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小売業界は今、変化の分岐点に立っている。消費者中心の隣接セクターとのせめぎ合いが
年々増加し、ディスラプション（創造的破壊）が続いている。ディスラプションにより、様々な
変化が起こる中、消費者の影響力は一段と増しており、「すべてを手に入れること」への期
待は健在である。

この先小売業界を待ち受けているのは、新しいデジタル時代を勝ち抜く力が試される更な
る変化である。小売業界は、向こう1年から1年半の間、様々な変化を目の当たりにするだ
ろう。特に、不確実なこの時代を手探りで突き進み、勝者となるには時に賭けにも臨む必
要がでてくる。ただし、一ついえるのは、利益を確保しつつ、消費者に対して更なる影響力
を与える戦略的な投資をした者に勝機は訪れるはずということだ。

今年は小売業界にとって大きな変化に向けた分岐点となりそうだ。2018年は、堅調な米
国経済、記録的なホリデーシーズン、企業間での利益差、有名企業の破産、さらに世界的
な貿易・経済の緊張など、業界にとって様々な出来事があった。2018年の小売売上高は、
好調な労働市場、個人可処分所得の増加、消費者信頼感の高まりを受け、堅実な結果を
収めた。全米小売業協会（NRF）は、少なくとも前年比4.5％の成長を予測している1。しか
し2019年は、経済には逆風が吹く可能性もあり、小売業者にとっては、来る変化への対応
を始める年となり、将来の成功を確保するための大胆な行動も求められるかもしれない。

市場環境：変化の分岐点
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ビジネス構造　小売業全体でバリューチェーンがますます圧縮されてい
る。多くの企業が自社の商品サイクルを加速させ、サプライチェーンを消
費者に近づけるとともに、消費者との結びつきをより強固にするために
先進的なテクノロジーを取り入れている。

業界の統合　他の業界やセクターとの境界線がより曖昧になり、消えつ
つある。小売業者が徐々に他の消費者セクターに介入している一方で、
小売の体験を提供する他業者も増えてきている。小売業者とテクノロ
ジー企業を区別することさえままならなくなってきており、マスコミや広
告業者側から一方的に消費者へメッセージを送りつける一方通行の時
代は終わった4。さらに、医療までもが、小売業と同様、消費者と向かい合
う事業になりつつある。

競争力を維持するため、多くの小売業者がここ10～20年にわたり、成長
戦略をシフトしてきた。新店舗増設を軸とする成長戦略から、事業の全分
野における大規模な投資⸺�新たなデジタル販売モデルの立ち上げ、他
事業の買収、フルフィルメントプロセスの改革など⸺�による成長戦略へ
と移行している。その結果、マーケットシェア向上に要する費用が膨れ上
がり、多くの小売業者にとっておぼつかない状況が続いている。

小売業界で続いているディスラプションは、多くの業界慣行の見直しを促
し、新規参入の機会を創出しており、既存のプレイヤーは変革を迫られて
いる。2019年に市場を突き動かすと思われる変化に小売業者は取り残
されないようにしなければならない。

消費者　消費者はすべてを手に入れることが可能であるということに気
づき始めている。今日のデジタル消費者は、ネットでつながることで、ま
すます情報収集力が高まっており、企業が消費者ニーズに瞬時に応える
ことを期待している。また、パーソナライズされたサービスを望む消費者
が増えてきている中、有名企業やソーシャルデータにおけるプライバシー
保護違反を受け、プライバシーに関する意識も高まってきている。

競争　小売業界は今、競合構造の変化への対応に追われている。より新
しく、小規模で、テクノロジーに長けた企業が次々とシェアを奪っている
一方、他セクターのプレイヤーは独自の小売プラットフォームの開発を進
めている。その結果、より多くのブランドが認知される市場が誕生した。

景況　2018年の経済は、堅調な成長、高い消費意欲、低い失業率、と
好調であったが、この基盤に亀裂が見え始めている。米国ではイールド・
カーブの平坦化、資産価格の上昇（その結果として市場調整の可能性）、
金利引き上げ政策など⸺�不況前に共通する兆候⸺�が見受けられる2。
地政学的な不確定要素3に加え、ビジネス環境や経済環境が変化してい
く現在の状況においては、小売業者はさまざまなシナリオに対し施策を
準備しておくべきであろう。

小売業界がディスラプションを乗り切るために
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小売業者の収益と効率性を測る一般的な目安である総資産利益率
（ROA）を見ると、2012年から顕著なパターンが続いていることが分か
る。小売業者のROAは経済成長期に急落している。事実、2017年時点
の小売業の平均ROAは、2008年から2009年にかけての大不況の際に
急激に低下した時よりも1ポイント下回っている（図表1参照）。

しかし、なぜこのような事態が起きたのだろうか。ROAが低下した理由と
して、多くの主要な小売業者にとって、収益モデルに多大なプレッシャー
を与える競争要因が重なったということがいえるだろう。小売業の総売上
高は過去最高水準に達しているが、過去と比べて実行費用が高くなった
ことも忘れてはいけない。小売業者が直面している競争要因には以下が
ある：

