の品揃えを選択または
最適化するという観点から、大手小売企業
が最適な品揃えを決定するために顧客と人
口動態のデータをどのように使用しているの
か、
ケーススタディを用いて説明したい。

することが可能となった。結果的に同社は、
商品の深さと幅の観点から品揃えを調整す
ることにし、例えば各商品カテゴリーで必須
と考えられるトップ10 SKU（最小在庫管理ユ
ニット）を選択した。
そのため、顧客サービス
の改善、不良在庫の削減、店舗業績の向上
が進められている。我々は、
このクライアント
における成果を踏まえ、同じアプローチを世
界規模で水平展開している。

以上をまとめると、様々なデータが入手可能
になっていることから、小売企業が簡単な分
析を実行し、知見を得ることが可能となって
きている。
この様な知見を使えば、店舗の品
揃えを理論的に判断することが可能となる。
ただし、
こうした作業を一店舗ごとに行うこ
とは非常にコストがかかる可能性があるた
め、我々は店舗を分類化したうえで品揃えを
判断するように助言することが多い。

我々のクライアント
（ある世界的なスポーツ
用品・衣料品小売企業）は、中国の店舗群全
体の品揃えの最適化に向けた支援を必要と
していた。我々はその店舗群に適した品揃
えがどのようなものかを理解するため、中国
をいくつかの地域に分け、
それぞれについて
3種類のデータ分析を行うことにした。第一
のデータ分析の目的は顧客特性の特定であ
り、そのため社会人口学的分析と顧客デー
タの分析を実行した。第二のデータ分析で
は、顧客が何を購入しているかを把握するた
め、オンラインの直販、店舗で購入した商品
の配送、サードパーティによるデジタル販売
データなど、様々な購買データソースを使用
して分析した。第三のデータ分析は、地理的
条件による店舗運営シナリオの違いを理解
することを目的としており、そのため我々は
店舗が置かれた地域を精査して、競争動向
や、周辺に存在する他種類の店舗を分析し
た。顧客データ、人口動態に関するデータ、
購買データ、店舗地域に関するデータを組み
合わせることにより、
店舗を7つの異なる種類
（例えば高級店、地域マーケットなど）に分
類することができた。
このクライアントは、店舗の種類と顧客デー
タに基づき、地域の顧客にとってどのような
品揃えが適しているか（例えば女性は男性よ
り高級店で購入する傾向が強いこと）を分析
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サイアム・ディスカバリー・ザ・エクスプ
ロレーション

バンコクにおけるリテール体験を再定義

2. 店舗の品揃えと目的を一致させる
前章で論じたように、我々は小売企業に対し
て店舗の目的を考えるよう勧めており、店舗
の分類として5種類の店舗タイプが考えられ
る（図6）。体験重視の店舗を運営する場合、
小売企業は意図する体験が提供できるよう
に店舗の品揃えを設定する必要がある。
この
ように、決定した店舗の目的に基づいて品揃
えを検討することが重要であると考えられ
る。
刺激と探検に焦点を当てた多くの優れた旗
艦店（またはブランド）の例を観察した。
そう
した例の1つとして、百貨店とショッピング
モールを融合させた、
タイのサイアム・ディス
カバリー・ザ・エクスプロレーション（左側の
囲み記事をご参照）がある28。来店者は単に
陳列された商品を見るだけでなく、店舗の様
式、趣向、世界観に関連付けられた感性に訴
える体験を通じてストーリーに引き込まれて
いく。
そのため店舗は、体験型店舗という役
割に沿って品揃えを決めている。例えば、各
店舗は「サイアム・ディスカバリー」を構成す
る7つのラボ（Her Lab, His Lab, Street Lab,
Digital Lab, Creative Lab, Play Lab, Retail
Lab, Innovative Lab）が提示する研究テーマ
（ライフスタイルに関する提案）に基づいて
設計されている。
消費者は商品を自分で試し
たり、作ったり、集めたりしながら自分だけの
実験を試すことを薦められる。
サイアム・ディ
スカバリーの店舗は、来店者のあらゆる感覚
を刺激する素晴らしい空間となっており、商
品と店舗コンセプトがマッチングした体験型
ショッピングの好例である。

店舗は、商品を体験・探究する独自の機会を
提供する。
それは、購入前に安心を必要とす
るような高価格商品の販売に活用される、
ショールームのような役割なのかもしれな
い。その場合、何よりも商品カテゴリーを選
別することが重要であると言えるだろう。例
えば食料品店は店内で販売する生鮮食品に
注力している。生鮮食品は顧客が買い物か
ごに入れる前に外見、感触、香などを確認し
たいと考えるからだ。加工食品や家庭用品
はオンラインで注文して家庭に直接配達す
ることができる。
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最後に、
ブランドを体験またはサービスによっ
て伝える一方で、店舗での販売を直接的に目
的としていない店舗の例として、ロンドンに
あるロードサイクル用品販売チェーンのラファ
（Rapha）の店舗を見てみよう29 。
この店舗は
非常に情熱的なサイクルウェアを販売する一
方で、顧客が友達に会ったり、
ドッピオ（ダブ
ルサイズのエスプレッソ）を飲みながらスピー
カーから流れる音楽を聴いたり、ロンドン中心
部で休みの時間を取ったりするための機会を
提供している。

「当社は、会社の歴史と、当社がブ
ランドとして何を表しているかに基
づいて店舗をゼロから再定義し始
めており、その結果を店舗の設計に
昇華させようとしている。小売企業
は店舗の設計を基に、店舗に置く商
品の選択の仕方、店舗における顧
客の消費行動の具体的な形、その
消費行動に対して小売企業がどのよ
うな付加価値を提供するのかを考
える必要がある。」

