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IBM Institute for Business Value
IBM グローバル・ビジネス・サービスの IBM Institute for Business Value は
企業経営者の方々に、各業界の重要課題および業界を超えた課題に関して、事実に
基づく戦略的な洞察をご提供しています。
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Melissa Schaefer著

今回 IBM Institute for Business Value は 2 万 8,000 人を超える世界の消費者を調査
し、ある事実を確認した。それは、消費者は企業のブランドを活発に話題にし、批判し、
宣伝し、時としてはねつけるが、忠実なのはごく一部の小売業者に対してのみだというこ
とである。何が流行りで何がそうでないかを決める決定権を持つ人を探し当て、個人およ
び共通の趣味を持つグループの信頼を獲得しなければならない。それらをどれだけうまく
行うかによって、忠実な支持者を多数確保して利益をあげるか、それとも束の間の移り気
な客を相手にするほかないかが決まる。
最近のデジタル通信の普及と技術革新のスピードは、ほ

• 信頼が重要である。信頼は測定できる。そればかりで

とんどあらゆる領域に影響を及ぼしており、小売業界ほ

なく、消費者が自社をどれだけ「信頼」しているかと

どその影響を感じている業界はない。どこでも常時接続

いうことと、消費者がどの程度積極的に自社を推奨し、

が可能なモバイル機器によって強化された接続性とコラ

類似のサービスを始めた競合先ではなく自社の顧客で

ボレーションによって、消費者はあらゆる商品とブラン

あり続けるか、また（さらに重要なこととして）どれ

ドについてほぼすべての情報を仕入れる力を手に入れた。

だけ購入してくれるかということの間には直接的な相

ショッピングへの姿勢と期待はさまざまな業界で得た経

関関係がある。

験をもとに形作られる。買い物客の知識と期待が深く幅

• ソーシャル・メディアは豊かな情報源である。ソーシャ

広いものになったため、このように力をつけた消費者の

ル・メディア上のやりとりに耳を傾けていると、企業

忠誠心を得ようと願う小売業者は、信頼構築に力を注が

は自社がどれだけ信頼されているかを測定できるだけ

なければならなくなる。強くなった消費者に支持される

でなく、自社や競合先がどのようなことで知られてい

ためには、「顧客は当社に対してどれだけ忠実か」ではな

るのかを理解できる。トレンドの予測が可能になる。

く「当社の忠誠心を顧客に示すにはどうしたらよいか」
を自問しなければならない。

IBMがこの「スマートな消費者」の登場を最初に報告し
た の は2009年 のIBM Institute for Business Value

調査を通じて以下のことが判明した。

Retailによる調査においてであり、そこでは消費者が以
前よりもつながりを強め、口うるさくなり、注文をつけ

• 力をつけた消費者が自社のブランドを管理する。消費

1
るようになったことを紹介した。
2010年の後続調査

者はテクノロジーを駆使して主導権を握る。それ自

では小売業界への影響を明らかにし、それまでとはっき

体は新しい発見ではないが、テクノロジーを利用しよ

り異なったショッピング・パターンが登場して明確なパ

うという意欲が強まった。調査した消費者の25%が、

ワー・シフトが起きていることを指摘した。テクノロジー

ショッピングにおいて3つから4つのテクノロジーを積

のおかげでショッピング・プロセスの主導権を握るよう

極的に利用すると回答した。

になったスマートな消費者は、一層パーソナライズされ

• 主流は依然として店舗である。デジタル・ショッピン

た経験を要求するようになり、パーソナライゼーション

グに移行する消費者は多いが、83%はなお店舗での購

は販売促進に関する事柄にとどまらないことを小売業者

入を選択する。

に教えた。



消費者優位の世界で小売業者が生き残るために

これには、精算時の支払い方法や品物の受け取り方を選
べるようにする、特定の顧客だけが新商品を購入できる

なぜ信頼が重要なのか

ようにする、誕生日、記念日、その他の重要な日を通知

消費者は、支持者、無関心者、敵対者の3つのカテゴリー

する、といった個々の消費者に合わせたショッピング・

に大別できる。2

サービスも含まれる。例えば一部の銀行では、顧客が好
きな取引方法、普段使用している言語、好みの受け渡し

• 支持者は特定の小売業者を他の消費者に推奨し、機会

方法などをATMで情報収集し、記録している。消費者は

があれば他よりもその小売業者から購入し、新たな競

このような先進的な手法を小売業者にも見習ってほしい

合先が登場してもその小売業者の顧客であり続ける。

と考えている。

• 無関心者は特定の小売業者について、推奨することが
あるとしても無関心である。

要するに、2009年と2010年の調査の結果判明したこ

• 敵対者は特定の小売業者を非常に嫌っている。

とは、スマートな消費者が望んでいるのは販売ではなく
サービスだということである。消費者は家族や友人、時

支持者となった消費者は好きな小売業者の店舗でより多

には知らない人からでさえアドバイスをもらっており、

くの買い物をし、またその買い物を増やしていく傾向が

店に入ったときには自分が欲しいものが何かを知ってい

3
強いため、このような消費者を育てることが重要である。

る。こうした消費者が期待するものは、彼らの具体的で

2011年の調査データを分析したところ、自分の主たる

個別なニーズに合ったサービスと経験である。

小売業者を「信頼」している消費者と、買い物客として
の支持の間には直接的な相関関係があった。信頼が支持

先行する2回の調査の後続として、我々は2011年の終

や反復的購入につながるという仮説を入念にテストする

