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小売業界におけるデジタル価値実現へのロードマップ
経済分析

この記事では、今後 3 年間の小売業におけるグローバルなデジタル価値の主要
領域について説明します。

考察
• 小売業でデジタル改革が起こっていることは経営陣の間ではほぼ周知の事実ですが、
それに対して積極的に行動している小売業者は 4 分の 1 もありません。
• 改革（創造的破壊）は、大きな脅威と絶好の機会の両方をもたらします。適応できなけ
れば、市場から締め出されるリスクが高まります。
「自分自身のディスラプション」を行っ
てデジタル小売業者となることで、新しい世界は開けてきます。
• 大きなビジネス チャンスが広がっています。小売業のデジタル経済価値は、今後 3 年
で世界で 5060 億ドルになります。昨年、小売業界全体で実現できたのは、潜在的なデ
ジタル経済価値のわずか 15 % です。
• より多くの価値を引き出すには、主要なビジネス目標をサポートして短期的および中
期的に最大の収益をもたらす使用例を組み合わせた、
デジタル ロードマップを作成す
る必要があります。
• デジタル機能によって、従業員の生産性、イノベーション、
カスタマー エクスペリエン
ス、資産活用、サプライ チェーンとロジスティクス、持続性という 6 つの推進要因から
価値が創出されます。
• 小売業におけるデジタル経済価値の 90 % 以上を占めているのは、10 個の使用例
です。
これらの使用例が、小売業の業務範囲を規定し、デジタル小売業機能の基礎を
形成しています。
• ロードマップを作成する場合は、
まず、
自社の主な優先事項が IT の俊敏性と業務効率
の実現なのか、ビジネス戦略の差別化なのか、
またはデジタル対応ビジネス プロセス
の定義なのかを評価します。
• 短期的および中期的に最大の価値をもたらし、ビジネス目標をサポートする使用例を
選択します。
• 持続的な競争優位性を実現するには、
デジタル機能を使用して新しい働き方と新しい
ビジネス モデルを定義します。イノベーションは、デジタルネイティブの競合他社に限
定されません。
• デジタル小売業者になることは、単に新しい技術を実装することではありません。ビジ
ネス プロセスを再定義して、従業員戦略を変更する必要があります。
これは長期にわた
る全体的な変革で、持続的な投資が必要です。
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「デジタルのせいで、やがて息の根を止められると
思っていました。
しかし今や、デジタルは私たちの
味方です。」
– Media-Saturn-Holding GmbH 社
取締役会会長 Pieter Haas
「Süddeutsche Zeitung」、2015 年 10 月

はじめに
現在の小売業者は、デジタル ビジネス能力をできるだけ迅速に開発す
る競争に加わらなければ、迫り来る競争の脅威に直面し、大きな財政上
の機会を逃すことになります。小売業界には、2018 年までに 5060 億
ドルのデジタル ビジネス価値を創出できる可能性があります。2015 年
に小売業者が実現したデジタル経済価値は、わずか 15 % でした。
脅威はかなり現実的です。小売業は IT の強度（収益に
対する IT 投資の割合）が比較的低く、現状に全体的に
満足しているため、技術に精通した既存業者やデジタ
ルネイティブの新興企業によって崩壊させられるリスク
が高くなっています。e-コマースが創造的破壊だったと
考え、ただ座して待つ場合ではありません。

は時間がかかります。投資計画を熟慮することで、節約、
収益の増加、
デジタル変革の持続を実現することができ
ます。市場の大部分は、誰かが先に動くまで様子をうか
がっています。
そこで先陣を切って、持続的な競争優位
性を獲得しましょう。今行動しなければ、成功を収めるこ
とが難しくなり、生き残ることさえ困難になります。

今こそ、
デジタル変革を全面的に受け入れて、競合他社
の先を行く絶好のチャンスです。現在の状況に関係なく、
小売業界での成功に欠かせないデジタル機能の開発に
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デジタル小売業者になる
小売業者は顧客のニーズを予測して競合他社より効果的に対応できるよう
に、常に顧客を理解しようと努めています。顧客が店舗と同じようにオンラ
インやモバイル アプリで買物する現在の環境では、顧客に関する状況と分
析の新しい情報源が必要です。
また、生成された新しい洞察に基づいて迅
速に対応できる体制を整える必要もあります。
小売業のデジタル ビジネスは、オンライン ショッピングだけではありませ
ん。成功するためには、いつでも、
どのチャネルを選択していても、顧客が
期待する価値を提供できる、一貫性がある魅力的なカスタマー エクスペリ
エンスも必要とされます。買い物中の任意の時点で、
コンシューマに高い価
値（効率の向上、
コストの削減、関与の強化）を提供することを高関連性と呼
びます。
高関連性は、
コンシューマが必要としているものを必要なときに、求めてい
る方法で入手することを可能にする新しいパラダイムです。高関連性は、
ショッピングのライフサイクルを通じてリアルタイムで価値（効率の向上、
コ
ストの削減、関与の強化）を提供する、新しいデジタル対応ソリューションと
革新的なビジネス モデルによって実現されます。
コンシューマの状況（所
在地や目的）に応じてインテリジェンスを適用し、それによって小売業者が
最適な体験を動的に提供できるようにする、分析を中心としたアプローチ
が必要です。
高関連性を目標とする場合、デジタル ビジネスの変革はそれを達成するた
めの手段となります。

