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TRAX の視点

消費財メーカーが商品棚の売上増を実現 
するために今すぐ実践すべき戦略
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市場における2大有名消費財メーカーがそれぞれ、フットボール シーズンを前に清涼飲料の新商品を発売したところ、 
これらの商品は、特徴がよく似ているうえ、価格も同等であるにもかかわらず、売上に差が現れました。売上が高かった方
の会社は、Trax が「施策卓越性の文化」と定義している事柄を実践しています。

この文化の中核を成すものは、次のようなシンプルな質問事項で体現されています。
• どのような方法で、ブランド戦略と店舗レベルの商品陳列を確実に整合させることができますか?
• 小売業者と買い物客には店舗レベルで自社ブランドにどのように接してほしいと考えていますか?
• 店頭での競争環境を効果的かつ効率的に分析するにはどうしたらよいですか?
• どのような方法でフィールド セールス担当者たちの生産性を上げ、かつフィールド セールス チームおよび商品棚を共有

する他のチーム間の相互作用を改善できますか? 

より強い施策卓越性文化を持つ一般消費財 (CPG) メーカーは、より的確に買い物客向け戦略を実践することができます。
つまり、マーチャンダイジング指示を作成するときは常に買い物客を念頭に置き、品切れ (OOS)、見つけにくい商品、間違っ
た価格などによるイライラを回避することが大切です。

しかし、ほとんどの大手消費財メーカーは、未だ商品棚の現状をよく把握できていません。一貫した在庫レベルや計画との
整合性を維持できなければ、すべてのカテゴリ、すべての国で CPG の売上が下がることになります。これは、店舗レベルの
施策が劣っているということではなく、ますます効率化するサプライ チェーンの進歩と歩調が合っていないことに起因して
います。

一方で、店舗状況の監視手段を持つメーカーは「追跡」的な思考から離れることができず、フィールド セールス担当者の訓
練や長期的実績の改善に不可欠な戦略的施策の面で遅れをとっています。

300 人のシニア CPG エグゼクティブを対象に調査したところ、回答者の 65% が、店舗施策と順守が不十分なために年間
売上の 1 ～ 5% が失われている可能性があるとの見解を示しています。

ごあいさつ

4 ～ 5% 5% 超 わからない1% 超 1 ～ 3%

38%

27%

15%
13%

7%

御社の見積もりでは、店舗施
策と順守が不十分なために年
間売上の何パーセントが失わ
れていますか?
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ごあいさつ

このホワイトペーパーでは、今日の CPG 業界における店舗施策と順守の現状 
を示し、この分野における今までにないような改善点を提案します。

商品棚の空きスペースと品切れ状態が定期的に発生すると答えた回答者の割合。さらに、
その大部分は、新商品の発売時に望ましいペースで棚に並べることができないとも感じて
います。70%

49%

商品棚の空きスペース 
と品切れ状態が今で
も定期的に発生する

商 品 を商 品 棚 に陳
列するタイミングが
遅れることが多い

マーチャンダイジング 
リセット手法の信頼性
が低い

プ ロ モ ー ション と 
ディスプレイの整合
性 が 店 頭 にお いて 
十分でない

70% 63% 44%
これを選択した回答者の割合 
(強く同意する、ある程度同意
する)

今日の消費財業界に以下の 
ギャップが存在することに、ど
の程度同意しますか?
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現状、小売環境は無秩序に近い状態です。いく通りの変動
要素が存在する上多くの場合、過労気味、またはあまり意
欲的でない人々によって、時代遅れで不適とも言えるプロ
セスに沿って管理されています。メーカーと小売業者が実
施を試みているプログラムの中には、20 年前と比較すると
改善されているものもありますが、実際の順守状況は未だ
理想とはかけ離れているのが現状です。

商品棚が未だに盲点になっている理由を理解するために、
まず、店内の状況がどのような方法で監視されているのか、
また一般的にどのような手法で店内データが収集される
のかを見ていきましょう。

弊社の調査では、回答者の 44% が、フィールド セールス担
当者、マーチャンダイザー、またはブローカーによって実施
される手作業での店舗監査にデータの収集を依存してい
ることがわかりました。同様に、売上 (スキャナー) データま
たはサプライ チェーン (請求書、注文書) データを使って施
策の質を評価するのが一般的であることも分かりました。 
また、回答者の 31% が、スキャニング レジと手作業での店
舗監査を何らかの形で組み合わせたシンジケート小売測
定データに依存しているということがこの調査から読み取
ることができました。

44% 43%

31%

17%

7% 5%

サードパーティ 
会社 (マーチャン
ダイザー、ブロー
カーなど) によっ
て実施される手

作業の監査

売上データまたは
サプライ チェーン 

データ (スキャナー 
データ、請求書、注
文書など) に基づ
いて予測します。

ベンダー (IRI や 
Nielsen など)  

から購入された
標本ベースの 

店舗観察データ

画像認識などの技
術を使用して商品
棚を監視している 
(Trax、Planorama 

など)

わからない/
不明

店舗施策
を測定し
ていない

昔ながらの測定手法を未だに多用しているエコシステム 
において、17% がコンピュータ ビジョン (CV) などの高度
な商品棚監視技術を使用していることは明るい兆候と
言えます。

現場データ収集の現状

御社では店舗施策と順守をど
のように測定していますか?