わり頃、成長市場と成熟市場の両方について15カ国の消

ため、SDA Bocconi School of Managementと提携

費者2万8,526人を対象に調査を行った。我々に対する

して、消費者の信頼を育む要因とそれがどのように買い

消費者の声を聞いただけでなく、消費者同士の会話も我々

物につながるかを調べた（3ページのコラム参照）。

自身のソーシャル・リスニング・ツールを利用して把握
した。分析を通じて、消費者が「スマート」な消費者か

全体的な結論は信頼が重要だということである。一言で

ら「力をつけた」消費者に進化したことを発見した。消

言えば、消費者は小売業者に対し、昔ながらの近所の店

費者はテクノロジーを利用して買い物するだけではない。

で味わった経験と個人的な触れ合いを呼び戻してくれる

広範囲のテクノロジーを採用し、テクノロジーが可能に

ことを期待しており、買い物経験が再び人間味のある

した新しい方法を取り込んで商品を知り、研究し、購入

ものになってほしいと願っている。自分を知ってもらい

している。その考え方は「私という個人の市場」から関

たい、話を聞いてほしい、自分を尊重してもらいたいと

心と嗜好を共有する「我々のコミュニティー」へと変わ

いうことである。そのためであれば消費者は自分の個人

りつつある。その過程で主導権をブランドや小売業者か

情報を小売業者に伝えることにも前向きである。しかし、

らもぎ取ってしまった。こうした消費者はショッピング

小売業者がこの情報をどのように利用するかによって、

の経験を家族、友人、ソーシャル・メディアと共有し比

信頼を得るか失うかが決まる。テクノロジーによって全

較する。そして、どの小売業者が信頼に値するか、その

く新しい方法で顧客とつながるこの時代においては、プ

結果として人気を得るかを決定し、また他の消費者の決

ライバシー侵害の頻度とリスクが一層高まるため、消費

定に影響を及ぼす。

者との間に信頼と忠誠心を育む双方向の対話関係を築く
ことが小売業者にとってますます重要になる。
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調査の方法
2011年、IBM Institute for Business Valueは 消 費
者のショッピングへの姿勢、ショッピング行動、テクノ
ロジーを利用する意欲、テクノロジーに対する姿勢、お
よびプライバシーについての期待を理解するため、先進
国8カ国（オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、
日本、スペイン、英国、米国）と新興国7カ国（アルゼ
ンチン、ブラジル、チリ、中国、コロンビア、メキシコ、
南アフリカ）の消費者2万8,526人を対象にオンライン
調査を行った。収集したデータは年齢、所得、商品カテ
ゴリーという3つの観点から分析した。
消費者の我々に対する発言に加え、消費者相互の会話も
判断材料とした。さらに2011年の5月18日から11月
29日までスポーツ用アパレル商品について北米消費者の
心理分析を行い、約120万件ものデジタル会話を分析し
た。
最後に、SDA Bocconi School of Managementと提
携してDr. Sandro Castaldoの開発した“信頼モデル”
に調整を加え、信頼が支持の原動力になるという仮説を
検証した。

所得階層
高所得者

調査対象年齢

商品カテゴリー

n= 5,402 15 ～ 19歳

n= 2,455 成人用アパレル n= 4,251

上位中間所得者 n= 5,859 20 ～ 29歳

n= 5,669 若者用アパレル n= 4,205

下位中間所得者 n= 7,550 30 ～ 39歳

n= 7,026 高級ブランド

n= 2,614

低所得者

n= 5,593 身の回り品

n= 4,236

50 ～ 59歳

n= 4,469 食料品

n= 4,777

60歳以上

n= 3,313 電子機器

n= 4,223

家庭用品

n= 4,223

n= 5,812 40 ～ 49歳

出典：IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study

図1：調査結果は所得、年齢、主に購入する商品カテゴリーをも
とに分析した



SDA Bocconi School of Management Sandro Castaldo教授
SDA Bocconi School of Managementは欧州のビジネス・
スクール上位20校の1つである。最近、国際的なChannel &
Retail Academy（CRA）を設置した。CRAの任務は「チャネル・
マーケティングと小売業管理の両分野において経営者教育・研
究のベンチマークになり優秀な人材のインキュベーターになる」
ことである。
Sandro CastaldoはSDAの マ ー ケ テ ィ ン グ 担 当 教 授 で あ り
CRAの 科 学 担 当 理 事 で あ る。Monica Grossoお よ びKatia
Premazziとの共同研究では、信頼を小売業者の戦略的、かつ関
係構築のための資産としてとらえている。Castaldo教授と仲間
は店舗の信頼性によるモデルを作成して2つの研究を行った。第
1に、顧客の満足度、価値認識、店舗への忠誠心、および行動に
信頼を結びつける総合的フレームワークをテストした。第2に、
店舗の人的資源、コミュニケーション、販売促進、環境、品揃え（プ
ライベート・ブランド商品など）が信頼、忠誠心、意図、店舗
に対する好みにどのように影響するかを推測した。
IBMはSDA Bocconi School of Managementと 協 力 し て、
調査対象の15カ国で複数の商品カテゴリーについてこのモデル
をテストし活用した。その目的は、このモデルが正しいかを確
認することと、信頼を形成している要素間に見られる類似性と
相違点を各国内で確認することであった。