デジタル小売業者の 3 つの相互接続機能
高認識：企業のビジネス環境における変化を監視および検出する能力を指します。
小売業において、
これは多数の情報源（保管倉庫、オンライン、店舗、モバイル、競合他社）からのデータを生成および分析す
ることを意味します。店舗内の顧客から洞察を生成することは、多くの小売業者にとって特に重要な課題です。
カメラおよび
センサーをモバイル デバイスのトラッキングと組み合わせることで、
この機能を実現できます。モバイル アプリと統合するこ
とで、店舗とオンラインの両方の買い物客の行動パターンに関する洞察が開始されます。
情報に基づいた意思決定：指定の状況においてできる限り最善の決定を下す能力を指します。そのためには、企業の高認識
プロセスの一環として収集されたデータを分析し、パッケージ化し、組織全体にわたる規模で配布する必要があります。
（人
間の判断を強化できる）情報に基づいた意思決定は、成熟したデータ分析機能に大きく依存しています。
小売業者の情報に基づいた意思決定は、在庫管理の最適化からコネクテッド広告のキャンペーン計画に至るまで非常に広
範囲の活動に及びます。正しい判断を下すのに適した洞察を得ることは、作業現場または本社にかかわらず、管理のすべて
の側面に影響します。
迅速な実行：計画を迅速かつ効果的に実行する能力を指します。迅速な実行は、品質と企業戦略への調整を確実にするため
の変更管理に大きく依存しています。
また、
ワークフローの自動化、
または買い物客の場所と状況に基づいたリアルタイムの
提供を拡大する機能を含めることもできます。
迅速な実行のシンプルな例の 1 つは、店内に入る足取りのデータを使用してチェックアウト時間に対する影響を予測するこ
とです。
これによって、小売業者は行列が長くなる前により多くのチェックアウト レーンを開くことができます。
この 1 つの領
域だけで、顧客満足度、従業員の効率性、および売上に大きな影響を及ぼすことができます。流通、
プロモーション、
または導
入のような戦略領域に迅速な実行を適用することで、潜在的なビジネス インパクトはさらに大きくなります。
詳細：The Hyper-Relevant Retailer: Around the World, Insight Is Currency, Context Is King [英語]
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進むデジタル ディスラプション：その対策を探る
3 つの特長（高認識、情報に基づいた意思決定、迅速な実行）には、広範なデジ
タル ビジネス機能が含まれています。
これによって、小売業最大手はビジネス
の方法を根本的に変革することになります。
これは、単純に新しい技術投資を行
うという問題ではなく、ビジネス プロセス全体の再設計を意味します。
ほとんどの小売業者は、ビジネスのデジタル化にある程度大きな投資を行って
いますが、小売業界は依然としてデジタル ディスラプションのリスクが最も高い
（収益に対する IT 投資の割合）2
業界の 1 つです。1これは、業界の「IT 優先度」
が比較的低いために深刻化しています。
また、市場では、洞察を生成して業務を
推進する技術を採用した新興および既存の両方の競合他社による改革のリス
クが高まっています。
小売業者はリスクを認識しているようですが、行動を起こさないため対応
が遅れています。Global Center for Digital Business Transformation（DBT
Center）、International Institute of Management Development（IMD）、および
シスコ イニシアチブは、
「Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining
Industries」[英語] という表題の研究でデジタル ディスラプションの状態につ
いて調査しました。小売業経営陣の 56 % がデジタル ディスラプションを取締
役会レベルまたは CXO の関心事項と回答していますが、
自社のビジネスの変
革を積極的に行うことで何らかの対応をしているのは 4 分の 1 もありませんで
した。3代わりに、小売企業の 30 % が「フォロワー」のアプローチを取り、競合他
社が先に動くまで様子をうかがっています。調査対象の残りの 46 % の小売業
経営陣が、管理層はデジタル ディスラプションを認識しているが何もしていな
い、
または適切に対応できていないと回答していますが、
これは重要視すべき
ことです。

デジタル ボルテックス：ディスラプションのリスクがある小売業界
デジタル ディスラプションの影響を理解するには、
ボルテックス（渦）をイメージしてみるのが一番で
す。ボルテックスは渦巻き状に回転し、周りにある
あらゆるものを中心へと引き込みます。デジタル
ボルテックスは、ビジネス モデル、製品/サービス、
およびバリュー チェーンを極限までデジタル化した
「デジタル センター（渦の中心）」への移行を不可
避にします。各業界がデジタル ボルテックスの渦
の中心に近づくほど、競争優位性を阻害する物理
的な構成要素（手作業や紙ベースのプロセスなど）
がそぎ落とされていき、可能なものはすべてデジタ
ル化されます。そして、デジタル価値の構成要素は
容易に組み合わされ、革新的・破壊的なビジネス
モデルが構築されます。
これらのモデルは、
さまざ
まな機能を統合して、新たな方法で顧客に価値を
もたらします。最も成功を収めるディスラプター（変
革者、破壊者）は「連結型ディスラプション」を導入
し、複数の価値の源泉（コスト、エクスペリエンス、
プラットフォーム）を融合することで、革新的な新し
いビジネス モデルを構築し、飛躍的な成長を遂げ
ていきます。

#12
製薬

#7
接客/旅行

#6
教育

#8
CPG（一般
消費財）/製造

#1
技術

#5
通信

#2

#11
石油/ガス

#4
金融
サービス

メディア/エン
ターテインメント

#3
小売
#9
医療

#10
公益事業

詳細：Digital Vortex: How Digital Disruption Is
Redefining Industries [英語]
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この問題は、多くの小売業者に対して、
デジタル ビジネスに対応するため
の道筋と出発点を示しています。投資先を、デジタル対応の内部プロセスに
するか、
カスタマー エクスペリエンスを向上するための技術の適用にする
かという問題ではありません。
これらの投資領域は両方とも成功に不可欠
で、相互補完する関係にあります。

どこから着手するか
デジタル変革のロードマップを作成するには、
デジタル ビジネス機能を作
成する具体的な投資の潜在的価値を明確に理解することが重要です。
この
ため、
シスコは新しい経済分析を実施し、小売業を含む 16 の業界に属す
る民間企業のデジタル経済価値を計算しました。分析は、
カスタマー エン
ゲージメントと 350 件の民間企業でのデジタル化の使用例の評価に基づ
いて実施されました。そのうち 24 件は小売業のものです。

デジタル経済価値の定義
デジタル経済価値は、以下に基づ
いています。
1）デジタル化への投資とデジタル
イノベーションから生じる、完全
に新しい価値の源泉
2）デジタル機能の活用能力（また
はその能力の欠如）に応じて、
企業間や業界内で発生する価
値のシフト
（つまり、
「敗者」から
「勝者」への価値の移動）