 • 高い開発費用をかけてより先進的な製品を提供するデジタル・ネイティ
ブ企業の出現

 • 先進的で、より消費者に優しい配送オプションを提供するオンライン専
門の小売業者や市場

 • 市場で価格決定権を握る、多様なビジネスモデルを有するディスカウン
ト・ショップや割引販売企業

 • 小売事業のみでは収益は得られないが、付帯的なサービスや定期購買、
会員制、社外からの資金調達などに支えられているビジネスモデル

ROAの低下は、多くの小売業者が様々な領域で競い合った結果、バ
リューチェーン全体で収益が圧縮されたことによって引き起こされたと考
えられる。

「結局のところ、潮が引くまでは、誰が裸で
泳いでいたのかはわからない。」
—ウォーレン・バフェット

この新しい環境で勝ち続けるためには、業界全体に影響を及ぼすこれら
の流れが、今後どのような変化をもたらすのかを理解する必要がある。こ
の環境では、小売業者は時に難しい戦略的判断を迫られたり、従来の戦
略を継続することで将来が脅かされる状況に追い込まれるかもしれな
い。ここ10年間で、消費者に響く価値を提供できた小売業者の売上高、
収益率、店舗売上はいずれも上昇している5。2019年も同様に、市場で
起きている破壊的、経済的、構造的変化に合った明確な価値提案が必要
となるだろう。今後1～2年の間は、小売業者は自身の事業に取り入れる
べき投資対象に優先順位をつけて実行する必要がある。

新たな課題の兆し

図表1. ROA（米国小売業者100社以上の中央値）
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Capital IQ、小売業者の年度業績を用いた、デロイトによる米国小売業100社以上の分析
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2018年末時点では、経済は順調であるように見える。しかし、デロイトの
経済専門家は、GDP成長率が2018年の約3％から、2019年は1.9～
2.6％に低下すると予測している。これは連邦準備制度理事会（Fed）に
よる利上げと景気刺激政策からの撤退による影響が、経済情勢に表れて
くるからである。また関税の引き上げにより、2019年のGDP成長率は
0.5％弱低下すると予想される6。昨年の個人消費支出や非住宅固定投
資の伸びは安定していたが、今後不透明な米国の貿易政策によって課題
に直面する可能性もある。

2019年、消費者支出は追い風と向かい風両方に見舞われることになる
だろう。消費者は堅実な労働市場と収入水準の増加による恩恵を受け
た。非農業部門雇用者数は2018年1月から10月まで毎月平均212,500
人増となり、失業率は49年ぶりの低水準となった７。税率の引き下げによ
り、今年は個人の不可分所得が増え、名目賃金も増加している。

しかし、消費者は今後経済と政策による向かい風を受ける可能性があ
る。借り入れコストは、Fedの利上げにより高くなることが予想され、減
税による収入への効果も2020年には消えてしまうだろう。関税による影
響は現時点では未知数だが、価格を上昇させる圧力が働く可能性は大
いに考えられる。株価の値上がり幅も、2018年は2017年よりも小さく8、
一部の国民の消費者財産がマイナスの影響を受けることもあるだろう。
デロイトは、景気停滞に伴い、来年は小売業の売上高が伸び悩むと予測
している。小売業売上高の前年同期比成長率は、2018年第4四半期の
5.5％から2019年第4四半期には3.4～4.1％に落ち込む可能性がある9。

経済の見通し
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2019年は小売業者や新規参入者にとって、シェアを拡大できる環境が
整いつつある。しかし、今後1～2年の間、すべてのプレイヤーにとって好
適な波が訪れるとは限らず、小売業者は今年、投資戦略で差別化を図る
必要があるだろう。過去の例では、投資を繰り返している小売業者が成
長を遂げている10。これから訪れるであろう不確実な時代に向けて、総合
的な成長戦略への投資は、小売業者にとって最優先事項となるだろう。
さらに、個別の投資を統合させる機会を見出すことの重要性も忘れては
いけない。

 • 存在意義を再確認する　自社が顧客にとってどれだけ不可欠な存在
なのかを再確認してみる。サービスを提供する相手、サービスを提供す
る方法、顧客が自社に興味を示す理由について明確に理解する。

 • 利便性で勝る　消費者がオンラインで買い物をする一番の理由は利便
性である。購買体験を改善するような新たな配達サービスを提供する
には費用はかかるが、消費者体験に大きな変化をもたらす利便性に投
資し、他の領域で収益を回収する方法を検討する。

 • データの有用性を理解する　収集したデータから価値を生み出し、消
費者に情報を提供することで得られるものを理解してもらう。データを
活用することで、よりパーソナライズされた体験を創造したり、消費者
に購入意欲を与えたり、補充業務を最適化したり、リテンションを高め
たりすることができる。なお、規制当局がデータプライバシーにさらに
着目する可能性が高く、消費者はやがてどのような情報を、何のため
に事業者と共有しているのかを問い始めるだろう。

 • 隣接セクターを攻略する　多くの企業が同程度の成長を確保している
ものの、市場でのシェアは失いつつある11。ロイヤルティの高い顧客に
更なる価値を提供するためには、隣接するセクターを攻める必要があ
る。コア・ビジネス以外の領域に進出するのは容易ではないが、顧客と
の関係を培い続けるためには必要不可欠かもしれない。

 • 箱の外側をのぞいてみる　他社との提携関係や共同事業計画の立ち
上げにより、他企業との業務の重複をなくし、企業側と顧客側との間に
落ちている利益を回収する。このような取組みを行うことで、より楽に、
大きなコストをかけずに効果的なビジネスを行えるようになるかもし
れない。昨今では、ブロックチェーンなどのテクノロジーにより、透明性
やパートナーシップを促進しながら、価値を生み出すことが可能となっ
てきている。

こうした成長目標に注力することで、小売業者は正しい方向に向かうこ
とができる。過渡期を迎えている業界で、収益を上げるための課題に対
処しつつ、不確定要素に対処するためには、2019年は流動的なトレンド
にも投資する必要があると思われる。組織全体の調和を創出するために
戦略的な投資ができた者が、万全の態勢で将来を迎えることになるだろう。