消費者優位の世界で小売業者が生き残るために

今日の力をつけた消費者とは誰なのか

すなわちテクノロジーを積極的に利用すること、好奇心

無数の要因から生まれた消費者

旺盛であること、友人、家族、同好者から影響を受ける

消費者の信頼を得るためのプロセスを開始する前に、小

ことである。何よりも重要なこととして、小売業者が自

売業者は消費者の期待が以前とどのように違い、その

分たちに忠実でなければならないと考えている。

ショッピング行動がどのように変化したのかをまず理解
しなければならない。情報の透明性が進み消費者の知識、
姿勢、洗練度が進化するスピードを考えれば、これは大

テクノロジー

複数のデバイス、高い期待

変な作業になる可能性がある。最近の平均的な消費者は

最近の消費者はショッピングにテクノロジーを利用する

過去の典型的な買い物客とはまるで異なっており、ほん

だけでなく、複数のテクノロジーを利用する。ショッピ

の1年前の買い物客とも大きく異なっている。比較的最

ングでは3つ以上の別々のテクノロジーを積極的に利用

近まで消費者は小売業者に対し、商品情報を提供しお薦

する（図2を参照）。調査対象消費者の71%がこのよう

め商品を教えてくれる唯一の拠り所としての期待を抱い

なデジタル・スタイルの買い物に積極的であると回答した。

ていた。最近になって情報が爆発的に増え、消費者が意
欲的に情報を活用するようになった結果、買い物客は小

デジタルなショッピングに何を期待するかは市場により

売業者について、その商品、サービス、価格、販売促進策、

異なる。例えばブラジル、チリ、メキシコでは、調査対

納期のタイムリー性、商品の品質などほとんど何でも知っ

象消費者の50%がWebで購入するほうが安価だと考え

ており、場合によっては企業としての性格まで把握して

ている。世界の消費者の優に85%もが、ソーシャル・ネッ

いる。こうした情報が消費者に力を与えているのである。

トワークを使うことによって、有益な意見を得られる仲
間たちとつながり、お薦め商品を教えてもらうことがで

力をつけた消費者を定義付けるものは3つの一般的要素、

きるため、ショッピングの時間を節約できると回答した。

消費者のテクノロジー利用に対する意欲
テクノロジーを使用しない

1つのテクノロジーを使用

複数のテクノロジーを使用

80%がショッピング
でのテクノロジー利
用を希望
86%がショッピング
でのテクノロジー利
用を希望

2010
2011
= 世界の消費者10人中1人
2012

世界の消費者のなんと4分の1近くが3つ以上のテクノロジーを利用したいと考えている
消費者がショッピングや買い物で積極的に利用するテクノロジー：
• モバイル・テクノロジー
• Web サイト
• 共同で商品を開発する小売Webサイト
• ソーシャル・ネットワーク
• ソーシャル・ビデオ（YouTube、YouKu） • テレビ（リモコン操作式）

• コンピューター・ゲーム
出展: IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study

図2：より多くのテクノロジーをショッピングや情報収集に利用したいと考える消費者が圧倒的多数であるため、小売業のデジタル化
はさらに進む

IBM Global Business Services



精算やサービスにモバイル機器を使用したいと考える消

1年後、調査した消費者の過半数は将来の所得について

費者は60%を超えている。

ある程度の自信を持ち、人によっては楽観的であった。
ただし、この楽観主義は、成熟市場の場合には上位中間

成熟市場の消費者は、モバイル・テクノロジーは手間が

所得者と高所得者でのみ明確であり、新興市場の場合に

かからず便利だと考えている。87%がテレビのボタンを

は全所得レベルで共通していた。

押して購入することに前向きである。新興市場の消費者
は、テレビで新商品を見て情報を集め、それをもとに後

とはいえ、成熟市場と新興市場に共通することとして、

から検索するといったことができればよいと考えている。

消費者はやはり特売品を探し求め、小売業者に「説得」

さらに、74%がコンピューター・ゲームについて、ユニー

されれば裁量支出を増やす（図3を参照）。

クな商品を購入するための、興味深く便利な方法になり
うると考えている。
要するに、消費者は今や複数のデジタル・テクノロジー
を利用してブランドと交流している。従って、小売業者
がなすべきことは、どの技術を他の技術よりも多く使用
するかについて考えることではなく、テクノロジーがブ
ランド戦略にどのように役立つかを総合的に理解するこ
とである。我々は個別の小売業者の消費者データを調べ

ショッピングに対する姿勢
53%

特売品を探し求める

37%

10%
カテゴリーによっては、
より高い/安い物に
買い換える
自分へのご褒美として
大きな買い物をする

27%
53%
20%
24%
42%
34%

ていくうちに、消費者のテクノロジーに対する期待が小
売業者から伝えられるブランド戦略を映し出しているこ
とを発見した。例えば、小売り戦略が時間の節約を伝え
るなら、消費者はその小売業者の在庫を確認したいと考
える。小売業者が「毎日適正価格」を訴えるなら、消費

娯楽/旅行の支出を
増やす

支出を全般的に増やす

22%
41%
37%
18%
39%
43%

者は価格を比較したいと考える。小売業者は個別の顧客

する

セグメントに合わせた一連のデジタル・ショッピング体

どちらとも言えない

験を示し、その顧客セグメントとそのセグメントが選択
したアクセス方法にふさわしい経験を提供しなければな
らない。

購買に対する姿勢
倹約家だが意欲はある

2010年度の調査では、所得とショッピングに対する消
費者の姿勢が分散されつつあることに気づいた。4 調査し
た消費者の4分の1は特売品を懸命に探し求め、必要なも
のだけを購入していた。これは、どれだけ裕福であるか、
あるいは将来の懐具合についてどれだけ楽観的であるか
ということには左右されない。

しない

所得に対する姿勢
消費者の66%は将来の所得について楽観的
• 31%が所得は横ばいと見ている
• 35%が今後5年で所得が20%増えると見ている
楽観主義の中心は、所得が増えると考えている中国（95%）、
ブラジル（91%）、メキシコ（63%）
出典：IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study

