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歴史を通じて、危機と不確実性は新しいイノ
ベーションを生み出し、人々にとって最も重
要な物事に対する見方を変えてきた。1918

年のスペイン風邪のパンデミックでは、電話が非常
に普及したため、人力の交換オペレーターはその波
についていくことができなかった1。冷戦時代には、ベ
トナム戦争が「世界で初めてテレビ放映された戦争」
となった当時、家庭でのテレビの台頭が人々の戦争
の受け止め方に直接影響を与えた2。最近では、気
候変動とジェンダーの平等に関する問題が話題の中
心になっていることに伴い、人々の企業への要求が
高まっている3。

今日、私たちは不確実性が混ざり合う現実に直面し
ており、世界中で答えを求めている。パンデミックが
遍在し、ソーシャルディスタンスの確保が急速に規範

となった世界では、人と交流する新しい方法を見つ
けなければならなかった。人々は安全かつ生産的に
仕事をするために、勤務形態を再設計しなければな
らず、食料品の購入、外食、教育、医療は根本的に
変化した。これらの変化と並行し、制度的差別の問
題が顕在化するにつれて、私たちは自分たちの価値
観と人間であることの意味について、再度考え直さ
ざるを得なくなった。

人々や企業から政府に至るまで、すべてのものがこ
の新しい世界を導く新たな方法を見つける必要が
あった。そして、このトレンドレポートにおいても同様
のことが当てはまる。世界が軸を変え、依然として予
測不可能な変化を続けている中で、グローバルマー
ケティング動向の示唆をどのようにして明らかにし、
議論していくべきなのだろうか。

不透明な時代にあって、人々は皆、助けを求めている。人と人との新しいつながりを差し迫って必要としており、
それに応えられる企業を求めている。2021 Global Marketing Trendsは、企業が不確実性の壁を突破し、
誰もが望んでいるつながりを創り出し、強化するのに役立つものである。

はじめに
2021 Global Marketing Trends： 
不確実性に焦点を当てる

2021 Global Marketing Trends 調査
世界が急速に変化する中で、消費者や経営者が新しい環境にどのように対応しているかを理解するために、
進化している環境をより深く掘り下げていく必要がある。これを念頭に、2021年のGlobal Marketing 
Trendsの各章に関連する情報を得るため、2つの調査を実施した。

「2021 Global Marketing Trendsコンシューマーサーベイ」は2020年4月、18歳以上の世界の消
費者2,447人を対象に実施された。この調査は、米国、英国、メキシコ、中国、南アフリカ、カタール、アラ
ブ首長国連邦、サウジアラビア王国で実施された。

「2021 Global Marketing Trends CxOサーベイ」は、2020年5月、グローバル企業の米国の経営
幹部405名を対象に実施された。本調査では、CEO、CIO/CTO、CMO、CFO、およびCHROに対し、
COVID-19への対応に関連する様々なテーマについて考えを尋ねた。
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出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図1

すべての経営幹部の自信が著しく低下
自信を持っている経営幹部の割合

2019年　　2020年 （COVID-19以降）

CEO

55%
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COO

2%
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CMO

3%
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CFO
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10%

この疑問に答えるために、私たちは、人々やブランド
がパンデミックにどのように対応したか、そしてなぜ
一部のブランドがこのような激動の時代においても
繁栄できているのか、という最も重要なことについて
より深く理解するために、包括的なジャーニーを作成
した。今年が２回目となる本レポートでは、主題に関
する専門知識、現場の声、および2つの包括的な調査
（1つは消費者を対象としたもの、もう1つは経営幹
部を対象としたもの）を組み合わせ、ノイズを除去し
た上で変化のシグナルを捉えている（詳細は巻末の
「2021 Global Marketing Trends 調査」参照）。

私たちの調査では、経営幹部の間でさえ不確実な将
来へのプレッシャーを感じていることが明らかになっ
た。たとえば、18カ月前、経営幹部が同僚に影響を
与えて戦略的なインパクトを起こすことができるかど
うかを調査した4。2020年5月に同じ質問を405人
の経営幹部にしたところ、経営陣の自信が全体的に
急激に低下していることが分かった（図1）。