成長に向けた投資
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物的なロイヤルティvs感情的な
ロイヤルティ

米国に存在するロイヤルティ・メンバーシップの大半（42%）を、小売業関
連のメンバーシップが占めているものの12、多くの小売業者がこうしたプ
ログラムを上手く活用することに課題を感じている。顧客はどの小売業
者に対しても思わせぶりな態度を示すが、本当の意味でのロイヤルティ
（忠誠心）を芽生えさせることは困難である。消費者は平均6つ以上のロ
イヤルティ・プログラムに加入しており13、65％の消費者がその半分も利
用していない14。

この状況を変えるには、小売業者は利用度合いに応じた序列志向のプロ
グラム以外の選択肢にも目を向けるべきだ。例えば、現在はポイントや
割引制度、ギフトやDMなど従来型のロイヤルティ特典が中心となってい
るが、これは「物的な」ロイヤルティしか生まない。業界は体験を重視した
ビジネスモデルへと移行しつつあり、今後は小売業者のロイヤルティ・プ
ログラムも同様、「物的な」要素にのみ頼っている訳にはいかないだろう。
これまでのプログラムに欠けていた「心に響く」要素を見極めるため、小
売業者には次のような問いについて考えてほしい。「ロイヤルティ・プログ
ラムは差別化した体験を提供しているか？」「こうした体験は忘れられな
いほど印象的なもので、ロイヤルティを高め、これを機に消費者が買い
物の習慣を変えるような内容になっているのか？」

ロイヤルティ・プログラムは転換期に差し掛かっている。消費者のロイヤ
ルティを向上させることに真摯に取り組むことで、小売業者はロイヤル
ティ・プログラムを最適化し、さらに価値のあるものに昇華させることが
できる。プログラムは小売業者の価値や顧客の会話に寄り添ったもので
なければならない。最近はロイヤルティ・プログラムの範囲が広がり、利
便性（自宅への宅配、問題解消など）や体験（メンバー限定の催しや限定
版商品など）に重点が置かれている。ロイヤルティ・プログラムに関し、
2019年に企業が着目すべき点は以下の通りである：

 • 一人一人のためにカスタマイズしたロイヤルティ特典　小売業者は厳
選した品揃えを提供する努力をしているが、特典についても同じように
厳選しているだろうか。人工知能（AI）ツールは今後ますます⸺�コン
テンツやゲーム、体験などの形で⸺�特典やロイヤルティ・プログラム
にも利用されるようになり、パーソナライゼーションのディスラプション
が起きることが予想される。

 • 顧客を特別扱いすることで注目を浴びる　買い物に意欲的な顧客に
とっては、特別扱いされることが新たな常識となりつつある。限定的
に、VIPファッションショーへの招待や誰もが欲しがるブランド品をギフ
トとして提供し、これまで体験することが叶わなかった物理的またはデ
ジタル上の体験を『特権』として提供することができれば、ニッチな分野
を開拓することができるだろう。広がるエコシステムの中で、Bumped.
comなどのプラットフォームを使い、消費者に株式の形でロイヤルティ
特典を提供しようという小売業者も増えるかもしれない15。

 • 特典引換を簡単にする　仮想通貨のエコシステムは、ほとんどがサー
ドパーティ企業によって管理されている。シドニーに拠点をおくIncent
はその一例だ。買い物客は誰もが利用できるマーケットプレイスで、有
効期限を気にすることなく自分たちのロイヤルティ・ポイントを使ったり
交換したりすることができる。なぜこれが小売業者にとって重要なの
か。ロイヤルティ特典を簡単に引き換えることができれば、買い物客は
その店以外でもポイントを使うことができる。たとえ消費者がそのブラ
ンドから離れて行っても、小売業者は依然として消費者の動向の理解
を深めることができるのだ。

ロイヤルティ・プログラムを超えて
消費者のロイヤルティを高めるためには、ロイヤルティ・プログラムを調
整したり更新したりするだけでなく、誠実さとアイデンティティを重視し
て、消費者と心理的なつながりを築くことが必要だ。ターゲットとする消
費者の目に自分たちがどう映っているのか、敢えて厳しい質問を自らに
問いかけてみるとよい。

 • 履行できる誠実なブランドプロミスを提供しているか、⸺�毎日実行
しているか　顧客を騙して商品を買わせてはいけない。消費者は、品
質や価格をごまかしたり、見せかけの割引を使ったりといったインチキ
商法に嫌気がさしている。こうしたやり方では、商品を売ることには成
功するかもしれないが、信用を失いかねない。

 • 同じ価値観を持つ人同士のつながりを築いているか　自分たちの価
値観やアイデンティティに合っていると思えば、消費者は財布の紐を緩
める。ロイヤルティ・プログラムを通じて、同じ価値観に基づいた消費
者を一つにする機会を探してみることだ。

転換の年に向けた戦略的投資
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投資資金の行先
広範なeコマース・マーケットにあって、デジタル・ネイティブ・ブランドの
魅力は輝きを増し、これに惹きつけられてベンチャーキャピタル（VC）が
次々と集まってきている。こうしたVCやファンドに対して、個々の小売業
者が資金提供している例はほとんどない20。だが実際には従来型の小売
業者は、VCというルートを使わず、業界に直接投資している21。この状況
も間もなく変わるだろう。小売業者がVCと共生関係を築き、VCの専門知
識をスタートアップのスカウティングやインベストメント・マネジメントに
活用していくことが予想される。