図3：消費者は所得について楽観的であるが、説得されなければ
裁量（自由に使える）支出を増やさない



消費者優位の世界で小売業者が生き残るために

最近の消費者の53%は「特売品」を探し求めるが、消費

であり、より多くの裁量（自由に使える）支出を狙う小

に対する積極性は1年前よりも鮮明になっている。例え

売業者に扉を開いている。

ば、カテゴリーによっては、80%の消費者がより高いか
より安い品物に買い替えることに中立であるか積極的で
ある。同様に、今年は自分へのご褒美として大きな買い

価値と引き換えの情報提供

物をいくつかしようという考えに中立であるか乗り気で

テクノロジーがますます深く日常生活に組み込まれるよ

あるという回答が66%あり、娯楽/旅行の支出を増やす

うになると、消費者は信頼する企業との非金銭的な情報

ことに中立であるか、その計画を立てているという回答

の共有を以前よりも安心して行うようになる。自分にとっ

が63%あった。

て何か意味のある非金銭的なものと引き換えに情報を共
有する気があるかとの質問に対し、メディアの利用、年

国別にデータを分析すると興味深い相違点が浮かび上

齢や民族、氏名や住所、ライフスタイル、位置情報など

がった。例えばブラジルの消費者は収入について最も楽

については情報を共有する気があるか中立であるという

観的であったが、それでもなお63%（これは世界平均

回答が過半数を占め、これには医療情報さえ含まれてい

を上回る）が依然として特売品を探し求めると回答した。

た（図4を参照）。年齢や所得との相関関係はなかったが、

その代わり、これらの消費者は特定の買い物をする、よ

地理的な違いはあった。例えば、ブラジルとメキシコの

り高いかより安い品物に買い替える、あるいは支出全体

消費者は他の地域よりも医療情報を共有することに積極

を前年より増やすといったことによって自らにご褒美を

的であり、この理由は主に、両国の小売業者が医療サー

与える計画を持っている。

ビスや医療保険などといった非裁量支出を獲得するため
に、多くのサービスを提供しているという事実にある。

要するに、倹約は大部分の消費者の新しい標準だという
ことである。しかし、慎重ではあるが昨年よりも楽観的

消費者は依然として自己の情報をコントロールしている

自分に意味のある（非金銭的な）ものと引き換えであれば情報を進んで提供するか

100%
80%

45%

43%

20%
0%

30%

25%

30%

28%

26%

15%
21%

60%
40%

33%

28%

29%

28%

28%

41%

41%

44%

46%

30%

27%

メディアの利用 デモグラフィック
個人情報
ライフスタイル
（メディア・
情報
（氏名・住所） （車保有台数、
チャネルなど） （年齢、
民族など）
持ち家数）

63%
絶対に渡さない
どちらとも言えない

位置情報

医療関連情報

出典：IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study

図4：消費者はメリットがあると思えば、所得情報以外の情報を共有することに前向きである

所得

進んで提供する
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これとは対照的に、欧州は金融や医療についての情報に
関してはるかに警戒的である。重要なことは、消費者は
自分にとって価値があるものと引き換えであれば相当量
の個人情報を提供するということである。こうした消費



正直なフィードバックや提案を提供してくれるのは誰だと思うか

2010年の信頼度
ランキング（世界）

者の姿勢の変化は、消費者の習慣と好み（特にショッピ

2011年の信頼度
ランキング（世界）

8%

ングやコミュニケーションでの）について広く深い知識

10%

を得る機会を小売業者に提供するという理由で重要であ

16%

る。

10%
家族/友人

45%

17%

42%

12%
21%

顧客
商品の専門家
メーカー

19%

小売業者

小売業者が会話に再び参加する
消費者は同僚、家族、友人にショッピングのアドバイス
を求め、それを受け入れるのであり、これは知らない人
に対してさえ同様である。我々は2010年の調査で、小
売業者とメーカーの声は消費者の耳にあまり届かないと
いうことを発見したが 5、今年はその声が若干届いている、

出典：IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study

図5：消費者はショッピングのプロセスで利用するさまざまな情
報源によって力をつけており、その多くは小売業者にはコ
ントロールできない

という結果になっている。これには、消費者のテクノロ
ジー選択をマーケティングとブランド確立の活動に組み
込むために、先進的な小売業者とメーカーが進歩を遂げ

ショッピング行動

ていることが大きく寄与している（図5を参照）。これら

消費者が商品を調査する拠り所としては依然として店舗

の企業は、Webサイトのトップページにあるパーソナラ

が最も多く、デジタル・テクノロジーはその補完である（8

イズされたウェルカム・メッセージなどといった、より

ページの図6を参照）。消費者の3分の2は、調査が済め

的確なコミュニケーションを提供することで、自分を知っ

ば購入する決心をしており、ほとんどの場合店舗で購入

てくれた、尊重されているという意識を消費者に抱いて

する。

もらうためにデータを利用している。小売業者の中には、
フォーラムを立ち上げてコミュニティーに積極的に関与

しかし、消費者の3分の1は調査しても購入に踏み切る

できるようにし、ディスカッション、トラブルシューティ

だけの情報がそろわない。その理由は、商品の情報、商

ング、宣伝、その他のコミュニケーションを促進しよう

品についての中立的な感想、価格の比較が不十分だから

としているところもある。例えば、Wal-Martは2011

であり、これらの情報は一般に小売業者の管理下にある。

年のホリデーシーズンに店舗別のFacebookページを

デジタル・ショッピングでのこうしたハードルは、消費

3,500件立ち上げ、店長が各地区のディスカッションを

者がどこか別のところで購入する動機になりうる。

モニタリングし、問題に取り組み、店舗ごとの値下げに
ついて顧客に知らせるといったことを行っている。6
消費者は依然として家族や友人を中心とする消費者同士
を最も信頼しているが、メーカーと小売業者は、少なく
とも現時点において再び会話の輪に戻ろうとしている。



消費者優位の世界で小売業者が生き残るために

最近の消費者はテクノロジーの力を借りて調査してから
ショッピングをするが、それでも物理的な店舗に引き寄

提言

テクノロジーは消費者に力を与える

せられている。その主な目的は商品を眺め、それに触り、

テクノロジーによって、消費者が意識しているかどうか

それを試すことにある。しかし、自社の店舗がオンライ

に関わらず、ショッピングに対する新しいレベルの快適

ンで競争するためのショールームにならないように注意

性と新しいきっかけが生じる。

しなければならない。物理的店舗という形態は、消費者
が切望する人間味とか個人的な触れ合いを呼び戻すため

• テクノロジーを効果的に利用して、消費者が調査から

の理想的な場を提供する。それはちょうど、チェーンス

購入に至るまで自社のブランドから離れないようにす

トアが登場しデジタル時代が始まる前の消費者と小売業

ること。小売業者は購買に至るまでの消費者の道筋を

者の関係を支えた「人間味のある触れ合い」にほかなら

分析し、その道筋をうかつに断ち切ってしまっている

ない。

のはどのタイミングであるのかを特定する必要がある。
テクノロジーと機能をどのように組み合わせて利用す

2010

2011 商品調査に際して影響力を
発揮するもの

上位５つの影響力

1

1

小売店舗

2

2

検索エンジン

3

3

小売業者のWebサイト

4

4

家族/友人

5

5

伝統的な宣伝
（メール/テレビ/ラジオ/看板）

6

6

モバイル・アプリケーション

7

7

オンライン・ストリーミング/ビデオ

8

8 ショッピング・ポータル

9

9

10

10 雑誌

11

11 Eメール

れば、ブランドを強化するだけでなく店員のレベル向
上を支援できるのか明確にすること。顧客が自分の調
査結果や知識を店に持ってきて店のサービス担当者に
気軽に見せることができるようにし、顧客へのサービ
ス提供の改善をしやすくすること。
• 消費者が別のところで購入するのは、自社にどのよう
な情報と能力が欠けているためであるかを明確にする
こと。

