NAVIGATING THE NEW DIGITAL DIVIDE
小売業界におけるデジタルの影響 世界9カ国での調査結果報告

デロイトは、世界9カ国で数千人の消費者を対象に
市場調査を実施し、数百万に上るデータの
比較ポイントを取得しました。
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まえがき
デジタル化の流れは世界中で経済、経営に大きな影響を及ぼ

れぞれの消費者動向が分かるように留意した。先進国では、

本レポートを提供する重要な視点のひとつは、
「デジタルか実

している。小売業においてもその流れは顕著だ。先進国、新

金額が高く、趣味性の高い耐久消費財は、デジタルを活用し

店舗か」という二元論の時代は終わり、消費者はふたつの壁

興国に関わらず旧来の小売りの大企業に加え、オンラインの

た情報収集や購買が主流だということは直感的にわかるが、

を意識せず、完全に溶け合った世界の中に生きているという

リテーラー、小規模な店舗を展開する地場の小売業、さらに

新興国ではその傾向がかなり異なっている。デジタル活用と

ことだ。デジタル化がごく自然なあたりまえのことになり、企

は消費者同士が取引を行うC2C
（Consumer

購買単価との相関について、各国の政治的な統治のあり方や

業は消費者がその壁を意識しなくてもよいように、接点を構

といった新たな形態も、産業の中で市民権を得て久しい。

通信インフラ整備の観点で読み解いてみるのも、楽しく意味

築しなければならないということだ。つまり、情報の民主化は

のある作業だ。決済のありかたも、新興国ではクレジットカー

思ったより早く進んだということだ。

消費動向の観点では、売り場としての店舗やECサイトという

ドを飛び越え、デジタル決済に移行している。新興国の消費

事だけではなく、マーケティングや商品価値訴求の場所自体

者は、常に我々の思考のバイアスを軽々と超える。

to Consumer）

が、スマートフォンやWebサイトを中心としたデジタル空間

完全に崩れつつある産業の垣根の中で、グローバルに事業を
展開する、またこれから急ピッチで進めて（あるいは追いつい

へと劇的にシフトしている。モバイルフォンの圧倒的な浸透

情報の民主化という観点で、ソーシャルメディアの影響も大

て）いこうとする、小売企業と関連のあるすべての日系企業に

がAnytime

Anywhereの情報アクセスを可能にし、消費者

きい。中国では、ソーシャルを活用した消費者のコンバージョ

とって、本レポートとデロイトの示唆が、有用なものとなるこ

は移り気で個人的な嗜好による購買を謳歌するようになっ

ンが、他国と比較して最も高い。口コミ重視の文化には、歴

とを切に願っている。

た。また、ミレニアル世代（1982年以降に生まれた世代。デ

史的、政治的コンテクストを読む必要がある。また、クリック

ジタル機器やインターネットが普及した環境で育ったいわゆ

&コレクトと呼ばれる、オンライン発注と店舗受け取りの組み

る デジタルネイティブ と呼ばれることもある）と呼ばれるデ

合わせは、米国で最も人気だ。これは国土が広く、車社会で

ジタルネイティブな世代は、企業の必死の努力にかかわらず、

あることが背景にあるだろう。

「右脳的、直感的に購買を決め」
、
「期待に応えられなければ、
あっさりとブランドを切り捨てる」傾向を持つ。企業はこの流

デジタル化は、消費者にとって情報の民主化であり、企業に

れにどう対峙していけばよいのだろうか。

とってデータサイエンスへの移行という抗しがたい変革のう
ねりであるといえる。大手の ECリテーラーはオンライン上

今回のレポートでは、先進国としての米国、カナダ、オースト

で、マスの消費者という
「面」をおさえ、製造業はIoT化した機

ラリア、
ドイツ、オランダ、英国に加え、メキシコ、中国、インド

器で消費者との接点を垂直統合的に再構築しようとしてい

を新興国の代表として調査を行った。また調査が単調なもの

る。あらゆる垣根を越えて、消費者を理解する努力が企業間

にならないよう、家電、家具、書籍や音楽、自動車、ベビー・幼

で繰り広げられている。

児用品、アパレル、健康、雑貨、食品といったカテゴリーで、そ

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

Digital Strategy 担当
パートナー

岩渕匡敦
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はじめに
デロイトは、3年以上前から、デジタル端
末の利用が実店舗での購買行動にどの
ように影響するかを探るべく、消費者の
デジタル利用に関する調査に着手しまし
た。この調査は、当初は基礎的な調査を
目的としていましたが、結果として、デジ
タル・テクノロジーとデジタル情報への
アクセス性が、デジタル・チャネル内の
売上のみならず、実店舗での売上や消
費者行動に至るまで、デジタル化の影響
は広範囲にわたることがわかりました。
そして、この概念を「デジタルの影響
（以下、デジタル・インフルエンスと表記）
」
と呼んでいます。

デロイトが毎年、米国と英国の市場で収集しているデータか
らは、高まるデジタルの重要性や急速に進化する小売業の状
況をうかがい知ることができます。こうしたデータに基づけ
ば、すべての来店客がインターネットに常時接続できる日が
急速に近づいているのかもしれません。調査を通じて明らか
になってきたこうした潮流は、社会に本質的な変革をもたら
すものとなるでしょう。

