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小売業界の改革
デジタル変革をいかにして突き進むか
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近年、デジタル改革は小売業界を揺り動かしてきました。しかもその変
化のスピードは衰える気配がありません。しかし、多くの課題があるにも
かかわらず、機会は豊富に存在しています。デジタル変革を進める小売
業者は、複雑で変化の速い市場において成功を収めることができます。 

ここで必要なことは、単にテクノロジーで後れを取らないためにテクノロジーへ投資す
るのではなく、デジタル変革を正しく進めることです。 

驚くべきことに、シスコが最近実施した調査によると、多くの小売業者は最も影響力の
大きい一部のテクノロジー分野への投資を行っていません。こうした投資により、小売
業者は自社の従業員を強化するとともに、今までなかったような方法で顧客を理解し
て引き付け、デジタル経済価値の多大な機会を獲得できるようになります。  

この調査結果は、シスコがこれまでに実施した以下のような調査に基づいています。

• IMD とシスコの取り組みである Global Center for Digital Business 
Transformation のデジタル ボルテックス調査では、現在小売業界をリードしている
企業の 10 社中 4 社が、2015 年から 2020 年の間にデジタル化した革新的な企
業に取って代わられると予測しています。

• シスコのデジタル経済価値レポート（2016 年）では、2018 年までに小売業界の機
会が 5060 億ドルになると見積もっています。ただし、この調査では（5060 億ドル
のうち）小売業界が 2015 年に得られた価値はわずか 15 % であったことも明らか
になりました。

• シスコのデジタル ロードマップ（2016 年）では、長期間にわたって競争優位性をも
たらし、最終的には革新的な新しいビジネス モデルを生み出せるデジタルの使用
例が明らかになりました（P3 の図 1）。

2016 年に、シスコはデジタル ロードマップにおける小売業者の進捗状況を評価しま
した。この 12 ヵ月間にわたり、シスコは世界中の 120 を超える小売業者から 200 人
超の幹部を集め、一連の綿密なセッションを実施しました。1 この中では、デジタル投
資の優先領域、デジタル変革ロードマップにおける現在の位置、およびビジネス目標
の達成に向けた進捗状況について率直に話し合われました。

1. 米国、メキシコ、ブラジル、および西ヨーロッパの小売業者のエグゼクティブが、シスコのワークショップに参加してそのデジタル変革のアプローチを学び、シ
スコのエキスパートとともに個々の戦略を検討しました。

http://www.imd.org/dbt/digital-business-transformation/
http://www.imd.org/dbt/digital-business-transformation/
http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
http://www.connectedfuturesmag.com/Research_Analysis/docs/Private-Sector-Digital-Value-at-Stake.pdf
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=1737323
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/retail/digitalroadmap.pdf
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この調査では、ほぼすべての大手小売業者において、デジタル化の状況に
大きなギャップがあることがわかりました。現在の投資は、デジタル テクノ
ロジーを使用して（会計、発注、キューイング、損失防止といった）既存のプ
ロセスを改善することを目的に行われています。これは確かに立派な目的
ではありますが、大部分の小売業者は、真の差別化を図ったり、革新的な新
しいビジネス モデルを実現したりできる、こうした投資の可能性を完全に
は認識していません。 

ここで重要となるのが、デジタル変革の道のりのすべてのフェーズにわたる、
価値を生み出すさまざまな要素への投資のバランスを調整するデジタル変
革戦略です。これはつまり、業務のデジタル化に向けたリソースの投入、エ
クスペリエンスの差別化、および複数の収益源の創出を同時に進めること
を意味します。そしてそのためには、今後の成長、俊敏性の向上、およびイノ
ベーションを確実なものとする、データセンター、セキュリティ、モビリティな
どの基礎をなすテクノロジーへの投資が必要です。

価値を生み出す要素として見落とされることが非常に多い分野の 1 つは
「人材」です。変革における業務とカスタマー エクスペリエンスの側面に重
点を置く中で、自社の従業員にデジタル コラボレーション ツール、リアルタ
イムの顧客インサイト、仮想トレーニングなどを提供しない小売業者は少な
くありません。店舗内のカスタマー エクスペリエンスを向上させる上で、必要
な知識とインサイトを持つ従業員は不可欠な存在であり、従来の小売業者
をオンラインの競合企業と差別化するうえでも重要な役割を果たします。 

リスクは非常に高く、Macy’s、Sears、K-Mart、The Limited といった老舗の
小売ブランドが、2017 年に大規模な店舗の閉鎖や解雇を進めることを発
表しています。すべての小売業者は、デジタル化と差別化のための明確な
戦略を策定する必要があります。

デジタル変革ロードマップ
小売業界に真の価値をもたらすフレームワーク

小売業者が最適な方法で新たな価値を実現する方法を特定するにあたり、
ここではまず、図 1（次のページ）に示すシスコのデジタル変革ロードマップ
を簡単に見ていきます。

多くの小売業者は、新たな価値を得るための取り組みに着手しています。シ
スコのデジタル変革ロードマップは、以下の 3 つのフェーズにわたるデジタ
ル変革を検討するうえでのフレームワークとなります。
• IT の俊敏性の向上と業務の効率化の実現：実現フェーズは、既存の
機能またはプロセスを利用できるデジタル ソリューションを導入す
ることから始まります。

• 独自のデジタル機能およびサービスの実現によるブランドの差別化：
次に、小売業者はデジタル ソリューションを使用して、自社のエク
スペリエンスと業務を（競合他社から）完全に差別化します。

