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デジタル時代の 
コンシューマービジネスとは  
－その戦略とオペレーションのあり方
　　　　 　

KPMG コンサルティング株式会社

ディレクター　平井　泰世

日々進化するデジタル時代を迎え、リアルとバーチャルの境界はますます曖昧なも
のとなり、人が介在することなく双方の空間を往き来することがまさに現実のもの
となってきています。なかでもIoT（Internet of Things, モノのインターネット）は私
たちの仕事や働き方ばかりでなく、暮らし方・暮しそのものまで大きく変えてしまう
可能性があるとされています。
今後数年間で、わたしたちを取り巻く環境が様変わりする可能性がある今日、事業
のあり方や企業の戦い方も好むと好まざるとにかかわらず、時代にあわせて変化さ
せていくことが不可避な状況にあるといえます。なかでも消費者と直接向き合うコ
ンシューマービジネスは、その中心にあるといえるでしょう。暮しが変わり、消費者
自身が変わる・進化していく状況下では、コンシューマービジネスも対応を余儀なく
されるからです。
本稿ではこのようなコンシューマービジネス領域に焦点を絞り、企業はデジタルの
時代にどう向き合っていくべきかを述べてみたいと思います。
なお、本稿が対象とするデジタルビジネスは現在進行形であり、秘密保持等の観点
から、特定の企業名や取組みについては、一部公開されている情報を除き具体的な
言及を避け、ファンダメンタルな部分を中心に概念化して記述しました。
また、本稿の内容は執筆時（2016年3月）における状況に基づいています。本文中の
見解に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたし 
ます。

 

平井　泰世
ひらい　やすよ
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Ⅰ.	デジタルビジネスの時代

この章では、ビジネスのデジタル化とはどういう意味か、どう
向き合えばいいのか、デジタル化を進めるうえでの留意点や成
功の要点について考察します。

1.	ビジネスのデジタル化とは

そもそもデジタル化とは何か、ビジネスのデジタル化とはど
ういう意味か。これを理解するうえで、音楽産業の変遷を考え
てみるとわかりやすいのではないかと思います。（図表1参照。な
お、デジタイゼーションとデジタライゼーションについては後述
します。） 他にも、私たちがよく知るアマゾンは、インターネッ
ト上での書籍販売から始まり、今では食品生鮮をはじめ多様な
サービスを提供することで、既存の業界の枠組みやあり方を変
えていっています。最近では、タクシー業界に革命をもたらすと

されるUberや、個人同士での宿泊施設仲介サイトのairbnb、口
コミによるローカル情報サービスを提供するYelp等、シェアリ
ングエコノミーを代表する企業の躍進なども、まさにビジネス
のデジタル化の顕著な例といえるでしょう。

今後、台頭する企業はカスタマージャーニーの様々な側面に
入り込むビジネス手法を創出するでしょうし、小売業の中にも、
販売業から商品ライフサイクルのすべての局面において収益を
確保するサービス業へと転換するところが出てくるかも知れま
せん。

ではデジタル化の内容について、もう少し詳しく見てみま
しょう。まず、デジタル化を2つにわけて捉えるとわかりやすい
のではないかと思います。図表1のように、デジタル化I（デジタ
イゼーション）とデジタル化II（デジタライゼーション）に区別し
て考えてみるということです。

デジタル化Iのデジタイゼーションとは、プロセス・販売チャ
ネル・組織・人などに対して、デジタル技術を活用して事業活動

【ポイント】

－  デジタル化の波は止められるものではなく、今や誰もが避けることので
きない大きな潮流になっています。したがって企業にとってデジタル化
は、時代の要請と受けとめ、向き合うことが前提となります。マネジメン
トはまず、自社のビジネスにデジタルをどう取り込むかということに、
積極的に向き合うことが必要です。さらに、ビジネスのデジタル化には現
場主導でできることもありますが、まずはトップ自らが宣言することが
重要であり、これなくして大きな成果を得ることは難しいといえます。
なぜなら、デジタル化は企業の活動全般から実施の優先順位や予算感を
判断しなければならず、トップはその責任を負う立場にあるからです。

－  熾烈なグローバル競争と急速に進化するテクノロジー、加えて先進のデ
ジタルツールを駆使する消費者の情報収集力および発信力が注目される
デジタル時代の戦略は、まず第一に、スピード感が求められます。これま
でのじっくり構えて熟考するような戦略、競合他社に追いつき追い越せ
というような発想は捨て去り、刻々と変化する市場や消費者を、徹底的
且つ迅速に読み解く姿勢を持つことが重要です。