新たなデジタル情報格差
消費者のデジタル行動と期待、
そして求められる体験を実現する
小売業側の能力との温度差

さらに、消費者によるデジタル行動と期待が、小売業がその期
待に応えるよりも速いスピードで変化していること、つまり、
「新たなデジタル情報格差」と呼ばれる格差の存在が明らかと
なりました。2011年の最初の調査では、当時一般的であった
「ショールーミング」という概念が覆されました。店舗でデジタ
ル端末を使用する消費者の大半が、実店舗では商品を確認す
るだけの
「ウィンドーショッピング」
を行い、購入は店舗よりも安
いオンラインショップ
（競合）
で行うと考えられていました。しか
し調査により、店舗内でデジタル端末を使用する顧客は、実際
には実店舗で購入する傾向にあることが明らかになりました。
デロイトは、過去数カ月にわたり、調査の対象を世界の主要
な小売市場にまで拡大してきました。デロイトの実績および
世界規模の広範なデータによると、一部の大手小売業でさ

Definition
デジタルの影響要因
来店客がデジタル端末を使用することに起因する
実店舗小売売上高の割合。
使用するデジタル端末には、以下が含まれる：
デスクトップ・コンピューター、ラップトップ、
ネットブック、タブレット、スマートフォン、
ウェアラブル端末、店舗内端末
（キヨスク、モバイル決済機器など）

え、依然としてこの行動の性質を利用することに消極的また
は慎重な姿勢を示しています。
デロイトは、世界9カ国で数千人の消費者を対象に市場調査を実
施し、数百万に上るデータの比較ポイントを取得しました。調査

モバイルの影響要因
来店客がスマートフォン等の
インターネット端末を使用することに起因する
実店舗での小売売上高の割合

に際しては、成熟市場と新興市場を技術的な視点から比較する
とともに、文化的および経済的な違いにも注目しました。結果的
に、デジタルが店舗内行動に影響しているという理解は、どの市
場にも共通したものでした。つまり小売業は、デジタルの到来が
小売業に与える影響を著しく過小評価し続けているといえます。
Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
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デロイトは、デジタル・インフルエンスを世界のトレンドと考
え、調査対象を急拡大しました。直近のデータは、デジタル
が実店舗における消費者行動に国を問わず本質的な影響を
及ぼしていること、そしてその一方で、その度合いとプロセス
は国によって異なることを裏付けています。人によってばら
つきはあるものの、消費者は買い物をしやすくするために、す
でにデジタル端末を利用し始めています。しかし、消費者は
今後さらにデジタル端末を利用したいと考え、その機会が増
えるのを期待しています。
こうした中、新たな情報格差が小売業にとって重大な課題と
なっています。小売業が今後も市場で重要な存在であり続け
るには、顧客のデジタル・ニーズの進化を理解するだけでな
く、将来のニーズを予測し、それを具現化できるよう能力を
高めていかなければなりません。先進国でも発展途上国で
も、文化的な傾向を保ちつつ、インターネットに常時接続状
態にある来店客が増加しています。小売業は、世界中でこう
した新たな顧客行動に即した独自の商品・サービスへと進化
させていかねばなりません。

※1

The New Digital Divide, 2014.

モバイル・インフルエンスの幕開け
（2012年）

新たな情報格差
（2014年）

デロイトがデジタル・インフルエンスに関する調

デロイトが2回目に実施したモバイルおよびデジ

査と定義づけに取り組み始めた当初、市場では、

タルの影響に関する調査からは、デジタル化の

店舗で商品を確認し、安いオンラインショップか

加速がさらに鮮明になっています。購買行動の

らデジタル端末で購入するだけの「ショールーミ

前やその最中にスマートフォンや、タブレット、

ング」という概念が定着していました。しかし、当

ラップトップ・コンピューターなどのデジタル端

時一般的であったこの概念は、デロイトの調査に

末を使用し、デジタル情報を利用する顧客は増

よって覆されました。購買過程の一部としてデジ

加傾向にあります。2013年には、実店舗の小売

タル端末を使用する顧客は、実際には実店舗で

売上高合計の36%（1.1兆米ドル）が、
「デジタル

購入する傾向が高いことが判明したのです。ま

の影響要因」
から直接の影響を受けたといわれて

た、小売業がモバイルへの投資にようやく目を向

います。これは、eコマース単独での売上高の 4

け始めた頃、デロイトは、モバイルの実店舗への

倍以上に当たります※1。調査結果は、デジタルが

影響が2015年までに14〜15%と指数関数的に

小売業のチャネルのひとつではなく、従来の小売

成長をとげると予想していました。これは当時、

業にとっても必要不可欠な要素であることを示し

大胆な予測と受け止められましたが、実際、数年

ています。しかし小売業の多くは、デジタルの可

後には予想を上回る結果となりました。こうした

能性を活かしきれず、消費者のデジタルに対する

増加傾向は今後も続くとみられ、情報格差が新た

期待や行動に積極的に応えることができていま

に拡大すると考えられます。

せん。

Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
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調査全般から、デジタルが調査実施国
すべてにおいて消費者の行動に影響を
与える一方で、この影響の背景にある詳
細は国によって異なり、各市場の非常に
細かな特性に左右されることが分かりま
した。今日の顧客は、デジタルを利用し
て自分流のショッピングスタイルを世界
中で実現しています。国、年齢層、商品
カテゴリー全般にわたる比較結果は、今
日の消費者のデジタル・ニーズや小売
業の投資機会を理解するためのインサ
イトに満ちています。

調査結果からは、小売業が実店舗における購買行動のデジタ
ル化傾向を軽視していることが分かりました。特に消費者の
要望が高度化し、店舗内の購買行動にデジタルを活用してい
る状況に応えられていないことが挙げられます。デロイトは、
世界的な傾向として、デジタルが実店舗での購買行動に与え
る影響を3つのカテゴリーに分類しました。

