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サービス紹介：流通小売業向けの
意思決定ソリューション

鈴木　孝憲

概要
　流通小売業界は人口減少に伴う来店客数および販売数量減少、他業種との競合激化により、市場規模の
縮小が懸念されている。そのため、流通小売業が取るべき対策は、客数増加よりも、既存顧客のロイヤル顧客
への育成 ( 客単価向上 ) に注力した方が良いと考える。
　インテックではARQLID（アークリッド）（1）というBig Data分析サービス ( 以降、BD サービス ) を展開しており、
システム導入に留まらず、「理論家」による学術的知見からの支援と、「参謀」を配置することで課題発見→仮
説検証→施策立案までのワンストップサービスを提供している。流通小売業向けARQLID( 以降、ARQLID for 
Retail) は、消費者の消費行動を来店前、買い回り、購買後の 3 フェーズに分け、フェーズ毎にサービスを
提供している。インテックの BD サービス導入により、来店前の見込客にはスマートフォンアプリを用いて来店
を促し (C2A-PM)、来店客の買い回り行動を見える化することで適切な店内レイアウトを実現し ( 買物動線分
析 )、購買結果から購入者の嗜好を把握する（C2A）（2）ことが可能となる。これにより、来店頻度および客単価
を向上させ、売上最大化を支援している。
　ARQLID for Retail の提供と併せて、ID-POS データから有用な情報を抽出するための手法として実践・普及
しつつあるPLSA を活用した更なる効果的なサービスの提供を準備しており、今後も引き続き、お客さまの売上
最大化を支援する新たなサービスを提供していく。

  1.  はじめに
　インテックの BD サービスを紹介する前に、本サービスの対

象業種の１つである流通小売業、特に小売業の主要３業種であ

るスーパーマーケット ( 以下、SM)、コンビニエンスストア ( 以

下、CVS)、百貨店の内、最も売上高が大きい SM 業界の市場

環境について触れる。

流通小売業全体の売上高は近年、微増傾向にある ( 図 1(1))[1]

[２]。また、SM 業界の売上高は自宅調理の増加、生鮮品に対

する安全志向の高まりを受けて生鮮３部門（青果・畜産・水産）

が好調であり、ほぼ横ばいではあるが比較的堅調に推移してい

る ( 図１(２))。流通小売業の主要３業種では唯一 CVS 業界が

伸長しているが、依然として流通小売業の全売上高の１３.４%

を占める SM 業界が最大の売上高を維持している [３]。

（1）  「ARQLID」は商標登録申請中 (2016 年 5 月執筆時点 )
（2）  C2A とは、Commodities and Customers Analysis System( 商品顧客分析システム ) の頭文字で作成した造語である。
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図１  流通小売業の売上高の推移

　しかしながら、２０１５年時点での SM 業界の景況感は、売上

が比較的堅調であるにも関わらず、失速していると判断され、

今後の市場規模の縮小が懸念されている。この要因として下記

４点が考えられる。[２]

　①来店客数の減少

　②販売数量の減少

　③他業種（CVS、ドラッグストア）の食品販売への参入

　④販売価格上昇に伴う客単価の上昇

　①来店客数および②販売数量の減少、③他業種との競合激

化による顧客離れがあったにも関わらず、２０１５年の売上が大

きく落ち込まなかった要因は④販売価格の上昇による客単価

の上昇にあった。また、上記①②の根本要因として、少子化の

影響による人口減少がある ( 図１(１))[２][４]。そのため、長期

的な視点では、消費者自体の減少により、流通小売業の市場

規模は確実に縮小していくことが予想できる。

　SM業界において売上高を最大化するには、突き詰めると

「客数」増加と「客単価」向上の２つしかない(図２)[３]。今後、消

費者の母数が減少していくことを考慮すると、客単価をKPI (重

要業績評価指標: Key Performance Indicators)とし、如何に

既存顧客をロイヤル顧客（３）へと育成していくのかが、SM業界

の重点課題であると言える。

　尚、客単価を上げるためには、商品単価を上げるか、買上点

数を上げてもらう必要がある。他業種との競合や価格競争が

激化している現状では、商品単価を上げることは難しいと言わ

ざるをえない。そのため、来店頻度や買上点数を向上させるに

は、どのようなアプローチを行うことが顧客に喜ばれ、来店頻

度や買上点数の向上に繋がるのかを店舗単位や顧客単位で把

握する必要がある。顧客単位で把握するには「顧客を知る」必

要があり、だれが、いつ、どこで、何を、どのくらい購入したの

かが蓄積されている ID-POS データの活用が必須となる。こ

のことからも、今後は益々 ID-POS データによる分析の重要

性が高まっていくと言える。

図２  インストア・マーチャンダイジングの売上最大化の構造
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文献[4] p.56 の図 ISMの売上最大化の構造 を引用