－  デジタル時代の市場を主導するのが消費者であるならば、企業のオペ
レーションは徹頭徹尾、顧客特性で考えなければなりません。また、デジ
タル時代の消費者が、リアルとネットを自由に往き来できることを考え
れば、コンシューマービジネス企業においては、リアルもネットも、共に
シームレスな顧客体験が実現されるオペレーションになっていなければ
なりません。そのためには、顧客から見える部分も、顧客から見えない社
内オペレーションも、機能を見直し、統合したプロセス・組織に再構築す
る必要があります。
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を改善・改革する行為を指します。
たとえば、消費財製造業がデジタル技術を活用して、消費者

の嗜好を洞察し、時には消費者と協業して、多くの消費者へ直
接販売することで顧客化・ファン化を実現し、ライフサイクルに
わたって顧客と共に歩むというものです。

また、機能横断型活動の典型である新商品開発活動（一般的
には、商品の企画からはじまり、開発～調達～生産～販売へと
業務が進行、一企業内ひいては企業間で部門を横断する活動の
総称）は、多くの場合、直列的・バケツリレー的に業務が進行し
ています。そのなかで、機能間はもとより、一部門内でも埋めよ
うのない見解の相違や衝突をうみ、当初意図したコンセプトが
商品化されない、上市タイミングを逸した、素晴らしいコンセ
プトやアイデアが埋もれてしまうといったケースにおいて、デ
ジタル化されたプラットフォームをつくり、意図したものをス
ピーディに商品化することもデジタイゼーションにあたるとい
えます。

他にも、営業活動のひとつをとってみても、経験・勘・度胸と
いったものに大きく依存しているセールスプロモーションを、
資金・収益性の管理含め科学的、定量的に判断できるようにす
ることも、デジタル化Iのデジタイゼーションに該当します。

一方、後者のデジタル化IIのデジタライゼーションは、デジタ
ル化（デジタル化I、デジタイゼーション）されたものから新たな
価値をつくりだし、収益創出・拡大などの成果を得ることを目
的としたビジネスモデルを構築することで、商品やサービス、コ
トなどの新規事業開発に関係することを指します。したがって、

前者のデジタイゼーションよりはるかに大きな取組みといえ、
Uberなどの事例はこのデジタライゼーションに該当します。

2.	デジタル化にどう向き合うか

ビジネスのデジタル化がもたらす社会へのインパクトは大き
く、魅力的です。しかし、自社はいかに取り組めばいいのか、そ
もそもどう向き合えばいいのか、「何から」、「どうすれば」の答え
は各社各様かと思います。まずは、先述のデジタル化I（デジタ
イゼーション）と、デジタル化II（デジタライゼーション）を取組
む視点から、3つに分けて考えます。そうすることで、デジタル
化へのアプローチを、より的確におさえることができるのでは
ないかと思います。図表2にあるように、ビジネスのデジタル化
を3つのステージで捉えてみます。
「オペレーションの効率化」はデジタルを取り入れることで

業務をよりうまく進めること、つまり業務の「改善」です。2つめ
の「新しいサービスを提供する」は、やり方を変えることで、「改
革」と呼ばれるものに当ります。より効果的に、または新たな収
益を獲得することを目指します。たとえば、新しい顧客体験の
場やカスタマータッチポイントを再編統合するオムニチャネル
の取組み、ロボットによる顧客対応、利用相当分だけを支払う
サービスシステム（よく知られるミシュランタイヤなどの取組
みはある段階まではこれに該当）などが挙げられます。3つめの

「新しいビジネスモデルを創りあげる」は、まさに既存の枠、業
界の壁を壊してしまうようなサービスの「変革」であり、Uberは

【図表1　デジタル化の変遷 （音楽産業の場合）】

音楽産業はまさにデジタル化変遷の歴史といえます。

デ
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生演奏

レコード CD, DVD

音楽ファイル
（WAV,MP3 等）

ミュージックストア
（iTunes, アマゾン等）

MaaS
（Music as a Service: 
パンドラ,Spotify 等）

デジタル化Ⅱ
（デジタライゼーション）

◆デジタル化 II: 
 デジタライゼーション/Digitalization

◆デジタル化 I:
 デジタイゼーション/Digitization

デジタル化Ⅰ
（デジタイゼーション）
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【図表3　デジタル化を加速するSMACS】

