
働き方の未来

新しい環境に 
備える小売業



本調査について
ベライゾンは、これら一連の報告書を作成するために、働き方の未来に関しての詳細な
調査を実施しました。その調査の一環として、年間収益5億米ドル以上の企業で働く上
級管理職を対象とした調査を2回行いました。2020年の1月と2月に実施した1回目は、
1,102人の回答者のうち小売業に従事しているのは17か国141人（約13%）でした。同
年5月に実施した2回目は、644名の回答者のうち小売業は16か国で105名（約16％）と
なっています。

 
ご挨拶

COVID-19によって引き起こされた混乱の中で、ほとんどのビジネスリーダーは危機管
理に追われてはいても、将来について考えることを止めてはいないし、そうすべきでは
ないことも明らかです。この疫病は何百万人もの人々に影響を与え続けており、その影
響はこの先何年も続くでしょう。私は、今まさに助けを必要としている人々を支援する
だけでなく、すべての人にとってより良い環境を作るために投資を行っている組織で働
いていることを誇りに思っています。
弊社では最近、社会的責任を果たすための新しい事業計画「Citizen Verizon」を立ち上
げました。これは、デジタルインクルージョン、気候変動防止、人類の繁栄に向けた全
社的な取り組みの方向性を示しています。私は、これが正しいことであり、ビジネスと
しても理にかなっていると確信しています。世界が繁栄すれば誰もが恩恵を受けるので
す。
未来に向けて組織を再構築するためには、ビジネスリーダーである私たちが、不確実性
に対処することに慣れなければなりません。間違いなくこの先にはさらなる変化が待
ち受けています。そのため、変化に対応するための柔軟性はリーダーにとっても、リー
ダーが率いる組織にとっても、これまで以上に価値のあるものとなっています。
トレンドや他社の動向を理解することは、情報に基づいた意思決定を行う上で非常に重
要です。謙虚な気持ちを込めてこの報告書をお届けします。すべての答えがここにある
わけではありませんが、多くの有用な道しるべや推奨事項が記載されています。

Stefica Divkovic
Vice President
Verizon EMEA
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働き方の未来
未来の働き方について企業がどの程度の準備ができているかを知るために、Financial 
Timesグループの独立系調査会社であるLongitude社と共同で広範な調査を実施したの
はCOVID-19の危機が始まる直前のことでした。その後、状況の劇的な変化を追うため
に、各国がロックダウンの規制緩和をし始めたことを受けて追跡調査を実施しました。
これら2つの調査によって、働き方の未来、そして現在の危機が企業の優先順位や投資
計画にどのような影響を与えているかを調査しました。

働き方の未来指標
弊社では、これらの調査から得られた回答を基に「働き方の未来指標」を策定しまし
た。各企業は、複雑なデジタル技術を導入する技術力、社内の障壁を打破する効果、最
新技術の効果を最大限に引き出すリーダーシップの強さ、そしてそれらの技術を利用す
る従業員の専門知識の4つの要素で評価しました。

技術

スキルと行動 リーダーシップ

新しい働き方

働き方の
未来指標

組織ではどのような新しい
技術を採用しているのか、
また、それらの導入がどの
程度成功しているのか︖

未来に備えて必要なスキ
ルや行動を確保するた
めに、企業はどのよ
うなことを実践
しているか︖

多様性や社会
的責任に関して、

企業は率先して従業
員に将来に向けて準備

させているか︖

俊敏性を高め、
データやアイデアを
共有できるようにする
ために、企業はどのように
適応しているか︖

このようにして得られたスコアは、企業の未来への準備の指標となります。業種の指標
スコアは、その業界内の企業のスコアの平均値です。本報告書では、小売業の企業がこ
れらの4つの要素においてどのように対応しているか、またそれがどのように変化した
かを具体的に見ていきます。
ネタバレ注意︓ほとんどの回答者が今回の危機により、戦略目標の多くが見直しされた
のと同時に多くの場合は投資が加速したと回答しています。

働き方の未来指標は、よ
り「未来への準備が進ん
でいる」企業を特定する
ものであり、4つの要素
を中心に構成されていま
す。

1700人
本報告書を作成するため
に、1700人以上の上級
管理職を対象に調査を行
いました。
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どれほどの準備ができているか︖
小売業は変革への挑戦にかなりの成功を収めてきましたが、COVID-19による突然の事
態に対応できている小売業者はほとんどいませんでした。