（3）  本論文での「ロイヤル顧客」とは、来店頻度および客単価が高い消費者とする。



第17号

2016

特
集

24

  2.  インテックが支援できること
　来店頻度および客単価の向上には、下記 5 ステップの各指

標を向上させる必要がある [３]。

　①来店頻度の向上：「来店頻度」

　②買物動線 ( 滞店時間 ) の伸長：「滞店時間」

　③売場への立寄率の増大：「立寄率」

　④買上点数の増大：「買上点数」

　⑤客単価 ( 顧客一人当たりの平均単価 ) の増大：「客単価」

　これら５ステップにおいて各指標を増加させるための第一歩

は、現状を見える化し、各ステップにおいて、どのような問題点・

課題があるのかを把握することである。

　インテックの BD サービスは、「経営」×「分析」×「IT」の

三位一体＋「理論」により、上記ステップにおける各指標の増

加を目的として、データや情報の利活用をワンストップサービ

スで提供している ( 図３)。そのため、アーキテクトや分析官だ

けでなく、データを活用することで、お客さまの業務における

「課題発見」やステークホルダーの「意思決定の最適化」を支

援する参謀 ( ビッグデータ・ストラテジスト )、業務コンサルティ

ングやデータ分析に対して学術的な知見から支援する理論家

( セオリスト ) を要しており、問題点・課題の発見、仮説検証、

施策の立案までを支援可能な体制を取っている。尚、理論家は、

その業界に長年携わってきた専門家や大学の教授から支援を

受けている。

　以降、インテックの流通小売業向け BD サービス ARQLID 

for Retail を紹介する。

図３  ARQLID のサービス提供体制

　ARQLID for Retailとは、インテックの流通小売業向けBDサー

ビスの総称である。インテックでは、お客さまの売上最大化を

支援することを目的として、入店する前から購買後までの一連の

消費行動を見える化・分析するサービス体系を取っている ( 図４)。

  3.  ARQLID for Retail（インテックの   
　　  流通小売業向けBDサービス）

図４  消費行動と ARQLID for Retail のサービス体系

　ARQLID for Retail は図４で示したとおり、消費者の消費行

動を入店前、買い回り、購買後の３つのフェーズに分け、各フェー

ズに対応したサービス提供を行っている。また、各サービスで

得られた情報は、個人をユニークに識別する ID 情報にて、一人

の顧客の消費行動として紐付けることで、消費行動全体を把握

することが可能となる。これにより、より深く顧客の消費行動

を理解可能となり、一人ひとりの顧客へ適切なタイミングで適

切な情報を配信し、ロイヤル顧客の育成に寄与できるサービス

となっている。

　尚、各サービスは単体でのサービス提供も行っており、特に

買物動線分析はお試しでの利用も可能である。表１に ARQLID 

for Retail の４つのサービス一覧を示し、以降、各サービスの

概要を紹介する。

表１  ARQLID-R のサービス一覧
節　    名称　       分類　                          概要

3.1

3.2

3.3

3.4

C2A-PM

買物
動線分析

C2A

データサイ
エンス分析

スマホ
アプリ

分析
サービス

流通小売業に特化したスマートフォン・アプリケー
ション提供サービス
Beacon を利用して店内での顧客の買い回り行動を
見える化・分析し、課題発見から施策の立案まで
をトータルに提供するサービス 

商品分析と顧客分析の両方の分析機能が組み込ま
れた流通小売業向け分析パッケージシステム

お客さまからデータを受領して分析する「受託型」
サービスと、お客さま先に分析要員を派遣する

「派遣型」サービス

分析
サービス

分析
サービス

C2A-PM

C2A

〈C2Aとの連携〉
C2Aの分析結果を
利用したプッシュ通知
が可能

データサイ
エンス分析

買物動線
分析

〈利用環境〉
・オンプレミス
・SaaS

　　入
　店
前

買
　回
　　り

購買後

ARQLID

分析官ARQLID
ビッグデータ・
ストラテジスト

ビッグデータ・
アーキテクト

データ・
サイエンティスト

セオリスト

参謀

理論家

アーキテクト

課題
発見

施策
立案

統計
解析

BIG
DATA
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3.1  個客に価値を提供する『C2A-PM』
　C２A-PMは、流通小売業に特化したスマートフォン・アプリ