Social

Mobile

Cloud

Sensor

Analytics

● いつでも・どこでも・誰とで
もつながることで、あらゆる
情報を活用し、利用者の裾
野を拡大。

● 消費者が自ら情報を発信し、企業は粒
度細かく消費者の嗜好やニーズを把握。

● 企業内の部門や階層の壁をこえ情報を
共有し、新たな知を創出。

● つながったモノにより今まで
みることや知ることができな
かった行動や状態を可視化。

● 様々な分析手法で新たなイ
ンサイトを導出し、迅速な意
思決定を実現。

● 市場の変化に、柔軟・迅速・
身軽に対応できるIT基盤。

SMACSを活用して膨大で多様なデータから新たな価値を創出します。

【図表2　デジタル化のステージ】

新しいビジネスモデルを
創りあげる

革新的な商品やサービスを
開発し提供
異業種や競合他社と組み、
新しいエコシステムを構築
顧客にベストな情報を提供
するサードパーティを設立
エンドツーエンドで自動化
しリソースを最適化

新しいサービスを
提供する

やることを変える
（ゲームのルールを変える）

デジタルを活用することにより、ゼロから全く新しいビジネスモデルを
構築することが可能となりますが、まずはオペレーションの効率化を着実に実行し、
その結果として新しいサービスやモデル創出の契機にしていくこともできます。

やり方を変える

新しい顧客体験の場／タッ
チポイントの創出
モノ／サービスの活用や成
果に応じて価格を提示
大量データの整備・活用の
最適化、データのマネタイズ

オペレーションを
効率化する

現在地

やり方を工夫する

まずは最初の第一歩を
踏み出すことが重要

プロセスの自動化、従業員の
生産性向上
資産の可視化、有効活用
リスクの回避、予防
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その典型といえます。
ただし、これら3つのステージは、必ずしも順を追って取り

組まなければならないものではありません。はじめから業界の
ルールを変えるような仕組みづくりを考えてもよいでしょうし、
改善の積み重ねの結果を最後に大きな変革に繋げていくことも
可能です。すべてはビジネスをデジタル化する目的や取組み方
次第といえます。デジタル化IのデジタイゼーションとIIのデジ
タライゼーションでいえば、図表2の一番左と中央はI、右がIIに
該当するといえますが、中央のIの取組みが進化し続けることで
IIになることは十分あるといえます。

いずれにせよ、最も重要なことは、まず取り組んでみるとい
うことです。でなければ何も始まりません。変化激しい時代に
おいては、逡巡してアクションを先延ばしにすることは、すな
わち成長のチャンスを逃すことに他なりません。前年と同じや
り方や従来の域を一切出ないやり方で、今日の企業・事業の目
標を達成するのは非常に困難であり、結果的に大きなリスクを
抱え込むことに繋がるといえるでしょう。

ではここで、実際のデジタル技術とはどのようなものか、簡
単に考えてみたいと思います。本稿は技術論ではないため、簡
略して記載するならば、図表3にあるようなSMACSという考え
方です。SMACSとは、5つの用語の頭文字をとった名称で、こ
れらの技術を活用することにより新たな価値をつくりだす、そ
ういったことがビジネスのデジタル化を加速させる要素となっ

ているといえます。

3.	成功の要点

情報が偏在し、デジタル化した今日の社会では、消費者は
様々な情報を瞬時に集めて編集し、且つ自ら発信する手段を有
しています。したがって当然ながら、その消費行動も過去とは
大きく変わってきています。であるならば、企業がビジネスの
デジタル化で最も重視すべきこと、成功の要点は、顧客起点で
考えた、顧客起点のオペレーション体制をつくり上げ、運用す
るということに尽きるでしょう。なかんずく、コンシューマービ
ジネス企業の場合は、ビジネスの直接の対象が消費者なのです
から、徹底的な顧客起点、経営の中心に顧客を据え、デジタル
化時代における無数の可能性に溢れるビジネス機会を掴み取
らなければなりません。

また、コンシューマービジネス企業についていえば、ビジネス
のデジタル化をとおして、狙うべきゴールがあります。①新し
い顧客を獲得する、②購入頻度と購入額を高める、③顧客満足
度を上げる、④顧客を自社の熱狂的なファンにし伝道師化す
る、⑤顧客主導のイノベーションを創出する（たとえば顧客と
一緒になって商品やサービスを開発）。およそこのようなことに
集約されるかと思います。