業種別の働き方の未来指標スコアの分布
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図1︓小売業における働き方の未来指標スコアの分布（1回目の調査）

小売業は、働き方の未来指標の総合スコアが10ポイント中6.9ポイントで、9つの業種
の中で最も高いスコアを記録しました。全体的なスコアだけでなく、「技術」と「リー
ダーシップ」という2つの特定の指標でも他の業種を上回っています。

他の業界よりも未来への準備が進んでいる

金融サービス
6.8 9.33.5

専門サービス
6.8 9.33.9

製造業
6.7 9.14.0

エネルギー/公共サービス
6.8 9.13.6

保険
6.8 8.92.5

小売業
6.9 8.93.3

メディア
6.7 8.94.4

法務サービス
6.6 8.84.4

サプライチェーン
6.3 8.63.0

最小 平均 最大

図2︓業種別に見た働き方の未来指標スコアの平均（1回目の調査）.

6.9 
小売業の回答者は、弊社
の「働き方の未来指標」
において、全業種の中で
最も高い平均スコアを獲
得しています。
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先行集団の企業も多ければ、後発集団の企業も多い

先行集団（働き方の未来指標スコアの上位20%の企業）と後発集団（スコアの下位20%
の企業）の割合を見ると、小売業はほぼ平均的な結果に位置しています。割合としては
先行集団の企業数はやや多いですが、後発集団の企業数もわずかに多くなっています。

業種別に見た先行集団と後発集団
上位は全体の20%下位は全体の20%

26%小売業 21% 57% 22%

金融サービス業 15% 63% 21%

製造業 24% 61% 16%

全体 20% 60% 20%

後発集団 全体 先行集団

図3: 業種別に見た先行集団と後発集団の割合（1回目の調査）

危機を乗り切る

デジタル化や最新技術の導入だけでなく、スキルの育成強化、社会的責任の強化、新し
い働き方の採用など、将来の仕事に向けた準備を積極的に行っている企業ほど、危機を
乗り切る可能性が高かったようです。

小売業者は、これまでに経験したことのないような厳しい状況との戦いを強いられてお
り、それらの能力によって助けられてきた面はあるでしょう。しかし、実情は複雑な様
相を示しています。食品などの一部の分野は比較的好調で、特にオンラインでの存在感
を十分に発揮しています。しかし、ほとんどの小売業者は苦戦しています。2回目の調
査では、他の業種よりも多くが、危機が始まって以来、売上高と顧客の減少を報告して
います（それぞれ63%と60%）。

しかし、ほとんどの小売業者は、パニックに陥ることなく危機前に設定していた技術や
スキル、その他の優先事項を追求する決意を固めているように見えました。このこと
は、未来の働き方指標の4つの要素から見た準備態勢のスコアにも表れています。

63% 
3分の2弱がCOVID-19の
危機の結果、収益が落ち
込み、顧客が減少しまし
た。

63% 
いずれの業種において
も、先行集団ではすでに
利益を出している企業が
多く、収益成長の観点か
ら見ると、過去3年間で
5%以上の年間収益成長
について先行集団は63%
でしたが、これに匹敵す
る後発集団はわずか20%
でした。
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技術
1回目の調査で、小売業者の技術投資ではモノのインターネット（IoT）と人工知能と機
械学習（AI/ML）が優先されていることが見て取れましたが、2回目の調査では、これら
の技術投資が優先されていることは変わりありませんでしたが、多くの回答者が導入を
前倒しする予定であることがわかりました。

小売業者（47%）は、今後2年間でIoTへの投資を優先する予定であると回答したのが他
のどの業種よりも多くなっています。半数以上（57%）は、この危機の最悪の事態が過
ぎればIoTへの投資が増えると予想していました。

他に導入が優先されている技術はAI/MLで、44%がこれを挙げています。AI/MLを優先度
の高い技術と考えている企業が多かったのは、専門サービスだけでした。

COVID-19収束後に投資する技術

サイバーセキュリティ 60%

データ分析 78%

クラウド 64%

基幹ネットワーク技術 67%

AI/ML 53%

5G 46%

ブロックチェーン 43%

複合現実 54%

IoT 57%

図4︓COVID-19の危機が去った後、技術への投資と展開が増加すると予想した割合（2回目の調査）

今回の危機は、小売業者が他の能力を強化する動機付けにもなり、78%がデータ分析へ
の投資を強化すると答えています。これは危機の間に大きく変化した顧客行動の理解と
予測に役立つツールであり、小売業者がよりデジタルな顧客サービスの提供に向けてさ
らに前進するために欠かせないものとなるでしょう。約3分の2（67%）が基幹ネット
ワーク技術への支出を増やすと予想し、46%が5Gへの投資を増やすことを計画していま
す。これは、多くの小売業者が次世代の革新的なアプリケーションを利用する準備をし
ていることを示唆しています。

