
小売業従業員の生産向上と 
顧客最優先のエクスペリエンスの提供



小売業界では、カスタマー エクスペリエンスをパーソナライズ
することの重要性が高まっていますが、従業員のエクスペリエ
ンスに変革をもたらすことも同じように重要です。調査による
と、買い物客の 76 % は、企業がどれだけ顧客を大切にしてい
るかを示す試金石は顧客サービスであると考えており1、89 % 
はカスタマー エクスペリエンスが原因で 1 つ以上のブランド
との取引をとりやめています。2 

この結果を受け、今日のトレンドであるデジタル変革（DX）を
推進する企業では、従業員の生産性を高めるさまざまな新機
能を導入しています。こうした機能の多くは、すでに購入経路と
密接に関わっているモバイル テクノロジーを基盤にしており、
従業員の顧客エンゲージメントを促進するとともに、大規模な
チームを構築するためのコスト削減にも貢献しています。従業
員のエクスペリエンスを高めることにより、離職率、生産性、従
業員満足度、OpEx、売上を直接改善することができます。

2  © 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
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店舗の従業員数の増員を検討している小売業の割合はわずか 
5 社中 1 社に過ぎませんが、5 社中 4 社は店舗内のエクスペリ
エンスを向上したいと考えています。3 店舗がこの課題に対応する
には、賃金が低く、十分なトレーニングも受けていない一般的な
従業員を、やる気に満ちた貴重な従業員へと変える手段が必要で
す。また、Payment Card Industry（PCI）の要件に対応するインフ
ラストラクチャ内で新しい機能を確保し、データの損失と盗難のリ
スクを最小限に抑える必要もあります。

Gartner は、デジタル変革によってこれらを実現するための 3 つ
の重要な要素を特定しています。

• デジタルを利用する従業員と買い物客のエクスペリエンスを
効率化する、新しいモバイル、ソーシャル、およびクラウド テク
ノロジーの出現

• コラボレーション性が高いビジネス アプローチを実現し、管理
者による優れた人材の獲得、育成、保持を可能にする環境

• 優れた人材への報酬の提供、動機付け、保持のために、従業員
と管理者のパフォーマンスを測定できる高度な分析機能4 

顧客の 93 % が、企業はサ
ービスの期待値を超えて
いないと回答。5 

「従業員がなかなか捉ま
らない」ことは、店舗での
ショッピング エクスペリエ
ンスに関する顧客が最も
嫌いなことで、80 パーセ
ンタイルに位置付けられ
ている。6 

逸してしまった売上の  

68 % は、従業員がその場
で商品を注文し、買い物客
の自宅に配送することがで
きれば獲得可能だった。7

逸してしまった売上の  

55 % は、従業員が商品
の在庫を持つ他の場所を
特定できれば獲得可能だ
った。8 

消費者の 50 % 以上は、 
現在店舗で受ける従業員
サービスが減少していると
考えている。9 

93 % 80 番目 68 %  55 % 50 % 

デジタル ワークプレースの構築
デジタル変革に投資することにより、カスタマー エクスペリエン
スをグレードアップできるだけでなく、組織自体（経営、文化、ビジ
ネス モデルなど）に変革をもたらすこともできます。DX では、パ
フォーマンスを定量的に高めるためのデジタル テクノロジーの
活用方法を定義し、次の目的の達成を目指します。

• カスタマー エクスペリエンスの向上

• 従業員の生産性の向上 

• 店舗のセキュリティ確保とリスク管理

• 店舗運営の最適化

経営陣の間で、この 4 つの事項の中でも「優れた人材を獲得し、
支援すること」の重要性はますます高まっています。小売業界の従
業員は過去 4 年間で 50 万人増加しており、2022 年までにはさ
らに 100 万人増加すると見込まれています。10また、こうした 
経営陣の約 3 分の 1 が従業員を最優先課題に置付けていること
から、「デジタル ワークプレース」の構築と開発の必要性は明らか
です。11 