デジタル化とその最適化への道は
ひとつではない
調査対象国では一様にデジタル化の拡大傾向にありますが、
その進歩の速度は国によって大きくばらつきがあります。デ
ジタル化途上国は、デジタル化先進国が歩んだ道を踏襲す

世界各地で、消費者は各々の購買行動のために
異なるデジタル・ツールや機能を求めている
デジタルは文化を問わず、実店舗の小売業に大きな影響を及
ぼしており、オンライン収入の観点からだけでなく、実際でも
急激にその価値を高めています。デジタル・ツールとチャネ
ルによって、小売業の顧客は最終的には従来の買い物方法を
用いた場合よりも拡大し、実店舗のみならずあらゆるチャネ
ルにおいて、増分の収入と収益が期待されます。しかし現時
点では、小売業のデジタル・サービスは顧客を満足させるに
十分なサービスを提供できておらず、売上拡大の可能性を
十二分に引き出せていません。

る必要は必ずしもありません。新興市場では、先進市場が経
験した採用段階を経ずに、急な採用曲線を生じる場合もあり
ます。そのため、移行戦略である「リフト＆シフト戦略」は、グ
ローバルでの拡大には適さない可能性があります。

特定の市場に限っても、すべての顧客に合う
デジタル化の「型」はない
ひとつの市場環境でさえ、顧客の属性、段階、購入対象など、
それぞれの事情によって多様なデジタル行動が存在します。
年齢や所得のような人口動態はそれぞれの市場内で買い物
の習慣を形成する要素です。また、消費者のデジタル利用法
は、購入商品に応じて変化するため、商品カテゴリーに注目
することも重要です。

Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
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リサーチの方法
調査は、比較的成熟している6 市場と発展途上 3 市場の

成熟市場に含めた6カ国とは…

計9市場について、それぞれ2,000人以上の消費者を対
象に実施しました。各市場では200万以上のデータポイ
ントから、9市場に共通する傾向を洗い出し、類似点・相
違点を理解するため国別に掘り下げて分析しました。こ
の調査は2014 年 11 月から2015 年 3 月までの期間、独

米国

カナダ

オーストラリア

ドイツ

オランダ

英国

立系調査会社がオンラインで実施したものです。
分析にあたり、発展途上市場の定義を、インターネットと
デジタル端末の市場普及率が20〜50%の範囲にある市
場と設定しました。
というのも、インターネットとデジタル端末の市場普及率
が米国と同様の水準にある先進市場では、インターネッ
ト・サンプル（各市場の人口比率を反映するように重みづ
けを実施）も代表性のある消費者だといえます。しかし、
インターネット市場普及率が低い、またはばらつきのある
発展途上市場に同一の手法を適用しても、オンラインで

発展途上市場に含めた3カ国とは…

の回答が国の消費者人口において、十分な代表性がある
とはいえません。得られるデータは、これらの市場でイン
ターネットに接続する一部の消費者のデータでしかあり
ません。そのため、発展途上の3市場と先進市場との層
比較は実施せず推奨もいたしません。

メキシコ

中国

インド

Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.
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調査対象となった市場は、買い物におけるデジタル利用の影
響の度合いを示すデジタル採用曲線上でそれぞれ異なる位
置にあります。デジタル利用の増加は世界的な現象ですが、
デジタル化の速度は出発点によって異なるとされています。
データは、同様の採用レベルにある国々を3つの層に分けて
います。

• ヨーロッパ市場を構成する中間層のデジタル影響率は、
ドイツ、オランダ、英国で約30%。

発展途上国は全般的に先進市場と同じ道をゆっくりと辿り、
デジタルの技術革新と先進国の消費者行動に徐々に追いつ
いていくものと推測されていました。しかし、データからこの

• 発展途上のデジタル層は、メキシコ、中国、インド。デジ

仮説が誤りであることが判断できます。発展途上国のデジタ

タルの影響は、インターネットに接続する消費者間では

ル採用率は総じて低水準である一方、消費者調査から実店舗

最高水準だが、インターネット市場普及率とデジタル端

でのデジタル普及率が高いことがうかがえます。オンライン

末所有率（総人口に対する割合）
は最低水準にある。

調査では、現在デジタル接続している人口を対象としました。

• デジタル市場をリードする層のデジタル影響率は、米国
49%、カナダ41%、オーストラリア40%。

こうした層は、先進国の消費者とは異なる方法でデジタル使
用の先端をゆく
「スーパーユーザーズ」
に相当することがデー
タからは読み取れます。

図表1. 全市場でのデジタルおよびモバイルの影響

デジタルの影響要因

モバイルの影響要因

成熟市場
米国

デジタル市場を
リードする層

中間層

		

49%

カナダ

41%

オーストラリア

40%

28%
17%
21%

ドイツ

30%

15%

オランダ

30%

16%

英国

16%

28%
発展途上市場

インド

61%

		

メキシコ

59%

		

中国

59%

		