• 真の改革を実現するための新しいビジネス モデルの定義：新しいコ
スト モデル、エクスペリエンス、およびプラットフォームを組み合
わせることにより、小売業者は既存のビジネス モデルを改革し、さ
らにはデジタル投資を収益化します。これは、「ウーバライゼーショ
ン（ウーバー症候群）」フェーズと呼ばれることもあります。

http://www.techtimes.com/articles/191578/20170106/sears-macys-and-kmart-are-closing-down-stores-heres-a-full-list-of-where-theyll-shut-down.htm
https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2017/01/06/the-limited-is-closing-all-of-its-250-stores/?utm_term=.cc083da26afe
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小売業者がデジタル化の道のりで成功を収めるには、ロードマップの各フェーズで変
革のための機能を実現するインフラストラクチャを構築する必要があります。こうした
基礎をなすテクノロジーは、ロードマップの下部にある青色の帯で示され、デジタル
対応ネットワーク/基盤と呼ばれます。このようなテクノロジーは、テクノロジーへの投
資をビジネス価値の創出につなげるための基盤となります。小売業者がそれを実現
できるよう、シスコが支援することもあります。 

「青色の帯」で示すこれらのプラットフォームへの投資は、各フェーズを通じて継続的に
価値を創出します。たとえば、モビリティ プラットフォームへの投資は、モバイル POS 
機能のニーズを満たす（実現フェーズで価値を生み出す要素）ことが当初の目的であっ
ても、変革を進める中では、サービスを差別化するためのプラットフォームとしての役
割を果たします。これらには、店員が店舗以外のチャネルで商品を探し出して顧客の
ニーズを満たすことができる「エンドレス アイル」や、買い物客が試着室を出ることなく
店員のモバイル デバイスにリクエストを送信できるスマート試着室サービスなどが含
まれる場合があります。その後、定義フェーズでは、アプリ、サービスおよびデータが
価値を生み出す要素となるのに伴ってモビリティ プラットフォームが新たな収益源と
なり、まったく新しいビジネス モデルの創出を促進することさえあります。

顧客の声：小売の最前線から得た重要な調査結果
シスコが 200 人を超える小売顧客から話を聞いた結果、業界のデジタル変革の現状
について、いくつかの驚くべき事実が明らかになりました。 

小売業界では、イノベーションと改革の多くが新興企業や、店舗以外の小売チャネル
からもたらされており、競合相手は誰なのか、または新しいデジタル コンシューマの
どの行動が突然新たな規範となるのかを常に把握していない従来型の小売業者が増
えています。小売業者は、こうした不明確な脅威に応じて業務やデジタル インフラスト
ラクチャの基盤に対する投資を行い、即応性、応答性と効率性に優れた体制を築くこ
とで、革新的な市場参入者にも迅速に対応できる必要があります。 
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このようなデジタル対応の基礎をなすテクノロジーのうち、セッションでは小売業者が
データセンター、セキュリティ、効率的な店舗プラットフォーム、広範囲の接続、クラウド
対応/XaaS コラボレーションといった、デジタル変革に「必須」のプラットフォームの多
くに投資していることが明らかになりました。基礎をなすこれらのテクノロジーは、主
に図 1 の水平方向の青色の帯の左側に示されています。これらがここに位置している
のは、デジタル変革にける他の機能すべてを実現できる、最も優先順位の高いプラッ
トフォームとアーキテクチャであるためです。最初にこれらの領域に投資しなければ、
差別化と改革の進行が停滞するか、場合によっては停止し、小売業者の時間や競争優
位性が失われる可能性すらあります。

現在のところ、これらの小売業者はロードマップのより上位のフェーズ（差別化と定義）
への移行を先送りしているように思われます。これは、小売業者の 30 % が一部のより
高度なデジタル エクスペリエンスの実装に関して、「様子を見ている」と述べているこ
とが明らかになった、シスコの経済価値調査の結果と一致しています。デジタル変革
ロードマップの 3 つのフェーズのうち、2 分野への投資が不十分であれば、デジタル
化で競合他社に追い抜かれて深刻なダメージを受ける可能性があります。 

また、これらのセッションでは、デジタル ロードマップの進捗状況について、以下に示
す 2 つの重要ポイントが明らかになりました。 

1. 小売業者は、カスタマー エクスペリエンスに関する機能とテクノロジーへの投資
を優先させています。しかし、収益の面で最も大きな価値をもたらす領域である、
従業員の生産性に対する投資は優先されていません。
a.  小売業者による優先投資の 37 % は、カスタマー エクスペリエンスの使用例
です。一方、従業員の生産性については、優先投資となっているケースはわずか 
6 % にすぎません。

b.  シスコが以前実施した調査では、1870 億米ドルの経済価値が従業員の生産
性の使用例によるものであることが明らかになりました。一方、カスタマー エ
クスペリエンスの使用例によってもたらされる経済価値は 910 億米ドルにとど
まっています。（次のページの図 2 を参照）。

2. 小売業者の投資は、デジタル ロードマップ全体でバランスが取られていません。
小売業者は実現フェーズの使用例にかなりの重点を置いていますが、こうした戦
略には 2 つの問題があります。まず、IT 関連の支出が最適な水準にならないため
に、これらの投資で実現できる価値のすべてがビジネスにもたらされていない可
能性があります。次に、これらのプラットフォームを使用して差別化と改革を進め
ないことで、小売業者が現状に対応するためだけに組織内で文化を作り上げてし
まう可能性があります。このような小売業者は外部から「他社と同じような」企業と
認識され、ブランド エクイティが損なわれることもあります。小売業者は、差別化
および定義フェーズ内のテクノロジーと使用例に対する投資を増やすことにより、
偏りの少ないアプローチを取る必要があります。

a. セッションで得たデータを分析したところ、小売業者のデジタル投資のうち、
49 % が実現フェーズに対して優先的に行われてることが明らかになりました。
ただし、シスコが以前実施した調査では、実現フェーズ内の使用例によってもた
らされる小売の経済価値は 42 % であることがわかっています。