小売業従業員の生産性向上と顧客最優先の
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矛盾していますが、2 つ目のレポートによると、このようなイニシア
チブを実際に実践している大規模組織は 5 %未満にとどまって
います。12おそらくこの結果には、多くの組織が、デジタル化を超
えて「フィジタル化」されたワークプレース、つまり小売業の顧客
エンゲージメント方法に根本的な変化をもたらす、ソーシャル、モ
バイル、データによって主導された作業環境の構築方法を把握し
ていないことが反映されています。オムニチャンネルのフィジタル 
ビジネスでは、店舗でのオンライン返品処理など、店舗従業員向
けの新しい作業も発生します。しかし、従業員のデジタル化に着
手しなければ、小売業はデジタル変革がもたらす最大の利点であ
る、人件費および運用費を 1870 億ドルも削減できる機会を逸
することになります。13シスコの調査によると、小売業者は投資の 
37 % をカスタマー エクスペリエンス向上に費やしていますが、従
業員の生産性向上に対する投資はわずか 6 % に過ぎません。14

この好機を捉えるために、クラウド、モバイル、ソーシャル、Internet 
of Things（デジタル化イニシアチブの一部としてセンサーやその
他のデバイスを使用）など、かつては利用できなかったテクノロ
ジーを店舗で利用して、この新しい作業モデル、プロセス、プラク
ティスを促進することができます。

最優先事項：従業員の離職率の抑制
小売業は、一般的にすべての業種で離職率が最も高いと考えら
れています。Hay Group は、小売業の非常勤従業員の離職率の中
央値を 67 % と報告しています。15これには理由があります。MIT 
Sloane School of Management の Zeynep Ton 氏によると、米
国の小売業者の従業員の 5 分の 1 は、賃金が低く、十分な手当
も得られず、突然のシフト変更も発生するという理不尽な仕事を
請け負っており、昇進の機会もほとんどありません。16 

しかし、高い離職率は従業員にとってだけでなく、店舗にとっても
深刻な問題です。Center for American Progress の調査の結果、
最低賃金で雇用している従業員 1 名の交代要員の発見、雇用、ト
レーニングにかかる費用は平均 3,328 ドルとなっており、これは
年間給与の 16 % にあたります。ただし、実際のコスト（雇用プロ

セスに要した資金、オンボーディングおよびトレーニングの費用、
トレーニング期間中のエラーや生産性の低さによるコスト、企業
文化やその他の従業員生産性への影響などを含む）は、はるかに
高くなる可能性があります。17 

しかし、このような事態は避けることができるはずです。Harvard 
Business Review による Costco、Trader Joe’s、QuikTrip、
Mercadona などに関する調査は、熱心な店舗従業員ほど生産性
が高く、顧客を重視し、買い物客の満足度が高く、売上も高いこと
を示しています。18実際、別の調査でも、1997 ～ 2014 年の間に
経験豊富な従業員のリーダーは幅広い株式市場を凌ぐ成果を上
げており、S&P 500 指数のほぼ 2 倍の年間利益を達成している
こと判明しています。19Gartner は、「従業員エンゲージメントの 5 
% 向上は、翌年の収益の 3 % 向上につながる」ことを示す、2015 
年の Aon Hewitt の調査を引用しています。20 

これらをはじめ多くの同様の調査結果が判明しているにも関わら
ず、多くの小売業者はこうした結果を業績につなげることができ
ずにいます。結局のところ、事業の成功の大部分を従業員に委ね
ることは、小売業者にとって非常に大きな文化的変革なのです。
2008 年以前のテクノロジーへの投資が最も低かった業種にとっ
て、これは重大な変化に違いありません。

従業員の生産性を高める 新モデルの構築
現在の従業員は全体的に変化を続けており、従来の働き方は彼ら
にかつてのような価値がありません。小売業者は、ミレニアルズと
して定義される若い従業員を常に非常に大きな割合で雇用して
きました。

現在のミレニアルズ世代の従業員は、以前よりはるかにデジタル
に精通しています。彼らは、柔軟かつ反応が早い環境で働くこと、
そして職務で幅広い範囲を任されることを期待しています。また、
常にオンラインでいられること、共有環境で協業すること、必要な
ときに必要な場所で自分または顧客のために情報にアクセスで
きることを希望しています。Pew のデータでも、ミレニアルズ世代

「私たちの業種では、人が人にサービスを提供します。テクノロジー
の視点から言えば、このサービスとは、お客様に喜ばれることをフロン
トに立つ従業員から提供することを意味します」 
Joshua Sloser（Hilton Worldwide イノベーション担当 VP）
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は他のグループよりも教育コンテンツの検索や就職活動にスマー
トフォンを使用する傾向にあることを示しています。21 