30%
31%
34%
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これは成熟市場よりも発展途上国の方が総じてデジタル化が
進んでいることを示すのではなく、中国、インド、メキシコな
どの消費者人口のうち、インターネットに接続するユーザー
は、成熟市場の平均的な消費者よりも購買行動でのデジタル
使用が高いということなのです。インターネットに接続する
デジタル通の消費者グループは、発展途上国での小売業の
ターゲット市場と一致する傾向があります。発展途上市場の
小売業がデジタルを購買体験に組み込み始めた時期は成熟
市場よりも総じて遅く、発展途上国のスーパーユーザーにつ
いても、米国をはじめとする先進国の消費者に比べて遅れて
いるか、または後を追っていると一般的にいわれてきました。
しかし実際には、成熟市場の先進ユーザーよりも技術的に進
んでいる面があります。例えば、モバイル端末での支払いに
注目すると、発展途上市場でインターネットに接続する消費
者の方が、成熟市場の代表的なユーザーよりも利用する傾向
があることが明らかになりました。また多くの場合、こうした
消費者は、クレジットカードによる決済を飛び越えて、デジタ
ルでの決済を直接採用する傾向がみられました。
現在、こうした3つの層が存在しますが、ひとつの層から別の
層への移行は想定されていません。ただし、各層の市場とも、
それぞれの層が適応出発点にほぼ相違はなく 、その後の過
程で差異が生じていくとみられます。データ分析からは、標
準的な拡大戦略の概念である
「リフト&シフト」
モデルが、少な
くともデジタルのグローバル戦略には効果的でないことが読
み取れます。このように、国や消費者によって、デジタルの採
用やデジタル消費の方法が異なるため、小売業はデジタル戦
略について深く考察する必要があります。デロイトの詳細な
データ分析によって、小売業者の現状が把握できます。
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特定の市場に限っても、すべての
顧客に合うデジタル化の「型」はない
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世界中の市場でデジタルのプレゼン

買い物の目的

スが高まり、影響が拡大し続ける一方

より多くの来店客が自身の購買行動を選択するようになっ

で、すべてのグローバル市場、もしく

そのものが基準になると考えます。例えば、米国における

は市場内のすべての消費者、全カテゴ
リーに適用できるような、拡張性のあ
る単一のデジタル・ソリューションはあ
りません。話はもっと複雑です。小売
業は、ひとつの国の中であっても、広
範なニーズを持つ多様な顧客に合わ
せて、デジタル商品、サービス、戦略を
カスタマイズしなければなりません。
デロイトは、9つの市場で収集した膨大
なデータから、主に2 つの傾向を導き
出しました。その傾向とは、消費者行
動と関連するデジタル・ニーズは、購
入商品のカテゴリーと人口動態によっ
て変化するというものです。

ており、デロイトは、こうした定義は商品カテゴリーや商品
デジタルの影響率は、エレクトロニクスで最大62%ですが、
食品・飲料では31%にすぎません。こうしたカテゴリー間

調査対象カテゴリー
エレクトロニクス
家具・家財道具・リフォーム

の差は、世界各地で共通にみられる現象です。しかしなが
ら、市場の成熟度は、文化の違いや消費者に根付いた国別

本・音楽・エンターテインメント

の嗜好によっても大きく左右されます。

• 全市場でデジタルの影響度が最も高いカテゴリーは、
エレクトロニクス。家具・家財道具・リフォームも大半
の市場で同様に高く、食品・飲料品は全市場にわたって

自動車
ベビー・幼児用品

低い。

• メキシコ、中国、インドの発展途上市場におけるデジタ
ルの影響は、アパレルが他のカテゴリーに比べて高い。

アパレル
健康

• デジタルの影響で購入金額が増えたと回答した消費者
の割合が最も高いカテゴリーは、ベビー・幼児用品で
ある。
こうした国際的な市場比較から、小売業では、ある市場のひ

その他の生活必需品
食品・飲料品

とつのカテゴリーで有効だった方法が、他の市場の同じカテ
ゴリーに適用できないことが分かります。データの解釈は、
各市場の傾向、文化の違い、消費者に根付いた国別の嗜好
を考慮に入れると、さらに複雑になります。

Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

15
図表2. 製品カテゴリー・市場別デジタルの影響要因
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購買者
年齢層で分析してみると、一部国ごとの特徴も見受けられるも

ます。調査はまた、年齢的な要因に加え、人口統計学的な要

のの、デジタル利用で支出額が増えたと回答した割合が最も

素も消費者行動の差異につながることを示しています。

高かった消費者グループは、若年層でした。18〜24才のデジ

• 中国におけるデジタルの購買行動は、都市階層によって著
しく異なる。T1
（ティア1）
都市に居住する消費者は、商品を
閲覧したり、検索する際に、小売業のウェブサイトや携帯ア

• 米国では、ヒスパニック系およびラテン系アメリカ人の買

タルネイティブ（デジタル世代）は、デジタルの影響が最も強

プリを積極的に利用するのに対し、T2（ティア2）およびT3

い物でのデジタル使用頻度が、他の民族グループよりも

い来店客であると自認しています。反対に、割合が最も低かっ

（ティア3）都市に居住する消費者はソーシャルメディアを利

高い。ソーシャルメディアの影響を受けている消費者の

た回答者グループは高年齢層で、55才より上の世代でした。

用する傾向が強い。逆に、商品の比較については、T1都市

割合は、全民族グループで32%だが、ヒスパニック系お

将来的には、デジタル技術を日常的に使用する消費者の低年

よびラテン系では約半分（49%）である。購買行動にデ

齢化が進むにつれ、デジタルの影響は採用率100%にまで増

ジタル端末を使用するヒスパニック系およびラテン系来

加する可能性があります。この結果は、オンラインとオフライ

店客が購入に至る割合（コンバージョン率）は、使用しな

ンの境界が急速に曖昧になりつつあるとするデロイトの見解

い来店客に比べて37% 高い。全消費者でみると、その

を裏付けるものです。小売業は、インターネットに常に接続す

差は20%。さらに、デジタル利用で購入金額が増加した

る消費者の存在だけでなく、こうした変化がビジネスモデル

消費者の割合は、全消費者の28%に対し、ヒスパニック

にどのような影響を及ぼすのかについて考慮する必要があり

系およびラテン系は41%に達する。

の消費者はソーシャルメディアを通じて確認する傾向にあ
るが、T2およびT3都市に居住する消費者は、専門家や他の
消費者による商品レビューを参考にする傾向にある※2。