実現フェーズとカスタマー エクスペリエンスに関する機能を優先させることにより、
小売業者は以前から業界で問題となっている「IT 優先度」スコア（収益に占める IT 投
資の割合）をさらに低下させています。デジタル化と IT に対する支出が少なく、カスタ
マー エクスペリエンスに関する機能を重視しすぎる文化により、小売業者はデジタル 
テクノロジーに求める価値を得られていません。
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 全体的に見れば、小売業者は実現フェーズを超えて差別化フェーズと定
義フェーズまで進み、テクノロジー、機能および使用例に投資する必要
があります。これにより、小売業者は（単にデジタル改革を乗り切るだけ
ではない）成果を実現し、目標を達成して成功を収めることができるよう
になります。 

定義フェーズに投資すると、小売業者はデジタル機能を使用して、新しいビ
ジネス モデル、サービス、および収益源を創出できます。さらに、小売業者
は（最大の価値を生み出す可能性があると見られている）従業員の生産性
に関するテクノロジーと使用例を優先させる必要があります。小売業界では、
ワークフォースのデジタル化に対する投資が業務の価値を高め、作業の均
等化と人材の保持に貢献します。新しい魅力的なカスタマー エクスペリエ
ンスはこれらすべてによって支えられるため、ワークフォースをデジタル化す
れば、小売の成功に欠かせないバリュー チェーンが実現します。

図 2
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デジタル変革が成功している領域と遅れている領域 

調査中に行ったディスカッションのフィードバックから、小売業者が成功を収めている
領域と投資を見直すべき領域が明らかになりました。 

実現フェーズ
セッションに参加した小売業者の大部分が、実現フェーズのテクノロジーと使用例に
対する投資を優先させています。ここでは、どの業務の使用例が現在の取り組みを後
押ししているのかを見ていきましょう。

前述のように、現在の小売業者の投資は、49 % が実現フェーズ内で行われています
が、シスコの調査では、このフェーズでもたらされる小売の価値がわずか 42 % であ
ることが判明しています。 

小売業者の投資先

実現フェーズでは、小売業者はカスタマー エクスペリエンスの使用例にデジタル投資の
多く（46 %）を優先させているのに対し、イノベーションの使用例と従業員の生産性の
使用例では、その割合がそれぞれ 20 % とわずか 9 % にとどまっています。実現フェー
ズにおいては、以下のカスタマー エクスペリエンスの使用例が優先されています。

• モバイル支払い
• 例：かつて革新的と考えられていた Apple Store のモバイル店舗提携機能とモ
バイル会計機能は現在、大部分の小売業者が利用可能なテクノロジーとみなさ
れています。 

• モバイル エンゲージメント
• 例：顧客が予約注文できる Panera Bread のモバイル アプリ、Starbucks のモバ
イル注文およびピックアップ サービス、顧客関係管理とクライエンテリングを強
化するために True Religion で使用されているウェアラブル テクノロジー。 

• インタラクティブ キオスク
• 例：顧客が自分で注文を行うことができる Panera Bread のセルフサービス モバ
イル タブレット、買い物客がデジタル画面で商品を選択して試着室に持ち込める
ようにすることで、時間を節約し、店舗内を見て回る際のエクスペリエンスを向上
させる Rebecca Minkoff の店舗。

小売業者が投資すべき領域

シスコの経済価値調査では、従業員の生産性の使用例に最も高い価値があることが
示されています。

• BYOD̶従業員が所有するデバイスにデータ インサイトとコラボレーションがも
たらされます。

• 作業最適化̶価値の低いタスクをデジタル化することで、スタッフをより価値の高
いインタラクションに振り向けることができます。複数の店舗にわたるデジタル プ
レゼンスで専用のリソースを活用することが可能です。

• 仮想トレーニング̶従業員が教育コンテンツに容易にアクセスできるようになり
ます。店舗内のエクスペリエンスの一貫性が向上し、ブランドのメッセージに対する
管理を維持・強化できます。 

https://www.emarketer.com/Article/Panera-Bread-Helps-Customers-with-Mobile-Payments/1013317
http://www.retailtouchpoints.com/features/retail-success-stories/true-religion-adds-clienteling-to-associate-facing-apple-watch-experience
http://digiday.com/brands/rebecca-minkoff-digital-store/
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推奨事項 

実現フェーズでは、小売業者はカスタマー エクスペリエンスに関するテクノロジーへ
の投資に重点を置いてきました。ただし、このフェーズにおいては、ワークフォース関
連のテクノロジーに対する投資も増やす必要があります。ワークフォースをデジタル
化すれば、小売業者は最高の従業員を保持すると同時に、店舗内のインタラクション
を強化し、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ようになります。 

小売業者は、従業員の生産性の向上に役立てたり、スキルセットやトレーニングに加
えたりできる作業最適化ツールに投資する必要があります。これらの例としては、仮想
オンデマンド トレーニング、コラボレーション ツールによる受注と商品の管理、企業
のメッセージと情報に対するアクセスの改善、個人用のモバイル デバイスによる動的
なスケジュール設定、従業員がプラノグラムをダウンロードしたり、プラノグラムのス
ナップショットや動画を送信したりできる環境の整
備などが挙げられます。 