しかし、変化が見られるのはこの世代だけではありません。小売
業界では、高齢の従業員の雇用や、かつての従業員の再雇用が進
んでいます。高齢の従業員の雇用については、生産性が低いので
はないかという懸念がありましたが、それは大きな誤解であった
ことが実証されています。22このような経験豊富な従業員は、小売
エクスペリエンスの大幅な向上につながる高度な知識と自信を
職場にもたらしています。しかし彼らもまた、以前よりはるかにデ
ジタルに精通しています。実際、「ミレニアルズ世代の従業員」とい
うコンセプトは、最新テクノロジーに接続し（Connected）、自信を
持って（Confident）操作できる（Capable）、「C 世代の従業員」に
取って代わられています。

小売業界にとっての課題は、従業員にパワーをもたらすテクノロ
ジーに投資して C 世代（デジタルネイティブ）従業員の得意分野
を活かすこと、一般的なビジネスの課題に対処すること、そして、
店舗をサポートする各機能を従業員が最大限に活用できることを
経営陣が確信できるか否かだと言えます。

従業員と製品情報の接続
現在でも多くの小売業者は、従業員が「一日中ゲームをする」の
ではないか、つまりネットワーク上で無責任な行動を取るのでは
ないかという懸念から、店舗にワイヤレス ネットワークを導入す
ることに消極的です。この根本的な懸念に対処することは重要で
す。幸いにも、現在はこうした懸念を完全に解消することが可能に
なっています。

顧客の少なくとも 73 % は、販売従業員よりも彼らの方がより多
くの情報を把握していると考えています。23その理由は、顧客がい
つでもネットに接続できるからです。店舗内で無料のワイヤレス 
ネットワークが提供されていなくても、顧客は携帯電話のネット
ワークを使用して製品、プロモーション、割引、価格比較などの情
報を入手しています。顧客と同じデータへのアクセスを従業員に
提供しなければ、小売業者は効率性と評判が低下し、販売機会を
減らしてしまうことになります。

支給されたモバイル デバイスを使用して即座にモバイル アクセ
スができるようになれば、第一線の従業員はより効果的に顧客を
サポートできます。また、従業員が顧客に即座に提供できる価値
が高まります。在庫情報にアクセスし、製品を他の店舗から移した
り、即座に配送をオーダーすることができるのです。製品、在庫、プ
ロモーションに対する 360 度の視野を店舗従業員に提供するこ
とで、販売能力が高まります。

小売業従業員の生産性向上と顧客最優先の
エクスペリエンスの提供
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店舗内に Wi-Fi を導入すると、さらに強力にパーソナライズされ
たツールも利用できるようになります。たとえば、通路にキオスク
を設置し、顧客や従業員にライブのビデオ機能を通じて仮想エキ
スパートへのアクセスを即座に提供することができます。このエ
キスパート（通常は顧客コンタクト センター）との即座の会話は、
質問への回答、問題の解決、購入プロセスの促進に役立ちます。
Forrester によると、音声のみ（電話など）を使用した見込み客とエ
キスパートとのやり取りによるコンバージョン率は 50 % ですが、
音声とビデオの両方を使用した場合のコンバージョン率は 90 % 
を上回ります。同じ調査で、ビデオ機能が追加されたときの顧客あ
たりのクロスセールスは、1.4 製品から 2.5 製品に増加すること
が判明しています。24 

従業員同士の接続
このように、店舗内のワイヤレス ネットワークは、より緊密なコラ
ボレーションを行う従業員モデルの基盤となって、従業員のコミュ
ニケーションを促進し、従業員の仕事を効率化します。その結果、
管理者は優れた人材の獲得、開発、保持ができるようになります。
最近の調査によると、店舗従業員の 82 % は、店舗におけるスタッ
フと管理者間のコミュニケーションが改善されれば、顧客のショッ
ピング エクスペリエンスが向上すると考えています。25 

また、ネットワーク ソリューションを導入することで、従業員間、店
舗間、店舗と本社間の境界のない店舗内コミュニティである「チー
ム ワークスペース」を基盤とするデジタル ワークプレースも構築
できます。安全性が確保された仮想「ルーム」では、従業員同士の
緊密なコミュニケーションが可能になっているため、店舗間やサ
プライヤ間で高度かつ素早い調整を実現します。