• インドにおけるデジタルの影響は、社会階層分類（Social
Economic Class）により大きく異なる。デジタルの影響
度が最も高いのが社会階層分類のレベルAで、この消費
者グループの買い物時のデジタル利用率は、レベルBの
約3倍、レベルDおよびEの5倍以上である※3。

図表3. デジタルにより購入金額が増加した消費者の年齢別・国別割合

成熟市場
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※2 中国の都市階層は人口の規模、経済発展、インフラストラクチャ、文化的要因などの複数の要因に基づき決定される。T1の都市に居住するのが、教養のある富裕層の消費者で地域的に最も発展している。
※3 インドの社会階層分類は、世帯の主収入貢献者の学歴と世帯当たりの耐久消費財数という2つの変数に基づく。社会階層分類のレベルAは、
上位中間階級の消費者を示し、レベルBは中間階級、レベルDは労働者階級、レベルEは最低水準で必要最低限の生活レベルを示す。
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世界各地で、消費者は
各々の購買行動のために
異なるデジタル・ツールや機能を求めている
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スマートフォン、タブレット、モバイル・インターネットなどの
破壊的なデジタル技術の普及と、テクノロジーを積極的に取
り入れる消費者の姿勢は、新たな小売環境を生み出しつつあ
ります。今日の消費者は、小売業主導のマーケティングや購
買行動を受容するだけではありません。消費者は、時と場所
を選ばず、豊富な情報に簡単にアクセスできるようになりまし
た。来店客は、商品レビューの参照など、自ら積極的に購買
行動を生み出していますが、そうした情報はブランドイメー
ジの維持とは切り離されています。簡単に入手でき、消費者
が信用する情報は、もはや小売業やブランドが発信する情報
ではありません。こうした流れの中でブランドによる価値提
供が世界的に低下しています。
消費者は、小売業者が予想しなかった方法でテクノロジーを
活用しはじめています。小売業者が消費者間の情報交換を制
御することは、もはやほぼ不可能であり、消費者との関係再
構築は、アプリ開発で解決できるような単純な話でもありま
せん。小売業は、商品情報が情報発信源やメディアを通して
拡散する現状について、さまざまな角度から考察せねばなり
ません。新たな媒体やソーシャルメディアなど、革新的な販
売経路を駆使して、マーケティングおよびブランド維持のた

デジタルの影響を受ける購買行動

ソーシャルメディアの影響がますます拡大

来店客は、小売業によって提供されたツールやその他のツー

ソーシャルメディアに関して、いくつかの興味深い事実が浮

ルを利用して情報収集や購入判断を行いながら、自らの購買

き彫りになっています。調査結果から、ソーシャルメディア・

行動を定義しています。調査対象となったすべての市場で、

ユーザーとその購入行動には、すべての市場に共通した顕著

以下のデータが確認されています。

な傾向がみられます。調査対象の消費者のうち、買い物時に

• 先進市場では、消費者の少なくとも70%が自らの購買
行動を主導している。つまり、小売業やブランド・コミュ
ニケーション以外の手段を通じて商品情報を入手してい
る。発展途上市場において、この割合はわずかに低く、こ
れらの市場の消費者は、従来の小売業のマーケティング
から受ける影響が比較的強い。

• 消費者がデジタルで閲覧やリサーチを行う場合、小売業
のウェブサイトが最も一般的に使用されているが、大半
の市場で検索エンジンもほぼ同程度に使用されている。

• ほとんどの消費者が商品を選ぶ際にオンラインのレ
ビューを参考にしており、その割合は対面販売の 2 倍に
相当する。ただし、米国は例外で、消費者の約半数が店
員に相談して商品を購入する。

ソーシャルメディアを使用する割合は、使用しないユーザー
よりはるかに高く、世界では約20%上回っています。ソーシャ
ルメディアに参加し、その日のうちに買い物をする消費者の
コンバージョン（実際に商品購入に至ること）に対する影響は
さらに大きいです。
興味深いことに、ソーシャルメディアリフト（ソーシャルメディ
アによる購買効果）の強い市場が、デジタルやモバイルの影
響度合が高い市場と直接的に結びつくわけではありませんで
した。ソーシャルメディアで情報収集する積極的な IT ユー
ザーは、デジタルの影響要因がより高い市場に存在すると考
えがちです。しかし実際には、こうした市場の消費者は買い
物にデジタルを利用してはいるものの、小売業提供のツール
を利用するわけではなく、利用したいとも思っていないので
す。これこそが新たな情報格差だといえます。

めに、徹底的な見直しを戦略的に検討する必要があります。
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図表4. コンバージョンに対するソーシャルメディアの影響
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※4 コンバージョンリフトとは、来店客がソーシャルメディアを使用した場合のコンバージョン率（%）
と来店客がソーシャルメディアを使用しなかった場合の
コンバージョン率（%）
との割合と定義される。
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図表5.