リテールテック（小売技術）スタートアップ企業は、流入する資金のおかげ
で実際に名のある大手小売企業を相手に競争できるようになってきてい
る。現状維持の必要に迫られる以前に、投資、改善、成長の機会が与え
られているため、スタートアップの急速な増加傾向はしばらく続くだろう。
様々な資金源を活かし、スタートアップ企業はこれまで見過ごされてい
た分野やサービスが十分に行き届いていなかった消費者などを徐々に
侵食している。

顧客提供価値の改善、リピーター層の拡大を求めて、デジタル・ネイティ
ブ・ブランドがリアルな空間へ進出し始めている。実験的な「エクスペリエ
ンス・ハブ」のいくつかには、ショッピング・センターやモールのオーナー
がベンチャーキャピタリスト候補として挙がっている22。興味深いことに、
スタートアップと従来型の業者に対する市場の評価は、異なる基準でな
される傾向がある。スタートアップについては主に顧客獲得やエンゲー
ジメント、成長が重視される一方、大手企業に関しては往々にして、既存
店売上高や面積あたり売上高など伝統的な小売業における尺度に重点
が置かれる。このような評価の分岐については、今後数年にわたって業
界で対応していくことになるだろう。

 • 小売業を営む組織全体が一体となって動いているか　すべてのビジネ
ス機能がブランドプロミスに則って一体となって業務を遂行することが
大切だ。マーケティング部門が店頭での優待サービスを提案したら、オ
ペレーション部門はそれを実現できるようにしなければならない。ロイ
ヤルティは単にマーケティングや戦略だけの問題ではない。デジタル、
IT、サプライチェーン、店頭業務などすべての部門で効果的に業務を履
行することがロイヤルティ獲得のカギだ。

 • コミュニティ意識を植え付け、ロイヤルティを維持しているか　コミュ
ニティ意識を培うことで、消費者と小売業者がそのブランドを具体化す
ることができる。例えば『Monica + Andy』は、初めて母親になる女性
を対象としたコミュニティを立ち上げ、それを子供服というカテゴリー
に落とし込んでいる。

スタートアップとベンチャーキャピタルの
現状を理解する

デジタル・スタートアップ企業はもうすでに影の存在ではない。スタート
アップ企業は、小売業界が直面してきた慢性的な問題に、革新性の提供、
パーソナライゼーション、オーセンティック・エンゲージメント、差別化さ
れたフルフィルメントなどの手段をもって対応している。

2017年のデジタル・ネイティブ・バーティカル・ブランド（デジタル・ネイ
ティブな直販ブランド）の成長率は44％で、米国eコマース市場全体の成
長率16％のほぼ3倍となる急成長を遂げた18。eコマースが広い範囲を
対象としているのに対し、デジタル・ネイティブ企業は、顧客体験を「熱狂
的に」重視する立場をとることで、ブランド・バリューを作ろうとしている
19。デジタル・ネイティブ・ブランドは、大量のファースト・パーティ・データ
を手に、究極の利便性--買い物客が欲しいものを、カスタマイズされた方
法で入手することができる--を追求した体験を作り出している。驚くべき
は、こうした企業の多くが市場価格と一致したプライシングを設定してお
り、自ら「秘訣」と公言する付加価値への対価を顧客から取っていないこ
とである。
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スタートアップに先を越された従来型の小売業者が巻き返すためには、
事業開発とコーポレート戦略の境界を曖昧にし、前進する必要がある。
次の『ビッグ・アイディア』を得るために、スペシャリスト（例えばデロイト
のInnovation Tech Terminal）から、またはスカウトなどを通してアド
バイスを検討することも悪くはないであろう。小売業者は投資などを通じ
て、2020年までを目途に態勢を立て直すことが望ましいだろう。今後1
年から1年半の間に、従来型の小売業者が対峙する課題として、以下が
挙げられる：

 • 信じるものに賭ける　小売業者は、イノベーティブなソリューションを
提供するスタートアップ企業を発掘し確保する、またはアドバイザリー
企業やVCと連携することを検討すべきである。

 • 気に入ったものを取り入れる　限られた予算を、人材の新規雇用や効
果が不透明な資産の購入に使うのではなく、立ち上がったばかりのス
タートアップとの提携に投資すべきである。スタートアップ企業なら、成
否の判断に時間がかからない。従来型の小売業者は、既存の事業運営
に影響を及ぼすことなく、成功したアイディアを独占的に活用し、その
分の対価だけを支払えばよい。

 • 作れないものは買う　新しいケイパビリティを求めて社内で開発努力
をしたり、他企業とパートナーシップを組んだりすることは時間がかか
る。そういう時には、ボルトオン型（補完的な）買収も一つの手である。
相手企業を完全に吸収せず、その企業の営業権をそのまま残せる。

 • インスピレーションを借りる　新興小売業者からのインスピレーション
を得て、従来型の業者は無駄を削ぎ、巧みで俊敏になるべきだろう。在
庫を制限する、品揃えを厳選する、フォーマットを小さくする、さらには
レストランとショップを組み合わせたアウトレット、体験型ゲーミフィ
ケーションなど、様々な領域で検証してみることだ。

新興テクノロジーを利用してブランド
プロミスを実現する

IT戦略がアーキテクチャ、アップデート、ERPシステムのみに限られてい
た時代は終わった。投資オプションやテクノロジー、ベンダーにしろ、無
数にある選択肢から次の『大当たり』をかぎ分け確保するのは並大抵な
ことではない。このような環境においては、実践的な視点で問題点、すな
わち（1）解決すべき主要な課題は何か、（2）導入を推進させるものは何
か、（3）現実環境でどうすれば実現できるか、を見極めることがますます
重要になってきている。小売業者は投資を組み合わせ、有機的に自らを
強化したり、外的環境に対応できるようにならなければならない。