コンピュータ ビジョンの導入
コンピュータ ビジョンは、コンピュータをどのように利
用してデジタル画像から概要を理解できるかを扱う学
際的分野です。このアプローチでは、スマートフォンや
タブレットのカメラで、該当する商品棚エリアの写真を
何枚か撮ります。画像はクラウドベースのバックエンド 
プラットフォームに転送され、承認済みのプラノグラム
と比較されます。数分以内に、違いが強調表示された
差異レポートが販売担当者に送信されます。

コンピュータ ビジョンでどのように店内画像からデータが抽出さ
れるかを確認してください。
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現場データ収集の現状

サプライ チェーン データや PoS データだけでは
不十分な理由
既に CPG 企業は、店舗に何がいつ出荷されたかに関する
記録を保持しています。問題は、小売レベルでの消費者の
行動が出荷に反映されていないことです。物流センターか
ら商品棚に陳列されるまでには、さまざまな作業が発生す
るでしょう。

一方、POS データに依存している場合、ブランド側は、誤っ
た商品の陳列や空のスペース、品切れなどにより、潜在的
な買い物客を逃したり、売上にインパクトを与える問題をリ

アルタイムで把握することができません。さらに、2018 PoS 
Data Study によると、参加者の 82% が、POS システムに伴
う障害や問題を経験しており、大いに改善の余地があるこ
とが分かります。

手作業による監査の限界
手作業による監査は、依然としてコストと時間がかかるうえ
に不正確です。フィールド セールス チームは店舗の監査に
より多くの時間を割く反面、販売、マーチャンダイジング、関
係構築への注意がおろそかになっています。

ユース ケース
あるクライアントは、人工知能 (AI) ベースの画像認識技
術を利用して、手作業の監査に関連する問題を解決で
きました。この大手 CPG 企業のコマーシャル リーダー
シップ担当グローバル バイス プレジデントは次のよう
に語っています。「これまでは、小型の端末を抱えて店内
に入り、商品棚を入念にチェックしていましたが、これ
からは、商品棚にある飲料の写真を撮ると、それがサー
バーに送信され AI によって評価されます。写真認識技
術によって生成された在庫評価が店内の担当者に返送
され、それに基づいて変更が行われます。これにより、精
度が向上し、店内でのデータ収集時間が節約され、その
結果コストが大幅に削減されました。画像認識が導入

される前のプロセスでは、店舗あたり 10 ～ 100 ドルの
コストがかかっていましたが、現在では 1 ドルです。」

別のクライアントは、手動監査を画像認識に置き換える
ことにより、店舗監査時間を従来チャネルでは 20 分か
ら 2 分に、新規チャネルでは 45 分から 15 分に短縮しま
した。これにより出店範囲が 35 都市から 130 都市以上
に拡大し、毎月 28,000 店舗から 130,000 店舗への増加
につながりました。各企業は、出店範囲を拡大させなが
ら、品質と効率のバランスを取る方法を見つける必要が
あるのです。

画 像 認 識より
前 のプロ セス
では、店舗あた
り 10 ～ 100 ド
ル のコ ストが
か かって い ま 
した。今は 1 ド
ルです。

」

」
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同様に、棚割に関しては多くの場合、監査担当者の大ま
かな見積もりを基準としますが、極端なケースでは、マー
チャンダイザーが定規にてブランドが占有しているスペー
スを測定することもあります。この場合、人為的ミスが発生
する可能性が考えられ、見積もりが大まかであることから、
結果得られるデータは不正確かつ非効率的なものです。 
棚割の見積もりには、他のどの監査ステップよりもはるか
に長い時間を費やします。

画像認識は、競合他社の商品を含む商品棚のすべての商
品を識別し棚割を計算します。ある世界的な FMCG メー
カーは、手作業で測定された棚割と IR で測定された棚
割を比較し、平均で 18% の差異があることに気付きまし
た。同クライアントの韓国支社では、この KPI の測定にかか
る時間を 20 分から 1 分未満に短縮させることに成功しま
した。

品切れと棚割の従来の評価方法

 方法 1: 

監査担当者が手作業で在庫をカウントし、購
入記録を使ってチャネル別の売上、数量、価
格、配分を決定します。
この方法は、空のスペースが別の SKU （商品） 
によって埋められた場合、不正確になります。