ブラックレッドホワイト（Black Red White）
マーケティング・ディレクター、マイケル・ジャ
スクルスキ（Michal Jaskulski）氏

店舗群をテクノロジーで変革する

3. オムニチャネルのサプライチェーンを実現する
店舗の役割には、顧客との間で商品をやりと
りするサプライチェーンとしての業務がある。
店舗内で顧客を商品へ引き合せることや、返
品を受け入れるリバース・サプライチェーン
を可能にする役割がある。
このような合理的
なサービスにとって、店舗は商品を流通させ
るために活用できる資産であると言えるだろ
う。店舗がコネクテッドストアとしてさらに進
化するにつれ、小売企業はサプライチェーン
としての様々な活用方法を可能にする能力
を高めている。
一例を挙げると、
（同日または
1時間以内に商品を届ける）店舗から出荷す
るプレミアム配送サービスを提供する地域
的な供給拠点として、資本集約的な都市部
の物流ハブの代わりに店舗を使用すること
が可能だろう。
また、店舗数をどうするかで悩む小売企業
もある。店舗群の合理化の検討に際して浮
上するのが店舗を配送センターとして使用
する案だ。最近では多数の店舗を
「ダークス
トア」
（閉店拠点）に転換した小売企業もある
（囲み記事をご参照）。

ダークストア―見ることも訪れることもな
いスーパーマーケット
英 国 の 高 級スーパ ー 、ウェイトロ ーズ
（Waitrose）はロンドン西部で、かつての
ジョン・ルイス（John Lewis）のカーペット
倉庫を改装してダークストアを運営してい
る。店舗の外見は通常の店舗と似通って
おり、通路の両側は商品で埋め尽くされて
いる。
だが、店舗は顧客の来店を受け付け
ず、通路を行き来するのは在庫を運ぶ作
業員だけだ。

ダークストアは需要の多い地域のオンライ
ン注文の発送だけに特化しており、広域で
事業を展開する小売企業にとってダークス
トアの立地は重要だ。
そのため、通常の店
舗のダークストアへの転換が時には大き
なメリットとなることがある。

我々は未来のサプライチェーンで店舗が重要
な役割を担うと考えている。
そのため、小売企
業が陳列している商品は、店舗での販売目的
だけでなく、1時間以内の配送やオンラインで
注文して店舗で受け取るといったサービスを可
能にする手段を示している。
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データを行動に結び付ける
店舗データを収集するには新し
い考え方が必要

デジタル時代は消費者の行動を大
きく変化させる新たな技術をもたら

している。こうした新たな技術は、
企 業にとってハードルが 高いもの
の、成果が実り始めていると考えら

れる。企業は買い物客が残したデ
ジタルデータの履歴を接客や顧客

獲得の改善に役立てることが可能
となっている。デジタル環境での購

買行動を最適化する上で、データ分

析は非常に有効であり、新しいツー
ルや手法（例えばグーグル・アナリ

ティクス、オプティマイズリー、多変
量検定）が次々と登場して始めてい

る。さらにはデータ・サイエンスや
デジタル分析の分野におけるキャリ

ア・パスが生まれていることを見て
も明らかだ30。

こうした技術から恩恵を受け得るのはデジタ
ル・ストアだけではない。実店舗も恩恵を受け
ることができる。そのことを理解している小売
企業は同業他社に対して競争上の優位性を見
いだすのは時間の問題だろう。

1. ロイヤルティ・プログラム
ロイヤルティ・プログラムは、顧客データを収
集するためのツールとしてあらゆる接点で
依然として最もよく使用されており、小売企
データをオンラインで収集するのは比較的容
業が顧客の特性、行動、嗜好を理解する一助
易であるが、データをオフラインで収集するに
となる。我々が調査した中での成功事例に
は新しい考え方が必要である。
よく見られるの
は、
スターバックスのMy Starbucks Rewards
は、小売企業が店舗データを収集するために
（マイ・スターバックス・リワーズ）やザ・ノー
調査会社を活用する事例だ。
こうしたやり方は
ス・フェイスのVIPeak（ブイ・アイ・ピーク）な
出発点としては良いが、小売業界における技術
どがある。
の数が急激に増えている現状では、多くのハイ 2. コンピューター・ビジョン
テクのスタートアップの方が同じサービスをは
インテリジェント・カメラが店舗内で不特定
るかに効率的かつ広範に提供できると考えて
多数の顧客の行動を収集・分析するだけで
いる
（
「技術を利用して店舗データを収集する」
なく、ショーウインドーに立ち寄った人の行
をご参照）。
動に関する情報も収集する。
また、店員の行
動を追跡して日常業務を行うための指針を
提供したり、店舗内商品の売上に関する情
「お客様の行動をオンラインで測
報を収集したりするためにも使用できる。
定し、そのお客様に合わせた商品や 3. 次世代のレジ精算
先進的な販売時点管理（POS）を通じた複数
サービスを提供するのはたやすい。
の支払い手段を提供することにより、データ
実世界でそれを実行するのはより困
の収集と分析を可能にする。例えば、ウィー
チャット（WeChat）、アップルペイ（Apple
難だが、極めて重要である。あらゆ
Pay）、アリペイ
（AliPay）は顧客体験を向上
るチャネルでデータと分析手法を使
させるだけでなく、小売企業が購買情報と顧
用することにより、お客様の特性と
客情報を結び付けることを可能にする。
購買行動を完全に理解しなければ 4. インストアIoTデバイス
多くの小売企業にとって、大半の顧客、店員、
ならない。そうすることで、実店舗
店舗内のデバイスが備える様々なセンサー
やモバイル／バーチャル店舗に来店
を活用することが既に可能となっている。
ス
マートシェルフが在庫管理システムとコミュ
されたお客様に合わせて顧客体験
ニケーションを取りながら商品棚への補充
を提供することが可能になる。だか
を維持するといったアプリケーションが登場
ら、データとアナリティクスを通じ
している。また、多くの顧客が十分な価値の
見返りが得られると感じれば自分の情報を
てお客様の消費行動を最大化し、
共有することを厭わないことも確認されてい
店舗を訪れたお客様に「こんにち
る。