ここで一点、忘れてはならない重要な留意点があります。そ

【図表4　購入時の比較検討のながれ】

  ● 受け身的な情報収集/刺激（広
告、プロモーション等）

  ● 主観的な印象/イメージ（フィット
感、デザイン、予算感等）

  ● 直感的な意思決定

  ● 自発的な情報収集
  ● 客観的な情報/比較検討
  ● 具体的な商品やサービスに対す

る理解
  ● 分析的な意思決定

多くの
商品（サービス）

考慮対象の
商品（サービス）

購入された
商品（サービス）

考慮時の主な要件 購入時の主な要件

通常、消費者は複数回の評価の過程を経て購入する商品やサービスを決定します。
はじめは強く意識することなく対象を思い浮かべ、次に積極的に選定する行為をとることが多いといえます。
したがって、あらかじめその比較検討対象に選ばれないと、購入されることはありません。

1 2 3

654

7 8 9

1 5 9 5
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れは、消費者心理のなかで一定程度のシェアを必ずとらなけれ
ばいけないということです（図表4参照）。すなわち、消費者が商
品やサービスの購入を検討する際に、あらかじめその比較検討
対象の選択肢に、自社が必ず入っておかなければならないとい
うことです。これなくして購入に繋げられるはずもなく、どれだ
け多大な労力をかけても成果は得られません。したがって、当
該領域において圧倒的なブランド力を有している企業や、代替
商品/サービスの選択肢が著しく限定されている場合を除いて、
コンシューマービジネス企業は、たえず顧客（ターゲットにし
ている消費者）の選考対象の上位に位置づけられている必要が
あり、多くの企業はまずはじめに、このことに注力することが
重要となります。

Ⅱ.	デジタル時代の戦略

この章では、デジタル時代の戦略の特徴と組み立てる際のお
さえるべきポイントを、デジタル以前のものと比較しながらご
説明します。

1.	何が変わるのか

デジタル以前の時代、たとえば1980年代頃は、優れた戦略を
つくればそれだけで競争に勝つことができるとされていまし
た。環境変化は今ほどダイナミックなものではなく、時間をか
けてじっくり戦略を練りあげる。今では当たり前とされていま
すが、当時は大半の人が知らなかった分析フレームワークを用
いて打ち手を考える。そういったことで競争に勝つということ
が通用する時代とされていました。いわば少数のエリートが策
を練り、手を打つことで戦略が成立する時代だったといえます。

90年代に入ると、それらのフレームワークが広く流通し、競
争環境が複雑になるにつれ、組織能力が重視される時代を迎え
ます（組織能力とは何かを論じることは本稿の目的ではないた
めここでは割愛しますが、業務プロセス、組織や制度、人財力
といったものを組織能力に含めて考えるならば、組織能力の時
代というものは、インターネットが出現した90年代半ば以降、今
日に至るまで今もって続いているともいえます）。　ところが本
格的なグローバル競争時代に入り、加えて急速なテクノロジー
の進展により、企業を取り巻く環境は大きく変わり、且つ変わ
り続けています。

現在はさらにスピードが重視される時代であり、市場の自由
化・業際化の進展、テクノロジーの飛躍的進歩により、戦略は
頻繁に見直しをかけなければならなくなりました。実際、読者
の方のなかにも、戦略がすぐに陳腐化し、頻繁に修正しなけれ
ばいけないという問題で頭を悩ませている方も多いかと思いま

す。元来、日本企業はボトムアップでコンセンサスをとって物
事を進めていくのが強みとされていましたが、スピードが重視
されるデジタルの時代にあっては、このような強みはハンディ
キャップになる可能性があります。なぜならば、コンセンサスを
得るため時間をかけているうちに、競争環境が大きく変わって
しまうということがありうるからで、腰を据えてじっくり考えて
いると、気がつけば自社だけが競争から取り残され、打ち手な
く投了とならないとも限らないからです。

2.	何を変えるべきか

一番最初に変えることは、戦略を組み立てるときの思考方法
ではないかと考えます。古い戦略を捨てる前に、まず古い戦略
思考を捨てるべきで、でなければ本質的には何も変わらないか
らです。