 方法 2: 

売上データを使用して、どの商品が OOS （在
庫切れ） であるかを推定します (ある商品が売
れない場合、OOS と想定されます)。
この方法は、その他の状況を考慮に入れてお
らず、売上損失の原因になりかねません。

  
 
画像認識 (IR) 方法: 
IR は商品棚上のすべての商品を識別して、そ
れをプラノグラムと比較し、SKU の欠落や配置
ミスがないか確認します。

IR は空きスペースを検出し、プラノグラムに基
づいて、OOS パーセンテージとそのスペースに
配置すべき商品を特定して報告することがで
きます。

また IR は、他のデータ収集方法よりも高速で
データを配信するため、在庫切れの問題に迅
速に対応することを可能にします。

現場データ収集の現状
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究極の理想: 
正確、短時間で集積されたスケーリング容易な店内データ
ブランドの商品棚を設定する現場施策担当者は、数週間ご
とに平均 45 ～ 60 分間のみ店舗を訪問し、何千もの SKU 
を担当しています。SKU の非順守状況を体系的かつ一貫し
て検出して報告する彼らの能力には、本質的に限界があり
ます。

弊社の調査で、店舗施策データの収集において以下の課
題を特定することができました。多くの場合、ブランドが受
信するデータは時間が経っているために現状を示しておら
ず、問題を解決する時機を逸しています。実際に回答者の 
27% が店内状況に関するリアルタイム可視化が欠如してい
ると述べています。また、さらに回答者の 23% は、信頼でき

る測定システムと報告システムの欠如が今日の店舗施策
の主な課題になっていると述べています。

データ品質を向上させ、そのためにはさらに粒度を上げる
必要がありますが、回答者の16％がこれを主要課題と指摘
しています。施策データに関して言えば、従来の方法では、
正しい幅や深さが提供されず、たとえば、すべての店舗の商
品棚で各 SKU がどのように消費されているかを確実に把
握する効果的な方法がありません。この貧弱なデータ品質
の問題は、特に中国やブラジルなどの発展途上市場の回答
者によって指摘されています。

信頼できる 
迅速な測定/ 
報告システム

の欠如

店舗レベルと  
SKU レベルでの 

データ品質と 
粒度の欠如

その他 わからない/ 
不明

現場データ収集の現状

23%

27%

16%

10%

店内状況に
関するリアル
タイム可視化

の欠如

今日の店舗施策データとその
取得方法に関して、主にどんな
問題に直面していますか?

24%
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データ リーセンシーの重要性をさらに明らかにする弊社
の調査では、回答者の 3 人に 1 人が店舗状況に関する情
報をリアルタイムで受け取りたいと考えています。このこと
は、特に英国と中国で顕著にあらわれていますが、多くの担
当者は、最低でも 1 日 1 回、または週 1 回程度でのデータ
の受信で良いと考えています。さまざまなカテゴリの回答
から判断すると、家庭用品セクターに従事している回答者
の 46%、また美容/健康セクターを運営している回答者の 

50% がリアルタイム での受信に強い嗜好を示しているの
に対して、食料品/飲料カテゴリの回答者は、毎日または毎
週の更新でもよいと回答しています。

どこに問題があるかを理解し、問題の大きさを定量化し、 
また最も重要な点として、問題が売上に与える影響を特定
して緩和するには、正確で質の高いデータが迅速に適切な
人物に提供されることが不可欠です。

ユース ケース

ブラジルのある飲料メーカーでは、従来の店舗施策方法
が効率よく機能していませんでした。プロセスに含まれ
る繰り返し工程が多すぎて現場チームとオフィス チーム
が密接に連携できず、そのために多くの時間が浪費され
ていました。是正措置が実施されず、時間がかかりすぎ
たために、季節やプロモーション期間に合わせて修正す
ることが困難になっていました。主観的な現場データを
検証する方法がなかったため、この会社では、店舗では
なく倉庫への出荷量に基づいて販売担当者に対価を払
い続けていましたが、コンピュータ ビジョンを利用した
小売施策ソリューションを活用することにより、商品棚画
像の取り込みからわずか数分で、現場チームは明確な
マーチャンダイジング指示と販売指示の受取が可能と
なり、アカウント エグゼクティブ、マーケティング責任者、 

セールス マネージャーなどの非モバイル ユーザーは、 
サマリー レポートを閲覧したり、画像にアクセスして実
際の店頭状況を確認することが可能となりました。

この客観性と透明性に優れた方法により、クライアント
は、販売担当者と販売業者の対価を施策の品質に直接
結び付けることができるようになりました。

1 日 1 回

現場データ収集の現状

店舗施策の改善のために店舗
状況に関する情報を受け取り
たい最適な頻度はどのくらいで 
すか?