は、アンドリュー。調子はどうです
か」と語り掛けるようにしたい。」
アルバート・ハイン（Albert Heijn＝アホール
ド・デレーズ〔Ahold Delhaize〕の子会社）
C I O 、アンドリュー・ブラザース（ A n d r e w
Brothers）氏
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データの重要性は増しており、
ソーシャルメディ
アやオンラインでの閲覧履歴等から幅広く入
手することが可能である。
そのため小売企業に
とって、顧客の購買行動のすべての過程をあら
ゆる角度から観察するため、異なる接点から集
めたデータをどのように格納し、結合するべき
か理解することが重要となっている。
データは
別々のデータベースに格納されている場合が
多い。
したがって、小売企業はデータを通じて
顧客体験だけでなく業務効率も改善できる。

以前から、取引データを測定するのは比較的
容易である。
しかしながら、
ブランド・ロイヤル
ティを向上させる上で、店舗における顧客体験
が重要であると考えられ、店舗運営の方法から
変える必要がある。
顧客体験に関する取り組み
の成功を定量的に追跡するには、新しいKPIを
店舗で設定する必要がある。

顧客体験を定量化する

以上、店舗データを収集するための方法を探っ
てきた。
一方、顧客体験が小売企業の競争上の
優位性となっているデジタル時代では、顧客体
験を理解することが重要である。
顧客体験と事
業価値を結び付けることで、定量化し把握する
ことにした。
これにより、小売企業は顧客体験
向上への投資に対する見返りを増大すること
が可能となる。以下、顧客体験の定量化のいく
つかの事例を紹介しよう。

1. 顧客満足度スコア
（Customer Satisfaction Score）
顧客満足度スコア（CSAT）、ネット・プロモー
ター・スコア（NPS）、エモーショナル・コネク
ションといった指標は、小売企業が顧客のプ
ラスまたはマイナスの行動と感情のレベル
を測定するのに役立てることができる。
2. 顧客努力指標（Customer Eﬀort Score）
小売企業は、顧客が小売企業と異なるチャ
ネルを通じてどれだけの頻度でどの程度の
期間にわたり関与するかを測定し、そうした
顧客との交流が影響力を持つかどうかを示
す指標（例えば顧客努力指標やエンゲージ
メントタイムを通じて）を設定することができ
る。
3. 顧客プロモーション
（Customer Promotion）
顧客体験は、顧客がソーシャルメディアを通
じてブランドをどれだけ推奨するか（推奨度
合いや感想）を追跡することによっても測定
できる。小売企業はソーシャルメディアと自
社ブランドのウェブ・エンゲージメントに指標
（シェア、
「いいね」、
ハッシュタグ、
レーティン
グ、
レビュー、コメント）を設定することも可
能だ。

店舗データを収集することは重要ではあるが、
それだけでは価値を生まない。
よく目にするの
は、データ活用方法について明確な考えのな
いままデータ収集に注力している小売企業だ。
データから知見を抽出し、
それを行動に結び付
けることにこそ価値があると考えられる。

データを行動に結び付ける

増え続ける広範なコネクテッド技術が生み出
すデータは増加する一方であり、どの技術を応
用すべきか、あるいはそのテクノロジーへの設
備投資が適正であるかの判断に、多くの企業が
頭を悩ませている。全米小売連盟（NRF）とフォ
レスターが2015年に小売業のCIOを対象に実
施したアンケート調査31では、
「膨大な量のデー
タからビジネスに関する有用な知見を抽出す
る」
ことが5つの重要課題のうちの1つに挙げら
れた。

多くの場合、
こうした課題はコネクテッド技術
の増加である。
コネクテッド技術は、例えば、従
業員がより効率的に業務を行ったかなど、
コス
ト削減については比較的評価しやすい。
その一
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方で、短期的または長期的に、技術の応用やそ
の結果抽出できるデータがどれほどの収益を
生み出すのかは不透明であることが多い。

デロイトの情 報 価 値ループ（I n f o r m a t i o n
Value Loop、図9）では、企業がデータから価値
を発見・創出するために、情報フローをどのよ
うに作るべきかを整理している。最も単純な形
の情報価値ループの場合、
ツールはリアルから
インプットを受け取り、そのインプットからデジ
タル技術を使用して洞察を抽出した後、
リアル
で使用可能なアウトプットを作成する。

情報は価値ループを一巡する中で、生成された
場所から加工される場所へと伝達される。
この
ループは、単発的な顧客との接点だけでなく、
購買行動全体に関するデータを提供するので、
データが小売企業にとってより豊富で有用な
ものとなる。