解決すべき課題
企業のリーダーが最終的なソリューションを明確にしないままイノベー
ションに取組んでしまうと、イノベーションという手段が目的になりかね
ない。その結果、ソリューションが的を外し、満足のいく結果が得られな
いこともあるだろう。小売業者はまず何をしなければならないのかを見
極め、ソリューションに求める価値を明確にしておくべきだろう23。これを
もって初めて、どのような社内外のテクノロジーが、ブランドプロミスを果
たすのに必要なのか判断できるようになる。

 • ウルトラ・パーソナライゼーション　小売業者は、現行の消費者を限
られた数のセグメントに分類するマスカスタマイゼーションから脱却し、
さらに高度なパーソナライゼーション手法を検討するべきであろう。次
の段階では集めたデータを活用し、パーソナライズする単位をセグメン
トから一個人レベルにまで細分化していく。ソーシャルメディア、取引履
歴、商品レビューなど、あらゆる情報源から得られるデータをもとに小
売業者はそれぞれの顧客プロファイルを精緻化し、ウルトラ・パーソナ
ライゼーションを実現するべきである24, 25。これは今のところ多くの
人々にとって理想のビジョンに過ぎないが、常識となる日もそう遠くな
いだろう。現行のアプローチはマニュアル作業が多く、適応性も十分で
はないが、オートメーション化や機械学習などといったテクノロジーが、
ウルトラ・パーソナライゼーションを可能にするために必要な拡張性を
提供しつつある。
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 • プライバシー　小売業者は、消費者のプライバシー保護に対する意識
をしっかり理解しなければならない。例えば、顔認証ソフトウェアは計
り知れない可能性を秘めており、世界中で展開し、成功を収めている。
事例として、中国のスマートファッション・ストア、レジ係のいない
Bestseller A/Sが挙げられる28。テクノロジーによって生み出される価
値と情報共有に関わる安全機能について、小売業者は積極的に説明し
ていかなければならない。

 • コンテンツ　オンラインでも、オフラインでも、コンテンツが持つ影響
力は絶大だ。ただし、これはコンテンツがリアルタイムで消費者が興味
のある話題に関連性が高いものに限る。テクノロジーそのものが素晴
らしくても、消費者に役立つ情報を配信できなければ、それは見せかけ
のマーケティングに過ぎない。

実現させること
最終的に、小売業者はこれらのソリューションを評価し、どのようにビジ
ネスに取り込むべきか見極める必要がある。次世代テクノロジーの真価
を引き出すためには、小売業者はそれ相応の大きな変化を受け入れる
必要がある。ブランドプロミスを実現し、将来に適応するために、収集し
たデータを一貫して分析し、業務改革につなげる必要もある。労働人口
はかつてないほど知識に依存するようになってきており、企業、バックオ
フィス、店頭それぞれにおいて、必要なスキルが変わりつつある。働く人々
とテクノロジーの調和が求められており、今の時代は組織が「生き物」と
して、業務が進化するたびに、常に再生し続けなければならない。今後、
企業はどんな変化にも目を光らせ、常に実行すべき作業を定期的に解体
し再構築できるようにしておかなければならない29。

 • インターコネクティドネス　センシング・デバイス・ネットワーク、ハイ
スピード（LTE/5G）コミュニケーション、コンピューティング・アルゴリズ
ムの出現により、ついにデジタル・インターコネクティドネスが実現し
た。このニュースは小売業界に新風をもたらすことになる。こうしたテ
クノロジーが自動補充サプライチェーンや摩擦のない店舗などの基盤
となっているからだ。中国では最近、食料品店でデジタル業務と物理的
業務を融合させ、在庫を可視化し、ロイヤルティ情報を活用した摩擦の
ない顧客体験を作り出しており、今後の模範例となっている。

 • ハイパーな効率性と透明性　消費者の期待はますます高まっており、
彼らが「超特急」を求めていることに疑いの余地はない。消費者は迅速
に、さらに先まで、買い物を簡単にと、小売業者に要求している。小売
業者はこれを社内外の活動における信念とすべきだろう。

導入の促進
デロイトの行ったアンケート調査では、2018年のホリデーシーズン中、
シームレスチェックアウトや音声ショッピング、AR/VRなどの革新的なテ
クノロジーを使う予定だと答えた買い物客は、わずか5人に1人だった26。
このニュースは、心配のタネとして捉えるのではなく、むしろ小売業に行
動を起こさせる呼びかけと受け止めるべきだ。テクノロジーによってどう
すれば体験に価値を加えることができるのか、その方法を見つけること
が急務になっている。

 • 利便性　新しいテクノロジーはショッピングジャーニーをより円滑に
し、消費者は早くも期待値のハードルを上げ始めている。携帯電話は
様々なプロセスを簡素化したことで、過去5年間で急速に普及した27。
他のテクノロジーについても、障害を取り除くことに注力することで、同
じように普及させることができるはずだ。
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デジタル・コンシューマー：
中国のリーダーシップに学ぶ

競争での優位性を得るためには、小売業者はグローバル
かつ業界間で共通するトレンドに目を向け、顧客体験の形成を可能にす
るケイパビリティを構築していくことが必要だ。中国の消費者と小売市場
では、テクノロジーがすでに一世代先を行っている。つい5～10年前ま
で、中国の公共インフラは整備が遅れていた。しかしAlibabaやJD.com、
Tencentといった中国企業が自ら投資を行った結果、今や中国の消費者
は、米国の消費者をすっかり追い抜いてしまっている。現在のミレニアル
世代はデジタル・ネイティブとして成長し、その多くは旧態依然とした消
費主義を避けて、ネットを介した「つながり」をより活用した体験を求めて
いる。