ケーション(以下、スマホアプリ)である。店舗検索、経路検索や

プッシュ通知等の２０種類以上の基本モジュールがあり、利用し

たいモジュールをお客さまがピックアップして、お客さまだけの

スマホアプリを提供するサービスである。スマホアプリの導入に

より、顧客が店舗情報を検索しやすくなるだけでなく、店舗側か

ら顧客に直接アプローチでき、顧客の購買意欲を喚起すること

が可能となる。

　C２A-PMの特徴としては、お客さま独自のスマホアプリの提

供に留まらず、顧客のスマホアプリの操作ログから、誰が、いつ、

どこで店舗情報を検索しているかを把握し、C２Aの分析結果と

組み合わせることで、顧客の嗜好に合わせた情報配信が可能と

図５  C２Aとの顧客情報連携イメージ

3.2  店内での顧客の行動を見える化する
　　  『買物動線分析』
　買物動線分析は、店内での顧客の買い回り行動を見える化・

分析し、参謀による施策の立案までをトータルに提供するサー

ビスである。客単価を最大化させる４つのステップの②でも示

したように、店内の買い回り行動を把握することは、売上高を向

上させるためには欠かせない要素である。なぜなら、買物動線

を把握することが、効果的な店内レイアウトや棚割りなどに繋が

り、ストレス無く滞店時間を延ばすことが可能となる。結果とし

て、非計画購買が促進され、客単価向上に寄与することになる。

事実、計画購買と非計画購買を比較した場合、非計画購買が８０

～９０%を占めるという調査結果がある[５]。

　インテックの買物動線分析は、お客さまが手軽に実施でき

る２つの特徴がある。一つ目は来店客の動線データの取得に

Beacon を利用するため、大掛かりな事前準備 ( 店内の電源工

事や機材の取り付け作業等 ) が不要であること、二つ目は利用

する機材 (Beacon やスマートフォン等 ) の全てをインテックが

貸し出すため、お客さまが機材を購入する必要がないことであ

る。この特徴により、短期間、低コストでのサービス提供が可

能であり、スポットや短期間の動線調査にも対応している。

　本サービスを利用することで、今までは感覚でしか分からな

かった来店客の主動線、人がよく集まるホットスポット、殆ど集

まらないコールドスポット等が日別・曜日別・時間帯別に把握で

きる。図６に買物動線分析のレポートサンプルを示す。

図６  買物動線レポート例

買物動線 顧客滞在人数 顧客滞在時間

C
2
A

優良顧客
グループ
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グループ

C2A-PM

顧客
リスト

商品
分析

顧客
分析

PUSH通知

CSV

なる(図５)。これにより、勘と経験で行う情報配信よりも、大幅な

来店率の向上が見込める。
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3.3  現場で使える！ ID-POS 分析ツール『C2A』
　C２Aは、商品分析と顧客分析の両方の分析機能が組み込まれ

た流通小売業向け分析パッケージシステムである。C２Aは、売

上情報、在庫情報、顧客情報をシームレスにリンクでき、本部・店

舗に加えて、メーカーや卸等の取引先で情報共有が可能である

(図７)。また、企業規模(データ量)に合わせた価格帯、オンプレミ

スやクラウドでの利用環境も準備している。

図７  C２Aの利用対象者および連携サービス

　C２Aの特徴としては、分析条件を引き継いだままに分析の視

点を売上情報、在庫情報、顧客情報とシームレスに変更可能な

「ドリルリンク機能」と、売場担当者のデスクワーク時間を減ら

すことを目的とした使用頻度の高い分析メニューの「定型化機

能」がある。これらの機能により、本部で深い分析を行い、その

分析結果を店舗に連携することで、店舗では分析作業を行わず

に重点商品や育成商品の売れ行き状況や在庫の把握がワンク

リックで行える。また、メーカーや卸等の取引先にもC２Aを介し

て ID-POSデータを開示可能であるため、取引先からの様々な

有益な提案が期待できる。

　尚、前述したサービスとの連携に加え、地図ソフトとの連携

も可能となっており、店舗が設定した商圏でロイヤル顧客や来

店客の比率が多い地区、少ない地区等の把握も可能となる。

3.4  見える化により問題点・課題を把握する 
　　  『データサイエンス分析』
　データ分析の分析パターンは、「探索型データ分析」と「目

的型データ分析」の２つがある[６]。探索型データ分析は蓄積

データの活用方法が不明確な場合に用い、目的型データ分析

はKPI の改善・悪化に影響する要因特定に用いる分析パターン

である。

　これから分析を業務に取り入れたいお客さまであれば、次の

ステップを踏むことを推奨する。

　①お客さまのビジネスを理解した上で、統計知識が不要で操

　　作が簡単な BI ツールで試行錯誤する探索型データ分析

　②①の結果を踏まえて、本格的なデータ分析の運用フェーズ

　　へ進める目的型データ分析

　上記２ステップを踏む中で、データ分析を活用する文化をお

客さま内に浸透させていく活動を並行して行うことが、企業と

してデータ分析を活用していくために重要となる。

　インテックの「データサイエンス分析」サービスは、これから

データ分析に取り組みたいお客さまにも最適なサービスである。

尚、お客さまからデータを受領して分析する「受託型」と、デー

タを外部に持ち出せないお客さま先に要員を派遣する「派遣型」

の２つのサービスタイプを準備している。

  4.  今後の展開・展望
　インテックは、現在、新たな価値を提供するサービスとして、

PLSA（確率的潜在意味解析）を用いた顧客をクラスタリング

するサービス、商品や顧客の DNA を付与するサービスを構築

している。これらのサービスにより、通常の顧客分析では見つ

け出せない意外性のある顧客像や消費行動の把握が可能とな

り、お客さまが実施するプロモーションの精度向上や展開の幅

が広がることが期待できる。

　インテックは、今後もお客さまの売上最大化を支援するため

の新たなサービスを順次提供していく。

本店

店舗

取引先

C2A

商品
分析

顧客
分析

C2A-PM

C2A-MAP

買物動線分析
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