ソーシャル・メディア
消費者がコントロール
するメディア
小売業者がコントロール
するメディア

出典：IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study

図6：消費者が商品を調査するとき、店舗はデジタル・テクノロ
ジーによって選ばれたり引き立てられたりする

• 消費者が購入に至るまでの各ステップで選ぶのは、ど
の販売形態とコミュニケーション・チャネルであるか
を知ること。

好奇心旺盛な消費者を獲得する
小売業者の前には、関連性とパーソナライゼーションに
よって消費者を取り込む機会が開けている。しかし、そ
うするためには、購入の動機が何であり、顧客に自社の
忠誠心を示すものが何であるかを理解しなければならな
い。問うべき質問は例えば以下のとおりである。
• 顧客情報を一元管理しているか。
• ターゲットとする消費者の購買行動と購買意欲を促し
て自社のブランドに引き込むためには何が必要である
かを理解しているか。
• 消費者に対する自社の忠誠心をどのように示すか。
• 顧客との接点をすべて評価し、最も手薄であり消費者
への忠誠心を示していない箇所をすべてはっきりさせ
ているか。

IBM Global Business Services



小売業はデジタルな産業であるが、店舗をおろそかにし

かせる昨今、そうした親密さに根ざした知識にはなかな

てはならない

かお目にかかれない。大規模な小売業者やブランドがこ

「それでも店舗が重要か？」という質問がたびたび出るが、

うした意味でのつながりを開拓するには、営業を方向転

答えはイエスである。多くの小売業者が次に発する質問

換して完全に消費者指向にならなければならない。顧客

は、「店舗がやはり重要であり、消費者がテクノロジーを

との信頼関係を構築し測定する方法を学び直す必要があ

ショッピングに意欲的に利用するとしたら、顧客のショッ

る。このアプローチで成功を収めた企業にとっては、信

ピングや精算を支援できるようにモバイル対応するだけ

頼をブランド化することさえ可能になるかもしれない。

でよいのだろうか」というものである。小売業者は、消
費者がデジタル・ツールを使うのは店舗での物理的な経

消費者がこれほど多くのデバイス、場所、人格にわたり

験を補完するためであり、商品を購入し受け取る際はや

小売業者やブランドとかかわり合い交流する中で、小

はり店舗が好まれるということをよく考える必要がある。

売業者が個別の消費者と有意義な関係を確立または再
び確立するにはどうしたらよいか。本調査の実施にお

• 店舗はただのチャネルではなく経験である。問題は、

い てIBM Institute for Business Valueと 提 携 し た

店舗内外のテクノロジーをどのように組み合わせれば、

SDA Bocconi School of Management の Sandro

さまざまなセグメントに利便性と柔軟性の両方を与え

Castaldo博士は、小売りまたは商品の経験だけでは信

られるかということである。消費者がテクノロジーを

頼を築くには不十分であると主張している。むしろ、3

乗り換えるスピードに合わせて、新しいテクノロジー

つの方策を組み合わせることによって信頼関係が生まれ

を柔軟かつ機能的に切り替えることができるのは、ど

る。それは、ショッピングの環境と社員から成る小売り

のプラットフォームか。

経験、品揃えやプライベートブランド、ナショナルブラ

• 消費者が自社の商品を比較し批判する際の基準を特定
すること。
• 消費者の購買行動を把握したら、それに合わせて、顧

ンド、販売促進などから成る商品経験、およびコミュニ
ケーションである。これによって、信頼から消費者の支
持が育まれる。そして、我々の過去の調査が示したとおり、

客サービスの組み合わせと商品の品揃えが、店舗の売

7
支持が消費者の支出増大につながる。
信頼は「認知の独

り上げを確保するために適正であるか確認すること。

占」を築く機会を作り出す。すなわち、消費者が購入を

• 店舗を差別化し魅力的なものにして、顧客がそこで買

決心したときに真っ先に思い浮かべるのは信頼を獲得し

いたくなるようにすること。

た小売業またはブランドである。別のところで購入した
いと思わなくなる。

信頼が重要である

信頼とは、人または物の性質、能力、または実態に対す

信頼の方策はそれぞれが重要である。しかし、小売りや

る保証された依存、信用のおけるものとして定義される。

商品の経験のように他よりも重要なものがいくつかあ

信頼の度合いはさまざまであり、獲得するまでに何年も

る。確かな小売り経験を築くには細かいことにも注意す

かかることがあるが、失うときは一瞬である。

ることが重要である。信頼を促進するための重要な要素
は消費者を快適にし透明性を高めることである。棚のラ

小売りの世界では、近所のマーケットや地元の商店にあ

ベルと商品のタグは分かりやすいか。店舗の看板は鮮明

るのが信頼である。そこでは通常、丁寧で愛想の良い接

で見やすいか。商品の陳列は見ていて楽しく、快適であり、

客、それぞれの顧客の好みやニーズについての店員の知

見て回るのに苦労しないか。これらのすべてが一丸となっ

識によって買い物経験が差別化されている。こうした店

て効果を発揮し、全てを隠すことなく開示しているか。

は地域コミュニティーとのつながりや深いかかわりをも
つ場合が多い。しかし、チェーン形式の小売店が幅を利

10

消費者優位の世界で小売業者が生き残るために

整然とした店舗は、顧客が楽に見て回り店内を楽しむこと

同等かそれ以上の品質のものとすべきである。全体とし

のできる環境を作り出す。小売り/商品経験の改善を図っ

て、大半の商品は素晴らしい価値があり、手頃な価格の

ている小売り大手の一例に、全国規模のJCPenneyが挙げ

ものでなければならない。

られる。テクノロジーの世界から迎えたばかりの新CEO
をトップに据え、この企業は新鮮かつ整然とした見せ方を

消費者は金銭的に有利な取引だけを探し求めているわけ

作り出すために店舗の編成に取り掛かっている。それは、

ではない。明快で興味深いコミュニケーションをも欲し

いわば小売業の「大掃除」である。JCPenneyはまた、大

ている。コミュニケーションはパーソナライズされてい

量の混乱を招くような割り引きではなく、
「毎日適正価格」

るべきであり、また意味のあるタイムリーな情報を含

に一貫性を持たせることに力を注いでいる。

み、各消費者がそれぞれ選択するメディア・チャネルで