中国の経済成長については多くが語られてきているが、それらは様々な
側面でイノベーションを駆り立てる要素となっている。

 • インターネットの普及：中国のインターネットユーザーは7億人で、
ヨーロッパのユーザー数とほぼ同数となっている30。

 • eコマースの成長：中国のeコマース売上高は2019年までに、グロー
バルeコマース市場の55％を占めると予測されている31。

 • 人口の動向：中国のミレニアル世代人口（4億1,500万人）は米国とカ
ナダの人口を合わせた数よりも多い。そのうち57％が学士号を取得し
ており、9割以上がスマートフォンを所有している32。

 • モバイル決済の採用：2017年、中国のモバイル決済取引高は13兆ド
ルに達した。ちなみに米国では500億ドルであった33。

中国の消費者はWeChatや同様のサービスを利用しており、ショッピング
ジャーニーのほとんどが一つのプラットフォーム内で完結している。これ
は、情報を検索したり、アイディアを見つけたりするためにソーシャルメ
ディア、サーチエンジン、リテーラーのアプリなど様々なプラットフォーム
を何度も往来しなければならない米国と対照的である（図表2参照）。
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米国での次世代テクノロジーは、中国ではすでに過去のものとなっている。今中国をリードしている企業を見ると、オンライン・ツー・オフライン、ラス
トワンマイルデリバリー、サービスとしてのサプライチェーン、ソーシャル・コマースなど、新しく生まれた分野での可能性を秘めたテクノロジーについ
て、また官民の先進的なインフラについて理解を深めることができるだろう。成長を目指す小売業者やブランドにとって、中国での様々な進歩の例は、
この市場で競争するための必須要件の指針となるだろう。それはまた、すべての市場で受け入れられ、消費者の期待を定義づける、グローバルなトレ
ンドともなる。中国の多くのイノベーティブな企業はショッピングジャーニーでの摩擦を取り除く方法を発見した。これはすべての小売業者が目指すべ
きものであろう。

図表2. 米国vs 中国　テクノロジー中心の消費者ショッピングジャーニーの比較図解

アナはアイディアを求め
てソーシャルメディアを
チェックする。

気に入ったものが見つかった
ので、そのスクリーンショットを
撮り、友達のグループに携帯で
メールもしくはスナップする。

ブログで品物のレビュー
を読み、気に入った品物
の写真をクリックする。

ブランドのウェブサイトで
アカウントを作り、PayPal
で代金を支払う。

一番高い評価を得ている品物
（そして別のオススメ商品）を
カートに入れ、クレジットカード
で代金を支払う。

その品物をグーグル検索し、
最初に出てきたリンク（ブロ
グの投稿）をクリックする。

写真からブランドサイトに行
き、お目当ての品物の写真と
360度動画を見る。

ついでに付属品も買おうと
思うが、このブランドでは販
売していないので、アナは
アマゾンで検索することに
する。

1週間後、アマゾンから
eメールで、アナの購買
履歴に基づいた他のオ
ススメ商品の知らせが
送られてくる。

消費者ショッピングジャーニー図解（米国）

WeChat WeChat

複数のリンクの中から一つをクリック
して、KOLのファッション・ブログの
投稿に行く。一つ良さそうな品物を
見つけたので、そのイメージをクリッ
クすると、他のオプションが出てくる。

好きなTVスターが出演する
ビデオを見ながら、さっきより
もっと気に入った品物を見つ
ける。ビデオを直接クリック
し、その商品ページに行く。

携帯電話のカメラとAR機能を
使って、バーチャルにいろいろな
商品を試着し、スクリーンショット
をWeChatのグループと共有する。

1週間後、WeChatのメッ
セージが届く。ここからブ
ランドのH 5インタラク
ティブ・ゲームに誘導さ
れ、そこで次に購入する品
物を見つける。

リーミンはWeChatグ
ループをスクロールし、
友達がシェアしている、
興味のある商品の写真
やリンクをチェックする。

リンクからブランドのWeChat mini-
programのランディングページに行く。
このランディングページは、リーミン向け
にパーソナライズされていて、これから始
まる生放送のストリーミング番組のお知
らせに目を留める。

コミュニティで質問をする
と、数分のうちに複数の回答
が返ってくる。これをもとに
選択肢を絞る。

やっと買いたい物が決まり、
リーミンはWeChat Payを
使って直接代金を支払う。

消費者ショッピングジャーニー（中国）

WeChat WeChat WeChat WeChat WeChat WeChat WeChat
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プライバシーをデザインする：プライバシー
への積極的なアプローチ

新しいデジタル環境において、従来のプライバシーの概念は形骸化して
しまっている場合が多い。今日「プライバシー」といえば、ソーシャルメディ
アやオンラインでの閲覧履歴、カスタマーサービスとのチャット、生体認
証データなどを、自らが望まないアクセスから守ることを意味する。テク
ノロジーの進歩により、デジタル上であれ、物理的であれ、タッチポイン
トは個人情報に変換されてしまう。データプライバシーへの積極的な取
組みはこれまで以上に重要になり、消費者、従業員、請負業者に対し一
律に適用される。その理由は以下の通りである：