一例を挙げると、安全なエリアでは、従業員がマーチャンダイジン
グ管理、運用管理、在庫管理などのファイル共有タスクを実行で
きます。指示は直接ダウンロードすることが可能で、モバイル デ
バイスで撮影した写真を、安全なファイル共有およびコラボレー
ションのためのスペースにアップロードできます。こうしたプロセ
スによりマーチャンダイジングから電子メール、紙、FAX を完全に
排除できるため、従業員は事務作業を軽減し、販売により多くの時
間を費やせるようになります。

従業員とトレーニングの接続
ある調査では、組織による従業員育成への投資レベルに応じ
て、従業員の保持率が高くなることが判明しています。American 
Society for Training and Development（ASTD）のレポート
「Bridging the Skills Gap」によると、トレーニングへの投資をほと
んどまたはまったく行っていない企業の従業員の 41 % は、 
1 年以内に離職する可能性があると述べています。対照的に、ト

レーニングや人材育成に多大な資金を投じている企業では、その
従業員の割合は 12 % に減少します。26 

デジタル変革を実施することで、コスト効率の高い常時使用可能
なトレーニングを提供し、ネットワークを活用して従業員の生産性
とエンゲージメント レベルを高めることができます。新しい従業
員のオンボーディングも、実際に現場で経験するプラクティス、職
務、ツールに合わせてカスタマイズされたインタラクティブまたは
記録済みセッションを通じて、コストを抑えながらきめ細かく実施
することができます。また、高度なトレーニングでは、昇格にふさ
わしい経験を積んだ従業員を特定し、さらに才能を高める新しい
スキルへのアクセスを提供することも可能です。

一方で従業員も、本社のニュース、保留中の契約、割引オファー、リ
コール、新しいプロセス、職務に直接影響するその他の重要な問
題についての情報を迅速に入手できるようになります。また、表彰
を受けたり、新しいリーダー、社内での機会、その他の従業員向け
の機会を把握することも可能になります。

リアルタイム分析に基づいたスタッフ管
理の効率化
ミレニアルズ世代からデジタルに精通した高齢者層まで、常時オ
ンラインを利用する今日の顧客は、コストよりもエクスペリエンス
を、従来の販売担当者よりもコンテンツ（製品情報、ビデオ、プロ
モーション、インタラクティブ性）を、ますます重視するようになっ
ています。さらに、彼らの多くはこうした要素に対する出費を惜し
みません。Oracle によると、86 % の顧客はより優れたエクスペリ
エンスに対してより多くの費用を支払っています。27このような顧
客はリピーターになる可能性も高くなっています。そして、顧客の
保持率が 10 % 上昇すると、企業が得られる価値は 30 % 高まり
ます。28 

顧客のエクスペリエンスと従業員のエンゲージメントを注意深
く監視することで、小売業者が直面する最大の課題の 1 つである
「日常のスタッフ管理」の解決に必要なデータを得ることができ
ます。何人の従業員をいつ店舗内のどこに配置するかの決定は、
店舗にとって重要なコスト要素です。この問題は、外的要素（「店舗
の 1 平方フィートあたりの従業員数」といった本社からの要求な
ど）によって一層複雑化します。

しかし、デジタル変革には、新しいテクノロジーを通じて、以前は
利用できなかった顧客と従業員のトラフィックに関する詳しい
データにアクセス可能になるという重要な利点があります。小売
業者は、デバイスのネットワークから抽出できるヒートマップ、セ
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ンサー、トラフィック カウンタやカメラといったツールに基づいて
リアルタイム メトリックを入手し、店舗内でスタッフを最大限に活
用する方法をより詳しく理解することができます。

上級管理者も、従業員を指導したり意欲を喚起するために分析
データを活用できます。従業員が分析データを活用することで、店
舗にいる顧客や、顧客の位置、そして店舗にいる理由などを把握
し、買い物客を迅速に支援できるようになります。

さらに、高度な分析データにアクセスできることで、従業員による
「オンライン時間が多すぎる」のではないかという企業の懸念も
緩和されます。分析機能では、有能な従業員へのインセンティブ
の提供や意欲の向上のために、パフォーマンスや従業員あたりの
収益といったメトリックを測定できます。パフォーマンスの監視や
追跡と平行して、オンライン ツールとアプリを利用して現実的な
目標を設定することで、優れたスキル、高い勤労意欲、企業へのロ
イヤルティを持った従業員に対する報償の提供や昇格を確実に
実施できるようになります。