行動

拡張行動

センサー

重要性

範囲／規模／頻度

分析

創出

リスク

安全性／信頼性／精度

時間

拡張知性

永久／潜伏期

集計
図9：デロイトの情報価値ループ
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ループの各段階には特定の技術が適用され
ていて、情報がループを一巡したときに価値
は生み出される。例えば、行動はセンサーに
よって監視され、情報が生成される。
こうした
情報はネットワークを経由して伝達され、技
術的／法的／規制的／社会的基準に従って
時間または空間単位で集計される。拡張知性
（Augmented intelligence）とは、分析作業を
サポートするあらゆる手法の総称であり、集合
体として情報分析に活用される。
ループの最終
段階では、自律的な判断や、人間に対する最適
行動の提案など、拡張行動技術（augmented
behaviour technologies）が使用されている。

ネットワーク

コミュニケーション

データを実益に結び付けるプロセスは必ずし
も単純でない。適切な商品を適切な顧客に適
切な方法で提供できるようになるには、顧客に
関する知識とそれを活用するガバナンス能力
が求められる。

例えばある販売マネジャーが「顧客の意思決
定に影響を及ぼせるようになりたい。
そのため
に来店した顧客が現時点で何を求めているか
を知る手段が欲しい」
と考えていたとする。
それ
を実現するには、小売企業が例えばサービスで
ついてくる物品やインセンティブの提供を通じ
て顧客の行動にリアルタイムで影響を及ぼせ
るようにするため、
より高頻度で正確かつ時宜
を得た情報が必要となるかもしれない
（顧客の
行動をその場で予想して対応するシステムに
するには、購入直後にメールでクーポンを配信
するなど、さらなる大きなステップが必要とな
る）。

店舗群をテクノロジーで変革する

言うまでもなく、膨大なデータが提示する課題
と機会に小売企業が対処する方法は複数あ
り、画一的な解決策はない。
だが企業が情報価
値ループをうまく完結させることができれば、
顧客のために強力な体験を創造してロイヤル
ティを高めることが可能となる。情報が主要な
差別化要因となっている市場が増えていること
から、情報価値ループを使いこなすことが競争
で勝利を収めるための前提条件となるだろう。
とはいえ、情報価値ループを通じてデータを行
動に結び付けるには、組織が基本的な要素を
備えることが必要だ。
これは、成熟した分析能
力を持たない小売企業がデータから価値を生
み出せない理由の1つとなっている。

それでは、消費者は本当にアマゾン・ドット・コ
ムの店舗に行くことを楽しんでいるのだろう
か。
そう考えられるが、全ての消費者にとって同
じだとは限らない。
アマゾン・ドット・コムのよう
に店舗づくりに科学的アプローチを取ることは
実に今の時代に即したやり方である。一方で、
小売企業が従来から行っている、多くの場合は
心の込もった店舗づくりの方法が生んできたの
は、来店者が歓迎されていると感じる店舗であ
り、アマゾン・ドット・コムの顧客とは異なる種
類の買い物客に向けたものであった。

心と科学の違いは、協力した組織でしばしば見
られた現象である。
こうした違いは、
ミレニアル
世代の労働力が小売業に流入しつつあること
に起因しているのかもしれない。とはいえ、両
方のアプローチは、互いに学び合えると考えら
小売業の心と科学を結び付ける
れる。
科学志向の従業員が採用しているデータ
アマゾン・ドット・コムとアリババを動かすもの 主導のアプローチにとって、消費者が行きたい
は何かを理解しようとしたとする。
すると、両社 と思う店舗づくりを担ってきた従来の心理的ア
には似通った哲学があることに気づくだろう。 プローチから学ぶべきことは多い。
両社はデータの測定と分析に力を注いでおり、
さらなる向上のためにそうしたデータを使用し したがって、未来の小売企業がデータから価値
ている。
アマゾン・ドット・コムがアマゾン・ゴー を生み出して行動に結び付けるためには、成熟
のパイロット実験を決定したとき、データ主導 した分析能力によって、販売計画と設計機能を
のアプローチの採用をためらうことはなかっ 支える仕組みを備えた強力な組織の設置が必
た。同社は実店舗をオンライン・プラットフォー 要だといえるだろう。
ムと同様に扱ったのである。アマゾン・ゴーが
2016年12月に立ち上がったとき、購入、精算、
支払いといった店内の各ステップを自動化する 「企業の内部には、デジタル指向の
ため、
コンピューター・ビジョン、深層学習アル
従業員と非デジタル指向の従業員
ゴリズム、センサー・フュージョンなどの技術を
32
導入した 。
これらの技術は店舗運営の人件費 との間に歴然とした乖離が存在す
を引き下げ、顧客が買い物を素早く手軽に済ま る。非デジタル指向の従業員は壁
せられるようにしただけでなく、店舗内の行動
により多くのスクリーンを設置する
を追跡・観察することも可能にした。

ことしか考えない。だが、デジタル
指向の従業員は、問題はスクリー
ンではなく、スクリーンの裏側で起
きる素晴らしい仕掛けであることを
知っている。」
グローバル小売企業、デジタルディレクター
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ネットワーク設計によってセキュリティ 4. 緩やかに結合されたシステムをつくる
1つのデバイスで起きた障害が残りのシステ
を確保する

ネットワークにつながったスマートなデバイス
は、価値を創造し、確保するうえで非常に大き
な可能性を秘めている一方、大きなリスクもも
たらしている。
このため、
リスク低減のために新
たな戦略が必要とされている。1つの脆弱なデ
バイスを介して、エコシステム全体が攻撃にさ
らされ、潜在的な破壊的影響が個人のプライ
バシー侵害から公共システムの大規模な機能
停止に発展しかねない。
企業はこうした課題に
直面する中、
エコシステムと、
それによって生成
されたデータを保護するためのいくつかの措
置を取ることにより、引き続き安全性、緊張感、
回復力を維持することが可能であると考えら
れる。