デジタル経済価値は、2 つの要素から構成されます。すなわち、1）デジタル
化への投資とデジタル イノベーションから生じる、完全に新しい価値の源
泉と、2）企業や業界におけるデジタル機能の活用能力（またはその能力の
欠如）に応じて、企業間や業界内で発生する価値のシフト
（つまり、
「敗者」か
ら
「勝者」への価値の移動）の 2 つです。
シスコの分析で、デジタル ビジネスの変革に完全に対応した 200 億ドル
の小売業者4は年間の IT コストを 3300 万ドル節約し、年間金利税引前利
益（EBIT）を 8 億 2300 万ドル創出できたことがわかりました。
これらは、
カ
スタマー エンゲージメントの向上によるビジネス効率の向上と収益の増
加によって実現されています。
小売業界全体では、2018 年までに世界で 5060 億ドルのデジタル経済価
値に変換されます。5デジタル経済価値は北アメリカ（36 %）
と西ヨーロッパ
（29 %）に最も集中していますが、
アジア太平洋地域（23 %）が勢いを増し
ています。
ただし、現在、小売業界はこの価値の 85 % を獲得できていません。つまり、
シスコの分析では 2015 年に小売業者が実現した潜在的なデジタル経済
価値はわずか 15 % で、通信（21 %）、金融サービス（29 %）、
メディア/エン
ターテイメント
（18 %）
といったデジタル ディスラプションの影響を受けや
すい他の業界よりもかなり低い割合であることが示されました。6
シスコの分析では、純利益の創出に直接的に関係する領域に重点を置いて
います。使用例が EBIT にどれだけ影響するのかを示したシスコの評価は、
どちらかと言えば控えめです。業界アナリストの調査では、潜在的利益はさ
らに大きくなっています。7
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小売業における 24 個の使用例
次の使用例は、小売業界のデジタ
ル経済価値を予測するために評価
されました。
品ぞろえの最適化
拡張現実
会計の最適化
コネクテッド広告、マーケティング
コネクテッド カー
コネクテッド フリート
コネクテッド サプライ チェーン
サイバーセキュリティ
エンドレス アイル
Fast IT/技術
店舗内分析
インタラクティブ キオスク
損失防止、物理的セキュリティ
次世代ワーカー
在庫管理の最適化
支払い
リモート エキスパート
セルフレジ レーン
セルフサービス チャネル
スマート ビルディング
スマート試着室
スマート グリッド
スマート ロッカー
出張の代替
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小売業における 6 つの主要なデジタル価値推進要因と、それに対応する
デジタル化の使用例およびビジネス成果を図 1 に示します。デジタル接続
は、
ますます人間中心になっています。実際、
シスコの分析によると、デジタ
ル経済価値を生み出す最大の要因は従業員の生産性であり、
これはコラボ
レーションを強化するデジタル機能によって大幅に向上します。デジタル
テクノロジーは、
まったく新しい機能（組み込みの分析によって実現される
自動化など）を作成するだけでなく、従業員の役割を変更し、運用モデルを
再定義します。

小売

デジタル経済価値 5060 億ドル

成果

1870 億ドル

動画および店舗分析から
得たインサイトの活用
パーソナライズされた店
舗内広告の実現

使用例

910 億ドル

使用例

380 億ドル

コネクテッド サプライ チェーン
品ぞろえの最適化
在庫切れの低減
インベントリ管理の向上
店舗単位での最適な商品構
成の決定
収益の増加

成果

コストの削減
スタッフの効率性の向上

540 億ドル

カスタマー
Sustainability
エクスペリエンス

使用例

持続性

スマート グリッド
次世代ワーカー

成果

運用とメンテナンス コスト
の削減

顧客エンゲージメントの強化
アップセル機会の増加
オンライン エクスペリエンスとオフ
ライン エクスペリエンスの不一致
を解消

成果

セキュリティの向上、盗難
の削減

支払い
リモート エキスパート
セルフサービス チャネル
エンドレス アイル
スマート ロッカー
会計の最適化

従業員の生産性

使用例

アセットの利用

サイバーセキュリティ
損失防止/物理セキュ
リティ

成果

1310 億ドル

従業員の効率の向上
レジの開閉の管理の強化
エキスパートの活用の増加
従業員のコラボレーションの向上

成果

イノベーション

店舗内分析
インタラクティブ キオスク
品ぞろえの最適化
在庫切れの低減
店舗内ナビゲーション
コネクテッド広告、マーケティング

店舗内分析
会計の最適化
リモート エキスパート、モバイル アドバイザ
スマート ロッカー
インタラクティブ キオスク
次世代ワーカー

使用例

使用例

2018 年全体

図1
小売業界の主要な
デジタル価値推進
要因、使用例、およ
びビジネス成果。
出典：シスコ、2015 年

サプライ
チェーンとロジ
スティクス

50 億ドル
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小売業における上位 10 個のデジタル価値の源泉
デジタル機能によって、小売業者は、店舗のカスタマー エンゲージメントお
よび従業員の効率性の向上、物理的セキュリティおよびサイバーセキュリ
ティの強化、
シュリンケージの削減、在庫管理およびチェックアウト プロセ
スの合理化などの多くの課題に対応できます。
表 1 に示す上位 10 個の使用例は、2018 年までに世界の小売業で最大
のデジタル経済価値を創出する可能性があります。
これらの使用例はデジ
タル経済価値の高い順に並んでいますが、必ずしも優先または実装する順
序を表すものではありません。サイバーセキュリティが重要な例です。デジ
タル経済価値の観点から 3 番目にランクされていますが、デジタル ビジネ
スのすべての側面において基本となります。

使用例を組み合
わせることで最大
の利益が実現され
ます。

各使用例は個別に評価および定量化されていますが、実際には、使用例を
組み合わせること、つまり 1 つのビジネス ケースで複数の使用例を組み合
わせて、それらに基づいて順を追って構築することで最大の利益が実現さ
れます。

小売業での
使用例

表1
価値によってランク付
けされた小売業にお
ける上位の使用例。
出典：シスコ、2015 年

経済価値
（2018 年まで）

説明および影響

コネクテッド広
告およびマーケ
ティング

1120 億ドル

分析やインターネットベースの技術を活用することによって、電子メール、
ソーシャル
メディア、検索エンジンのオンライン広告、モバイルデバイスまたは Web サイトやア
フィリエイト プログラムのバナー広告、および屋外デジタル（DOOH）広告（店内を含
む）によるターゲットを絞った広告およびマーケティングを配信します。