BOPUS利用実績と先進国における利用希望者の比較

チャネルの横断
大手小売店の間で、オンラインで購入し店舗で商品を受け取
る「バイ・オンライン、ピック・アップ・イン・ストア(BOPUS)」

26%

というサービスに注目が集まっています。これは、デジタル・

25%

エンゲージメントやデジタルの影響と実店舗での集客とを連
携させる取り組みです。デロイトの調査で、BOPUSを利用し

21%
18%

たいと回答した消費者の数と、実際の利用者との間にやや開

17%

15%

13%
10%

10%

9%

8%

米国

オーストラリア

カナダ

オランダ

していないか、消費者にそう受け取られていることを示してい
ます。消費者は、BOPUSを複雑で面倒だと思いこんでいるの
かもしれません。あるいは、小売業者がチャネル間をまたぐ
注文を正確に処理できないと考えているのかもしれません。

5%
英国

きがあることが分かりました。これは、小売業がきちんと機能

ドイツ

小売業にとっては、BOPUS利用者は利用しない来店客の倍
以上の金額を使う傾向にあるため機会の損失といえます。

BOPUS利用希望者

BOPUSは登場してから日が浅く、消費者にとっては世界的に

BOPUS利用実績

もまだあまり馴染みのない概念です。消費者は小売業者との
こうした関わり方にみられるように、より多くの選択肢に目を
向け始めたところといってよいでしょう。こうした見解から小
売業の未来は明るいように感じられますが、クロスチャネル戦
略が実店舗とデジタル購買を統合する効果的な手法として定
着するかは、今後さらに調査を重ねていく必要があります。
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結論
小売業のデジタル化とその影響力の増大
は、小売業界にとって、世界的に収益を拡
大するビジネスチャンスといえます。さま
ざまな市場においてデジタルのプレゼンス
とその影響力が増すなか、今小売業には、
店舗とデジタルプレゼンスの両方を拡大す
る長期的な戦略が求められています。広範
で複雑なチャネル間の影響を継続して評価
していく必要があります。消費者が求める
ツールを提供できず、デジタルの潮流に乗
り遅れたならば、事業に失敗したり、企業の
存続すら危ぶまれる状況に陥るでしょう。
この調査結果をご覧いただき、各市場の分
析に関する詳細については、次のページの
リンクをクリックしてください。
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今日の小売業は、消費者の嗜好、サー

市場をリードする層

カナダ

ビス形態、デジタルケイパビリティ／

米国、カナダ、オーストラリアの小売市場におけるデジタルの

カナダ市場には、米国市場と共通の特徴があ

強みなどが同時進行で進化し、複雑な

影響率は、それぞれ49%、40%、41%でした。これらの国々

ります。例えば、消費者は購買過程でデジタル・タッチポイン

は、デジタルの影響をリードしているだけでなく、消費者との

トを好む傾向にありますが、市場では総合デジタルおよびモ

関わりやデジタル化でも先進的な位置を占めています。

バイルの影響要因に遅れがみられます。

様相を呈しています。こうした要素は
国ごとに微妙に異なり、小売業がデジ
タル化と海外展開に取り組む上での大
きな課題となっています。デロイトの
調査では、国別に消費者の購買行動を
比較することができ、消費者動向を市
場別に掘り下げて分析することができ
ます。

米国

コンバージョンについては、米国のコンバージョン率の方が

米国の小売業界では、実店舗での売上が優勢

カナダより高めの傾向です。デジタルを実店舗で使用する際

ですが、デジタルとモバイルが実店舗の売上に及ぼす影響は
年々増加しています。2014年単年の米国のオンライン小売
売上高は、総売上高のわずか6.5%（3,050億米ドル）でした
が、実店舗での売上高の実に49%がデジタルの影響による
もので、その額は1.7兆米ドルにも達しています。また、米国
の小売業者の多くが、オンライン売上が20〜30%と大幅に
増加する一方で、実店舗での売上※5が停滞していくとみてい
ます。大手小売業者は、中核となるビジネスモデルの再生に
加え、昨今、競争市場に参入してきた規模が小さく機動力の
ある小売業者とのシェア争いにも直面しています。
一方で、米国のデジタル消費者の購買行動は、市場の成熟を
示しています。例えば、価格比較にモバイルを使用する消費
者は、昨年に比べて30%低下しました。しかし、購買過程の
早い段階で、デジタル、モバイル、ソーシャルメディアを利用
する傾向が以前よりも強まっています。また、デジタル消費

のコンバージョン率は20%、モバイルを使用する場合は65%
高くなります。今後に目を向けると、カナダの小売業にとって
の課題は流通であり、BOPUSの実行について、顧客の期待と
現実との間に乖離がみられます。この乖離は、カナダの地理
的な規模と人口密度の低さによるものです。最小限の流通セ
ンターで広大な地域をカバーする小売業にとって大きな課題
となるでしょう。
しかしながら、カナダのオンライン売上は、成熟したデジタル
顧客基盤を通して、2018年まで年率10%以上の成長が予想
されています※6。オンラインを改良し、クロスチャネルの購買
体験を顧客に提供することで、カナダの小売業は、オンライ
ンと実店舗のコンバージョン率を増加させることができるで
しょう。

カナダに関するレポート全文はこちら
（英語）

者のコンバージョン率は20%高く、購買行動でソーシャルメ
ディアを使用する消費者の購買金額は、使用しない消費者の

4倍となっています。2015年のデータでは、実店舗での購入
の64%以上がデジタルの影響によるものです。米国の小売
業には、消費者のニーズに応じてデジタルサービスを機敏に
進化させていくことが求められています。

米国に関するレポート全文はこちら
（英語）
※5 売上高はアメリカ合衆国国勢調査局、2014年第4四半期、小売eコマース売上高を基に計算
※6

eMarketer, 2015
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オーストラリア
オーストラリアでは、従来の実店舗での売上が小
売売上高合計の大半をいまだに占めていますが、デジタルの
影響は実店舗での顧客の買い物の方法と購入決定に変化を

