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多くの業界でビジネスのオペレーションがCOVID-19の影響を受けています。食品の小売業者が大幅
な需要増を経験している一方で、旅行業界やサービス業はほとんど停止に等しい状態です。外食の減少
は、多くの食品流通業者の需要減および過剰在庫に繋がり、サプラインチェーンに大きな影響を及ぼし
ています。消費者の多くは、生活必需品（生鮮食品、日用品など）を優先し、贅沢品（嗜好品、電子機
器など）への支出を減らしています。

一部の組織では、すでに現在の環境に対応して新しいビジネスモデルやオペレーションに軸足を移して
います。

米国でコンビニエンスストアやピザチェーンを運営するCaseyは、フードデリバリーのDoorDash
との提携を拡大し、600近くの店舗で自宅で過ごす消費者に向けた家庭用品や食料品の配達オプ
ションを追加した ¹。

Amazonは、生活必需品および医療用品の仕入れと配送を一時的に優先することにした ²。

フランス政府は、COVID-19に関連した製品について、医療機関とメーカーを結びつけるデジタル
マーケットプレイスを支援している³。

今日、私たちの生活は大きく覆され、多くの
人々が消費者として、労働者として、そして何
よりも重要なこととして人間としての行動を変
えつつあります。今、この不確実な状況では、
企業はこれまでの思考のパターンを打破し、
現状に対応し、回復するための準備をし、新
常態で成長するために知恵を絞る必要があり
ます。デジタルコマースは、多くの組織にとって、
この状況下での市場参入の方法や、現在の市
場環境にどのように自社のビジネスモデルを
適応させるかを再考する機会となります。
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多くの組織にとって、この状況下における顧客や従業員のストレスや不安を減らすことが最優先事項です。我々
はCOVID-19がビジネスに与える負の影響を減らすために、古い習慣をやめ、新しいビジネスモデルに軸足を
移す必要性を認識しています。新しい環境に迅速に適応することで、企業はより広範な市場に対応する革新的
な新しい方法を見つけることが可能になります。

組織は、新しい環境下では、新しいデジタルチャネル、新しいパートナーシップ、新しいビジネスモデルを検討する必要があります。

新しいデジタルチャネル：消費者との直接の関係を持たず 
に仲介業者を介して仕事をしている多くの企業は、顧客の 
タッチポイントが深刻な影響を受けているため、需要の減少 
に直面している。主にレストラン、スポーツアリーナ、社交ク
ラブなどのサービス業を扱う食品流通業者の一部では、自
宅待機やソーシャルディスタンスの実施に伴って需要が激減
している4。同時に、食品の小売業者からの需要は大幅に増
加しており、サプライチェーンの力点を従来からシフトする
必要性が生まれている。B2Bモデルを取っている販売店や
メーカーでは、従来の顧客接点からの需要の損失を補うた
めに、最終消費者からの直接の需要を生み出し、D2C
（Direct-to-Consumer）のオンラインチャネルを検討する
べきである。
また、ワイナリーなど、実店舗を通じて最終消費者に直接販
売をする企業の一部は、現在、オンラインストアを持ってい
ない場合がある。顧客にサービスを提供し、収益の流れを
維持するために、デジタルコマースチャネルを確立すること
が可能である。これらの新しいデジタルチャネルは、既存の
サプラインチェーン機能を拡張して、宅配やカーブサイド・
デリバリーサービスといった形式で設定できる。同様に、す
でにB2Cのデジタルコマースを運営している組織は、この
困難な状況下にどのように顧客を支援するかを探求するこ
とで、カスタマーエクスペリエンスを向上させることができる。
例えば、必需品以外の商品を販売する業者は、顧客の経済
的負担を軽減するために「後払い」などの柔軟な支払いオ
プションを提供することができるだろう。こういった機能を数
週間で追加したり、ECサイトを立ち上げるためのテクノロ
ジーはすでに存在している（右記「ソリューション機能」参照）。

新たなパートナーシップ：新しいパートナーを見つけて連携
することで、企業は現在の状況に迅速に対応し、新しい市場
へのリーチを拡大することができる。必要な食料品を求める
顧客が、在庫切れや配達までの長い待ち時間を強要されて
いる事態に対応し、いくつかの「非食料品」の小売業者が一
時的にこれらの必需品を取り扱う機会を得ている。酒類店
は、規制が許可されている州では、利用者の利便性を高め
るために新鮮な果物や野菜をストックすることができる。こ
れらの新たなパートナーシップは、小売業者（販売機会の
増加、顧客のバスケットサイズの拡大、新規顧客獲得）と食
品流通業者（新たな需要源、既存のサプラインチェーンの活
用）にWin-Winの関係をもたらす可能性がある。

新しいビジネスモデル：「必需品以外」の商品カテゴリーの
一部の組織では、需要が減少し、過剰在庫のリスクが高まっ
ている。顧客に割引を提供することは購入を促進する1つの
手段になるが、組織は業界固有の市場を設定することを検
討する必要がある。マーケットプレイスのプラットフォームに
投資し、売り手（サプライヤー、その他の関連するブランド、
競合他社）に参加を申し込めば、回復が始まると同時に余
剰在庫を一掃（もしくは寄付）する準備が整う。同様に、製
造業は、顧客がこの状況下で早急に必要とする製品を製造
し、既存のB2Bチャネルを利用して売るための事業シフトが
できる。例えば、一部の酒の蒸留所では、供給不足に対処
するために手指消毒剤の製造に生産をシフトしている5。