1. 相互運用性に向けた標準化作業に取り組む
ネットワーク内のデバイスがすべて情報連携
し、安全かつ効率的に相互運用できるように
するためには、1つの標準を堅持する、集団
討議に積極的に参加し、特定の標準・基準を
策定することが有効である。
2. 目的に即して設計されたデバイスまたは付
加機能を使用する
IoT以前のソリューションに頼ってはいけな
い。企業は、古いシステムの機能を設計意図
と異なる形でつくり変えたり拡張したりする
のではなく、IoTのために特別に設計された
新しく、安全な技術を真剣に検討するべきで
ある。
3. データに関するガバナンスを制度化する
企業は、保護対象のデータ、
「十分な安全
性」、そしてどの製品がそうした基準を満た
しているのかを決めることに、
より積極的に
関与し、自らのガバナンス機能を評価するこ
とを検討すべきである。
データを安全に収集
し、使用、格納方法に関する指針は、好ましく
ない侵害やリスクの拡大を防ぐだけでなく、
データ漏洩が起きた際の責任の所在を規定
するうえでも役に立つと考えられる。
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ムに広がることを防ぐために、エコシステムを
構成する各デバイスは柔軟な接点を保ち、復元
が可能な状態を維持するべきだ。

シームレスで安全なネットワークの構築と維
持に当たって、外部のパートナーを利用するか
しないかを見通すのは、両方の側に（物理的で
あれ仮想的であれ、不注意であれ悪意による
ものであれ）脆弱性が存在することを踏まえる
と、困難であるかもしれない。
セキュリティは後
付けで考えられるものではなく、設計プロセス
全体を通じて配慮する必要がある。

店舗群をテクノロジーで変革する

店舗群を変革する
店舗群を変革する

以上の5つの章では、新たな店舗イ
ノベーションを推進するうえで検討

すべき観点を見てきた。まず初めに

店舗の目的を決め、その店舗目的を
もとに店員、技術、商品という店舗
コンセプトの3つの重要な要素を検

討することについて説明した。前章

では、顧客行動と店舗体験に関す
るフィードバックを得るために使用

可能なデータをどのように収集する
か整理してみた。

以上のような構成要素を検討することは、新た
な店舗イノベーションに関するフィードバック
を得るうえで有用となり得る。
だが、取り組むべ
き課題はこれですべてではない。
大手小売企業
は数百から数千の店舗を有しているため、単に
1つか2つの店舗を成功させることではなく、顧
客の現在と今後数年にわたるニーズと期待に
いつでも応えられる店舗群を構築することが
課題である。
本章では、
こうした課題にどのよう
に取り組むかに関し、専門家との議論から得た
いくつかのテーマと考え方を紹介したい。

拡張可能なイノベーションを発見する
難しさ

こうした理由から、
より影響の大きい、包括的な
イノベーションを実行するアプローチとして、米
国の起業家エリック・リース氏の著書「the lean
start-up（リーン・スタートアップ）」などによっ
て世に広められた「仮説と検証に基づく学習
方法」を使用することができるだろう。
このアプ
ローチでは、実際に市場実験を行うことで、や
みくもな想定を試行して検証する。本章を締め
くくるに際し、店舗群を変革する流れの中でこ
の学習方法を採用した実践的なアプローチを
以下に紹介する。

リーン・スタートアップの手法を
店舗改革に適用する

業界関係者との議論で明らかになった共通の 「リーン・スタートアップ」は、
ビジネスまたは商
テーマは、イノベーション規模拡大の難しさで 品を考え得る最も効率的なやり方で開発し、失
ある。
取材した専門家の何人かは店舗イノベー 敗のリスクを低下させるための体系である。
こ
ションを成功させ、さらに水平展開することが の体系の中心的な考え方は、
「新しいコンセプ
できたと述べた。だが、議論を掘り下げると、彼 トについては、その開発プロセス全体を通じて
らの言うイノベーションが事業に与える影響は 顧客からのフィードバックによる検証と調整を
限定的なものであることが分かってきた。
こう 行うことが市場リスクの低減につながる」とい
したイノベーションは、既存の定型的な店舗づ うものだ。
くりへの付加的な対策であり、ビジネス全体に
大胆な変革をもたらすというより、店舗の業績 モノリスは店舗改革プロセスに向けた知見を
に追加的な改善をもたらす程度のものだった 顧客に提供することに特化した技術系のス
のである。
タートアップ企業であり、我々は同社と協力し
て、
リーン・スタートアップで使用されている主
より大きな影響をもたらすイノベーションは、 な技法の一部と、店舗改革という課題にいか
既存のやり方を再構築することが必要となる に適用できるか、現実的な施策に結び付けてき
場合が多い。
しかも、再構築の範囲が大きけれ た。
この作業は以下のように、実験、検証、拡大
ば大きいほどビジネスケースの不透明感が増 の3つのステップからなる店舗改革への段階的
す。
こうした理由から、大胆なイノベーションは アプローチにつながっている。
支持を得るのがより難しいと言える。支持の得
られないイノベーションは大胆な想定に基づ
いており、そのようなリスクをとることは、比較
的規模が大きく確立された組織文化を持つ企
業では通常受け入れることができない。