リアルタイム (欠品
や新商品などに関
するインスタント ア
ラート)

34%

27%

26%
週 1 回

8%
月 1 回

2% 1%
四半期に 1 回 年 2 回
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小売施策は主に販売戦略のためのものですが、店内データ
が他のグループに与える価値と影響も重視する必要があり 
ます。カテゴリ マネージメント、スペース プランニング、 
ブランド マネージメント、ナショナル キー アカウント、フィー
ルド セールスの各チームは、店内データに関する独自の 
目標と要件があり、あるチームにとって重要なことが、商品
棚施策で他のチームの助けになる場合もあります。

弊社の調査では、CPG チームの多くが、小売ブランドの商品
棚陳列全体に対する戦略的責任を負っている人物は誰かと
尋ねられたときにお互いを指すことがわかりました。実際に
は、所有権はますます共有されてきているようです。

ただしプレーヤーたちは同じ標準、成績表、ダッシュボー
ドを共有していないため、あるチームにとって「OK」でも他
のチームにとっては「OK」でなかったり、あるチームが知る
べき重要なことが他のチームにとっては知っていたらうれし
い程度のものだったりするのです。

より広い利益につながるデータ

スペース プランニング
カテゴリ チームが行った調査
に基づき、プラノグラムとフ
ロア マップを作成します。

ブランド マネージメント
消費者需要の傾向とカテ
ゴリ目標を把握している
必要があります。

カテゴリ マネージメント
競合他社の業績を含め、カテゴリ
全体を完全に把握している必要
があります。

ナショナル キー アカウント
各小売店の売上を予測し、小売
店との会話を促進するための分
析情報にすばやくアクセスでき
る必要があります。

フィールド セールスとマーチャンダ
イジング
適切な商品棚マーチャンダイジング
を使用してブランド戦略のラスト 
マイル施策を提供し、アップセリング
の機会を模索します。
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11徹底した店舗施策 

より広い利益につながるデータ

49%
43%

26%

12%
5% 3%

販売/コマー
シャル エクセ
レンス チーム

マーケティング  
チーム

カテゴリ  
マネージメント  

チーム

サードパーティ  
(販売業者、ブローカー、
マーチャンダイジング 

サービス組織)

その他 わからない/
不明

適切な商品棚戦略の策定と実施に関して言えば、企業は、
販売チーム、マーケティング チーム、およびカテゴリ マネー
ジメント チームに共通のプラットフォームを必要としていま
す。適切な商品を最も最適な方法ですべての店舗に供給す
るには、店舗の現状を示す信頼できるシングルソースが存
在する必要があります。

各チームに適切なデータを供給できる可能性について、弊
社の調査は悲観的展望を示しています。回答者の 62% が、
商品棚の状態の継続的可視化とインテリジェンスが欠如
しているため、戦略的ビジネス決定を下すための判断が大
きく阻害されていると感じています。また、回答者の 47% 
が、この問題に頻繁に直面していると回答しています。

重大さの 頻度

65
%

49
%

62
%

47
%

57
%

43
%

56
%

45
%

55
%

35
%

OOS による 
機会損失売上

戦略的ビジネス 
決定を下すための

データの欠如

表示の不足によ
る機会損失売上

販売員の有効性を測定
するデータの欠如

不適切な商品棚 
陳列によるブランド  
ロイヤルティ損失

店内ブランドの商品棚陳列全
体に対する戦略的責任を負っ
ているのは誰ですか?

1. 御社にとってこの問題はどの
程度重大ですか?

2. 御社はこの問題にどのくらい
の頻度で直面していますか?
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12徹底した店舗施策 

ユース ケース

英国の大手 CPG で販売員自動化ソリューションの実
装を担当しているビジネス ソリューション スペシャリス
トは、社内チームとコンピュータ ビジョン技術の最初の
デモを確認した後で次のように述べました。

「ほとんどの担当者が、CV によって監査が迅速化かつ
効率化する事実を知っていますが、彼らにとっての課題
は、その他に何が実現可能か、またそれに付随する付加
価値があるかを予見することです。たとえば担当者がデ
スクに居ながらにしてデータを確認することができた場
合、その情報を使って何ができるか、また CV を使わずに
担当者を現場に在席させた場合と比較してどのような
違いがあるか、です。

彼らはより多くの品切れ商品に気付くことが出来るでしょ
うか? また、それは従来と比較してどのくらい多いでしょ
うか? 彼らは競合メーカーに起因する損失や利益の情
報を得てより適切に棚割を増やしたり維持管理したりで
きるでしょうか? 社内で他にどのようなチームがその情
報を使用できるのでしょうか? 彼らはその情報を使って