次に、変えるべきポイントは、戦略をつくる準備をし、実際に
つくり、実行に移すまでの時間を短縮するということです。理
由はこれまでの記述からご推察いただけると思います。時間を
縮め、トライ＆エラーを繰り返しながら、以前よく引用された、
まさに「走りながら考える」というスタイルを採ることが必要で
す。今は、環境変化に柔軟に、スピード感をもって対応できる身
構えをまず持つということが求められています。

とはいえ、なんでも手当たり次第トライすることは無謀であ
り、一定の範囲を決めて考えることが重要で、これには市場を
読み解く際の鍵を見つけることが肝要です。過去が参考になら
ず、未来を予測することが困難なデジタル時代にあっては、他
社の成功要因を熟考するよりも市場の道理やルール、暗黙の認
識を読み解くことが重要となります。

換言すれば、競合他社を抜き去るとか、追いつき追い越せと
いう発想は捨て去るべきで、他社より先んじるという思考が必
要なのです。これはすなわち、抜き去るとか追いつくという事
実が不要なのではなく、そういう発想に甘んじるべきではない
という意味での不要です。実際、当然ですが、抜き去られる対
象になる企業も、必死になって事業を推進しているわけですか
ら、抜く抜かないという考えでは、いつまでたってもその差は
縮まらない可能性があり、かえって差が広がるばかり（上位企
業がなぜ上位にいるかといえば、そもそも質的・物的コミット
メントが高いのです）であれば、不毛な戦略ともいえます。

デジタル時代にあっては、消費者同士の情報共有がさらなる
共有を生み、一度起こったことは次々と起こる連鎖反応を引き
起こし、消費者の心をつかんだ企業が勝ち続けるという一強多
弱の状況が発生し得るのですから、対象市場における競争の場
とあり方を読み解き、先回りして競争の場が移ってくるのを待
つくらいのしなやかさと、スピード感を持つことに力を注ぐべき
であるといえます（図表5参照）。
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スピード感でいえば今日、顧客が抱える問題やニーズは、そ
れぞれの顧客によって異なり、且つ急速に変化しています。こ
のような状況下では、現場が自ら考え判断して、迅速に対応す
るということが必要になってきます。やや極端ないい方をすれ
ば、少数の精鋭が戦略を描き、あとの一群がひたすら実行する
というようなピラミッド型組織というものは、もはや通用しな
い状況にあるといって良いのかもしれません。そのような強固
なガバナンスを敷いている組織は、従来の枠・既成の概念が、
新たな取組みを阻害し、制約をかける方向に働くからです。

3.	何を目指すのか

MトレーシーとFウィアセーマは、勝者の企業はオペレーショ
ナルエクセレンスか、プロダクトリーダーか、カスタマーイン
ティマシーのいずれかに集中していると説きました。しかしデ
ジタルの時代では、この優れた法則も修正されるかも知れませ
ん。デジタル時代におけるナンバーワン企業は、まさに上記3つ
すべてを備えるかの勢いがあるからです。グーグル、アマゾン、
Uberや、まだ私たちが目にしていない新しいデジタル企業が、
いつ読者の企業の業界常識を破壊するか予測がつかず、今の
競争相手もいつ変貌するか分かりません。

したがって、今後、コンシューマービジネス企業は、まずは何
を目指すのかを明確にする必要があり、そのために、消費者と
のあらゆる接点、商品・サービス・チャネル等を見直す必要が
あります。

事業の境界線がどんどん曖昧になり、業種区分さえ意味をな
さなくなりつつある今日、今後自社はどのような事業を営んで
いきたいのか。自社の強み・競争優位はどこにあるのか。環境

変化に対応していけるだけのスピード感をもって対応していけ
るか、できているのか、それが難しい場合、理由はどこにあるの
か。自社の顧客は誰で、何を求めているのか。求められるもの
は提供できているのか。できていなければ、なぜできていない
のか。必要な人や組織が備わっていないからか、等々問いかけ
てみてください。

SMCS（ソーシャル、モバイル、クラウド、センサー）などから得
られるデータを分析できる能力を企業のなかに組み込み、顧客
中心で俊敏な事業活動へと転換していくことが、デジタルの時
代を生き抜く前提になるといえるでしょう。