小売業者はまた、作業を合理化する新たな方法を
追求する必要があります。たとえば、セルフサービ
ス式キオスクとデジタル画面を通路に設置すれば、
店舗内のスタッフの負荷を軽減することが可能で
す。顧客はこれらを利用することにより、他の色やサ
イズの商品を探したり、別の場所に在庫があるか
どうかを確認したりできます。プロセスを自動化し
て一部のタスクの負荷をなくすことで、スタッフは
忠実な顧客との関係を築くための「クライエンテリ
ング」をはじめとする、より価値の高いきめ細かい対応に注力できるようになります。こ
のような価値の高いカスタマー エクスペリエンスは、改善のための機能をデジタル化
し、内外のコラボレーションを強化することによってのみ実現可能です。 

小売業者にとって、店舗内のデータの分析への投資は特に重要です。たとえば、需要
を予測してワークフォースを最適化するには、店舗の業務、ワークフローおよび顧客の
行動を正確に把握することが重要です。小売業者はリアルタイム分析により、試着室
やレジが混雑しそうかどうかを把握し、最も必要とされている場所にスタッフを再配
置することが可能です。また分析を行うことで、プラノグラムに従っているかどうかを
確認できます。 

最終的に、ワークフォースを最適化すればカスタマー エクスペリエンスが向上します。
多くの顧客は、長い会計の列、整理されていない売り場や試着室、無知な店員などに
いら立ちを感じます。ただし、作業量を増やすだけでは、こうした問題が解決されるこ
とはなく、より効率的に人材を活用することで対処しなければなりません。

差別化フェーズ
差別化フェーズでは、小売業者はデジタル ソリューションを使用して、自社の店舗内
のエクスペリエンスと業務を競合他社と完全に差別化します。Internet of Things（IoT）
の一部と言えるテクノロジーであるデジタル変革テクノロジーは、この段階で大きな
影響をもたらします。これらはには、ビーコン、センサー、商品の RFID タグや従業員 
ID タグ、デジタル画面などがあります。 

実現フェーズと同様、大部分の小売業者はイノベーションの使用例（34 %）とカスタ
マー エクスペリエンスの使用例（27 %）に投資を優先させているのに対し、従業員の
生産性の使用例ではその割合が 6 % となっています。

ワークフォースをデジタル化すれば、小売業者
は最高の従業員を保持すると同時に、店舗内
のインタラクションを強化し、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ように

なります。
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小売業者の投資先
• プロモーションの効果

• 例：モバイル データ、Wi-Fi、および位置センサーと過去の購入履歴を統合するこ
とにより、小売業者は的を絞ってパーソナライズした、関連性の高いモバイル プ
ロモーションを展開できます。たとえば、コーラを多く買うコンシューマがコカコー
ラの置いてある通路を通った際に、顧客の携帯電話にパーソナライズされたプロ
モーションを送信することも可能です。 

• デジタル テクノロジーにより、小売業者は最も効果的なプロモーションをより詳
細に把握できます。たとえば、コーラを飲んだ人が実際にプロモーションを活用
したかどうかを確認することが可能です。

• イベント主導型のエンゲージメント/パーソナライズされたエンゲージメント
• 例：顧客が店舗に入ると、店員がモバイル デバイスのオプトイン アプリを介して
顧客を「認識」します。顧客が青色のものを身に着ける傾向にあり、オンラインで
水着を閲覧していた場合、店員は適切なセクションに顧客を案内し、青色の新商
品を勧めることができます。これを実現するには、顧客の購入履歴と閲覧履歴に
関するデータや分析結果、顧客の入店時に顧客のモバイル デバイスを認識する
モバイル テクノロジー、および店舗内の顧客を検出して引き付けるためのビーコ
ンといったテクノロジーが必要です。 

小売業者が投資すべき領域

シスコの調査では、従業員の生産性の使用例に最も高い価値があることが示されてい
ます。しかし、今回の調査において、差別化フェーズでこれに重点を置いていた小売業
者はわずか 6 % でした。 

差別化フェーズ内で最も大きな価値をもたらす従業員の生産性の使用例には、以下
のようなものがあります。 

• 次世代ワーカー（960 億米ドルの経済価値）
• 例としては、データ分析を通じたワークフォースの最適化、BYOD のサポート、モ
バイル デバイスによる動的なスケジュール設定（同僚とのシフトの共有など）が
あります。次世代ワークフォースを最適化することにより、小売業者は離職率を低
下させ、コストを削減できます。 

• 仮想エキスパート（490 億米ドルの経済価値）
• リモート エキスパートと動画を活用して従業員のトレーニングを行い、効率と効
果を高めることができます。また、小売業者はこのプラットフォームにより、十分で
はないことがあるエキスパート リソースを提供することが可能です。たとえば、高
品質のテレプレゼンスを通じて、工具ブランド、栄養と健康、スタイルやデザイン
などに詳しいリモート エキスパートを顧客と交流させることができます。リモート 
エキスパートには、モバイル インターフェイスまたは店舗内の画面からアクセス
可能です。

• 会計の最適化（110 億米ドルの経済価値）
• 小売業者はデータ分析を利用することで、レジが混雑する時間を予測し、先手を
打ってスタッフを移動させることができます。これにより、効率とカスタマー エク
スペリエンスが向上します。 
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推奨事項
カスタマー エクスペリエンスと革新的なテクノロジーは、小売ブランドを差別化する唯一
の方法ではありません。（実現フェーズと同様に）差別化フェーズ内では、従業員の生産
性に関するテクノロジーに最も高い価値があります。多くの小売業者はワークフォース
に投資することで、たとえばプロモーションやマーケティング キャンペーンに投資する
場合より、はるかに大きな成果を得られます。