実験

検証

拡大
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ステップ1：実験

実験段階では、新しい店舗コンセプトは特別に
設計された「実験店舗」で試される。我々はこ
のプロセスで、
リーン・スタートアップから必要
最小限の製品（Minimum Viable Product＝
MVP）という考え方を採用している。MVPは初
期の顧客を満足させるのに必要な最小限の機
能を備えた製品のことであり、その目的は、潜
在的な顧客に関する初期調査を可能にする検
証可能バージョンを提供することである。

「結果と規模を立証する必要性に
気を取られるあまり、機会を実際に
試して探求する余裕がないとすれ
ば、良い仕事をして卓越した体験を
生み出すことはない。一方、規模を
大きく拡大するための深さと専門
知識を成長させなければ、パイロッ
ト段階を脱して結果を出すことはな
い。これは、表と裏の関係にある2
つの能力を必要とする繊細なバラ
ンスの問題である。」
アディダス、コンシューマー・エクスペリエン
ス・ディレクター
ウォース・ダーリング氏
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1. 事業の基本的なビジネス仮設をテストする
ためのMVPはできるだけ迅速かつ安価に開
発する必要がある。例えば、米国のアパレル
通販事業者であるザッポス（Zappos）の創
業者は、
オンラインでの靴の購入には潜在的
な顧客需要があるという仮説を立てた。
この
創業者はすぐに電子商取引の業務システム
を構築することはせず、仮説を試すために実
験的なビジネスモデルを実行した。
具体的に
は、靴店で靴の写真を撮ってオンラインで投
稿し、顧客から注文を受けると、同じ靴店に
行ってその靴を購入し、注文を履行する方法
をとった。他の小売企業もこのような実験的
なアプローチをとるべきだ。店舗コンセプト
を検証する場合、範囲を限定し、実施回数を
増やすべきである。
より多くの店舗コンセプト
がさらに速いペースで市場に持ち込まれ、小
売業の新しいビジネスモデルに関する学習
が促進されるのが望ましいと我々は考えて
いる。
こうした取り組みは、
（当初の）相対的
に低い精度とより多くの失敗が許容される
実験として位置づけられるべきだ。
2. MVPは体系的な方法でテストされる。MVP
に関する仮説を明確にしたうえで、パイロッ
ト実験中に詳細にテストする。我々の経験で
は、店舗でのパイロット実験におけるテスト
設計が不十分で、特にどのような指標であ
れば良いパフォーマンスと言えるのかが不
明確なケースがしばしばある。
我々は未知の
領域に踏み込んでいるのであり、最初の店舗
コンセプトに基づくMVPは成功せず、
コンセ
プトの調整が必要となると予想しておくべき
だ。最初の段階で有意義なテストを行って考
え方を調整しなければ、
パイロット実験は十
分に考慮されないまま早期に中止され、潜
在的に良いアイデアまで放棄されることに
なる。

店舗コンセプトに基づくMVPの開発とテストを
容易にするために、新たなコンセプトについて
は特別に設計された「実験店舗」で必ずテスト
するよう提案している。既存の店舗を実験店舗
に転換することも可能であろう。
このアプロー
チには以下のようないくつかの利点がある。

1. データを収集するための優れた拠点：実験
店舗はデータ測定の技術的拠点（
「データを
行動に結び付ける」の章をご参照）として利
用できる。例えば店舗のコンピューター・ビ
ジョンを使うことにより、顧客の行動や顧客
と新たな店舗コンセプトの相互作用を詳細
に理解することが可能となる。
2. テスト結果を理解するための優れた拠点：実
験店舗では、新たなコンセプトのテストと評
価を適切に実行して学習機会を最大限に活
用するのに必要な専門能力を備えた人材を
配置することができる。
3. 反復的なテストを短期間で実施できる：実験
店舗は一般の店舗と異なるプロセス、方針、
目標に基づいて運営できる。
そのため、実験
店舗でコンセプトに基づくMVPを即座に実
行に移しながら、一方で他の通常の店舗で
は効率的な業務水準を維持することができ
る。

店舗群をテクノロジーで変革する

ステップ2：検証

実験店舗では、MVPコンセプトのテストと理解
が可能になるが、その運営目的は専ら学習に
ある。幸運にも実世界で通用するコンセプトが
得られたら、
より現実的な状況で検証する必要
がある。

「我々はクライアントに80％の動
きと20％の動きに注目するよう助
言している。80％は重要と思われる
があまり投資しておらず、単に商品
を入れ替えている分野だ。もう一方
の20％は広大な店舗であり、顧客
に強い印象を与えるために使用す
る。」
通信企業、リテールおよびIoT市場開発責任者

「店 舗 最 適 化 に向けた 取り組み
は、常に買い物客を念頭に置いて始
めるべきだ。それが、実験店舗で買
い物客がお金を使う主な要因を試
し、事実に基づく意思決定を使って
業績を最適化することが不可欠な
理由である。販売能力を高める知見
の大半は店舗全体に適用して収益
性を高めることができる。」
モノリス CEO
マーチン・ビラク（Martin Birač）氏

ショナブル・メトリックスはますます増えるだろ
う。
本稿の「データを行動に結び付ける」の章で
は、
データを収集して測定するための実行可能
な手法について詳細を掘り下げている。