8

提供される限り、頻繁なものになりうる。興味深いことに、
消費者の視点から見ると、消費者に物を売るのではなく

調査対象消費者の73%は小売業者が十分頻繁にコミュニ

対応するための力をつけた従業員ほど、迅速かつ完璧に

ケーションをしてくれないと回答した。消費者が小売業

信頼を築くことのできるものは他にない。こういう従業

者からの一層のコミュニケーションを求めるということ

員は消費者の関心を頭に入れて、必要に応じてアドバイ

は感覚に反するように聞こえるかもしれないが、頻度を

スや支援を提供する用意がある。顧客を「王様」にする

メディア・チャネルと切り離して考えることはできない。

ための力を備えている。この一例はアウトドア用品の小

各消費者には、特定のブランドまたは小売業者と交流す

売業者、REIに見ることができる。この企業はREIの顧客

るために好ましいと考えるチャネルがある。1つのチャ

でもあるサービス担当者を雇用している。REIの従業員

ネルに殺到することはあるかもしれないが、消費者の好

はアウトドア活動の愛好者であり、何が効果的で何がそ

むチャネル、すなわち実際に読むチャネルではコミュニ

うでないかについて個人的経験に基づく意見を消費者に

ケーションが十分とはいえない。

提供できる。環境への責務を顧客と共有する。REIのウェ
アを着て登山、スキー、ハイキングをしている自分の写

最後に、コミュニケーションがどのように信頼を推進す

真を顧客に見せる従業員もいる。

るか検討すること。店舗のコミュニケーションは包括的

9

で明快か。消費者の購買意欲を刺激するか。信頼性があり、
商品経験をテコにするためには、商品を顧客の生活スタ

消費者の求める頻度で流されているか。繰り返すが、消

イルと価値に合わせることが最重要である。さらに、商

費者の好きなチャネルが理解されていないか認識されて

品は物理的な形態とデジタルな形態の両方で提供できる

いない場合には、小売業者とメーカーのコミュニケーショ

ように用意すべきである。品揃えと選択は特定の場面の

ンがスパムやゴミ箱に入ってしまうリスクが高い。ある

ニーズを考えて、または地元の供給者を利用するように

若い消費者が述べたように、「Eメールは最も無視しやす

決めるべきである。商品ミックスにおいて小売業者が実

いコミュニケーション形態であり、雑誌や郵便のように

現できるローカリゼーションの度合いは、ブランドに対

開く必要さえなく、削除キーを押すだけでよい」。

する個人の「近隣」感覚を強めるために役立つ。店舗に
すべての商品を置かないのであれば、顧客がオンライン
で在庫を閲覧しデジタルに商品を注文できるようにする
単純なプロセスを用意すべきである。
商品経験のもう1つの面は、プライベートブランド商品
のアピールする範囲である。信頼を築き消費者の期待に
応えるためには、これらの商品はナショナルブランドと

IBM Global Business Services
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信頼のための提言

耳を傾け引きつける

品揃えと価格は依然として小売業者と消費者の関係の土

小売業者が消費者の信頼を築くための土台構築をどのよ

台である。

うに開始したらよいかを知るため、我々は消費者が我々

消費者に品質、バラエティー、価値を与えよ

に語ったことだけでなく、消費者同士の会話にも耳を傾
• 消費者が期待している価値を提供するような、ナショ

けた。6カ月以上を費やして120万件以上の文書をレ

ナルブランド商品とプライベートブランド商品の適切

ビューした。これには、2011年の北米の新学期、ブラッ

なバランスを理解し、維持しているか確認すること。

ク・フライデー、サイバー・マンデーのピーク時ショッ

• 商品についての地域の好みを認識し、それに沿って品

ピング期間も含まれていた。高品質のスポーツ用アパ

揃えを調整すること。店舗レベルのプロセスを工夫し

レルメーカーとスポーツ用品小売業者を調べた。ビデ

て、地域市場にない商品を顧客が購入できるように支

オ、Twitter、Facebook、掲示板、商品の感想、ブログ、

援すること。コミュニケーションが明快であり購入を

ニュースグループから記録を集めた。次に、選択した言

勧める理由を提供しているか確認すること。消費者が

葉のコンセプトによって特定されたソーシャル会話のカ

よく読まないと宣伝の限定条件が見つからないような

テゴリーを抽出した。会話の量、感情、頻出用語を分析

ただし書きを避けること。

し、デジタル・ディスカッションの上位インフルエンサー
を特定した。小売業者およびスポーツ用アパレルメーカー

店員はブランドの大使

とコンテンツ作成者との間の類似関係、そして頻繁に登

販売員を知識の豊富な、商品経験を補完する信頼できる

場するキーワードとの類似関係も見つけ出した。

アドバイザーにすること。
消費者によって作成されたコンテンツを聞いて分析した
• 顧客のニーズと好みを個人レベルと家庭レベルの両方

結果、消費者が小売業者やブランドをセグメント分けし

で理解するために必要な情報を店員に提供すること。

ていることが分かった。そのセグメントは、取引、サー

• 店員が有益なアドバイスとサービスを提供するための

ビス、関係性、および生活スタイルの関わり合いに基づ

ツールと情報を持っているか確認すること。顧客が商

いていた。消費者は、ブランドが自分たちの生活スタイ

品をオンラインで調べられるようなツールが自社にあ

ルと精神的なニーズにどれだけ沿っているかの、センチ

る場合、顧客が来店したとき、それと同じものがサー

メントに基づいてセグメントを選んでいた。関係性の区

ビス担当者に自動的に転送されるようにすること。

分では、消費者は、あるブランドが消費者との取引を尊

• 顧客にとって楽しく興味をそそるショッピング環境を

重しているかどうか、消費者がまたそのブランドに戻っ

作ること。

てくる理由を提供しているかどうかを議論していた。サー
ビスでは、消費者は小売業者との取引がどれだけ容易で

消費者の言葉で売り込むこと

あったかを語っていた。また取引の見地からは、小売業

販売促進を消費者に合わせてパーソナライズすること。

者の価格が妥当かどうか、商品が入手可能かどうかとい
うことが中心的な話題になっていた。

• 顧客が好むコミュニケーションの適切な頻度とメディ
ア・チャネルを市場セグメントごとに学ぶこと。
• 顧客の信頼を築くプロセスと同時に、信頼関係を損な
うプロセスも理解すること。