「次世代ワーカー」は、このロードマップの従業員の生産性セクションで特に有益な使用
例です。現在のスケジュールの慣行（スケジュールを受け取るまでの時間が短い、柔軟
に変更できない、など）に対する従業員の不満は、高い離職率につながります。ワーク
フォースのスケジュール設定にデジタル機能を活用することで、小売業者は従業員の生
産性と満足度を高め、離職率を低下させることができます。特に、一部の州ではすでに、
労働法規においてパート従業員のスケジュールの予測可能性を高めることが求められて
いるため、これによってコストが削減されます。

その他の使用例としては、以下のようなものがあり
ます。

• スマート試着室/スマート ミラー̶一部のハイエ
ンドの小売業者やブランドが、このテクノロジーを
導入しています。たとえば、Luis Vuitton では、特
注のハンドバッグのそれぞれに RFID タグを付
けており、顧客がスマート ミラーに近づくと、バッ
グの詳細（製造された場所、使用されている素材、
デザイナーなど）が表示されます。 

• 在庫管理/プラノグラム （̶Target などの）その他の小売業者は、在庫を適正かつ
十分に維持することに頭を悩ませています。デジタル テクノロジーは、在庫管理とプ
ラノグラムの精度を高め、買い物客に継続的なサービスを提供することを可能にしま
す。こうしたプロモーション業務の改善により、マーケティング キャンペーンとプロモー
ションに投じた資金から得られる成果を大幅に高めることができます。

定義フェーズ
定義フェーズでは、小売業者はデジタル テクノロジーに対する投資を使用して、新しい
サービス、収益、ビジネス モデル、さらには市場を創出します。 

セッションで得たデータを分析したところ、定義フェーズ内においても、小売業者がイノ
ベーション（37 %）とカスタマー エクスペリエンス（32 %）に投資の多くを優先させてい
ることが明らかになりました。そしてここでも、従業員の生産性に関する投資が（わずか 
2 % と）最も少なく、小売業者は大きな機会を逃しています。 

小売業者の投資先
定義フェーズにおいては、以下のイノベーションの使用例が優先されています。 

• インサイト主導型のカスタマー エクスペリエンス
• 小売業者は現在、数年前ですら得られなかったであろうインサイトに基づいて卓越
したエクスペリエンスを創出できます。たとえば、センサーをはじめとするテクノロ
ジーを使用することにより、顧客が駐車場に入ったタイミングや、ペット フードの置
いてある通路といった特定の場所にいたタイミングを特定することが可能です。小
売業者は、位置データとその他の情報（新たに迎え入れた子犬に関するツイートや
インスタグラムの写真をはじめとする、顧客のソーシャル メディア アクティビティ
など）を組み合わせ、そのインサイトを使用して顧客の携帯電話、または顧客の近く
にあるデジタル サイネージにお祝いの言葉や子犬用のフードのディスカウントの
情報を即座に送ることができます。このようにして、プロモーションやその他のハイ
パーレレバンスなエクスペリエンスをリアルタイムで提供することが可能です。 

多くの小売業者はワークフォースに投資する
ことで、プロモーションやマーケティング キャ
ンペーンに投資する場合より、はるかに大き

な成果を得られます。

http://www.itproportal.com/2016/06/23/the-many-amazing-uses-of-rfid-technology/
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• Jet.com は、全面的にデータ主導モデルを導入しているサイトの一例です。顧客
がカートに商品を追加すると、その他の商品がリアルタイムで提案され、使用さ
れたマージンに基づくディスカウントが適用されます。インサイトは店舗の管理
方法にも影響を与え、たとえば、顧客が購入するビールの本数が午後 5 時に増え
ることがわかれば、その時間までに商品を並べてスタッフを配置できます。

• 購買者から得たインサイトの収益化
• 顧客と従業員のエクスペリエンスを向上させるだけでなく、小売業者はデータ イ
ンサイトを使用することで新たな収益源を創出できます。たとえば、レストランで
は小売店における顧客の購入履歴のデータを使用して、特定の食品に関する
ニーズに合わせてパーソナライズした食事を売り込むことが可能です。 

定義フェーズ内で 2 番目に優先順位が高いのは、カスタマー エクスペリエンスの使
用例に対する投資です。小売業者が投資しているカスタマー エクスペリエンスの使
用例には、以下のようなものがあります。

• 拡張現実
• 買い物客は店舗内を見て回っているときに、携帯電話の拡張現実アプリを使用し
て、高度にパーソナライズされたお勧めの商品を表示させることができます。

• イノベーション/モバイル アプリのライセンス供与
• 定義フェーズでは、小売業者は作成したモバイル アプリをホワイトラベル提供し
て別の小売業者に販売することで、新たな収益源を創出できます。