次世代ワーカー

960 億ドル

複数のデバイスにわたって至るところに存在する接続を活用して生産性を向上し、
コ
ラボレーションを強化します。
また、作業現場、流通センター、および本社の従業員の
コストを削減します。

サイバーセキュ
リティ

680 億ドル

多岐にわたる接続デバイスおよび資産の潜在的な脅威および侵害を検出、対処、お
よび修正することができる画一化されたセキュリティ機能によって、機密情報および
独自情報を保持します。

店舗内分析

610 億ドル

ダッシュボード、
リアルタイム情報、運用分析、
スタッフ管理ツール、購買分析によっ
て、
スタッフの効率性を向上します。

Remote Expert

490 億ドル

高額商品について顧客に助言してアップセル機会を創出すると同時に、店舗でエキ
スパートのサポートを得られない場合の顧客の流出を低減します。

コネクテッド
サプライ
チェーン

290 億ドル

配送および価格に関する顧客およびサプライヤの期待に応え、在庫の利用可能性お
よび顧客サービスを向上します。
スマート センサー、高度な分析、テレマティクス、
コ
ラボレーション、および自動化ソリューションを組み合わせることによって、エンドツー
エンドのサプライ チェーンの可視性を実現し、計画から配送までのプロセス全体を
制御できます。

支払い

190 億ドル

スマートフォン、支払いアプリ、高度な分析に対応した方法などの新しい支払いオプ
ションによって、取引コストを削減して顧客の利便性を向上します。

損失防止、物理
的セキュリティ

170 億ドル

アナログ カメラを IP ベースの監視システムに置き換え、従来システムの運用コスト
を削減します。IP カメラにビデオ分析をインストールすると、怪しい行動を分析して
盗難を削減することができます。

エンドレス
アイル

110 億ドル

顧客はインタラクティブ キオスク経由ですべての製品在庫を確認できます。顧客は、
品切れの商品を別の店舗から注文するか、
自宅に配送することができます。
これに
よって、顧客の流出が削減されます。

会計の最適化

110 億ドル

ビデオ カメラを使用して行列の長さを監視および予測して顧客の待ち時間を短縮
し、
レジ係の効率を向上します。
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複数の使用例で同じような技術投資を活用し、同じビジネス目標をサポー
トしている場合には、特に当てはまります。
シスコの例のいくつかには、
この
点を示すために複数の使用例が含まれています。

コストの削減と収益の促進：支払いおよびコネクテッド広告
代替の支払い方法とコネクテッド広告/マーケティングは、小売業のデジタ
ル経済価値の主要な源泉です。
スマートフォン、支払いアプリ、高度な分析
に対応した方法などの新しい支払いオプションによって、小売業は取引コス
トを削減し、顧客の利便性を向上することができます。
コネクテッド広告/マーケティングは、
ターゲットを絞った非常に効率的な
コンシューマとのコミュニケーションによって収益の増加を促進する可能
性があります。
また、
これは高度な分析によって、多岐にわたるチャネル（オ
ンライン、モバイル デバイス経由、店内）
で実現されます。
しかし、成功を収
めるには、
コネクテッド広告/マーケティングで、
カスタマー エンゲージメン
トを促進して重要な洞察を生成する他のデジタル ビジネス機能（支払いな
ど）を活用する必要があります。

詳しい内容については、
http://cs.co/retailSmartphone
[英語] を参照してください。

簡単かつシンプルで魅力的なスターバックスのモバイル支
払い/ロイヤルティ アプリは、
アメリカで最も頻繁に使用され
ているモバイル支払いアプリです。
スターバックスは、早い段階で独自のモバイル支払いアプリを開発した先
駆者です。
このアプリは、
カードを贈られた顧客の多くは、
自分で使用する
ためにもカードを購入しているというギフト カードの使用状況から企業が
気づいた傾向に基づいて作成されました。8支払いカードをスマートフォン
に組み込むことで、
スターバックスは支払いアプリを顧客ロイヤルティ プロ
グラムにリンクさせました。
アプリを使用すると、顧客はコーヒーが無料に
なるスターまたはポイントを獲得します。
また、
スターバックスは、
クレジッ
ト カードまたはデビット カード取引で支払うカード手数料も相当額を削減
しました。
簡単かつシンプルで魅力的なスターバックスのモバイル支払い/ロイヤル
ティ アプリはすでに羨ましいほどのファンを獲得し、2015 年までにはアメ
リカで最も頻繁に使用されたモバイル支払いアプリになりました。
スター
バックスは、顧客の新たな懸念である
「行列に対する不満」に対処すること
を決定したときに、モバイル デバイスに注目しました。バイルによる注文お
よび支払い（MOP）
アプリを作成することで、モバイル支払いをさらに一歩
前進させました。
これにより、顧客は飲み物を事前に注文して支払い、選択
した店舗で列に並ばずに注文品を受け取ることができるようになりました。
スターバックスはテストケースの 10 か月のうちにアメリカ全土にアプリを
導入し、1 か月後には他の国々でも導入しました。
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MOP は、
スターバックスのモバイル支払いアプリよりも前の成功に基づい
て構築されています。
この企業は、モバイル アプリが購入全体の 21 % を占
め、
その支払いの約 3 分の 2 が MOP によるものだと報告しています。9さ
らに、
このアプリはコネクテッド広告の新たな機会を切り開きました。MOP
は個々の店舗の在庫管理システムに関連付けられているため、
アップセル
の機会と衝動買いを促進するチャネルが提供されます（ラテと一緒にマフィ
ンもいかがですか？と勧めるなど）
。
また、
カードの取引手数料が削減される
だけでなく、
アプリによる購入の取引額も増加しています。
コネクテッド広告の機会は、MOP アプリ内での提供に限定されず店舗で
も継続します。店内のダイナミック デジタル サイネージは、店舗の在庫、時
刻、
さらに特定の店舗で MOP アプリを使用している顧客の購入行動にも
関連付けることができます。

効率性と生産性の向上：次世代ワーカー
デジタル価値が最も大きい領域の 1 つは、テクノロジーを活用して従業員
のコラボレーション、顧客対応、および情報共有のやり方を変えることです。
モバイル コラボレーションやビデオ会議などのツールと個人所有デバイ
ス持ち込み（BYOD）や在宅勤務などのポリシー変更を組み合わせることに
よって、
コストが削減され、従業員の生産性が向上します。
このようなツール
およびポリシーは本社の業務によく適していると同時に、店舗業務にもうま
く適用することができます。