センチメントの範囲は、特定の小売業者が消費者からど
の程度好ましく見られているかについてのベンチマーク
となる。

• 自社の信頼の価値と信頼のレバレッジを測定し、可能
であればその信頼をブランド化すること。

センチメントは、消費者の姿勢と見方が時間とともにど
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のように変化するかを評価するために、継続してモニタ

発し合う質問と、消費者が自社の商品を説明するために

リングする必要がある（図7を参照）。小売業者とメーカー

使用するステートメントによって特定される。商品の宣

が商品、サービス、ブランドについての消費者の意見を

伝文句が消費者の経験に合致していることを確認し、会

理解しようとするのであれば、既存のターゲット市場の

話をモニタリングしてこれらの経験が商品の宣伝文句を

ニッチに耳を傾けるとともに、消費者の新しいコミュニ

反映していることを確認してみれば、それは信頼構築に

ティーに入っていくことが重要である。

向けての優れた訓練となる。的確な宣伝文句を作成し消
費者にそれを支持してもらうことほど、信頼を築くため
に役立つ方法はない。
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Customer sentiment analysis
顧客の感情の分析
May 18 to November 29
5 月 18 日～ 11 月 29 日

real

creativity

センチメントの分析はスポーツ用アパレル商品のカテゴリーに
Sentiment analysis was conducted on the sports apparel
product category
ついて行われた
●
ケース・スタディは主に北米の調査対象者についてであった
The case study focused primarily on a North American audience
● 120 万件のデジタル会話が 6 カ月かけて分析された
 1.2 million digital conversions were analyzed over a 6-month
period
出典：IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study
●

Source: IBM Institute for Business Value: 2011 Retail study.

Through monitoring and engaging across multiple consumer
channels,
retailers can then identify the top influencers and the
複数の消費者チャネルをモニタリングすると、小売業者
preferred channels of consumer discussion.
は上位インフルエンサーと消費者が会話で好んで使用す

るチャネルを特定できる。
Implications
Listen to consumers

“Communities of we” provide rich insight into the influences
示唆
and drivers of individual consumer behavior.

消費者の声に耳を傾ける

「我々のコミュニティー」は、消費者の行動に影響を与え
Identify the most important social channels and strongest
voices that define and shape your customer communities.
ドライブするのは何かを教えてくれる
Actively incorporate customer suggestions to improve your
product and shopper experiences.
•Learn
最重要のソーシャル
・チャネルと、顧客コミュニティー
and understand the
tactics that can improve sentiment
を特徴付け形成する最有力の意見を特定すること。
across
your consumer communities.

r

r

r

• 顧客の提案を積極的に取り入れて、商品と買い物客の

Become the trusted source

経験を改善すること。
Be present
and actively engaged in the communities preferred
• 消費者コミュニティー全体の感情を改善できる戦術を
channels
r

図7：感情を継続的にモニタリングすると、時間とともにどのよ
Figure 7: Sentiment can be continuously monitored to
うに変化するかを理解できる
understand
how things change over time.
r

new communities of consumers. Retailers can listen and learn
how
they’re perceived, the areas in which they are doing well
小売業者は、自社がどのように見られているか、事業が
and, equally important, what consumers are not buying from
うまく行っている領域はどれか、さらには（同様に重要
them or not saying about them. Retailers and brands can also
なことであるが）消費者が自社から購入しないものは何
gain
important insight based on consumer sentiment towards
competitors.
か、自社について語らないものは何かを聞き取り知るこ

とができる。さらに、小売業者とブランドは競合相手に
Through listening, retailers can identify the product attributes
対する消費者の感情をもとに重要な洞察を得ることがで
or
information that consumers are using to research and
きる。 what to buy. These attributes are identified by the
evaluate
questions they ask each other and the statements consumers
use to describe your products. Making sure product claims
小売業者は耳を傾けることによって、消費者が利用して
match consumer experience – and monitoring conversations to
いる商品の属性または情報を特定し、何を購入するかを
make
sure these experiences reflect the product claims – can be
an
excellent trust-building exercise. What can create more
調査し評価することができる。これらの属性は消費者が
trust than making an accurate claim and have consumers
endorse this claim to each other?

r

学び理解すること。
Know how your brand is being discussed by communities in
their preferred channels and what customer sentiments are
信頼される情報源になる
emerging.
Learn consumer language well enough to contribute to the
コミュニティーが好むチャネルに入り、それに積極的に
dialog and be accepted as a valued member of the community.
かかわること。
Communicate and market new services and products to
consumers in their own language.
• コミュニティーが好むチャネルで、自社のブランドに

Execute
with a 360-degree view
ついてどのような話をしているのか、またどのような

Inform and adapt your strategy with a 360-degree view of
顧客のセンチメントが現れつつあるのかを知ること。
customers, products, competitors and your brand.
• 消費者の言葉を十分に学んで対話に貢献し、評価の高
r

r

r

Beいコミュニティー
able to spot emerging
trends to capitalize on new channels,
・メンバーとして受け入れられること。
markets and segment opportunities.
• 新しいサービスと商品を消費者に、消費者の言葉で伝
Assess how well your strategies are being implemented and
え、マーケティングすること。
received.
Integrate the insights you gain into your business processes,
forming
a continuous learning and adapting loop.
360
度の視野を持つ

360度の視野を持って顧客、商品、競合先、自社ブラン
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ドを把握し、それをもとに戦略を調整すること。
• 新しい動向を発見する力を養い、新しいチャネル、市場、
セグメントの機会を活用すること。
• 戦略がどの程度実行され、受け入れられているか評価
すること。
• 得られた洞察を事業プロセスに統合し、学習と改善の
継続的ループを形成すること。