1. データは遍在する　小売業者が先進技術を利用するには、膨大な
データの購入と統合が必要となる。

2. 規制の開始　デジタルの動向に対する規制当局の反応を見てみよ
う。ヨーロッパでの一般データ保護規則2016（GDPR）が先駆けとな
り、米国でもその後まもなくカリフォルニア消費者プライバシー法
（CCPA）が可決され、2020年に施行された。こうした法律により、多
大な懲罰的損害賠償や集団訴訟が起こることが予想される。これら
は、データ・ガバナンスに関する透明性の問題に対処するためのもの
で、どのような情報が収集され、どのように使われているのかを見え
る化すると同時に、消費者に「忘れられる権利」を与えている。

3. 消費者のプライバシーは危機に晒されている　世論はこれからも高
まるだろうが、昨年も、プライバシー問題は、ソーシャルネットワーキ
ング、銀行、サーチエンジン、小売業者などの消費者向け企業に甚大
な影響を与えた34。

小売業者のジレンマ：データがなければそれまで
小売業者にとって、消費者データは絶対不可欠だ。何年もの間、業界は
データの作成と利用の方法について奮闘してきた。今やこうした所有
データやそこに含まれる個人情報が、企業を危機に陥れている。どの小
売業者も夜も眠れないほど消費者保護と規制遵守のことで頭を悩ませ
ている。1つのシステムを修復するのに6週間はかかるうえに、小売業者
が100以上のシステムを利用していることは珍しくない35。個人情報の定
義が拡大される中、企業はどのように対応し、データ主体の権利（DSR）
に関する要求に応えていくべきかを積極的に理解しなければならない。
消費者向け企業は例外なく、CCPAやその他の規制への対応で壁にぶつ
かるだろう。ここで起こりがちなシナリオを見ておこう：

 • データの置き忘れ：どのデータがどこに存在しているかがわからなく
なってしまう。

 • 過剰なコンプライアンス：グローバルな消費者ベースを持つことから、
複雑な要件が生じ、自社拠点が存在しない地域も含め、複数国の規制
に対応する必要がでてくる。

 • 回収能力不足：データ削除のリクエストを受けても、特定の顧客の購
買データを消去することができない。

コンプライアンスはパーソナライゼーションを見直し、消費者と向き合っ
て対話することを促進させる刺激剤となりうる。誠実さはロイヤルティ、
特に個人のアイデンティティにアピールする上で重要であることを忘れて
はいけない。
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今から戦略的な行動を
包括的なコンプライアンス計画は、マーケティング、マーチャンダイジン
グ、サプライチェーン・マネジメントや成長を促進する活動の基盤となる
ため、戦略的に行なう必要があり、策定には時間がかかる。次から次へ
と規制が制定され、今後もますます増えることが予想される状況下で36、
小売業者にとって、プライバシー規制に対応するためのロードマップを整
備することは急務である。例えば、必須項目として以下が挙げられる：

 • どのような個人情報（消費者、社員、請負業者）を保有しており、それを
どのように利用しているかを調査する。

 • データパイプラインと社内のシステムを常にトレースし、把握する。

 • データを構造化して個別に管理することで、有事に対応できる状態にし
ておく。

しかし、もっと大切なことは、データプライバシーが、組織全体を結びつ
ける理由の一つになっているということだろう。消費者のエンゲージメン
トを獲得するため、IT、セキュリティ、マーケティング、HR、サプライチェー
ン、マーチャンダイジング、イノベーション機能が一丸とならなければな
らない。それを意識したアプローチを取らない限り、プライバシーのニー
ズを満たすために、消費者体験を犠牲にせざるを得ない状況に見舞われ
てしまうかもしれない。

差別化要因かつ収益ドライバーとしての 
サプライチェーン

実際にないものは売れないという常套句はもはや通用しない。多くの企
業がサプライチェーンのデザインや変革、改善に資金をつぎ込んでいる37。
サプライチェーンは急速に、消費者に差別化されたサービスを提供する
手段になりつつある。だがサプライチェーンを加速させ、もっと予測しや
すくし、コストを抑えるという三つの要素を同時に行うことは困難である。

収益性の問題
数多くのフルフィルメント・オプションを提供するためには、在庫を分散さ
せ、同時にその商品を販売できるようにしなければならない。しかし、こ
れをしながら利益を生み出すことは容易ではない。消費者中心の新しい
サービスを提供しようとすると、多くの場合、労働の重複が生じ、時間の
かかる配送・配達作業を行うことになり、これまでよりはるかに管理が難
しくなる。サプライチェーンを差別化要因とするためには、業界は収益源
を再評価すべきである。収益予測を見直し、先を見越したサプライチェー
ンへの投資により節減を図り、増加したコストを相殺する別の手段を見
つけなければならない。

15

業界展望 2019 | 小売  来る変化に向けて



消費者の視点から見たサプライチェーン
サプライチェーンの領域で投資機会が不足することはない。現在持ってい
るケイパビリティによって短期的な可能性が決められるのは確かだが、時
代を先取りするアイディアを持つことが収益上の課題を解決する手立て
となる。例えば、そのようなアイディアの例として以下が挙げられる：

 • 倉庫以外のオートメーション　サプライチェーンのオートメーション
（自動化）は目新しくないが、実店舗についてはあまりうまくいっていな
いのが現状だ。実店舗のフルフィルメントを充実させるとともにその占
有面積を減らすということは、バックルームを自動化する機会が増える
ことを意味する。多くの小売業者が実店舗を新たにデザインしようと模
索しており、業績の低い店舗にオートメーションを導入し、簡単に小規
模な「ダークストア」に変貌させ、コストを削減しようという考えだ38。縦
型に商品を保管し、そこから効率的に商品を取り出し、梱包して、迅速
かつコスト効率よく発送することができるようになる。