何ができるのでしょうか、また、そうすることでどのような
違いが生じるのでしょうか?」

ソリューションを 6 か月間採用した結果、上記質問の全
てをクリアにすることができました。まず、現場チームが
店舗あたりで毎月 OOS と SOS の測定に費やした時間
は 50% 削減され、次に、データを利用して特定のカテ
ゴリ内のギャップやキャパシティ エラーなど、店舗レベ
ルの問題領域を特定して解決することが出来ました。
結果として OSA が改善し、フェーシングとキャパシティ
が増加したことに加え、より適切なデータが得られ、レ
ポート機能が向上したことにより、職務を越えたコラボ
レーションの強化を可能にしました。カスタマー ビジネ
ス チームは、クライアントの店舗を通路レベルで把握す
ることができ、カテゴリ マネージメント チームは、配分と
棚割に関する詳細な分析情報によって戦略を絞り込む
ことができ、サプライ チェーン チームは、EPOS を使った
施策データとサプライ チェーン データを組み合わせる
ことで配分の問題を解決することに成功しました。

より広い利益につながるデータ
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13徹底した店舗施策 

商品棚のスペースの奪い合いは激しさを増しており、消費
者は常に変化を望んでいることもあり、マーチャンダイジン
グと販売に関するフリーサイズ アプローチはもはや機能し
ません。小売業者とメーカーは、セグメント化され、厳選さ
れたショッピング体験をしていただくことで収益を高めるこ
とに重点を置いています。
カテゴリ レビューはもはや、単に新商品を審査するだけの
ものではなく、これはカテゴリ キャプテンにとって、最も利
益を生むマーチャンダイジング戦略を共同で策定し、「市
場に入り込む」新しい方法を見つける機会になります。 
ある大手飲料メーカーは、以下の組み合わせに基づいて、
互いに類似する顧客プロファイルをクラスター化してい 
ます。

• 買い物客の変数: 社会経済レベル、人口密度、人口プロ
ファイル/人種、消費機会、一日の時刻、相互購入など

• 顧客の変数: 地理的位置、チャネル、販売可能量、競争 
など

アウトプットは、いくつかのクラスターに関する「成功の 
イメージ」です。CPG カテゴリ キャプテンは、小売業者の 
スペース プランニング チームと連携して、小売業者の  
1 カテゴリあたり最大 10 個のプラノグラムを作成します。 
サブカテゴリ、店舗タイプ (新規/従来チャネル)、場所 (常
温と冷蔵/冷凍)、什器サイズ、および商品棚ユニットのバ 
リエーションごとに各 1 つずつです。

開始点
広範囲

すべての場所にすべてのものがある
• すべての販売経路が同じ 
• すべての販売経路の買い物客と機会が 

同じ
• すべての販売経路の商品群を同じにする

必要がある
• すべての販売経路の POI が同じ

終了点
セグメント化され

それぞれの場所に最適なねりがある
• 販売経路ごとに独特のプロファイル
• さまざまな買い物客のニーズと好み

が異なる
• 買い物客と機会に基づく商品ターゲ 

ティング
• マーチャンダイズ可能な相違

どんな相違を 
実装することで 
増収につなが 

りますか?

理想の店舗に向けて
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完璧な店舗に向けて

主要な買い物客 
セグメント

コンビニエンス小売お茶ブランドの生産性

SKU 1 SKU 2 SKU 3 SKU 4

これにより、既に複雑になっている店舗施策プロセスがさらに複雑になります。正確かつ最新の店内データに加え、ブランド
側には、商業上の主要部分おいて、より広範囲かつより深度の高い可視性と測定能力が必要となります。
弊社の調査では、各シーンでの追跡結果に満足していると答えた回答者の割合は 54% 以下でした。面白いことに、可視
化の問題は、ブラジルや中国などの発展途上市場よりも先進国市場の方が顕著にあらわれています。美容/健康カテゴリ
の回答者は、場所の追跡に特に満足していたのに対して、家庭用品カテゴリの回答者は、価格の追跡品質を非常に良いと
評価していました。

これを選択した回答者の割合 
(強く同意する、ある程度同意
する)

47%
プレゼンス（商品の存在）:
配分、商品棚在庫率、品切
れ、空のスペース (穴)

51%
価格:
記載価格 - 表示価格の順
守、商品棚タグの有無

54%
場所:
店内の場所、商品棚におけ
る配置 (アイ レベル、トップ 
レベルなど)

48%
プロモーション:
目立つ場所の陳列棚、宣
伝する商品の在庫、POS

47%
仕分け:
中心的品揃え、プラノグラム
順守

37%
隣接性:
カテゴリ隣接性、競合他社
隣接性

ブルー カラー - 一般市場
51%

SKU 1 SKU 3 SKU 2 SKU 4
ブルー カラー - スペイン 
語系アメリカ人

11%

SKU 3 SKU 1 SKU 2 SKU 4
ブルー カラー - アフリカ
系アメリカ人

11%

ホワイト カラー
7%

SKU 1 SKU 2 SKU 3 SKU 4

SKU 1 SKU 3 SKU 2 SKU 410 代/ヤング アダルト
13%

御社におけるこれらの店舗施
策実施エリアでの現在の追跡
品質をどのように評価します
か?
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買い物客の決定に影響する要因
AI とコンピュータ ビジョンに基づくソリューションがどのようにメーカーのデータを強固なものとし、適切なビジネス決定
を下すうえで役立っているかを見て行きましょう。