とはいえ、これらすべてを自社でまかなうことは難しいケー
スもあるかと思われますので、積極的に他社と組み、エコシステ
ムを築くべきと考えます。

たとえば現在、住宅業界ではコネクテッドホームが注目され
ています。安全で安心できる防犯・防災、効率的なエネルギー
消費、いつでもどこからでも確認できる健康的な生活や心のや
すらぎ、なんでも観られる・聴けるエンターテインメント、さら
に便利な日常の買い物、家にも繋がる便利な車、デジタル時代
はまさに住まいがすべての中心になっていく、そういったデジ
タルな住まい（コネクテッドホーム）を実現するということで
す。これについては、特定のサービスごとに各企業が提供する
のか、或いはそういったプラットフォームをつくってハウジン
グメーカーなどが主導するのか、主導はデジタル企業や新興企
業なのか、或いは住宅以外の企業がイニシアチブを握るのか、
すべてをリードする企業が現れていない状況にあります。

ただ、間違いないのは、その中心に消費者がいるということ
です。そしてその消費者は、これまでのようにリアルの店舗の
営業ルールに合わせて、接点を持ってくれるのではなく、イン

【図表5　デジタル時代の戦略とオペレーションのあり方】
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ターネットとモバイルを活用し、居ながらにしていつでも商品
やサービスを比較検討購入できるデジタル時代の消費者なの
です。したがって、コネクテッドホームにかかわろうとする企業
は先述したデジタル時代における顧客中心の事業活動を踏まえ
たうえでできること、すべきことを明らかにし、必要な他社と協
業体制を組むべきと考えます。

Ⅲ.	デジタル時代のオペレーション

この章では、デジタル時代のオペレーションの特徴とおさえ
るべき要点を、デジタル時代以前のオペレーションと比較しな
がら述べていきたいと思います。ただし、現在進行中のプロ
ジェクトがあるため、具体的な論述は控えさせていただくこと、
ご了承ください。

1.	顧客特性で考える

すべてを顧客特性で考えるということが、デジタル時代のオ
ペレーションでもっとも重要なことであり、これが起点になる
といえます。

これまで、小売業でいえば、そのエリア対応は、地理的区分
でなされてきました。たとえばGMS（総合スーパー）の場合、中
央主導のチェーンオペレーションで、全国をいわゆる関東圏、
中部圏、関西圏などに分類してきました。しかし、成熟し情報武
装した今日の消費者を相手にする場合、全国一律的なオペレー
ションではもはや対応しきれず、地域主導へ転換しようとして
います。ただ、ここでいう地域は、旧来の地理的区分に従ったま
ま、各々に中央のオペレーションを置けば足りるということで
はないでしょうし、その中央の地理的区分をもっと細分化すれ
ば良いというものでもないはずです。それに対するひとつの答
えとして、顧客特性で把握する方法を挙げることができます。

たとえば、静岡県を例にだせば、東と西では食に対する嗜好
やニーズは大きく違います。中国四国地方では瀬戸内海側と日
本海・太平洋側では違いますし、大阪府でも北部と南部では異
なるうえ、南部でも大阪市中央区や天王寺区と堺市は異なると
いった具合です。限りなく細かくする必要はありませんが、あ
る程度の相違点は定量的におさえておくべきでしょう。

違いが理解できたら、次は共通で括れる区分をつなぎ合わせ
ます。たとえば、大阪府の北部と東京都豊島区周辺の嗜好や・
ニーズ、さらには消費行動に共通項が仮に見いだせるならば、
マーチャンダイジングを共通化していき、その精度と効率性を
上げるようにします。どのようにこれをすすめるか、結果的に
何を目指すべきかなどは紙数の関係もあり記述は控えますが、
市場を顧客特性で捉え直すことがデジタル時代のオペレーショ

ンにとっては極めて重要となります。
他にもたとえば、飲料自販機の品揃えや陳列の仕方は今より

もっとロケーションごとに踏み込んで変えていくべきですし、
これに伴う商品企画・開発・生産体制も再考の余地があるとい
えます。衣料についても同様の特性があり、化粧品についても
程度の差はあれ再考すべき余地は多々あると考えます。

2.		シームレスな顧客体験を実現するために機能を再編する

デジタル時代におけるコンシューマービジネス企業は、持続
的成長を実現するために、顧客との関係性を長期に、且つより
大きな規模で築いていかなければなりません。そのためには顧
客から見えるあらゆる接点を見直すことと併せて、顧客からは
見えない部分の社内オペレーションを、テクノロジー含めて検
証しなければなりません。

小売業におけるオムニチャネルは現在進行形であり、一部の
例外を除き相対的にいって、目指す姿からすれば未だ端緒の状
態に過ぎません。O2O（オンライン・ツー・オフライン、または
オフライン・ツー・オンライン）の現在の状態を見れば、デジタル
マーケティングでリアル店舗への集客を促し、相互送客を実現
させることで、リアルとネットにおいて継続的に収益を向上さ
せているか未知数といえるでしょう。