ITリーダーの中には、進展が遅れていたイニシアチブを加速させることができた人もい
ます。例えば、欧州のファッション小売企業のオペレーションおよびインフラ責任者
は、在宅勤務への移行がマインドセットの変化をもたらし、メールの多要素認証に対す
る社内の障壁を克服したと話しています。

57% 
COVID-19の危機を受け
て、半数以上がIoTへの
投資を増やすと予想して
いました。
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スキルと行動
ロックダウンの前には、小売業の45%（1つの業種を除き、他のすべての業種よりも多
い）が、未来に備えた従業員の再教育が十分に行われていないと答えていました。ま
た、組織の成功にとって重要と考えられるスキルや行動のリストの中で、エモーショナ
ルインテリジェンスと環境への配慮のランクは低くなっていました。

危機の数か月後に実施した2回目の調査では、73%の上級管理職がエモーショナルイン
テリジェンスが組織にとってより重要になったと回答し、63%が環境への配慮につい
ても同様の回答をしています。しかし、重要性が高まったと回答された属性の中で最
も多く挙げられたのは、適応力、つまり職場環境の変化に迅速に対応する能力でした
（78%）。

COVID-19の危機以降、重要性が高まったスキル

図5︓COVID-19の結果、スキルの選択肢の中で組織にとって重要になったと答えた割合（2回目の調査）

73% 
今回の危機を受けて、ほ
ぼ4分の3が、エモーショ
ナルインテリジェンスが
ビジネス戦略にとってよ
り重要になったと回答し
ています。

72%

78%

62%

74%

73%

73%

71%

59%

58%

63%

デジタルスキル

適応力

交渉力

リスク管理

問題解決力

エモーショナル
インテリジェンス

社会的意識

異文化コミュニケーション

多様性と平等

環境への配慮
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リーダーシップ
リーダーシップの要素では、小売業は「環境、社会、ガバナンス」（ESG）の目標に比
較的深く取り組んでいることが際立っていました。例えば、従業員の多様性（85%）と
ジェンダーの多様性（70%）が戦略の成功にとって重要であると回答した割合は他の業
種よりも高い結果を示しました。また、3分の2以上（67%）が環境フットプリント（人
間の生活が自然環境に依存し、負荷をかけている度合い）の削減についても同様の回答
をしており、専門サービスに次いで2位となっています。

人に焦点を当てた戦略の重要性が高まる

-76%

従業員の健康で安心
な生活を保護し、
向上させるための
措置を講じる

危機や金融危機に
陥ったお客様の
ニーズに対応する

共感性と協力意識を
高めた組織文化を

構築する

-59%

CSRへの取り組み/
地域社会を支えるた
めの取り組みを
強化する

-53%

環境への負荷を
低減する

-68%
-60%

図 6︓COVID-19の結果、事業戦略の要素の選択肢の中で、より重要になると答えた割合（2回目の調査）

1回目の調査では、先見性と適応力のあるリーダーシップが小売業の強みとなりました
が、2回目の調査では、経営陣が危機にうまく対処できたと答えた回答者は、全体の約4
割（42%）にとどまりました。約10人に4人（42%）が、業績管理や従業員の健康で安
心な生活の観点から、リーダーが効果的に対応していないと答えています。そのため、
ほとんどの小売業（68%）が、より共感性と協力意識の高い組織文化を構築する必要性
を強調しています。また、地域社会を支援したり、困っている顧客を支援したりする取
り組みを率先して行うことも期待されています。これは純粋な意味での利他主義ではあ
りません。小売業のリーダーたちは、これらの優先事項に焦点を当てることが、不確実
性の中で組織の競争力を維持するのにつながると理解しています。

42% 
10人に4人以上のビジネ
スリーダーがCOVID-19
の危機に効果的に対応し
ていないと答えていま
す。
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新しい働き方
同じ欧州のファッション小売企業のオペレーションおよびインフラ部門責任者は、「こ
れは一例ですが、生産性を落とさずにリモートで仕事ができるようになったことで、今
後は在宅勤務がさらに普及するでしょう」と述べています。71%がロックダウンが解除
された後も多くのスタッフが在宅勤務を続けると回答しており、そのためには在宅勤務
の政策が必要とされるでしょう。