• Starbucks は、別の小売業者への販売もできそうな、モバイル注文およびモバイ
ル支払いアプリを作成しました。 

• Amazon Web Services は、買い物客が最も多い季節のアクティビティの急増に
対応するためのクラウド インフラストラクチャを提供しています。 

• こうしたイノベーションのライセンス供与により、小売業者はデジタル機能を新た
な収益源に変えつつ、研究開発コストの一部を回収できます。

小売業者が投資すべき領域

シスコの調査では、以下のような従業員の生産性の使用例に最も価値の高い機会が
あることが示されています。

• 作業可能な従業員の共有経済
• このフェーズは、差別化フェーズで概説した「次世代ワークフォース」機能に基づ
いています。たとえば、職場の外にまでコラボレーションを拡大することにより、
従業員は単なる小売スタッフではなく、ブランド アンバサダーとなります。その一
例として、3point5.com の Web サイトがあり、小売業者の従業員は、他のブラン
ドの情報を得たり、自らの知識をテストしたり、認定を取得したりするための自己
学習ツールとしてこのサイトを使用しています。このオンライン プログラムを通
じて特定のブランドの認定を受けると、スキルセットが向上し、履歴書に書き込む
ことができる項目が増えます。また、インセンティブを受け取って商品を試すこと
で、自らの意見を市場に発信することもあります。 

• ワークスペース外へのコラボレーションの拡大
• デジタル テクノロジーはまた、たとえば、同僚や顧客と連絡を取り合える状態を
維持したまま学校に子供を迎えに行くといった、個人的なニーズに対応できる柔
軟性を従業員にもたらします。これにより、小売業者の離職率が低下し、コストが
削減されます。 

https://jet.com/
https://www.3point5.com/
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推奨事項
定義フェーズでは、デジタル変革を進めることでコア ビジネスによってもたらされる
機会が大きく変わります。たとえば、Starbucks は自社のことをコーヒー ショップでは
なく、コーヒーを提供するテクノロジー企業であると捉えています。Audi をはじめとする
自動車会社は、「リモート オープン」の概念を再定義しました。リモート オープンはか
つて、自動車の所有者の利便性を高めることだけを目的としたものでしたが、UPS や 
Amazon とのパートナーシップによって、所有者は共有経済を活用し、荷物の受け取り
用としてトランクを「貸し出す」ことができるようになりました。たとえば、Audi の所有者
は自分自身、同僚、または玄関先に置かれた荷物が盗まれることを心配する友人の荷
物を受け取ることが可能です。 

また定義フェーズ内では、小売業者は新たな収益を
創出するために共有経済を活用することもできま
す。共有経済には、（前述の 3point5.com の Web 
サイトのような）従業員が主導するものと顧客が主
導するものがあります。顧客主導の共有の例として
は、オーストラリアの Domino's Pizza が挙げられま
す。同社では、独自の組み合わせのピザを作ってソー
シャル チャネルで共有した顧客に報奨ポイントを付与するというビジネス モデルを採
用しています。 

定義フェーズのもう 1 つの重要な概念として、デジタル機能によって創出された価値に
基づいてブランド再構築を推進、または完了できる可能性がある点が挙げられます。デ
ジタル変革により、たとえば発電機会社はセンサーと予防的管理のアルゴリズムを使用
して、故障する前に部品を交換することが可能です。ブランドはかつて、例えば電力会社
の電力網に問題が発生して文字通り顧客が「闇に包まれた」ときにだけ知れ渡るような
もので、PR 部門は常に守りの姿勢を取らざるを得ませんでした。しかし、デジタル対応
の予防的管理により、企業はブランド再構築を進める中で「決して故障しない発電機」
や「常時稼働の発電機」といった、より積極的なスローガンを掲げることができるよう
になりました。商品または業務の重要な領域をデジタル化すれば、以前は不可能だった
方法で文字通りブランドの価値を向上させ、市場でのリーダーシップを確立できます。 

定義フェーズに移行した小売業者の例： 

• REI は、ハイエンドの商品を売り込むためのエキスパートによるアドバイスと場所を
提供しています。たとえば、店舗で GoPro の全商品ラインナップを陳列できない場合
は、知識の豊富な店員が顧客に情報を提供し、オンラインでの購入をサポートするこ
とが可能です。 

• Apple の店舗内にある Genius Bar も同じようなもので、店舗を訪れてエキスパート
によるアドバイスだけを受けることができます。コンシューマが店舗内の商品を購入
しなくても、Genius のエキスパートや知識の豊富な店員が情報を提供し、家まで配
達される商品のオンラインでの注文をサポートしてくれます。

• Pizza Hut は、注文の処理を迅速化するために Internet of Things（IoT）を活用してお
り、顧客はウェアラブル デバイスをタップするだけで、お気に入りのピザを自動的に
注文できます。また、Pizza Hut はコンサートのような屋外のイベントでテンポラリー 
タトゥーを展開することも可能で、顧客がタトゥーをタップしてピザを注文すると、イ
ベントの会場にピザが届けられます（このとき、現地のセンサーと受信機を活用して
位置を特定します）。 

小売業者は、望ましいビジネス成果を明確に定義することなく「定義」フェーズへの移
行を急ぐと、失敗に終わる可能性がある点に注意しなければなません。小売業者のコア 
ビジネスがデジタル改革またはコモディティ化されると（たとえば、オンラインで利用可
能になるか、顧客が割増料金の支払いを渋っている場合）、小売業者は定義フェーズに
迅速に移行し、新たなモデルを構築する必要があります。ただし、そこでは明確な企業
目標を念頭に置かなければなりません。 