のデジタル利用率の高さなど、他の成熟市場と同様の傾向を

者の増加により、予想されていたような減少ではなく、増加に

示しています。しかし、デジタルの影響要因が30%というの

つながりました。モバイルの使用は実店舗の購買行動にとっ

は、他の成熟市場と比べると低いといえます。

ても重要で、54%が実店舗で商品情報を入手するためにモ

また、注目すべきもう一つの特徴が実店舗のコンバージョン

バイルを使用しています。

に対するデジタルの影響の大きさです。他の成熟市場では、

オランダはデジタル・ペイメントにも積極的であり、調査対象

コンバージョンリフトは10% 未満であるのに対し、ドイツは

の19%がデジタルによる支払い方法を利用しており、41%

41%です。デロイトが測定したリフト（増加）の一部は、原因

が今後の利用に関心を持っています。デジタルの利用は、購

というよりもむしろ結果（
「目的達成型」の来店客は、実際に購

入金額全体でも20% の増加につながりました。オランダの

頻繁な来店客は、最もデジタルに精通した人々なのです。

入に至り（コンバージョン）
、デジタル端末を使用する傾向が

小売業は、デジタル・ケイパビリティ／強みに対する評価を

こうした見解は、購買行動に対するデジタルの影響と、その

高いなど）といえますが、調査により、デジタル消費者は実際

見直し、拡大を図れば、デジタルとモバイルの影響の格差を

に多くの点でコンバージョン率が高いことが明らかとなりまし

埋めることができると思われます。

もたらしています。オーストラリアの来店客は、米国、カナダ
と同様にデジタルの影響を受けており、その割合は実店舗に
来店する消費者の40%に上ります。デジタルに強い人口の
増加に牽引され、この影響が急速に増している点が重要です。

成長速度を軽視しているようにみえるオーストラリアの小売
業にとって警鐘となるはずです。実店舗とデジタルのショッピ
ング体験の統合は、小売業の重要な数値指標に重大な影響
を及ぼします。実店舗での購買前から購買後までの過程にお
いて、商品の調査、検索、比較のためにデジタル端末を消費
者が利用すると、実店舗での平均コンバージョン率、注文数
量はともに20%以上増加します。

オーストラリアに関するレポート全文はこちら
（英語）

中間層
歴史と嗜好など、文化的な要因がヨーロッパ市場の購買行動
に特有の影響を及ぼしていることは、実店舗でのデジタルへ
の欲求が他の先進市場と比べて、若干低いことに証明されて
います。

た（探索型の買い物客は、商品を買う前に、
「おすすめ商品」
ページでその商品を確認するなど）
。

オランダに関するレポート全文はこちら
（英語）

因果関係の方向性に関わらず、デジタルの相互作用は、目的
達成型、探索型の買い物の両方で重要です。

英国

デジタル体験が十分でない場合、目的重視の来店客は、競合

英国市場の調査結果は、他の成熟市場とほぼ同様で

店に流れるなど購入を諦めたり、探索型の来店客のコンバー
ジョン率を減少させる傾向があります。

ドイツに関するレポート全文はこちら
（英語）

オランダ
オランダのデジタルおよびモバイルの利用は、世界
でも最高水準（モバイル市場普及率81%）ですが、デジタル

30%およびモバイル16%と、影響要因全体では、より遅れ

すが、いくつか注目すべき点があります。まず、商品購入の
際に店員に相談すると回答した来店客の割合は、11%と著し
く低く、これは他の成熟市場の平均以下です。その代わり、
英国の調査対象となった来店客は、購入を決定する際に、小
売店のサイトを閲覧し、オンライン・レビューを読む傾向が高
いことが分かりました。そのため、英国の小売業は、買い物客
に対してレビュー投稿を促すとともに、サイトのナビゲーショ
ン性と情報の利用のしやすさを改善することが重要です。
もう一つの特筆すべき点は、BOPUSを利用している来店客

ドイツ

ている市場と似た傾向にあります。

ドイツは、デジタル来店客のコンバージョン支出額

しかしながら、オンライン売上に関しては同国よりも成熟した

の間に開きがみられたことです（3倍以上の差で、全市場でも

（購入に至った商品金額）の増加、ソーシャルメディアのコン

市場と類似しており、小売売上高合計の7%がオンラインに

最大）
。つまり、英国小売業は全体として、オンラインでの購

バージョンおよび購入金額に与えるプラス効果、若い来店客

よるものです 。オランダの実店舗来客数は、デジタル消費

入商品を店舗に取りに行きたいという来店客のニーズを満た

※7

Planet Retail（2015年）

※7

の割合（8%）
と利用したいと回答した来店客の割合（26%）
と
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していないのです。しかし、英国の小売業は、来店客の購入金

明するなど）を軽減するよう努め、BOPUSの利用拡大を図る

額が、BOPUSによって増加する可能性が25%と最も低いこと

べきです。
（メキシコの来店客の3分の1以上がBOPUSを利

（他の成熟市場は平均44%）
を認識しなければなりません。

英国に関するレポート全文はこちら
（英語）

発展途上市場層
発展途上市場は、インターネットに接続する消費者を対象と
したデジタルの影響において、最高水準を示しました。文化
や経済状況の重大な差異は、各市場のデジタル傾向にも影
響しています。