対処方法がわからない局面では、多くの場合、人々
は最も基本的な本能に突き動かされ、人とのつなが

りや成長よりも生き残りを優先する。経営幹部に対
し、パンデミックへの対応においてどのような成果を
達成したいかを尋ねたところ、大多数は、顧客エン
ゲージメントの強化、人財の維持、社会に対する自
社の影響力の増大など、人間中心の取り組みよりも、
効率性と生産性の向上を優先した。そして、このよう
にストレスが大きく確実性の低い今日においては、収
益向上や業界変革を考えていた人はほとんどいな
かった。

助けを求める声に応える
もちろん、これは前例がないあるいは予期せぬ行動
ではないが、消費者に調査を行ったところ、時代が
厳しくなるにつれて、よく使うブランドに対してより多
くのことを期待していることがわかっている。消費者
調査からは下記の様な示唆が得られた。

• 約5人のうち4人が、ブランドがパンデミックに対
してポジティブに対処したと回答し、5人に1人
が、それによりブランド・ロイヤルティの向上につ
ながったと強く感じた。
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• 反対に、ブランドが自社の利益のために作用して
いると感じたことに気づいた人の25%以上が、
そのブランドを離れた。

• 70%以上の回答者が、他人とのつながりを深め
るデジタル・ソリューションを重視すると回答し、
63%の回答者はパンデミックが収束した後も、
パンデミック前よりもデジタルテクノロジーに依
存するだろうと考えている。

• 回答者の58%は、需要を満たせるように、すぐに
方針転換したブランドを少なくとも1つ思い起こ
すことができた。また、82%は、このことがブラン
ドとの取引を増やすことにつながったと回答した。

これらの結果を並行して分析すると、非常に明確な
メッセージが得られる。つまり、このような不確実な
時代において人々は助けを求め、今最も差し迫った
ニーズを満たすことのできるブランド、とりわけ人と
人との間のつながりを強化するブランドを選択する。

このような考えのもと、経営幹部がこの不確実性の
壁を突破し、従業員を導く行動をとるために、7つの
トレンドを作成した。これらのトレンドは、リーダーが
顧客のニーズを明らかにしながら対応することを可
能にし、変化するニーズに合わせてビジネスモデル
を方針転換し、私たちが望む人間同士のつながりを
育むことを可能にする。

7つのトレンドを解明
2021 Global Marketing Trendsの各章には、人
間のニーズをより包括的かつ真正面から満たすため
に、自己防衛的になりがちなマインドセットから脱却
するという共通のテーマがある。

トレンドレポートの冒頭となるパーパス（Purpose）
では、最も激動する時代においても繁栄するために
必要な基盤を確立する。そのためには、組織は、自
身の組織がなぜ存在し、誰に対してサービスを提供

するためにあるのかを、深く整理する必要がある。

アジャイル（Agility）では、ステークホルダーのニー
ズが明らかになった際、いかに迅速に組織のパーパ
スを実現するためには、どのような組織構造が最善
かを検討する。

HX ～人間としての経験～（Human Experience）
では、顧客、従業員、ビジネス・パートナーの経験
を向上させるために、組織がどのようにして効率優
先の考え方から脱却できるかを探る。

信頼（Trust）では、ブランドの説明責任を確保し、
ブランドが伝えるメッセージとそのブランドが提供す
る体験に合致していることを確実にするための手段
を提供する。

参加（Participation）では、顧客主導のイノベー
ションとアドボカシーを通じて顧客のエンゲージメン
ト戦略を強化するために、世界有数の企業がいかに
して顧客のパッションを利用しているかを明らかにす
るために、詳細な消費者調査を活用した。

融合（Fusion）では、世界有数のクリエイティブ企
業が、どのように新しいパートナーシップ、顧客のア
イデア、デジタルエコシステムの融合を通じ、自社の
自己防衛的な考え方を克服し、まったく新しいソ
リューションを生み出したのかに焦点を当てている。

人財（Talent）では、最も厳しい時代においても、
マーケティングがいかにして自社の人財を競争力の
ある差別化要素へと引き上げることができるかとい
う観点を紹介している。

これらのトレンドは、将来がどうなるかを予測するも
のではないが、差し迫った課題に対し、自社の顧客、
従業員、社会を支援するための道筋を示すことがで
きるかもしれない。
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自身がなぜ存在するのか、
誰のために作られたのかを
知っている組織こそ、不確実性を
ナビゲートする力をもっている。

パーパス
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世界は今世紀最悪の危機の1つである
COVID-19のパンデミックを経験しており、
事態の修復や社会的、経済的復興は始まっ