商品が存在すること

過去 20 年間の小売の品切れ率は 8% でした。品切れの 50% 以上は、上流のサプライ チェーンの問題ではなく、商品棚
施策の欠陥が原因です。弊社の調査では、「プレゼンス」つまり商品が存在することが最も重要な店舗施策領域であるとさ
れ、29% の票を獲得しました。

ユース ケース
今日、各メーカーは、何を売ったか、何を出荷したか、どんな在庫レベルが適切かを把握しています。個別の店舗に
関するこれらの項目に注目すると、利用可能なデータが限られている場合は、商品棚の現状を十分に把握できず、
その多くがベストな商品棚状況に見えてしまいます。たとえば、上の 2 つの店舗の在庫が似ているように見えていま
した。

セールス 在庫 分類
(根本原因) 推奨アクション

高     高 最適 何もしない、または在庫を減らす
高 高
高 低 最適 何もしない、または在庫を増やす
高 低
低 高 陳腐 宣伝を増やす、またはフェーシングを減らす
低 高
低 低 陳腐 仕分けを変更する
低 低

しかし、コンピュータ ビジョンが生成する店内データの階層化によって全体像が得られ、真の店内状況の把握に必
要なデータ ギャップが埋まり、最適な商品棚在庫率を目指すとどのようなことが実行できるかが明らかになります。
現在、2 番目の店舗で商品棚在庫率が低いという問題が発生しています。これは、まさに機会損失売上を意味し、売
上データと在庫データを組み合わせることで、店舗の労働力と商品棚の保持力のいずれかの問題が浮き彫りにな
ります。

この詳細なビューを備えたブランドは、より戦略的な対話で小売パートナーを惹き付け、これらの問題に共同で取り
組み、双方に利益をもたらし売上増の実現を可能とします。

セールス 在庫 OSA 分類
(根本原因) 推奨アクション

高     高 高 最適 何もしない、または在庫を減らす

高 高 低 損失額 (ドル) - 労働力または保持力 小売リソースを絞り込む、フェーシング販売
を増やす、表示を増やす

高 低 高 最適 何もしない、または在庫を増やす
高 低 低 損失額 (ドル) - 不十分な予測 予測精度を高める
低 高 高 陳腐 宣伝を増やす、またはフェーシングを減らす

低 高 低 パフォーマンスの低い商品 - 実際には
存在しない在庫の可能性 手作業で数えて在庫を確認する

低 低 高 陳腐 仕分けを変更する

低 低 低 パフォーマンスの低い商品 - 潜在的な
在庫の問題 予測精度を高める、または断念する

完璧な店舗に向けて
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16徹底した店舗施策 

仕分けと配置

明らかに新商品とプラノグラム リセットは、施策が正しければ恩恵をもたらし続けます。ただし、プラノグラム順守は、小売
コンテキストで測定するのが特に困難な項目の 1 つです。これを順守しない場合、在庫のひずみや空きスペースの未活用
の結果として、売上に直接影響することが証明されています。P&G 社が出資した調査では、プラノグラム順守が 10% 変化
すると品切れレベルが 1% 変化し、その結果、販売が 0.5% 減少することがわかりました。

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
冷蔵庫 クーラー ラック BevAisle クーラー ラック 環境 冷たい

スペース

現在の取引
(CV S/ガソリン)

現在の取引
(SMH)

従来の取引  
(MP)

炭酸飲料 ジュース お茶 水

ユース ケース
オーストラリアのある大手飲料メーカーは、ある都市でその商品が占める商品棚スペースを直線で表した 65 km 
のうち、空のスペースのせいで 4 km が未活用であることを発見しました。コンピュータ ビジョンによる小売施策ソ
リューションを利用することでこのクライアントは、商品棚の利用率が低い店内の場所を特定し、これにより重大な
順守ギャップを埋め、マーチャンダイジング施策の改善を実現し、今やお茶カテゴリで競合他社を凌駕しています。

アイソトニック

高度なデータ サイエンス技術により、仕分けおよび商品配置戦略のレベルが上がります。 
EPOS データと商品配置情報により、CPG と小売業者は配置戦略を抜本的に見直し、成長を促すことができます。

完璧な店舗に向けて
空

き
ス

ペ
ー

ス
の

数
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価格順守とプロモーション活性化 

弊社の調査では回答者の 44% が、店内プロモーションと価格表示の順守が不十分であると回答しています。価格とプロ
モーションの順守は、商品棚在庫率に次ぐ重要なポイントです。

適切な商品

• プロモーション対象の商品の在庫
は十分ですか?