メキシコ
インターネット市場普及率は51%で、調査対象
者の4分の3以上がデジタル端末を所有していると回答しま

用したいと回答しています。）

BOPUS 導入には障害がいくつか存在しますが、メキシコで
は、eコマースの売上とスマートフォンの所有率が今後2年間
で急成長すると期待されており、デジタルの影響が全般的に
拡大することが見込まれています。

メキシコに関するレポート全文はこちら
（英語）

中国
中国市場はデジタルへの精通度が高く、イン
ターネットに接続する消費者の実店舗売上の59%がデジタ
ルの影響を受けています。

インド※8
その他の発展途上市場と同様に、インドは社会経
済的な状況によってデジタルの影響が異なります。実際に、
インドで社会経済階級の最高位にある来店客がデジタルか
ら受ける影響の割合は、残り4階級と比較して3倍から5倍に
なりました。
しかし、社会経済階級によって大きな差異がある一方、デジ
タルはすべての年齢層および商品カテゴリーにわたり、比較
的一貫した影響がみられました。例えば、18〜20才におけ
るデジタルの影響は、45〜54才と比較して約25%しか高く
ありません。また同様に、エレクトロニクス製品カテゴリー内
におけるデジタルの影響は、最も影響が低いその他生活必
需品カテゴリーよりも約25%高いだけでした。

した。また、来店客の行動に対するデジタルの影響は増大し

中国の事例は、単一の市場内で、さまざまな消費者の好みが

つつあります。例えば、調査対象となった来店客の72%は、

存在することを示しています。当然のことですが、高所得者

実店舗で購入しようとしている商品を事前に認識しており、多

は一般的に所得の低い消費者よりも、デジタルの影響が大き

くの場合、ウェブサイトを閲覧し、検索エンジンを使用するか、

くなります。デジタルの影響格差は、自動車および美容・健

価格比較サイトを利用しています。

康など、体験的な性質の強いカテゴリーでさらに広がります。

どの端末を使用する消費者は少数にとどまりました。

インドをはじめとする他の発展途上市場とは対照的に、メキ

中国の消費者は、購買行動でのソーシャルメディア利用率が

インドに関するレポート全文はこちら
（英語）

シコでは、デジタルの影響のほぼ半分がスマートフォン以外

高く、36%が商品の閲覧や検索をするため、50%が購入し

の端末からのものです。メキシコの消費者は、モバイルユー

た商品について個人のネットワークで評価してもらうため、

ザーの接続速度が遅いこともあり、購入や商品の確認にはコ

ソーシャルメディアを使用しています。購買行動の前または

ンピューターやラップトップを使用する傾向があります。メキ

最中にソーシャルメディアを使用する場合、中国市場では商

シコで事業を展開する小売業は、モバイルサイトを設計する

品購入の割合が20％多いという結果になりました。中国で売

際に、帯域幅の制約を意識しなければなりません。また、メキ

上を増加させたい小売業は、市場のニーズや要望に対応する

シコの消費者は、カード情報などの個人情報をインターネッ

など、デジタルへの投資を進めれば、オンラインでブランドイ

トで送信することに消極的であり、商品の配達保証にも不信

メージを強化することが可能となります。

感を持っています。そのため、メキシコでは、情報セキュリ
ティの懸念（SSL暗号化ロゴマークを中心に、その仕組みを説

最後に、インドにおけるデジタルの影響の大部分（85%）は
スマートフォンが占めています。調査対象者の中では、イン
ターネットへの接続ポイントはスマートフォンがはるかに主
流であり、買い物にデスクトップ、ラップトップ、タブレットな

中国に関するレポート全文はこちら
（英語）

※8 注記「
: NAVIGATING THE NEW DIGITAL DIVIDE」において：インド小売業の主たる責務（Key
デジタル端末の市場普及率に合わせて標準化されている。

Imperatives for Indian Retailers）データは
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本調査はデロイトの委託により、独立系調査会社が2014年11月
から2015年3月にかけて実施しました。
各市場において、全国約 2,000 人の消費者を無作為に抽出し、
調査を行いました。回収されたデータは、各国の性別、年齢、地域
（州・領土）の人口比率が代表性をもつように、重み付けされてい
ます。
有意差検定には信頼度90%を用いました。
各市場内において、調査対象者にデジタル端末を使用して購入
する商品のサブカテゴリーを2つまで
（靴、または本と音楽、など）
挙げてもらいました。具体的なデジタル行動データは、買い物に
デジタル端末を使用する消費者を表しています。
各国の詳細なアンケート調査方法および誤差は、国別市場調査
報告をご覧ください。
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あとがき
日本の小売業においてのデジタル化は、企業が認識している
よりも早く進行していると認識すべきだろう。消費者におけ
るデジタル化の浸透は、本レポートの先進国と同等のスピー
ドで進行していると考えるべきである。しかしながら、企業に
おけるデジタル化の進行は進んでいるだろうか。多くの企業
は、消費者に対してECをはじめとするデジタル化を推進して
きたが、大きな成功を手にしたという話は聞かない。
成功していない要因にはいろいろなものがあるが、本レポー
トが示唆するように国／顧客／商品ごとに、デジタルの影響
度が異なることを認識して、消費者ニーズとのGAPを解消す
る活動ができていないことが大きな要因ではないだろうか。

2020年以降にむけて人口の減少、高齢化、そしてデジタル
化が進むことが明確になっている今、本レポートが示すイン
サイトから次のアクションに取り掛かれるかが、企業が更なる
成長をできるかの分岐点である。自社における仮説を立案
し、消費者ニーズを取得／分析し、消費者サービスへ還元す
ることが、企業の未来へと繋がるはずだ。
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パートナー

渡邊知志
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