オンラインでどれだけ高度なデジタル化を実現していても、
オフラインにおいてデジタル環境が整備・提供されていないと、
顧客は戸惑ってしまいます。実際、ネット上では、そのような消
費者の声に溢れています。曰く、ネット上で販売されている商品
がリアル店舗では違うイメージ（消費者にとっての！）で売られ
ていた、一番欲しい色の商品がはじめから扱われていない、販
売員の接客態度や知識がまったく追いついていない、ネットで
扱っていることさえ知らない等々、というのが現状のようです。

この場合、リアル店舗をもっとデジタル化することで、様々
な問題を解決し、一人ひとりの顧客に対して商品やサービス
をパーソナル化すれば、O2Oを加速させることができると考え
ます。たとえば一例ですが、顧客ターゲット別に現状とありた
いカスタマージャーニーマップなどを作成することでギャップ
を明確にし、デジタル化による問題解決を考えてみても良いで
しょう。

また、人手不足は小売業界に対しても深刻な影響を及ぼして
います。結果的に、人手不足だけが原因でないにせよ、営業時
間の短縮に踏み切る企業もでています。さらに人のことでいえ
ば、随分昔のことになりますが、対面販売をする小売業態、百
貨店や一部専門店などは高度な商品知識と巧みな接客技術で
顧客の期待を上回る対応を実現してきました。いわゆるマイス
ター制度などがそれに該当します。ところが昨今残念なことに、
そのような制度や仕組みは形骸化し、販売員のレベルは悲しい
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ことに低下傾向にあるといえます。人の力を底上げしていくこ
とは勿論重要ですが、人手不足や訪日観光客への対応等の多言
語化も必要であることなどを考慮すれば、接客技術を絶対的な
までに向上させるのは不可能とさえいえるでしょう。

であれば、リアル店舗をできる限りデジタル化し、すべてセル
フで完結できる売場・空間にするような案もあってよいし、こ
れは、O2Oによるシームレスな顧客体験を実現する1つの方法
にもなり得ると考えます（図表6参照）。

いずれにせよ、ネットとリアルにおけるシームレスな顧客体
験を実現するには、顧客体験に直結する見える部分を起点に、
顧客から直接はみえない部分にあたるマーチャンダイジング
とフルフィルメントの円滑な連携、すなわち①消費者ニーズを
見極め、情報収集・発信・分析に長けたバイヤーやマーチャン
ダイザー、②店頭の顧客や商品の動向に精通した販売員、③店
頭販売員のように生活者に対応できるフルフィルメントスタッ
フ（オンラインの場合は顧客がリアル店舗にいるかのように）と
いったように、エンドツーエンド三位一体となってシームレスな
顧客体験を実現するプロセスをつくりあげることが必要です。

また、組織はたとえば先述の顧客特性別に対応できるものに
再編することが必要であり、複数の業態を保有する流通グルー

プであれば、業態横断型チームを編成し、透明性を保持したオ
ペレーションを実行することが求められると考えます。

消費財製造業も、アジア・環太平洋へ本格参入する際には、
顧客の消費行動特性や文化的共通性に従来以上に着目すべき
です。たとえば、オーストラリアは地理的に近いアジア周辺諸国
で括るのではなく、英国との共通項が多いことが明白なわけで
すから、少なくともその程度のレベルの分類は必要で、これに
従い必要なケイパビリティ（たとえば、販売ルート、商品ポート
フォリオ、プライシング、トレードプロモーション含めたマーケ
ティング関連の投資、ディストリビューションマネジメント等）、
チャネル、KPIを検討し、市場の成熟度などを盛り込みながら、
ビジネス上の勝ちパターンを練る必要があります。

3.	顧客と共に創りあげる

デジタルビジネス時代におけるコンシューマービジネス企業
は、究極的には、一人ひとりの嗜好やニーズに向き合い、商品
やサービスをつくりあげていき、カスタマイズしなければなら
ず、とりわけオンラインの世界ではそうだといえます。

たとえば、P&Gはデジタル企業とのパートナーシップ契約

【図表6　リアル店舗のデジタル化 （一例）】
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リアルタイムに可
視化し分析、オン
タイムでオペレー
ション改善を指示