ステップ3：拡大

プロセスの最後のステップは、変化を店舗群全
体に拡大することだ。店舗群全体にコンセプト
を展開しながら検証店舗グループから得た成
果を各店舗に導入し、
データ収集と検証を継続
する。各店舗は（コストを低く維持するために）
実験店舗や検証店舗グループと同じデータ収
集の仕組みを持たない場合が多いが、一定の
基礎的な店舗データ
（POSシステムやロイヤル
ティ／モバイル・アプリのデータ）については追
検証対象の店舗グループ（検証店舗グループ） 跡し、予想された結果と比較してこれまで組み
には、何も変更を受けていない基本店舗グ 立ててきた仮説と結論について、重大な問題が
ループと、新しいコンセプトが展開される店舗 ないか疑問を投げかけ、確認するべきだ。
の両方を含めるべきである。
これにより、2つの
グループの比較評価が可能となり、変更が業 活動中の実験店舗
績に及ぼす影響や顧客行動が2つのグループ ベオグラードのコネクテッドストア実験店は店
によってどのような影響を受ける可能性があ 舗で新技術を使用している最近の事例の1つ
るのかについてさらに学ぶことができる。検証 だ。
この店舗と、
コネクテッドストアではない店
フェーズにステップ１で使った実験店舗を含め 舗で生成されるデータ、販売される商品、導入
れば、A／B／Cテストシナリオを実行すること されているテクノロジーを比較して、
コネクテッ
も可能だ。
ドストアが顧客と店舗そのものにどのような影
響を及ぼしているかを観察する。次の章ではこ
アクショナブル・メトリックス
の過程を紹介したい。
検証段階の重要な側面は主要な指標に照らし
て店舗の業績を測定し改善することだ。
こうし
た指標は業績の本当の要因を正確に反映する
よう慎重に選ぶべきだ（前出のエリック・リース
氏はリーン・スタートアップ・メソッドにおいて、
こうした指標が意思決定や行動方針の決定に
役立つことから、
「アクショナブル・メトリックス」
と呼んでいる）。
このため、検証プロセスの一環として特定の店
舗でコンセプトを運営することを提案したい。
このプロセスにより、実験店舗で得られた結果
が、特別な技術基準や人材および目標設定を
持たない現実の店舗環境でも適用し得るかど
うかが明らかになる。
検証プロセスは次の手順
で実行する。

メトリックスは、重要な意味を持つマクロ的な
営業成果を反映するように作成すべきだ。
その
ため、例えば店舗における滞在時間を追跡し
て数値の変動を観察することは、顧客の行動を
追跡することほど重要ではない。後者は、売上
高または顧客数が増減する要因や、消費者の
来店の理由となる重要な機能やメリットを理解
するのに有効な知見につながるからだ。
追跡す
べき顧客の行動の例には、衣料品店で上着を
試着したり、
スーパーマーケットで買い物かご
に商品を入れたりすることなどがあるだろう。
新たな技術によって、
こうした利用可能なアク
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ベオグラード・コネクテッドストアの実験
レジェンド・ワールドワイドに導
入

前章までに、小売企業が未来の店
舗を設 計し、技術を選択して優先

順位付けし、店員を効率的に配置

するための思考の枠組みを説明して

きた。本章では、こうした枠組みが
実際にどのようなものかに焦点を当

てる。技術ベンダーとスタートアッ
プとの独自のパートナーシップを通

じて、セルビアの高級衣料品小売企

業であるレジェンド・ワールドワイ
ドのコネクテッドストアの設計を成
功させることができた。

レジェンド・ワールドワイドは最近、ベオグラー
ドの繁華街に新しい旗艦店をオープンさせた。
同社は過去数年にわたりインストア・テクノロ
ジーを試験的に導入しており、初期段階のス
マートミラーやインタラクティブな商品案内装
置を試した。だが、明確な戦略を持たないまま
導入したため、実験は失敗に終わり、実験から
データを収集できなかった。
そのため、学習成
果は皆無に等しく、具体的な行動に移せるよう
な洞察は得られなかった。
かなりの時間をかけて同社の経営陣および店
舗スタッフと議論した結果、同社の失敗の原因
は、技術を第一に考えたことだという結論に達
した。技術を先行させると、顧客が望むものと
同社が顧客に提供するものとの間にギャップ
が生じるため、やり直すことにした。真っ先に
答えを知りたいと思う質問を最初に考え、次に
顧客とその行動に関するデータを集めるため
に技術をどのように利用できるのかを検討し
た。
こうしたステップが適切な材料を提供してく
れたおかげで、同社の店舗コンセプトに関して
データに基づく意思決定を行うことが可能に
なった。

コネクテッドストアを構築する

図10：コンピューター・ビジョンによる顧客ヒー
トマップ
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こうした議論を行ってから間もなく、店舗デー
タを収集し始める許可を得た。そこで顧客の
行動を追跡し、顧客の特性に関するデータを
蓄え、売り場プランを最適化するため、
モノリス
のコンピューター・ビジョンを設置した。
インピ
ンジは1万6,000SKUの商品にRFIDタグを取り
付け、読み取り機を設置した。
これにより来店
客が商品とどのように接するかを測定するこ
とが可能となった。商品が店内でどのように移
動しているのかに関する情報が収集でき、どの
ような商品が試着に持ち込まれたり何と交換
されたりしているのかを把握することが可能
となり、商品レベルの貴重な知見を得ることが
できるようになった。
すべてのデータはPTCの
ThingWorxプラットフォームに集約され、あら
ゆる接点を対象に分析が行われる。
こうした技
術の組み合わせは、顧客への理解を深め、
イン
ストア体験を最適化したり、
さらなる技術投資
を優先順位付けしたりする洞察を得る一助と
なった。初めて、実店舗でこれまで明らかにさ
れなかったブラックボックスを大きく開くことが
できた。最後に、既存のNCR製POSシステムの
改修に取り組んでいることを報告したい。
この