たばかりである。COVID-19が世界に経済的、精神
的な打撃を与える中、企業は今も、無数の不確実性
に直面している。自社の製品やサービスが
COVID-19以前とは大きく変わってしまった中で、組
織はどのように前進していくのだろうか。組織に関し
ては、店舗が閉鎖された際にどのようにコミュニティ
とつながり続けるかという疑問や、人財の観点で、
COVID-19流行下でも出勤し最前線で働く従業員、
自宅にとどまって働く従業員をどのように支援するか
という問題がある。

自らのポジショニングを変え、ステークホルダーに最
適なサービスを提供する方法を検討しているブランド
もあるが、自社のパーパスという1つの重要な要素

のために、安定した状態を維持できるようにポジショ
ニングを守るブランドもある。これらの企業は、現在
販売している商品に関係なく、なぜ自分たちが存在
するのか、そして、顧客、従業員、コミュニティに至る
まで誰に最も役立つサービスを提供するために創設
されたのかを本質的に理解している。

人々はこういったブランドに注目しており、このような
ブランドは前途有望である。デロイトネットワーク（デ
ロイト）が世界の消費者2,447人を対象に実施した
調査では、回答者の79%が、COVID-19に対して
積極的に対処し、顧客、従業員、コミュニティを支援
したブランドを想起した（図1）。私たちは、金融機関

によるオーバードラフト（口座残高を超えた
支払いに対する罰金）の一時停止、ローン
支払いの延期、治療にあたる地域の看護師
に対する靴メーカーからの何千足もの靴の
寄付、多くの企業による自社事業を支える
労働力の支援を目的とした長年の企業方針
の変更など、数多くの事例を目の当たりにし
ている。

企業の危機対応が、社会における自社の役
割と長期的な価値を結びつけるという総体
的な目的によって推進される場合、ブラン
ド・アイデンティティとすべてのステークホ

ルダー（株主のみならず、顧客、従業員、サプライヤー、
コミュニティを含む）に対する継続的なコミットメント
との間には明確な整合性がある。

パーパスドリブン型企業は、
現在販売している商品に関係なく、
なぜ自分たちが存在し、誰に最も
役立つサービスを提供するために
創設されたのかを本質的に
理解している。

第1章　パーパス 
繁栄するための組織作り
パーパスドリブン型企業を通じて 
常に変化する世界を牽引する
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出所: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

図1

COVID-19のパンデミック以降、以下のいずれかの方法で
利益を取り戻したブランドを知っているか。

COVID-19禍において積極的な取り組みを
行っているブランドに対する認知

全般的に
ポジティブな認知

79%

23%

26%

29%

40%

22%

自社製品および
サービスの無料提供

パンデミックの期間中、消費者ニーズを
より良くサポートするために、他の組織と提携
21%

パンデミックの期間中、消費者により良く
便宜を図るために契約条件または価格を調整
20%

パンデミックの期間中、働くことを
余儀なくされた従業員への報酬の増加
20%

その他の積極的な取り組み
2%

自社の従業員の健康と
健康を守る取り組みの強化

COVID-19に関する地域支援の取り組みに
対する製品またはサービスの寄贈

COVID-19に関する地域支援の取り組みに
対する資金面でのサポートの提供

自社の一時休業中の従業員に対する
経済的支援の提供

役員給与の大幅な減額または
支払いの停止

44%
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私たちは、このような企業を「パーパスドリブン型企
業」と呼ぶ。これらの組織は自社のパーパスに従って、
難解な決断を単純な選択に変える。つまり、自社の
存在意義を最も体現する道を選ぶのである。パーパ
スドリブン型企業は、注目を集めるだけでなく、消費
者の行動も促している。回答者の約4人に1人が、
これらの行動によって自身のブランド認知がポジティ
ブに変化したことに強く同意しており、5人に1人が、
自身の購買の好みが当該ブランドに変化したと回答
した（図2）。反対に、消費者の66%はブランドのネ
ガティブな行動もよく把握しており、この行動を理由
に消費者の4人に1人がブランドを離れているため、
企業がコミットメントを持続させることが重要である
ことがわかった（図2）。重要な点は、組織は存在意
義に頼って存在することはできない。むしろ、組織が
どのように存在すべきかを導くのは長期的なコミット
メントである。このコミットメントがなければ、人々か
らの信頼はすぐに失われてしまう（詳細は第4章「信
頼」参照）。