まとめ
我々は消費者が力をつけた時代にいる。ショッピングに
関しては誰が支配権を持つかは言うまでもない。テクノ
ロジーの力を借りた消費者は、今や小売業者について事
実上何でも知っている。協力してコミュニケーションを
とれば、政府を転覆させることも可能であり、1つのブ
ランドを作るも壊すも簡単である。
小売業者が買い物客とそのコミュニティーの心に焼きつ
くには、消費者の要求するデジタル能力を取り込む必要
があり、その過程で小売りの基本である商品、配置、販
売促進の重要性を忘れてはならない。
力をつけた消費者は率直に語り、積極的に情報を共有す
る。消費者がどのようなかかわりを求めているかを理
解するための第1歩として小売業者に求められることは、
耳を傾け学ぶことを慣行化することだけである。
データは、消費者の要求を予測し、企業のプロセスを調
整して消費者に合わせ、関係に信頼を取り戻し、最終的
に消費者コミュニティーの支持を獲得するために小売業
者が自由に使える最強のツールである。
信頼は形あるものであり、その報酬は現実的である。消
費者が力をつけたこの時代に小売りを変革する準備が
整っているだろうか。

13

14

消費者優位の世界で小売業者が生き残るために

著者について

参考文献

Melissa Schaefer は IBM Institute for Business

1 Schaefer, Melissa and Laura VanTine、「 よ り ス マ ー ト
な消費者の要求に応えるために」（Meeting the demands
of the smarter consumer）、IBM Institute for Business
Value、January 2010
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/
ibv-the-smarter-consumer.html

Value の Global Retail Strategy and Consumer
Researchのリーダーである。小売業界をクライアント
とする仕事を20年以上にわたり行っており、小売業界、
販売、コンサルティングの領域で指導者としてのさまざ
まな職位を歴任した。現職では、IBMのグローバルな消
費財と小売業界の各チームから委託された消費財と小売
についての調査を指揮している。その研究は消費者と業
界についての洞察と勧告を小売業者に提供して、ビジネ
ス・バリューの実現を支援している。さらに、研究結果
を活用して、将来の動向を特定することによりIBMの小
売業界戦略にインプットを提供し、小売商品開発・買収
戦略にインプットを提供している。

協力者
Jill Puleri, Vice President, Global Industry Leader
– Retail, IBM Global Business Services
Yolanda Wang, Global Retail Center of
Competence, IBM Global Business Services
Laura VanTine, Strategy and Business
Development Lead, Retail Industry, IBM Global
Business Services

変化する世界に対応するための
パートナー
IBMはお客様と協力して、業界知識と洞察力、高度な研
究成果とテクノロジーの専門知識を組み合わせることに
より、急速な変化を遂げる今日の環境における、卓越し
た優位性の確立を可能にします。私たちは、ビジネスの
設計と実行に対する統合的なアプローチを通じて、戦略
を行動に転換するためのサポートを提供いたします。ま
た、17業種を網羅する業界専門知識と世界170カ国に
及ぶグローバルな能力を駆使し、お客様が変化を予測し、
新たな機会から利益を創出する支援をいたします。

2 Badgett, Melody, Maureen Stancik Boyce, Laura
VanTine and Jeffrey Hittner. "Why advocacy matters
to apparel retailers: Customer focus requires apparel
retailers to dress for success. ” IBM Institute for
Business Value. March 2009.
3 Shaefer, Melissa and Laura VanTine、「よりスマートな
消費者の要求に応えるために」（Meeting the demands
of the smarter consumer）、IBM Institute for Business
Value、January 2010
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/
ibv-the-smarter-consumer.html; Badgett, Melody,
Maureen Stancik Boyce, Laura VanTine and Yolanda
Wang、「顧客を支持者に変えるには：5つの業態におけ
る 考 察 」（Why advocacy matters to retailers: Insights
from five segments）、IBM Institute for Business Value、
January 2008
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/
g510-7889-01-why-advocacy-matters-to-retailers.pdf
4 Schaefer, Melissa. "Capitalizing on the smarter
consumer."
IBM Institute for Business Value. 2011.
5 上記文献を参照
6 Slattery, Brennon. "Walmart Makes Big Facebook
Push: Offers 'Rollback' Price Alerts." PCWorld. October
11, 2011.
http://www.pcworld.com/article/241713/walmart_ma
kes_big_facebook_push_offers_rollback_price_alerts.
html
7 Badgett, Melody, Maureen Stancik Boyce, Laura
VanTine and Yolanda Wang、「顧客を支持者に変えるに
は：5つの業態における考察」（Why advocacy matters
to retailers: Insights from five segments）、IBM Institute
for Business Value、January 2008
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/
g510-7889-01-why-advocacy-matters-to-retailers.pdf

IBM Global Business Services

8 Korn, Morgan. "J.C. Penney CEO: We can Become
America's Favorite Company." The Daily Ticker.
February 14, 2012.
http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/
j-c-penney-ceo-become-america-favoritecompany-160649186.html
9 IBM Institute for Business Value analysis.

本書「消費者優位の世界で小売業者が生き残るために：なぜ「信頼」が重要
なのか」は 英 語 版「Winning over the empowered consumer:Why trust
matters」の日本語訳として提供されるものです。

15

© Copyright IBM Corporation, 2012
All Rights Reserved
10-12 Printed in Japan

I B M 、 I B M ロゴ、 i b m.c o m は、世界の多くの国々で登録された
International Business Machines Corp.の米国およびその他の国にお
ける商標です。
製品名およびサービス名等はそれぞれI B Mまたは各社の商標である
場合があります。
現時点でのI B Mの商標リストについては、w w w. i b m . c o m / l e g a l /
copytrade.shtmlをご覧ください。
掲載されている製品・サービスはI B Mがビジネスを行っているすべ
ての国・地域でご提供可能なわけではありません。
当資料において、I B Mとは I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s M a c h i n e s
Corporation、またはその配下にある企業を含む企業体を意味します。
当資料に記載の肩書きや数値、固有名詞等は英語版掲載時のもので
あり、変更されている可能性があります。

お問い合わせ
日本アイ・ビー・エム株式会社
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
http://www.ibm.com/jp/ E-mail: IBMGBS@jp.ibm.com