デジタル変革を進めることでコア ビジネスに
よってもたらされる機会が大きく変わります。

http://www.geekwire.com/2015/deliveries-to-your-car-trunk-amazon-teams-with-audi-and-dhl-in-new-initiative/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-27/rei-s-crunchy-business-model-is-crushing-retail-competitors
https://hbr.org/2012/01/the-genius-bar-branding-the-in
https://www.cnet.com/news/pizza-huts-tattoo-lets-you-order-from-your-arm/
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たとえば、美容用品のビジネスでは、顧客がオンラインで購入できる商品のために店
舗を訪れることはほとんどありません。しかし定義フェーズでは、購買プロセス全般
の質を高めるコンサルティングなどのサービスを美容用品のサプライヤから提供で
きます。たとえば、Sephora は、店員がデジタル デバイスで顧客の肌をスキャンする
「Color IQ」と呼ばれるサービスを提供しており、個人の肌の色合いに合った商品を勧
めています。 

ただし、すべての小売業者が定義フェーズに重点を置く必要があるわけではありませ
ん。現在でも顧客が店舗を訪ねていくつかの商品を試したいと考えたり、優れたエク
スペリエンスに進んで割増料金を支払ったりするケースは多く見られます。こうした顧
客を持つ小売業者は、最初の 2 つのフェーズ（実現と差別化）で引き続き成長を遂げ
ることができます。

小売セグメント間の大きな相違
地域的な相違
この調査では、地域セグメント間で大きな相違があることがわかりました。南米セッ
ション（ブラジル）の小売業者は、北米の小売業者と比較して、実現フェーズに多く投
資しています（北米が 51 % であるのに対し、南米は 67 %）。これは、デジタル ロード
マップにおいて、北米の小売業者が南米の小売業者より先に進んでいる可能性がある
ことを示しています。このような状況になっている理由は、おそらくブラジルの経済情
勢にあります。ブラジルの小売業者は、基礎をなすテクノロジー（アセットの利用やエ
ネルギー管理など）への投資に重点を置いており、こうした投資は上位のフェーズに
移行するための準備を整えるのに役立ちます。 

デジタル ロードマップの 3 つすべてのフェーズにわたる水平方向の使用例について
データを分析したところ、「イノベーション」の使用例への投資が、南米より北米の方
が多いのに対し（優先的に投資を行っている割合が 19 % と 34 %）、「カスタマー エ
クスペリエンス」の使用例への投資は、北米と比較して南米の方が多いことがわかりま
した（40 % と 46 %）。オランダ セッション（オンライン小売業者のみで構成されるグ
ループ）では、カスタマー エクスペリエンスの使用例への投資が最も多く（42 %）、従
業員の生産性の使用例に対する投資が最も少ない（4 %）という結果が得られました。 

他のセグメントとの相違
また、テキサス州ダラスで開催されたセッションに参加した小売業者（デパート、米国
南部の州の小売業者、および各種小売業者）が実現フェーズに多く投資していること
も明らかになりました（61 %）。これは、ニューヨークで開催された北東部セッションに
参加した衣料メーカーおよび小売店を中心とする小売業者の結果（42 %）と対照的
なものとなりました。この結果から、衣料小売店がイノベーションへの投資にかなりの
重点を置いており、たとえば流通、生産時間、小売店のインサイト、およびデータの使
用を改善する使用例を含む、業務の効率化への投資を増やして、デジタル ロードマッ
プにおける投資のバランスを調整する必要があることがわかりました。 

たとえば、Gap はデータ主導モデルを重視しており、これまではほぼ例外なくクリエイ
ティブ ディレクター、業者、およびデザイナーの直感で意思決定が行われていましたが、
新しい自動化された統合アプローチは顧客インサイトに基づいています。小売業者
は、効率化と低価格を実現するテクノロジーに投資すると同時に、顧客のニーズに的
確に対応することにより、大きな市場シェアを獲得したいと考えています。そうすること
で、Gap はファッションの小売にデータ主導のアプローチを取り入れて大きな成功を
収めてきた Zara などの企業に追随しています。 

http://digiday.com/brands/color-iq-sephoras-shade-matching-skin-care-tool-boosts-brand-loyalty/
http://www.retailwire.com/discussion/if-not-creative-directors-or-data-what-can-make-gaps-fashions-sell/
https://digit.hbs.org/submission/zara-leverages-data-analytics-to-understand-consumer-tastes/
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デジタル変革を実現するための 5 つの推奨事項
小売業界のデジタル ロードマップを実行する中で小売業者が考慮すべき推奨事項と
しては、他にも以下のようなものがあります。 

• 小売業者は独自のロードマップを特定するにあたり、ブランドと市場ポジショニング
の優先事項を検討する必要があります。たとえば、小売業者はカスタマー サービス
をブランドの優先事項に据えるのか、または低コスト化を推進するのか、ブランドの
価値がイノベーションにあるのか、もしくは製品の独自性にあるのか、ブランドと今
日のコンシューマとの関係が崩れつつあるのか、といった重要な問題について検討
しなければなりません。

• 3 つのフェーズでは、ふさわしいバランスを取る必要があります。ただし、完璧なバ
ランスである必要はありません。たとえば、小売業者は業務の効率化とコスト効果
の向上（実現フェーズの主要特性）に注力すると同時に、差別化フェーズまたは定義
フェーズでは、デジタル改革のための取り組みの推進に重点を置くことができます。 

• 調査を実施した小売業者は、改革の脅威が業界の新規参入者からもたらされる可
能性が最も高いことを承知しているため、デジタ
ル対応基盤（ロードマップ下部の青色の帯の部
分）の実現フェーズに重点を置く必要があります。
ここでは、組織がディスラプタ、脅威、および機会
に迅速に対応できるよう、小売業者は俊敏性を
高めるとともに、コストの削減と簡素化を推進す
ることが可能です。 