 • 自走配送用車両　貨物を円滑に輸送することはサプライチェーンに
とって成功のカギだ。しかし配送コストの引き上げや労働者（すなわち
トラック運転手、配送担当者）不足の深刻化は、小売業者のサプライ
チェーンに多大なプレッシャーを与えることになりかねない。今後、小
売業者は自動運転車などの、より確かな自律的ソリューションへの投
資も検討する必要がでてくるだろう。

 • リバースロジスティクス　今後eコマースが年平均15％で成長し、実
店舗への客足が遠のけば、返品が増加する。このような長期的な収益
への影響を緩和させるためにも、リバースロジスティクス・プロセスだ
けではなく、リバースロジスティクス戦略も充実させる必要がある。返
品を最適なチャネルで対応することで、営業利益を増加させ、顧客体験
を改善することができるようになる。

 • スマートな梱包　基礎的なサプライチェーン要素にとらわれることな
く、小売業者はスマートもしくはアクティブな梱包を追求し、効率性をさ
らに改善して収益の増加を図るべきである。RFIDタグやコンピュータ
ビジョン向けのパッケージ・デザインなどスマート・パッケージングのソ
リューションは、スムーズなコネクテッドストアを目指す小売業者にとっ
て極めて重要だ。

 • 在庫の調整　受注から納品までの流れを最も収益の上がる方法で行
うために、小売業者は指揮者のように振る舞う必要がある。すなわち、
製造業者、ベンダー、サードパーティ・ロジスティクス（3PLs）、配送・フ
ルフィルメントセンター、店舗などの関係者をオーケストラに例えると、
小売業者はすべての在庫商品について統一されたビジョンを持つ指揮
者であるといえる。需要の流れの全体像を把握し、それを単一のアプ
ローチに統合することで、在庫管理を最も効率的に行うことができるだ
ろう。その際、在庫商品の動きを鳥瞰的に捉えることができるデジタル
コアは、強い味方となるだろう。

 • オンデマンド・サプライチェーン　3PLsにも柔軟性はあるが、純粋に
オンデマンドなサポートへの投資を考慮するのも一案だ。このアプロー
チにより、特別な商品や一定地域での販売促進が可能となり、季節的
な需要の急増に対応することができる。サプライチェーンをできるだけ
顧客に近づけてフレキシブルにすることで、フルフィルメントの過程を
迅速化し、キャパシティの過不足に関する課題を解決できる。

困難が予想されるこれからの時代を迎えるにあたり、サプライチェーンを
改善することが成長への大きな牽引力となる。（ボードゲームのチェッ
カーのように)単に競合他社の動きに反応して上述したトレンドに投資す
るのではなく、幅広いサプライチェーン戦略に基づき、長期にわたる競争
上の優位性を積み上げていくべきだ。ブランドプロミスを履行できるサプ
ライチェーンがなければ、業界をリードする最もイノベーティブな企業で
あっても、すぐに他社にとって代わられるだろう。業界の平均的なROAは
20年来の低い数字となっており、サプライチェーンへの投資をさらに重
要視しなければならなくなっている。また、今後は成長に向けての投資
は必須要件となるだろう。それと同時に、マージンの圧縮度合もまもなく
危険なレベルに到達する可能性もあり、常に収益性のことを念頭に置い
ておくことも必要となろう。
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2019年はディスラプションや競争、経済の不透明さがさらに進むだろう。業界はこれから
迎える年が転換の時期であることを自覚し、勝者となり生き残るための術を探さなければ
ならない。小売業者は業界の状態が不安定であることを認識して、繰り返し投資を行って
いくべきだ。

小売業界で勝ち続けるためには

自分が何者であるか、自分がもた
らすことのできる価値は何かを知
る。その上で組織の外に目を向け
て知識を補完し、業界や境界線
をまたぐエコシステム全体を利用
する。

新しい、輝いているものに注意を
払う。機能的な視点を持ち、解決
すべき課題は何か、何が導入を促
進するのか、どうすれば自社のビ
ジョンを現実の世界で実現できる
のかを理解する。

誠実さと消費者のアイデンティ
ティを念頭において投資を行い、
ロイヤルティを生み出す。ロイヤル
ティ・プログラムをブランドプロミ
スと結びつけて、単なる取引上の
つながりではなく心理的なつなが
りを作る。

組織内の他の部署と連携して、意
識的にプライバシーについて考察
する。データの遍在性、消費者の
嗜好、規制という3つが重なった
状態は、プライバシーを単なるセ
キュリティの問題ではなく、戦略
的な問題にしている。

業界の中でどこに資金が流れて
いるかを理解する。社内戦略、事
業開発、ベンチャー・ファンドなど
についてはっきり区別せずに線引
きを曖昧にして、資金調達、インス
ピレーション、イノベーションへと
繋げる。

多くの需要チャネルに対応するた
めには、消費者を重視したサプラ
イチェーンを持つことが不可欠
だ。収益を上げながらブランドプ
ロミスを達成することを可能にす
るサプライチェーンが差別化のカ
ギとなる。

2019年は戦略的投資とデータの戦略的活用が必要になるだろう。この先1年間、目の前に見えている暗雲に対応する準備ができているだろうか。 
どのようなものに賭ければよいのか。どのようにそれらを統合し、組織の便益を最大化するのか。

こうした問いに効果的に対応することが今後、勝ち続けていく手立てとなり、 
最終的には小売業の未来を形作るだろう。
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