POSをThingWorxプラットフォームに接続する
予定で、
これにより担当者は店舗全体の稼働
状況を一目で確認し、在庫の補充時期を前もっ
て知ることが可能となる。
レジェンド・ワールド
ワイドにはIT支出が最適化されるというメリッ
トもあり、さらにオムニチャネルに対応したサ
ポートモデルに移行することによって店員の生
産性を向上させることもできる。

最初の洞察を集約する

ヒートマップ分析を行った結果、レジェンド・
ワールドワイドの店舗内の標識が不十分であ
ることが明らかになった。
モノリスのコンピュー
ター・ビジョンは、男性の来店客のうち男性用
衣料品売り場を実際に訪れた人の割合がごく
一部に過ぎず、他の店舗に比べて異例なほど
少ないことを見いだした。そのデータから、男
性の来店客が入店した際に左側に陳列され
た衣料品を見て、
それを男性用と思いこんでい
ると推察され、そうした男性客はすぐに踵を返
して店舗を出て行った。男性用衣料品売り場
が店舗奥の2階にあることを示す明確な標識
がなかった。
こうした問題が判明したのはプロ
ジェクトが始まって3週間後のことで、我々は明
確な標識と案内表示を設けることで解決した。
こうした洞察は経験を積んだ店舗専門家であ
れば気づいたかもしれない。だが、我々はコン
ピューター・ビジョンを通じてはるかに短期間
で洞察を見いだすことができた。

店舗群をテクノロジーで変革する

店舗は開店してから間もないため、我々はさら
に多くのデータを集め、
より多くの分析を行い、
願わくは店舗の実績と顧客体験を改善する行
動に結び付ける予定だ。我々はこの実験に大
きな期待を寄せており、今後さらにわくわくする
ような洞察が得られると期待している。

図11：店舗の全容

図12：ThingWorxのデータ表示機能

図13：店舗の開店日
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結論
これは始まりである

本稿の執筆にとりかかった際、店舗

群の改革に当たって課題と機会に
対峙する小売企業と実践的な議論

のきっかけを作りたいと考えた。議

論の出発点をつくるため、小売業界
に張り巡らせたネットワークの中の
専門家を活用し、世界各地で実施し

ているコネクテッドストア・イニシア
チブから知見を採取した。

以上のようにして得た知識の組み合わせが、小
売業界に価値ある貢献となることを目標とす
るこの研究の基礎となった。締めくくりに、現時
点で店舗改革を模索している読者には、以下の
メッセージを心に留めてもらいたい。

1. 店舗改革は、
最も重要な原則を出発点とする
消費者のライフスタイルは大きく変わり、
急激
に変化し続けている。
最も重要な原則に基づ
き、固定概念にとらわれない空白のキャンパ
スから始め、貴社の店舗が顧客の生活の中
で今後数年にわたってどのように重要な役
割を担えるのかを把握する。
2. 組織のテクノロジーに対するケイパビリティ
を高める
貴社の組織が技術へのテクノロジーに対す
るケイパビリティを高め、
イノベーションの育
み方を理解し、
それらを新しい取り組みを始
める現場に組み込むようにする。
3. 様々な角度から店舗コンセプトを検討する
店員の役割を決め、適切な技術を選択し優
先順位を付け、データ重視のアプローチに
よって、その判断をすべての商品に行き渡る
ようにする。
4. 店舗をネットワークにつなげ、
データを行動
に結び付ける
データ重視の意思決定は、情報に基づく意思
決定のスピードと的確さを向上させる。
デー
タを収集し、分析能力を構築して、行動から
知見を創出することが重要である。

英国：デパート

5. リーン・スタートアップの考え方を適用して
店舗改革のコンセプトをまとめる
実験のスピードを上げ、体系的なテストを実
行して、何がうまくいって何がうまくいかない
かに関する根拠に基づく知見を構築する。

デロイトとの対話に是非参加いただけるようお
願いしたい。
デロイトは、店舗改革への取り組
みから読者の方々と一緒に学びたいと考えて
いる。
コネクテッドストアを通して数々の変化を
生み出し、過去3か月間（2017年のクリスマスホ
リデーを含む）にわたりデータの収集を行って
きた。
こうしたデータから得たデロイトの最新の
分析結果について知りたい方からのご連絡を
お待ちしている。

コネクテッドストア・イニシアチブを世
界各地で実施中

デロイトはベオグラードのコネクテッドストア
実験の他に、複数のコネクテッドストア・イニシ
アチブを世界各地で運営している。
デロイトは、
我々のパートナーで構成されるグローバル・
ネットワークと協力して、未来の課題に直面す
る現在の小売企業に刺激的で革新的なリテー
ル・ソリューションを提供し、その取り組みをサ
ポートしたいと考えている。
デロイトは創造的な
設計プロセス立案と技術導入の支援だけでな
く、戦略アドバイザリーサービスの提供ができる
能力も備えており、
コネクテッドストアの構築に
取り組む世界中の小売企業との協業を成功さ
せてきた。
コネクテッドストアを訪問されたい方
はお気軽にお問合せいただきたい。
英国：クラーク＆グリーン
スウェーデン：ザ・ロビー（The Lobby）

スロベニア：レジェンド・ワールドワイド
（Legend World Wide）

米国：クラーク＆グリーン
米国：コンビニエンスストア

韓国：化粧品・美容

イタリア：公益企業

オーストラリア：銀行
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