John Lewis のスタッフの高い関与と満足度が報告されまし
た。
また、
この企業は移動時間と関連コストも 50 % 削減し
ました。
1 つの例として、イギリスの小売業者の John Lewis10 がデジタル テクノロ
ジーを使用して、地理的に離れた John Lewis At Home 店舗のスタッフ全
員のトレーニングと情報共有を管理する方法を示します。John Lewis の新
しい形態である At Home ショップで、
まったく新しい店舗に新しくチーム
が形成されました。
このチームは、
トレーニング、店舗間で教訓やベスト プ
ラクティスを共有する機能、および本社と効率的に通信する手段を接客時
間を減らすことなく実現する必要がありました。
高画質のビデオ会議とビデオ ポータルを各店舗に実装することによって、
この企業はオンデマンドのスタッフ トレーニング、店舗間での情報共有お
よびコラボレーション、店舗と本社の間での迅速な通信を実現できました。
その結果、
スタッフの関与および満足度が高くなり
（92 % がビデオ会議に
よって仕事しやすくなったと述べ、89 % が時間が節約されたと述べていま
す）、移動時間と関連コストが 50 % 削減されました。At Home のビジネス
で大きな成果があったため、その後 John Lewis は同じ機能を企業全体に
導入しました。
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次世代ワーカー技術によって高い効率性を実現することはバックオフィス業
務に限定されません。作業現場の生産性も向上できます。別の小売業者は、
店員自身のスマートフォンを使用して
（BYOD）
コラボレーション アプリをイ
ンストールする可能性を探っていました。
これらのアプリは 2 つの目的に役
立ちました。
• 1 つ目の目的は、頻繁な日常のタスクにかかる時間を節約することでし
た。
アプリを使用することで、店員はシフトにサインする際に ID を確認し
たり、
自分のデバイスから在庫や価格を直接確認したりできます。
• もう 1 つの目的は、店舗管理者が作業現場での実際の活動や成果を明
確に理解することでした。店員の行動パターンを追跡して分析することに
よって、管理者は店舗で実際に起こっていること、最も生産性が高い店員、
およびすべての店員に取り入れるように促すべきベスト プラクティスを
明確に把握することができました。

顧客との信頼の構築：サイバーセキュリティ
小売業は、保持しているクレジット カード アカウントの多さから、サイバー
攻撃を特に受けやすくなっています。購入者の行動に関する有益な洞察を
生成することで、サイバー攻撃を受ける可能性はさらに高まります。一方で、
顧客（および株主）は、商品を購入した店舗が機密情報を保護するものと考
えています。現在のサイバーセキュリティの脅威の性質から、サイバーセキュ
リティに対する新しいアプローチが必要です。
今や、検出とブロッキングのみに頼る従来の防御策では対処しきれなくなっ
ています。水際での防御・予防策では、いったんネットワークの内部に侵入
されると、攻撃者は野放しの状態になります。今日、私たちが直面している
のは、高度なマルウェア、標的型攻撃、および Advanced Persistent Threat
（APT）
です。あらゆる種類の攻撃において、攻撃前、攻撃中、攻撃後と継続
的に対応できる新しいセキュリティ モデルが必要な段階に来ています。
莫大な利益を上げる可能性に気付いたサイバー犯罪者は、標準化と自動化
を進めたプロセス駆動型の攻撃手法を開発しています。攻撃者は、典型的な
セキュリティ テクノロジーの静的な性質や、それらが一貫性なく導入されて
いることを理解しているため、その隙間や脆弱性を悪用します。
小売業で、今日の広範なネットワーク環境とそのコンポーネントは、絶えず
進化を続けています。そのため、新たな攻撃ベクトルも次々に生まれていま
す。
これらには、販売時点管理（POS）
システム、Web サイト、モバイル デバ
イス、Web 対応のモバイル アプリケーション、ハイパーバイザ、
ソーシャル
メディア、Web ブラウザ、組み込みコンピュータのほか、デジタル化によって
もたらされる、数多くのデバイスやサービスが含まれます。それらの利用者
は、ネットワークの内側にも外側にもいます。あらゆるデバイスから、あらゆ
るアプリケーションにアクセスします。
また、
さまざまなクラウドを利用しま
す。そのため、エンドポイントからクラウドにいたるすべての場所でセキュリ
ティが必要になります。
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小売業者の問題は、攻撃を受けるか否かではなく、いつ攻撃を受け、それに
どのように対応するかです。すべてのエンドポイントを保護するのではなく
脅威中心型のセキュリティ アプローチを開発することによって、
この状況に
対応するための説得力のある対処法を実現できます。

カスタマー エクスペリエンスと売上の向上：店舗分析、
コネク
テッド広告、エンドレス アイル、Remote Expert
すべてのチャネルにおけるデータ収集および分析は小売業での成功に欠
かせませんが、有益なデータと洞察を物理的な店舗で収集することが大
手小売業者の特別な課題です。オンライン チャネルでは滞留時間、閲覧パ
ターン、および変換に関する豊富な情報が提供されますが、店舗ではあま
り提供されません。IP カメラ、センサー、Wi-Fi タグ、モバイル技術などのス
マート ストア技術を組み合わせて店舗に実装することで、購入者の行動や
顧客とスタッフのやり取りに関する洞察を得るための貴重な情報源になり
ます。
ここでの目的は、業務を通して得たデータによって豊富な洞察を生成
し、
自社のビジネスをより深く理解することです。理解することで、店舗と本
社の両方で、適切な決断をより早く下せるようになります。

詳しい内容については、
http://cs.co/retailAnalytics
[英語] を参照してください。

ある大手事務用品販売企業は、店舗分析を実装することによってこれらの
原則をテストすることを希望していました。同社は、店舗全体にセンサーと
カメラを導入することで、店員と顧客のやり取り、
カテゴリレベルの換算、滞
留時間、顧客トラフィックのヒート マップ、および購入までの経路を調査し
ました。管理者は、
この情報を既存の取引データやその他のデータと組み
合わせることで、製品カテゴリごとの換算など、1 人での店舗業務をはるか
に上回る質問に回答できるようになります。
これらの洞察は、店舗だけでな
くオンラインでも、
カスタマー ジャーニーのシェーピングに適用することが
できます。

