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顧客の観点を理解する

ユニファイド・コマースへの道

複数の販売チャネルすべてで最適なカスタマー ・エンゲージメントを実
現することは容易ではありません。 オンラインショップから実店舗まで、
購入につながるさまざまな経路を顧客に提供する手段として、オムニチャ
ネル・リテイリングが登場したのは 20 年前のことです。 現在の小売業界
が取り組んでいるのは、これらの経路を 1 つのプロセスに一元化するユニ
ファイド・コマースと呼ばれる戦略です。

ユニファイド・コマースは、 顧客の観点に大きく左右されます。 顧客が見
るのはチャネルではなく企業ブランドなのです。 小売企業がオムニチャネ
ルからユニファイド・コマースへとスムーズに移行するためには、 自社の
能力や各顧客との接点を評価し、今後の計画を立てる必要があります。

小売環境の評価

オムニチャネルの潜在的な効果の全貌は分かりにくいとされてきました。
多くの場合、 各チャネルは個別に展開されているのが実情です。 Retail 
Info Systems（RIS）News の研究によれば、 このアプローチは管理コス
トがかかり、保守が難しく、データの整合性における信頼性が不十分であ
るといわれています。 1

残念ながら、複数のチャネルを横断的に利用した場合には、不満が溜まっ
たり、がっかりさせられることがよくあります。 例えば、ホリデーシーズンに
人気のおもちゃを買おうとして、 店舗のウェブサイトを調べ、 在庫が 5 個
あることを確認したとします。 ところが、 実際に店舗に出かけて商品棚を
探しても、そのおもちゃが 1 つもありません。 モバイルアプリで確認すると、
今度は 10 個と表示されます。 そこで販売員に尋ねると、販売員の販売支
援アプリには 2 個と表示されます。 顧客の購買プロセスが複雑になるた
びに、こうした不一致が生じてしまいます。

接点の最適化

消費者が実際の店舗だけで買物を行っていたのは、遠い昔のことです。 今
日の小売業では、購買プロセスのあらゆる接点において買物客を惹きつ
けなければなりません。 アリゾナ大学と Demandware が共同で実施し
た調査レポートによれば、顧客が 1 回の購入で体験する接点の数は平均
で 3.7 とのことです。2 このような顧客は、実店舗からデジタル体験に至る
まで、柔軟かつ関連性の高いコミュニケーションを期待しています。

これらのチャネルに不正確な情報も含まれているという課題には対処す
る必要がありますが、 すべての接点が最適化されれば、 収益と利幅を増
やすことが可能になります。 IDC の調査によると、 最も収益性の高い買
物客は、利用可能なすべてのチャネルを見て回る顧客であり、1 つのチャ 

ネルしか利用しない買物客に比べ、購入額が平均で 30% 以上多くなって
います。 3

正しい観点から始める

これまでオムニチャネル ・ システムは社内の観点で設計されてきまし 
たが、 ユニファイド・コマースは外部の立場で社内を見ることから始まり
ます。 ユニファイド・コマースでは、すべての接点において購買プロセス全
体を考慮に入れます。

ユニファイド・コマースは、異種システム間の接続ではなく、すべてのチャ
ネルで 1 つの事実を管理するための基本機能を構築することで、 これま
でのオムニチャネルに見られた問題を解消します。 その結果、数量、場所、
価格に関する情報のほか、製品の説明、画像、ブランドストーリーなどに
ついても一貫性が確保されます。

プラットフォームとプロセスのチャート作成

ユニファイド・コマースへの最初のステップは、顧客が使用する主要なプ
ラットフォームとプロセスを評価し、それらを顧客の観点から検討するこ
とです。

プラットフォームは、 多くのプロセスをサポートするための接点です。
例えば、モバイルアプリは、欲しいものリスト、クリック & コレクト （店舗
受取り）、商品検索機能をサポートできるプラットフォームです。 これらの
プロセスは、他のプラットフォーム （ウェブサイトや店内のキオスク端末
など） でも実行できます。 ほかにも、接点をサポートするデバイス、データ
ソース、インターフェイスは多数あります。

基盤となる 5 つの要素

ユニファイド・コマースの実現には、 統合とイノベーションの両方が必要
です。 統合においては、異種チャネル間で一貫した体験を提供するための
ミドルウェアやカスタム・コーディングが必要となる場合があります。 より
独創的なソリューションが必要となる領域もあります。 次に、ユニファイド・
コマースの基盤となる 5 つの要素を示します。