ビジネスの優先順位が再検討される

図７︓COVID-19の結果、事業戦略の要素の選択肢の中で、より重要になると答えた割合（2回目の調査）

今回の危機は、企業が限られた時間の中で大幅な変更を余儀なくされたことから、組織
に俊敏性を持たせることの重要性を浮き彫りにしました。小売業者はこのことを強く認
識しています。危機の結果、70%が人材を最も必要とされる場所に迅速に再配置する能
力が重要になったと答えています。

この先の変化の大きさを考えると、管理職にも従業員にも共感性やエモーショナルイン
テリジェンスなどの資質がこれまで以上に必要とされるようになるでしょう。

71% 
10社中7社以上が、ロッ
クダウン解除後も多くの
従業員が在宅勤務を続け
ると回答しています。

小売業

54%70%

37%72%

66%

77% 69%

69%

スキルが最も必要とされる場所に
従業員を迅速に再配置できること

新しい市場機会に迅速に対応できること

パートタイムや派遣労働者を迅速に確保する
ためにギグエコノミーに参加すること

組織の垣根を越えてデータを共有し、リアルタイム
でパフォーマンスを把握できるようにすること

66%

71%

49%

52%

70%

73%

68%

71%

金融サービス業 製造業 全業種の平均
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未来に備えて

技術

最新技術の迅速な導入
デジタルの未来への対応は、オンラインにつながっていること以上の
ことです。IoT、AI/ML、高度な分析、自動化、基幹ネットワーク技
術、5Gの導入は、次の成長段階に向けて小売業者を位置づけるため
に非常に重要です。

プラットフォームを考える
技術の進歩は早いものです。より俊敏になり、変化する技術や新たな
ビジネス上の脅威や市場機会に適応するためのプラットフォームの構
築に注力しましょう。

スキルと 
行動

育成プログラムを強化する
危機の影響とAI/MLなどの技術の成熟により、小売業の従業員には相
当のスキルアップが必要とされます。育成に投資することは、従業員
や組織が未来に備える上でこれほど重要なことはありません。

優先順位のバランスをとる
今回の危機によって、共感力、エモーショナルインテリジェンス、倫
理的理由付けなどの「人間的」スキルが、顧客のロイヤリティと効果
的なチームワークを維持する上で重要な役割を果たしていることが示
されました。これらのスキルを開発することで、組織は新しい働き方
を受け入れ、社会的責任プログラムを強化 し、変化に対応すること
ができるようになります。

リーダー
シップ

自分のルールを作成する
誰しもあなたがすべての答えを持っているとは期待していませんが、
あなたはその方向を設定し、新しいルールを書くべきです。古い働き
方や時代遅れの戦略、レガシーシステムに足を引っ張られてはなりま
せん。ビジネスに望む未来を想像し、それに向かって働き始めましょ
う。

社会的責任を果たす
二酸化炭素の排出量の削減に努め、地域社会に協力するのと同様に、
これらは、正しいことをするというだけでなく、組織全体の人材の幅
を広げることでビジネスとしても理にかなっています。

パンデミック終息後の未
来に備えるには、これら
の要素への対策を講じる
必要があります。

働き方の未来—小売業10



 
 

新しい 
働き方

変化に反応するのではなく、変化をリードする
形成されつつあるさまざまな小売環境において、小売業者には、顧客
に商品を販売し、顧客とやり取りするための新しい方法を開発し、変
化するビジネス戦略をサポートできるように従業員を組織化する機会
があります。

周りを見渡し、他の人から学び、共に仕事をする
あなたの組織にどれだけ優れた者がいても、組織の外には必ずもっと 
多くの優秀な人がいます。小売業者は、デジタル時代に影響力を増し
ている業界を横断するエコシステムを受け入れなければなりません。

さらに詳しく
全体報告書 ウェビナーシリーズ

本調査ついての詳細は、
『働き方の未来』全体 
報告書をお読みください。

ウェビナーシリーズの 
「働き方の未来」も 
ご覧ください。
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https://enterprise.verizon.com/resources/ja/reports/future-of-work-reimagining-business-as-usual.pdf
https://www.brighttalk.com/summit/4709-work-2-0-technology-for-the-new-future-of-work/?utm_source=verizon-website&utm_medium=referral&utm_content=homePage&utm_campaign=summit
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