無料 Wi-Fi によって F&F はカスタマー ジャーニーをより詳
細に追跡できるようになり、精選されたコンテンツとコンテ
キスト固有のオファーを送る手段を得ました。
別の例では、同様の洞察（店舗とオンラインの両方で一貫性のあるインタ
ラクティブなカスタマー エクスペリエンスを構築する機能）に対する要望
によって、イギリスの食料品小売業者「Tesco」が服飾ブランドとして展開す
る
「F&F11」
で、
スマート ストア技術の実装が促進されました。
このブランド
は、複数の課題（限られたフロア スペース、店内で顧客の動作が見えにく
いこと、F&F オンラインの顧客の認知度が低いこと）に直面していました。

店内 Wi-Fi と店員向けに統合されたモバイルおよびタブレット アクセス
を組み合わせて使用することによって、F&F の管理者はカスタマー ジャー
ニーを追跡して、顧客の行動に関する洞察を得ることができました。無料
Wi-Fi によって F&F はカスタマー ジャーニーをより詳細に追跡できるよう
になりました。
また、精選されたコンテンツとコンテキスト固有のオファー
をコネクテッド広告を組み込んで顧客の携帯電話に直接配信する手段も
提供されました。
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3 ヵ月で、Wi-Fi でログインする顧客の数は 50 % 増加しました。顧客は物
理的なオンラインの滞留時間の約 30 〜 50 % を個人のデバイスで費や
し、
プッシュ オファーも確認していました。
このエンゲージメントによって
顧客の行動が変化し、滞留時間と売上が増加しました。
F&F は店内で起こることを詳細に把握し、比較的小さな店舗スペースを補
うため、オンラインのカスタマー ベースを構築することを望んでいました。
これを可能にしたのは、店内に配置された主要技術です。店舗のインタラ
クティブ キオスクを使用することで、顧客は商品をオンラインで注文し、店
舗または自宅に配送することができます。
これにより、サイズや好みのスタ
イルが店舗の在庫になかったために何も購入せずに帰る顧客の数が減り
ました。
また、
これは F&F オンラインや、別の方法では顧客が見ることのな
いスタイルへの強力な紹介にもなりました。結果として、
このブランドはオ
ンラインでの売上を着実に伸ばしています。店舗のキオスクによって実現
される
「エンドレス アイル」は、店舗の売上とオンラインの売上を同時に増
加させます。
また、F&F は店内に物理的には存在しないスタイル アドバイザに仮想ア
クセスする手段である
「Remote Expert」
も実験的に導入しました。
フロ
アの店員は顧客へのアドバイスに役立つタブレットを持っていますが、
Remote Expert は個人的なスタイリングのアドバイスを行います。次世代
ワーカーなど同様の技術ツールを使用することで、Remote Expert はビデ
オ会議を利用してカスタマー エンゲージメントを向上（特に高額商品の販
売をサポート）
し、
ファッション ブランドとしての F&F をプロモーションし
ています。

大手眼鏡小売業者は、1 店舗あたりの正味の中立資本コス
トで年間の運用費を 130 万ドル節約しました。
コストの削減：損失防止および物理的セキュリティ
小売フロア スペースの物理的セキュリティは、単にスタッフと買い物客の
安全を守るという問題ではありません。
これは、決済カード業界（PCI）の規
程の順守や万引きおよびその他の在庫損失を防止する主要ツールに不可
欠の要素です。
食品流通およびスーパーマーケット企業の SpartanNash では、IP ベース
のビデオ監視システムに移行することによって、PCI のセキュリティ規程を
順守し、店舗のオーバーヘッド コストを削減する最高の手段を得ました。
このアプローチによって、以前の監視カメラ
（CCTV）
システムよりも低コス
トで SpartanNash の必要としていたビデオ品質とストレージ容量が提供
されました。
また、監視管理も劇的に簡素化されました。
さまざまなスタッ
フおよび要件に対するアクセス権は、店舗ごとではなく一元的に管理され
ます。
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IP システムによって、
システムが機能しているかどうかを確認するセキュリ
ティ スタッフは不要になります。
これらのスタッフは、店舗で起こっているこ
とを先回りして監視することにより多くの時間を費やすことができるように
なります。セキュリティ スタッフは、不振な行動を識別して、損失が発生する
前に抑止することができます。
また、ビデオ監視によって、SpartanNash は
在庫が少ない（または空の）棚を監視して補充することもできます。
同様のアプローチは、大手眼鏡小売業者も店舗に適用しました。
この企業
は、1 店舗あたりの正味の中立資本コストで年間の運用費を 130 万ドル
節約しました。監視およびセキュリティの改善によって、損失も 10 〜 20 %
削減されました。
Trinity Leeds や Intu のようなショッピング センターの経営者は、同様の IP
ベース セキュリティ システムと Wi-Fi アクセスを組み合せて、購入者の行
動に対する理解を深めています。セキュリティ システムで監視されたトラ
フィック パターンのデータと顧客のモバイル デバイスからの行動データを
組み合わせることで、顧客が来店する際に顧客のニーズや好みに関する豊
富な洞察が収集されます。