1. 買物客に関する知識

顧客に関する包括的な情報を分析エンジンに追加することで、 より的確
なインサイトが提供され、顧客を惹きつけるマーケティングが可能になり
ます。 ソリューションを駆使し、顧客の動的なデータソースを連携できな
ければなりませんが、顧客の観点から見てより有益で、ニーズに合ったメッ
セージングが実現します。
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2. 統合カタログ

パワフルなコンテンツ管理システムは、さまざまなデジタルデバイス上の
カタログに、サプライヤーや製品マネージャーから提供されたコンテンツ
を取り込むことができます。 業界のアナリストは、デジタル資産管理（DAM）
とオンデマンド DAM を区別していますが、いずれも、商品画像、パッケー
ジデザイン、図面、ブランド資産、マーケティング・メッセージなどのコン
テンツのオーケストレーションを実現するシステムです。

3. リアルタイム在庫

在庫管理システムによって、 すべてのチャネルに関する最新の在庫情報
が提供されます。 ただし、（一般的に RFID を使用して） すべての店舗フロ
アの在庫状況を取り込むためのコストはかなりの額となるため、高級アパ 

レルを除き、多くの小売分野に適用できるとは限りません。

4. 注文処理とロジスティクス

業務の基盤となるのは注文管理システムですが、 分散型の注文管理ソ
リューションを利用すると、クロスチャネルで受注し、サプライチェーンの
拠点（「ダークストア」 など） から出荷することが可能になります。 また、
サプライチェーンのネットワークを横断した決済や返品に対応すること
もできます。

5. 価格設定とプロモーション

小売業向けの商品情報管理システムにはさまざまな選択肢があり、シス
テム製品ごとに備わっている機能セットは異なります。

ユニファイド・コマースを始める

インテルによるオムニチャネルからユニファイド・コマースへの移行サポートの詳細については、インテルの担当者または
リテール・ソリューション・パートナーまでお問い合わせください。 小売向けのインテル・ソリューションの詳細については、
http://www.intel.co.jp/retail/ を参照してください。
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顧客の観点から以下のプロセスがどのような体験になるかを検討してください。

•  カタログ：印刷版とオンライン版のコンテンツ、価格設定、デザインが一
貫しているか。

•  構 成：顧客がオンライン上で商品のサイズや色の選択を保存し、その後
モバイルアプリ上でも変更することができるか。

•  領収証：顧客がメンバーシップ、クレジットカード、電話番号などの認証
情報を使用して、任意のチャネルで購入した商品の購入証明を確認する
ことができるか。 この機能を POS、mPOS、モバイル・プラットフォーム上
で実現できるか。

•  クリック & コレクト：顧客が任意のチャネルからオンラインで購入し、そ
の商品を店舗で、宅配で、または店舗外のロッカー（受け取り窓口） で受
け取ることができるか。

•  セルフサービス・ロッカー：顧客がサービス待ちの列に並ぶ必要があるか、
それとも近くのロッカーまたは店内のロッカーで商品を直接受け取るこ
とができるか。

•  エンドレスアイル （商品棚の拡張）：商品が店内にない場合、販売員また
は顧客が容易に商品を検索および発注し、納品を希望する場所や時間を
設定することができるか。

•  商品検索：顧客がモバイルアプリや店内のプラットフォームを使用して、
店内のどこに商品があるかを確認できるか。 そのプラットフォームに、す
べての店舗とチャネル、さらにはサプライチェーン全体で入手可能な商品
が表示されるか。

•  ショッピング・カート：オンラインカートに入れた商品が、顧客のモバイ
ルアプリや店内プラットフォーム （POS、販売支援、クライアンテリング・
アプリケーションなど） でシームレスに表示されるか。

•  ギフト機能：オンライン、モバイルアプリ、実店舗のいずれであるかを問
わず、複合型の欲しいものリストに基づいて家族や友人が商品を購入で
きるか。

プラットフォーム プロセス デバイス データソース ユーザー ・インターフェイス要素

ウェブサイト
顧客用のモバイルアプリ
販売員用のモバイルアプリ
（mPOS、販売支援）
ギフト機能
POS
コールセンター
セルフサービス・ロッカー

商品検索
クリック & コレクト
価格チェック
欲しいものリスト
ポイントまたは報酬
決 済
領収証
返 品
商品および価格アラート
商品またはブランドのストーリー

スマートフォン
キオスク
販売員用のタブレット
デジタルサイネージ
POS 端末

トランザクション・ログ
在庫管理ソフトウェア
サプライチェーン管理ソフトウェア
CRM
ビジネス・インテリジェンス /
分析ソフトウェア
販売計画ソフトウェア
e コマース・ソフトウェア
販売支援アプリ
クライアンテリング・アプリ

色
商品画像
アートワーク
ロゴ
メニュー構成
コピー
配 置
アイコン
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