• セキュリティは、デジタル対応基盤の実現フェーズで優先すべき非常に重要な要素
です。大部分の小売業者は、セキュリティを確保する必要のある脆弱な業務領域を
数多く抱えています。ただし、セキュリティに関する懸念は将来のデジタル イノベー
ションを妨げる可能性もあります。セキュアでアジャイルな基盤がなければ、小売業
者は差別化および定義フェーズで変革、またはイノベーションに着手できません。こ
うした事実は広く認識されつつあり、シスコは、大部分の小売業者が組織のあらゆ
る側面でセキュリティを確保するための投資を行っており、現在の業務と顧客デー
タを保護するとともに、今後は必ず業務の一部となる改革に向けたビジネスの準
備を進めていると見ています。 

• 今後は、ワイヤレス接続と動画に対する投資が非常に重要となります。ロードマップ
の下部にあるデジタル対応基盤を検討するにあたり、小売業者は広範囲の接続が
他のすべての投資の開始点になると考える必要があります。広範囲な無線インフラ
ストラクチャは、店舗内（駐車場から出荷場所、受取場所、ゴミ箱までを含む）だけで
なく、店舗外で買い物客と店員の双方が使用する機能までもサポートします。従業
員の安全の確保に取り組む中で、こうしたあまり目立たない重要な部分への投資が
加速しています。

このような基礎をなす（特に実現フェーズの）「青色の帯」の部分への投資を行わなけ
れば、組織全体にイノベーションを拡大できないということを忘れないでください。逆
に、このような投資は効果が継続します。たとえば今 Wi-Fi に投資すれば、基本的な
ゲスト Wi-Fi を提供して買い物客の行動を分析することができます。つまり、広範囲の 
Wi-Fi を実装することにより、小売業者は差別化フェーズでパーソナライズされたエン
ゲージメントやイベント主導型のエンゲージメントなどの使用例に活用できる、共有
サービス プラットフォームを構築していることになります。

小売業者が俊敏性を高めるとともに、コスト
の削減と簡素化を推進できる、実現フェーズ

に重点を置く必要があります。
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ただし、使用例が「特効薬」になることは決してありません。真の改革は、価
値の 3 つ領域、つまり 1）提供する商品やサービスのコスト価値モデルの
根本的な変革、2）カスタマー エクスペリエンスがもたらす価値の大幅な向
上、そして 3）共有経済やピアツーピア機能などのデジタル化プラットフォー
ムがもたらす価値の有効活用の 3 要素を組み合わせて初めて実現するも
のです。

これら 3 つの領域の複数の使用例が融合された「連結型ディスラプション」
は、きわめて革新的な新しいビジネス モデルを創出し、買い物のプロセス
のすべての段階において、コンシューマへのサービスの提供方法を変える
可能性があります（図 3 を参照）。 

また、このようなテ
クノロジーと価値
の源泉の結合や再
結合は、業界間の
境界を曖昧にしま
す。連結型ディスラ
プションの好例で
ある Tesla は、自
動車会社の枠を
超えて、さまざまな
使用例とテクノロ
ジーを自由自在に
融合させているア
ジャイルなデジタ
ル プラットフォー
ムでもあります。
Tesla は 2015 年
に、ソーラー パネ
ルから生み出されたエネルギーの貯蔵に使用できる、住宅および業務市場
向けの低価格のバッテリを発表し、幅広い業界に進出しています。

まとめ
この新たに実施した調査では、小売業者がデジタル変革の実現に向けた取
り組みにおいて、必ずしも最も効果的なプロセスを踏んでいないことが明ら
かになりました。そして、小売業界のデジタル変革ロードマップのフレーム
ワークで概説した、デジタル価値を創出するための 3 つのフェーズでバラン
スの取れたアプローチを採用していない小売業者には、大きなリスクがあ
ることがわかりました。 

シスコが調査を実施したすべての小売業者は、組織の変革に向けた効果的
な戦略の策定に関して、共通の懸念、課題、および願望を示していました。し
かし、シスコはすべてのセグメントと世界中の複数の地域の小売業者が苦
境に陥っていることを明確に認識しています。小売業者は、今日の複雑な小
売環境で必要とされることのすべてを達成可能な戦略に組織の取り組みを
合致させなければなりません。また小売業者には、このような業界の変革を
乗り切るだけでなく、成長、そしてさらには改革に向けた明確な道筋を描く
ことができるフレームワークが必要です。 

図 3
顧客にさらなる価値を迅速
かつ低コストで提供するデ
ジタル ビジネス モデル

エクスペリエンスの価値

顧客に選択肢を提供
パーソナライゼーション
自動化
低遅延
時とデバイスを問わない

スムーズなエクスペリエンス ハイパー レレバンス コミュニティ

出典：Global Center for Digital Business

プラットフォームの価値

マーケットプレイス
クラウド ソーシング
ピアツーピア
共有経済
データの収益化

価格の透明性
使用量に基づく価格設定
リバース オークション
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http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital_Vortex_06182015.pdf
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2016/10/28/elon-musk-leaves-room-for-utilities-under-the-tesla-roof/#5d25cc03794c
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現在、多くの小売業者がシスコのデジタル変革ロードマップのフレームワー
クを導入し、コアとなるデジタル対応（「青色の帯」の）プラットフォームに
よって、デジタル変革の道のりのすべてフェーズで成功を後押しできるよう、
計画の見直しを進めています。 

デジタル化の各フェーズでよりバランスの取れたアプローチを実現し、ワー
クフォースの変革をはじめとする最も影響力の大きい使用例に注力するこ
とで、小売業者は新たな価値の創出と成功を促進しています。
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