結果として、1 回のシフトで対応できる注文数が大幅に増加
し、保管倉庫内での衝突リスクも削減されました。
効率性と安全性の向上：コネクテッド サプライ チェーン
サプライ チェーンは、サプライヤとの交渉でのスケールの活用、保管倉庫
での効率性と生産性の向上、在庫確認の必要性の削減、再供給の自動化、
またはサプライヤとのコラボレーションおよびコミュニケーションの向上な
どによって、小売業での価値を拡大する大きな可能性を提供します。
ある大手小売業者では、保管倉庫の業務をオーバーホールする場合に効
率性と安全性を向上することが優先事項でした。以前は、保管倉庫のレイ
アウト、主要な配送のタイミング、および保管倉庫内のスタッフのコミュニ
ケーションの悪さが主なボトルネックとなり、仕事場での事故のリスクも高
くなっていました。Wi-Fi データを使用して保管倉庫内のハンドヘルド ス
キャナとフォークリフト トラックを追跡することによって、管理者はボトル
ネックおよび安全上の問題が発生する場所とタイミングを確認することが
できました。
この企業は、保管倉庫のスタッフがピッキング（特定の注文に必要な商品を
選択すること）に使用するルートにスタッフ固有の情報を指定して、保管倉
庫のトラフィックを最適化しました。
このアプローチによって、従業員が指定
の注文に対応するための行き先や手順の判断に費やす時間も最小化され
ました。結果として、1 回のシフトで対応できる注文数が大幅に増加し、保
管倉庫内での衝突リスクも削減されました。
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イタリアのパスタ メーカー Barilla12 が抱えていた主な問題は、現場から完
成品に至るまで、生産チェーン全体の可視性を向上させることでした、食
品の生産地を知りたいという顧客の要望に応え、食品の安全性をさらに強
化するためにも、Barilla は限定品のパスタおよびソースに追跡技術を試
験導入しました。パッケージの QR コードをスキャンすると、消費者は原材
料の生産地と生産プロセスの詳細な工程を確認することができます。生産
チェーン全体を通して食品を追跡することができるこの機能は、大きな市場
価値を提供するだけでなく、食品の安全性、品質、および原産国の国際標準
が増加するにつれて主要な機能となってきています。

生産性と顧客満足度の向上：チェックアウトの最適化
世界的な小売業者にとって、デジタル テクノロジーを使用して行列の長さ
を予測し、予期せずチェックアウト時間が増加する事態を防ぐメリットは明
らかです。IP カメラを使用して駐車場から店内に入る足取りを監視し、
トラ
フィックが定義したしきい値を超えると、
システムがストア マネージャに警
告します。事前通知によって対応に十分な余裕ができるため、マネージャ
は、行列での待ち時間が増加する前に他の業務からスタッフをチェックアウ
ト レジに割り当てし直すことができました。
このアプローチによって、従来の対応から、チェックアウトの長い行列を防ぐ
（より多くのスタッフをシフトに追加する）
ことに大きな変化が示されまし
た。一対一の比較では、従来のアプローチは不十分でした。
スタッフを追加
するとコストは増加しましたが、予期せずチェックアウト時間が増加する事
態を防ぐ効果はほとんどありませんでした。
チェックアウトを最適化した成果は大きく、待ち時間が最大 50 % 削減
され、
レジに必要なスタッフ
（FTE）は 2 〜 3 人少なくなりました。そのス
タッフはその他の領域で自由に作業できました。
この成果は小売業者の
1500 店舗で示され、潜在的な節約額は 1 億ドルにも及びます。

デジタル化への移行における現状
デジタル ロードマップの策定には、現在どこにいるかを知り、到達点を決定
し、目標に到達するためのデジタル ビジネス基盤を構築できる投資計画を
作成することが肝心です。図 2（次のページ）
で、移行に関連して本書で説明
された使用例がどの段階にあるのかを示します。
顧客との共同作業を通して、小売業者の出発点はそれぞれ異なることがわ
かっています。ある小売業者では拡張機能と思われるものでも、別の小売
業者にとっては基本機能であり、逆の場合もあります。
こうした状況にあって
も、ほぼすべての大手小売業者に、デジタル化が必要な領域がかなり残っ
ています。
現時点の位置がどこであっても、変革プロセスは全体的で長期的です。デジ
タル小売業機能を開発するには広範な変更が必要ですが、適切な基盤を
構築すれば、ビルディングブロック方式で一歩ずつ進めることができます。
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製品、サービス、ビジネス
プロセスの差別化

IT の俊敏性と業務効率の実現

従業員の
生産性

次世代ワーカー*

エンドレス アイル*
カスタマー
エクスペリエンス セルフレジ
支払い*
セルフサービス
イノベーション
店舗分析*

スマート
試着室

レジの最適化*
スマート ロッカー

Remote Expert*
拡張現実

コネクテッド広告*
（デジタル署名および
ターゲットを絞った広告を含む）
在庫切れの低減

資産活用

サイバーセキュリティ* 品ぞろえの最適化
Fast IT/技術

サプライ
チェーンとロジ
スティクス
持続性

新たなビジネス モデルの定義

モバイルによる注文および
支払いのライセンス供与
クリックアンドコレクト
販売購入者の洞察

損失防止/物理的
セキュリティ*
コネクテッド サプライ チェーン* コネクテッド フリート

次世代ワーカー*
スマート
グリッド

スマート
ビルディング

コネクテッド カー
出張の
代替

*本書で詳述されている使用例

自己資金調達モデルの作成：デジタル戦略の実現
デジタル機能の強固な基礎を構築することによって、累積投資を活用して
業務を飛躍的に拡張することができます。
この「有効化」段階では、IT の俊
敏性と運用効率、迅速に移行する能力、
コスト構造を削減する方法が望ま
れます。現在のほとんどの主な小売業者が、
この状況にあります。