• 数量は適切ですか?
• 商品は消費者から見えるように適

切に配置されていますか?

適切な表示

• 店頭プロモーションの告知に適切な
販促品が掲示されていますか?

• 表示は正しい場所にありますか (レー
ストラックやエンドキャップの上など)?

適切な価格

• 表示されている価格は適切で 
すか?

• 値札が紛失していませんか?

BCG レポートによれば、20 ～ 50% のプロモーションが明確に売上増につながらず、さらに悪い場合は、悪影響を及ぼしてい
ます。さらに 20 ～ 30% は、プロモーション コストをカバーできるほど十分な売上増を達成できず、利益を薄くしています。

ユース ケース

米国のビール市場に関する 2018 年の Trax-Nielsen 調
査によると、コンピュータ ビジョンを活用して、ビール カ
テゴリにおける店内マーケティングに関するいくつかの
興味深い分析結果が得られました。その結果によると、
Bud Light、Bud and Coors Light、Miller Light、Corona 
Extra などの大手ブランドは、その年の上半期 6 か月
間に 30% を超える販売経路で表示されており、中小ブ
ランドは表示シェアの 67.6% を占めていることが分か
りました。

さらにメーカーはその分析結果を次のレベルに活かす
ことで、小売業者または店舗レベルでの自社の POS 活

動への影響を確認する
ことができます。たとえ
ばある大手メーカーは、
小売業者 A で POS 項目
が現 在 不 足しているこ
とを発見しました。この情報を保持することができなけ
れば、すべての小売業者の販売促進項目と表示を増や
すことを選択していたかもしれませんが、分析情報を活
用して彼らのイニシアチブをより効率的かつ効果的に絞
り込むことができます。

競合他社との隣接性 

多くのメーカーは、競合他社を監視することに強い関心を持っています。弊社の調査では回答者の 48% が、多数店舗と
チャネル商品棚での競合他社の実績を定期的に追跡していると回答しています。ただし従来の監査方法で得た情報は、AI 
とコンピュータビジョン技術を駆使して得た、実用的かつ競争力のある分析情報に比べるとかなり貧弱なデータと言える
でしょう。

ユース ケース

ある大手飲料メーカーは、自社の
市場勢力図と、販売経路のカテゴ
リ マッピングを把握したいと考えて
おり、AI を活用することで、このメー
カーはジュース、アイソトニック、お
よび水のカテゴリで競合他社を上
回る大きなチャンスを掴むことが出

来ました。事実、競合ブランドのい
る現在の販路の 16% で、このメー
カーの水が販売されていませんで
したが、これらのカテゴリのギャッ
プを 50% 埋めることにより、この
メーカーは収益を 466,000 ドル増
やすことに成功しました。

完璧な店舗に向けて
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さまざまなメーカーは、明確な意図を持ってこれらの高度な技術を使用しています。弊社の調査の回答者の 79% が、今後  
1 ～ 3 年以内にリアルタイム店内監視ソリューションを設置または導入すると回答しています。

当然のことながら、回答者の 40% は、AI を活用して増分売上を増やしたいと答えています。販売チームにいかに過剰な負
荷がかかっているか企業が気付き始めた今、彼らの生産性を向上させることで望ましい成果も得ることが可能となります。
また、20% 以上の企業においては、AI 技術に投資することで分析能力を強化するでしょう。これには、競合他社に対する分
析情報の改善や、売上向上につながる主な店内要因の特定が含まれます。

40%

39%

21%

増分売上を増やす
在庫分配/フェーシングを増や
す、取引プロモーションとプラ
ノグラム順守を改善する

販売員の生産性を向上させる
顧客が訪問する店舗/通路を
増やす、手作業の監査に費や
す時間を減らす、販売担当者/
販売業者の対話を増やす

データを使用してより適切な
商品棚戦略を策定する
競合他社をより深く理解する、
商品棚状況が売上に与える影
響を分析する、小売パートナー
との関係を改善する

結論

アクション可能な店舗分析情
報を 1 時間以内に提供してく
れる会社/サービスがあれば、
御社は、この種の資産をいつ
活用するようになると思いま
すか?

店舗データ収集を自動化し、
店 舗 状 況 に 関するより良 い
インテリジェンスを提供してく
れる技術を利用できるとした
ら、御社は次のどの成果を特
に期待しますか?