また、進化した自動スケジューリング ツールや雇用計画ツールに
より、管理者は従業員の意欲や店舗のパフォーマンスを改善でき
ます。パフォーマンスのメトリックがあれば、管理者、従業員、顧客
間のコラボレーションの増加を促進できます。たとえば、モバイル 
コラボレーションとゲーミフィケーションを利用することにより、購
買意欲を高めるアクションを通じて顧客の売上を高めることがで
きます。29 

顧客を最優先する従業員の育成 
現在、顧客の要求はますます厳しくなっており、知識の豊富な定
員、スムーズなサービス エクスペリエンス、必要に応じた個人的
な配慮が求められています。顧客の 83 % は、オンライン上であっ
ても購入に際して何らかのサポートを必要としています。30アクセ
スできる顧客データ、従業員データ、ビジネス データ、在庫データ
を拡大することで、次のことが可能になります。

• 従業員の生産性を高めながら、顧客に革新的なサービスを提
供できる方法を特定する

• ビジネス インテリジェンスからソーシャル メディアにいたる詳
細な行動情報を活用する

• 商品の販売から、サービスや機能の提供にビジネスを拡張する

• 新しいデジタル機能を活用した最新のビジネス モデルを開発
する 

• 新しい製品カテゴリを迅速に作成する

こうした目標を達成した小売業者は、購入するもの、購入の時期、
場所、方法を買い物客が決められるようにすることで、ロイヤル
ティを獲得できます。その後、店舗では取得したデータを活用し、
コラボレーションの効率化、情報へのアクセス、サービス オプショ
ンの提供を通じて、従業員の能力を高めることができます。従業員
は、文書業務や管理作業にかかる時間を減らして顧客へのサービ
スにより多くの時間を費やせるため、店舗でのエクスペリエンス
を最適化できます。

デジタル変革の一環として生産性を向上
従業員の生産性を最適化するプロセスは複雑で、複数の企業規
律が関わってきます。デジタル変革を進める企業は、テクノロジー
だけでなく、プロセスや文化の包括的な変革も検討するはずで
す。逆を言えば、成功を収めるにはこうした変革が欠かせません。
小売業者にとっての投資における最大の目標は、生産性の向上で
す。IDC では、2019 年までに人工知能によって生産性が 30 % 
向上し、KPI は 10 ～ 20 % 向上すると予測しています。同様の期
間に、ロボティクスとデジタル テクノロジーを活用することで、店
舗、倉庫および流通の生産性を 3 倍まで向上できる可能性があ
ります。31 

しかし、こうした変革は、必ずしも高額な費用を伴うわけでも、一
度にすべてを実装する必要があるわけでもありません。組織はそ
れぞれ異なるため、各自の目標や従業員の構成に応じた「生産性
の文化」を確立することが大切です。小売業界での 30 年以上の
経験を有するシスコは、お客様のパートナーとして、テクノロジー
への投資と本来お客様がそこから得ているべき価値のギャップを
埋められるよう支援いたします。
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法に大きな変革をもたらすことができます。デジタル変革は、 
従業員の生産性、満足度、カスタマー エクスペリエンスのサポー
ト能力を最大限に高めるまったく新しい機会を小売業者に提供し
ます。

関連情報
詳細については、シスコの担当者にお問い合わせいただくか、シ
スコの Web サイト cisco.com/jp/go/retail を参照してください。

@CiscoRetail をフォローしてください。

1. 最適なサービスを提供するために必要な情報を従業員に提供
し、満足度を高め、離職率を低減しながら、テクノロジーに対す
る従業員の期待に応えます。

2. 独自のサービス、差別化されたオファー、価値のあるアドバイ
スを通じて優れたカスタマー エクスペリエンスを提供し、小売
業者がブランド プロミスを実現できるように支援します。

3. こうした機能を、安全で俊敏性の高いインフラストラクチャ上
で提供します。このインフラストラクチャにより、市場の変化に
対応する将来の革新に対しても店舗の準備状況を整えること
ができます。

店舗内でも、あるいはオムニチャンネル組織全体でも、今日のテク
ノロジーを活用することで、従業員の働き方と買い物客の購入方
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