オペレーションのデジタル化により、個客（一人ひとりの顧客）対応を具現化。
データアナリティクスを駆使してO2Oをスムーズに促進する基盤を構築します。
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を積極的に締結したり、世界の主要拠点でイノベーションセン
ターを設立していますが、各々の国の消費者の嗜好を徹底的に
分析し、新たな商品やサービス創出に役立てていることはよく
知られていることです。また、ウォルマートはデジタルの研究組
織を設立したうえ、様々な新サービスを提供できる基盤を構築
し、トライ＆エラーを繰り返しながら新たな取組みを実践して
います。

先述の消費財製造業が、たとえば海外市場に参入する場合、
一から現地向け新商品を開発するのではなく、国内の基幹商品
や注力すべき商品を、上述の特性踏まえて海外でローコストに
開発する（費用面だけでなく、業務を簡素化・倹約的に行う）と
いったことも、デジタル化を活用したカスタマイズといえます。

なかでも食品・飲料の場合、国内と海外では嗜好が大きく異
なるケースは珍しくありません。たとえば国内の無糖・ブラッ
クコーヒーは、暑いインドでは受け入れられにくく、かなりの加
糖・ミルク増量が好まれる。デザインも日本的なものより、原色
のはっきりした外観が海外では好まれる、等。

既にある商品コンセプトやパッケージデザインをベースに、
現地に適したものに経済的に変換することや、何をどのように
編集・加工していくかをネット上でコミュニティをつくり現地
の声を吸い上げ、顧客と共に創りあげていくことが、デジタルを
活用すれば可能となります。

Ⅳ.	おわりに

ここまで読みすすんでいただいたならば、デジタル化への対
応は不可避で、且つ急務であることがおわかりいただけたので
はないかと思います。そこで改めてコンシューマービジネス企
業のマネジメントには、自らに以下のような問いかけをお願い
したいと思います。

◦  業際化が加速するデジタルビジネスの時代にあって、自社は属
する業界にどのような展望を有し、いかなるビジネスをなすの
か。

◦  自社ビジネスの優位性はどこにあるのか。

◦  自社の顧客を理解し（ どのような人で、どんな体験を求めている
か）、その期待に応えることができているか。

◦  自社にはデジタル化を推進できる適切な組織があり、その組織
は十分に機能しているか。

◦  自社において、デジタル化に対応するための人的資源は十分か。
十分でなければ即座に補う方法を有しているか。

また、非凡な現場は、現行業務を顧客視点で見直し、商品・
サービスやオペレーションの見直しに着手されるか、或いはも
う既にされていることだと推察します。ですが今一度、顧客が

それを本当に望んでいるのかを自問してみてください。世界最
高レベルの商品・サービス・技術・接客は、製造業の世界でよく
いわれてきたことばですが、日本は技術で勝ってビジネスで負
ける。同じ過ちをおかさないために、顧客思考とは何か、徹底
した顧客志向とはどういうことかを、再考することからはじめ
ていただきたいと思います。

以下に現場における留意点を挙げてみます。
第一に、自社にとって重要な顧客が本当にのぞんでいること

は何なのかを考える。第二に、何が問題か、なぜそれが問題か
を考えてみること。仮に、顧客が真にのぞんでいることが提供
できていないとすれば、何が障害となっているのか考える。さ
らに、考え出したたった1つのアイデアにしがみつくことなく、
何度でもアイデアを出し続け、繰り返し問題解決にトライする。
デジタル化により解決できることは、思いのほか多いはずです。
第三には、競合他社の動きはこの際、いったん忘れてみる。他
社よりどうすれば優れた商品やサービスを提供できるのか、こ
れで十分なのかといった問いかけは、一度すっぱり忘れてくだ
さい。そして、まずはデジタル化への一歩を踏み出してみる。

最後に最近目にした書物のなかで、もっとも気に入っている
本から一文を引用して終わりにしたいと思います。

「アイデアが浮かぶことと創造的であることは同じではない。
創造はインスピレーションではなく実行だ。アイデアを持って
いる人はいくらでもいるが、それを実現しようと段階を踏む人
はほとんどいない。その最適な例が飛行機だ。オーヴィルとウィ
ルバーのライト兄弟は、空飛ぶ機械をつくるというアイデアを
最初に思いついたわけでも、それを最初につくりはじめたわけ
でもない。それでも、史上初めて空を飛ぶことになった。」

すべては最初の一歩から。さあ、始めましょう！
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