14%

34%
24%

7%

長期**

中期*

ただちに

既に検討している

わからない

* 2 ～ 3 年後、手頃な価格になり
実績も示されてから
** 当面は導入を考えていない

21%
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19徹底した店舗施策 

今日の技術主導の市場崩壊により、ほぼすべての業種にお
いて大きな変革を強いられており、これは、これまで変革を
望んでこなかったセクターである小売業においても例外で
はありません。ただ、各種メーカーが従来の施策方法から
脱却する必要性を認め、新しいソリューションの探求に明
確な興味を示していることは良い側面と言えるでしょう。

企業は、自社商品、他社商品に関わらず、商品棚全体の現
状を包括的かつ詳細に理解できるソリューションを探して
います。変革の一歩先をリードしているメーカーは、適切な
チームが適切な時期に規模を拡大してこれらのデータに
アクセスできるようにすることで、ビジネスを変革できるこ
とを示しています。

ただし、すべてのメーカーが同じ採用段階にあるわけでは
ありません。まだ入り口にいて、画像認識ツールを全く使用
せず、手動監査方法に苦労しているメーカーもあれば、採
用の初期段階にいて、OOS や画像認識を使用した棚割な
どの施策要素を追跡しているメーカーもあります。さらに、
AI とコンピュータ ビジョンの潜在能力を最大限に引き出
し、それを活かすことで、市場、カテゴリ、顧客、競合他社、
買い物客に関する高度なインテリジェンスを得ているメー
カーもあります。すべてのメーカーの目的は、この成熟曲線
の終端に達し、実現可能な限界を技術によって押し上げる
ことです。

結論

商品棚の現状を把握す
るために、手作業による
監査または別のツール
やデータ ソースに依存
する

基本

中間

高度

多数の実施要素がコン
ピュータ ビジョンに統合
されている
• OOS
• SOS
• 契約順守
• RED

コンピュータ ビジョンを介し
た高度なインテリジェンス
• 市場シェア
• カテゴリ マネージメント
• 買い物客マーケティング
• 分析

小売施策成熟度

ビ
ジ

ネ
ス

価
値
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20徹底した店舗施策 

Trax は、小売施策向けのコンピュータ ビジョン技術におけるイノベーションの最前線を担っています。弊社のポートフォリ
オは、商品棚監視を初めて使用するメーカーから、商品棚インテリジェンスを使って施策卓越性文化を構築し、継続的に
商品棚の売上増を実現しているメーカーまで、さまざまな CPG メーカーのニーズに応えるように構築されています。

詳細については、弊社までお問い合わせください。

付録 

データ サイエンスと
商品棚戦略

市場測定

店舗施策と店舗管理

データ取得と認識

著者

Traxコンピュータ ビジョン プラットフォーム

きめの細かい
認識エンジン

データ品質 
エンジン

スティッチング エンジンと
ジオメトリ エンジン

著者
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21徹底した店舗施策 

Trax は、2018 年 9 月に実施した調査結果を経て、消費財
業界にとっての商品棚の健全性の重要性を理解すること
が出来ました。それには今日、業界が抱える商品棚の健全
性を支える基本的要素の最適化における課題、その最適化
が適切に処理されなかった際の影響度合、またそれに対す
る現在の取り組み方、および AI とコンピュータ ビジョンを
活用した高度なソリューションに対する興味と意欲などの
点が含まれます。

回答者中 304 人が、英語と現地語（必要に応じて）でのオン
ライン インタビューを介しこの調査にご参加いただきまし
た。今回調査にご協力頂きました皆様は、米国、英国、オース
トラリア、ブラジル、および中国の5 か国にて、年間売上高が 
1 億ドルを超える世界的大手消費財メーカーに在籍中の販
売部門、マーケティング部門、またはカテゴリ マネージメン
ト部門に所属しているプロフェッショナルの方々です。

おわりに
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22徹底した店舗施策 

Trax について
Trax は、小売店向けのコンピュータ ビジョン ソリューションの世界的トップ企業であり、Deloitte の Technology Fast 500 リストで 
Fastest Growing Companies の上位 25 位に入っています。また、より厳格な店内の施策管理を実現し、店舗施策ツール、市場測定
サービス、およびデータ サイセンスから得られた競争力のある分析情報を活用してあらゆる販売機会で収益を挙げることができるよう
に支援します。そのために Trax は、スマートフォンやタブレットを使って実用的な商品棚分析をリアルタイムで入手します。50 か国以上
に 175 社以上のクライアントがいます。Coca-Cola、AB InBev、Nestle、Henkel、PepsiCo などのトップ ブランドが Trax をグローバルに
活用して店舗施策を管理し、商品棚での収益を高めています。Trax は、シンガポールに本社を構え、世界中にオフィスがあります。Trax 
の詳細については、www.traxretail.com にアクセスしてください。

著者
Manu Krishna、アソシエイト ディレクター、Trax のマーケティング部門 (manu@traxretail.com)

www.linkedin.com/company/trax-retail

www.twitter.com/TraxRetail

www.facebook.com/TraxRetailTech
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