図2
小売業でのデジタル化へ
の移行の一因となる使用
例出典：シスコ、2015 年

ここで重要な領域は、高認識（組織全体の出来事についてデータを生成す
る機能）を実現できる基本インフラストラクチャです。
これは、保管倉庫か
ら店舗に至るまで、対処が必要な共通の課題です。出来事を適切に理解す
ると、サプライ チェーンの合理化、チェックアウトの最適化、物理的セキュリ
ティとサイバーセキュリティの向上、顧客とスタッフの行動パターンの把握、
迅速な対応と不要な活動の排除に必要な情報の店員への提供など、
より効
率的な業務を実現できます。
これらの投資から得られる収益（コスト削減と収益増大の両方）は、デジタ
ル機能への継続的な投資の資金になります。
コア デジタル機能を実装して
ビジネスを可能にすると、段階的な投資によってさらに大きな利益を生み
出せる基盤も構築されます。
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イノベーションのための投資：戦略の差別化
適切な基盤を構築することで、ビジネスを通して生成される洞察を活用し、
高関連性によってビジネス戦略を差別化することができます。現在、いくつ
かの大手小売業がこの段階にいます。
ここでは、顧客を引き付けてコンテキ
スト固有の価値を提供することに重点が置かれます。
これを効果的に実行
するには、複数のチャネルを通じて顧客のニーズと優先順位を把握するこ
とが重要です。
そのためには、複数のチャネルを通じて顧客に対応し、
コンテキストに応
じてチャネルをスムーズに切り替えられるデジタル機能が必要です。
これ
には、
ダイナミックなクラウド配信型デジタル サイネージや、場所に固有
のその他のターゲットを絞った広告が含まれます。
また、モバイル支払い、
Remote Experts、エンドレス アイル、
スマート ロッカーによる店舗のカス
タマー エクスペリエンスの向上も意味します。
差別化された高関連性のカスタマー エクスペリエンスを提供するには、
自
分が今「ポストデモグラフィック コンシューマリズム」時代にいることを理解
する必要があります。13デモグラフィック グループに基づいた購入行動の従
来の想定はもう適用されません。たとえば、
（1970 年代半ばから 1980 年
代に生まれた）Y 世代コンシューマのデジタル指向は一般に画一主的であ
ると考えられていますが、
シスコの調査ではこれが不正確であることが示
されました。14成功する小売業者は、年齢または収入に関連したデモグラ
フィックではなくデジタル行動に注意を向けています。

デジタル小売業機能によって、顧客価値（コストの価値、エク
スペリエンスの価値、
プラットフォームの価値）の新しい源泉
を生む機会が創出されます。
持続可能な競争優位性の構築：新しい戦略の定義
広範なデジタル小売業機能を配備することで、競合他社の先を行くビジネス
の新しい方法と潜在的に新しいビジネス モデルを定義することができます。
デジタル小売業機能によって、顧客価値（コストの価値、エクスペリエンスの
価値、
プラットフォームの価値）の新しい源泉を生む機会が創出されます。
コストの価値は、価格の透明性、消費ベースの価格設定、
リベートと報奨、
またはその他の方法によって、顧客により低い価格を提供します。エクスペ
リエンスの価値は、幅広い選択肢、パーソナライゼーション、
自動化、および
デバイスからいつでも購入できる機会によって利益を顧客に提供します。
プラットフォームの価値は、ネットワーク効果を活用して、マーケットプレイ
ス、ピアツーピアの交換、およびデータ マネタイズを作成します。
これらの
新しい革新的なビジネス モデルとその他の詳細については、DBT Center
が発表した「New Paths to Customer Value: Disruptive Business Models
in the Digital Vortex」[英語] で説明されています。
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小売業者にとって、
コストとカスタマー エクスペリエンスにおける競争は今
に始まったものではありません。ただし、デジタル改革により競争環境の性
質が変化しています。
さまざまな価値が組み合わされており、業務のデジタ
ル化によってもたらされる高い効率性と洞察が活用され、驚異的な速さで
移行しています。重要なことに、変革の可能性はデジタルネイティブの競合
他社に限定されません。
スターバックスは、モバイル アプリのライセンス供
与を検討中であることを報告しています。
これはコーヒー チェーンのまった
く新しい収益源15になります。
多くの大手小売業者は、すでに革新的な新しいビジネス モデルを試みて
います。いくつかの小売業者は、待たずに購入品を受け取るためのオプショ
ンを顧客に提供するクリックアンドコレクト
（Tesco の顧客向けの標準オプ
ション）やスマート ロッカーのような、即納オプションに注目しています。
ド
ローンによって、配送範囲がより速く、
より遠くまで拡大されました。
また、
優れたカスタマー エクスペリエンスを提供するために設計されたプラット
フォームの価値に重点を置く小売業者もいます。
これらの小売業者は、オン
ラインおよび店舗での購入者の行動を収集して分析することによって、顧
客セグメントで生成された洞察に基づいて販売しています。
これらはほんの一例です。販売機会を制限するものは創造力だけです。
ま
た、設置するデジタル機能も影響します。

ロードマップの作成
デジタル小売業者になることは、小売業界で成功するために不可欠です。
長い道のりですが、今こそ行動を起こすときです。
まず、組織がプロセスのどの段階（実現、差別化、
または定義）にいるかを評
価します。現在所有している機能を評価します。設置が必要なデジタル基盤
の主要要素をすでに所有していることはよくあります。
次に、ビジネス目標に合った投資計画を作成します。回収が最も大きい領
域を優先して、継続的な投資に資金を出すことができる短期的な利益を計
画します。
最後に、
この投資計画を使って必要なデジタル機能と達成したい成果の
ギャップを埋めます。基盤はずっと変化しませんが、目標と優先順位は時間
の経過とともに変化する可能性があります。
ロードマップを作成すると、競争優位性を持続するための計画を立てるこ
とができます。
この計画では、現在および将来の両方の成長を促進するた
めに現在の投資を活用します。
また、新しいデジタル機能を作成して顧客
サービスの差別化を推進する段階的な投資の基礎も提供されます。デジタ
ルを活用して顧客価値の新しい源泉を創出することのできる小売業者が未
来を手にします。未来は今始まります。
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「デジタル ボルテックス：デジタル ディスラプションは産業をいかに再編するか」[英語]、Global
Center for Digital Business Transformation、2015 年 6 月
Cisco、2015 年
Global Center for Digital Business Transformation、2015 年13 ヵ国 117 人の小売業経営陣への調
査に基づいています。
年間収益 200 億ドル、従業員数 120,000 人、店舗数 900、小売面積 1050 万平方メートル、EBIT
マージン 7 % の小売業者を想定しています。
10 年（2015 〜 2024 年）にわたり、
シスコは世界の小売業界が 2 兆 8000 億ドルのデジタル経済
価値を創出すると概算しています。
「デジタル ボルテックス：デジタル ディスラプションは産業をいかに再編するか」[英語]、Global
Center for Digital Business Transformation、2015 年 6 月
「We Lost Australia! Retailʼs $1.1 Trillion Inventory Distortion Problem」[英語] で、IHL のアナリスト
は、在庫の歪みだけで世界の小売業の収益減の 1 兆 1000 億ドルを占めていると評価しています。
「Why Is The Starbucks Mobile Payments App So Successful?」[英語]Forbes、2014 年 6 月
「Starbucks Mobile Order Pops As Android To Join Apple」[英語]、Investor Business Daily、
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