マーケットプレイス
クラウドベースのテクノロジープラットフォーム：
クラウドベースのテクノロジープラットフォームを
選択すると、デジタルコマース機能を迅速に追跡
し、セットアップ時間を短縮できる

直感的な操作：既存の店頭テーマ、ブランディン
グ及びデジタルコンテンツを使用して、スピード
を重視したシンプルで直感的なサイト操作性を
維持することに重点を置く

モバイルファースト：すぐに利用できるWebフ
レームワークを利用したモバイルファーストの設
計及びアーキテクチャを活用できる

オンライン注文機能：アカウント管理、検索、参
照とナビゲート、価格設定とプロモーション、カー
トとチェックアウト、注文受付などの重要なコ
マース機能を提供

マスター・データ・ロード：既存のデータ抽出、
変換およびロードインフラストラクチャを活用し、
必要に応じて手作業を加えながら、 製品、価格
設定および在庫データのマスターデータのロード
を行う

サプラインチェーン：既存のサプラインチェーン
機能を活用し、ラストワンマイルの配送プラット
フォームと統合して宅配や路側集荷などのフル
フィルメントオプションを利用可能

顧客獲得：製品およびサイトの可視性を向上さ
せるために設計された組み込みの検索エンジン
最適化機能を使用して潜在的な顧客に到達する
ようにソーシャルおよびEメールマーケティング
キャンペーンを設計

顧客分析の組み込みサポート：Web分析プラッ
トフォームを統合して、サイトトラフィック、売上、
カートからの削除、および顧客の行動を追跡

ソリューション機能

オンライン・コマース・ソリューションは、変化す
るビジネスモデルへの対応を迅速化するための
豊富な機能と潜在的なメリットを提供する。主な
機能を下記する（実際はこの限りではない）。

–再構築の好機–
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迅速なデジタルコマースのための重要な考慮事項

スピード というニーズ
ビジネスがこの不確実な時代にどのように対応す
るにしても、デジタルコマースの機能強化がコア
な要件になる可能性は高いと言えます。消費者は
購入をオンラインチャネルに移行しつつあります。
Eコマースに関しては、前年同期比で売上は37%
増、注文数は54%増と報告されています6。B2B
の顧客に関しても、デジタルプラットフォームにお
ける取引がますます増えてきています。一般的に、
D2Cチャネルの構築には、時間も資金も大規模
に投資をしなくてはなりません。拡張機能を必要
とするオンラインコマースプラットフォームを既に
所有している企業もあれば、このチャネルの開発
をゼロから始めて時間がかかっている企業もあり
ます。

しかし、COVID-19の懸念が多くの組織に今すぐに対応することを促しているため、多くの組織は、意思決定と実行の既成のパターンか
ら脱却し、市場投入までの時間を優先させる必要があるかもしれません。これは難しい変化ではありますが、多くの場合、必要な変化で
す。企業は迅速に行動するために、トレードオフを考えるべきです。幸いなことに、市場にはD2Cチャネルを加速的に立ち上げる技術が
存在しています。新しいデジタルコマースソリューションを選択して実装する際には、次の点に注意する必要があります。

企業が環境の変化に適応し、ビジネスのあり方を見直す中で、デジタルコマースの重要性がこれまで以上に高まっていることは明らかで
す。デロイト デジタルでは、業界や技術を超えた経験を活かし、適切なソリューションの選択と導入をお手伝いします。小さく始めて迅
速に行動することに意欲的な企業は、市場の変化に対応しながらデジタルコマース・プラットフォームを導入し、継続的に成功できるで
しょう。

• 最小限の実行可能な製品：最も重要で必須の機能にフォー
カスすることが最初の市場投入を成功させる要因となる。こ
れは、例えば酒屋のウェブサイトで商品点数を絞ったカタロ
グや、販売しようとする食料品のベーシックなラインナップを
意味する。

• すぐに利用可能な機能：カスタマイズの必要性を最小限に抑
え、初期セットアップと継続的なメンテナンスコストを削減す
るために、すぐに利用可能な製品機能とビジネスプロセスを
連携させる。流通業者は、商取引プラットフォームからの機
能セットを用いて、D2Cチャネルを迅速に立ち上げることが
できる。

• 重要な統合：ローカルのデータソースやビジネスロジックを
使用して実装できる配送やその他の機能よりも、商品の選択
や支払いなどの重要な統合を優先することを検討する。立ち
上げ時には、バックエンドシステムとの統合を構築するので
はなく、アドレス検証サービスを採用しないか、または商取
引プラットフォームに製品と価格リストを手動でロードする。

• カスタマイズに関するルールの再検討：組織は長年にわたっ
てロジックとルールを構築し、ビジネスとソリューションに実
装してきた。新しいモデルやオペレーションに軸足を移すた
めには、これらを厳密に見直す必要があり、事業の継続性
のためにいくつかのルールを緩和してもよい。

• マニュアルによる回避策：返品管理やカスタマーサービスな
どの機能を定義し、マニュアル回避策を採用する際には、ビ
ジネス及び ITオペレーションの柔軟性を高める。発売に向
けて堅牢なソリューションを構築する代わりに、生データか
ら手動レポートを取得することが可能な場合もあれば、カス
タマーサポートへの問い合わせにより倉庫に直接電話するこ
とが可能な場合もある。
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