組織がパーパスドリブン型企業として活動するため
には、どのようなことが必要なのか。一般的には組
織がなぜ存在するのかを深く理解し、誰に対して役
立つ商品やサービスを提供するために創設されたの

かという間口にまで対象を広げ、パーパスドリブン型
のKPIで約束を確実に実行する必要がある。本章で
は、パーパスドリブン型企業が真に何を意味するの
か、また、良いときも悪いときもすべてのステークホ
ルダーを巻き込むために、マーケターはどのように
パーパスの価値を高めることができるのか、というこ
とを明らかにする。

パーパスを明確にする
パーパスを巡り絶え間なく進化する議論は、この言
葉の解釈を多様化させ、その定義は混ざり合いなが
ら変遷してきた。従来のパーパスは、消費者を対象と
し、ブランドが製品やサービスを販売することの潜在
的な動機を表すものであった。しかし、Deloitte 
Digitalでは、体験とはCX（顧客の経験）だけでは
なくEX（従業員の経験）やPX（ビジネスパートナー
の経験）を含めたHX（人間としての経験）を目指す
ものとしている（詳細は「HX～人間としての経験
～」）。パーパスもまた、すべてのステークホルダーの
ニーズに応えることを目的とし、企業が世界に存在
する理由を明確に示す基盤とするべきである。前者
がいわゆるブランドパーパスであるとすれば、後者は
統合型ブランドパーパスと呼ぶべきものである。統合

出所: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

図2

認知から購買行動における顧客ファネル

ブランドによる
ポジティブなアクション

79%

23%

19%

ブランドによる
ネガティブなアクション

66%

31%

26%

認知

ブランドに対するに認識が変わったことに強く賛成する

アクションはブランドの購買行動に影響を与えることに強く賛成する
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型ブランドパーパスに対応し、すべてのステークホル
ダーに動機を明確にし、約束に責任を持つ企業を
パーパスドリブン型企業と呼んでいる。

「なぜ」をより大きくすることがいかにして
企業のリーチ範囲を広げるか

パーパスドリブン型企業となるために、ブランドパー
パス（CXのみ）と統合型ブランドパーパス（CX+EX+ 
PX=HX）を別々に分けて検討する必要はない。実際
に、パーパスドリブン型企業は、ブランドパーパスを
より大きな企業全体の目的に合致させている。しか
し多くの場合、組織の製品やサービスの背後にある
「なぜ」は、人財や業務提携戦略など、他の重要な
側面からはサイロ化してしまう。

パーパスがサイロ化され管理されるとその意味が混
乱し、最悪の場合には無駄なものに見えてしまうこ
とがある。しかし、企業が「なぜ」を明確に事業の中
心に据えれば、パーパスを企業内外に拡散すること
が可能である。

「エラズ　キッチン（Ella's Kitchen）」はパーパスド
リブン型企業である。同社はオーガニックベビーフー
ドのメーカーであり、「生涯続く健康的な食生活を創
造する」ことを理念としている1。Ella's Kitchenは、
食品の販売という範囲を超えて、この理念を実現す
ることを存在意義としている。この目的に沿って、同
社は「お互いに良い」基準を適用し、無数のステー
クホルダーと協力して、倫理的に正しく調達するサプ
ライチェーンを確保している。また、健康的な食材を
商品に使用するだけでなく、子どもの健康的な食生
活を育むために、親や保護者にリソースを提供して
いる2。

また、Ella's Kitchenでは、世界中の恵まれない子
どもたちに30万個を超える食品パウチを寄贈するな
ど、CSR（企業の社会的責任）への取り組みを推進
している3。ちなみに、CSRへの取り組みは、パーパ
スと同義語ではない。むしろ、企業規模のパーパス
を持つ組織は、自らの存在意義や世界にプラスの影
響を与える能力を強化するためにCSR活動に努め
ている（本章「社会的企業の向上」参照）。

企業が「なぜ」を明確に事業の 
中心に据えると、パーパスは 
増幅され企業内外に拡散される。
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測定：約束を守る
私たちのニュースフィードには、自社の誇大な約束を
満たすことができなかった企業の事例が集まってい
る。紙に何かを書くのは簡単だが、その言葉を実現
するにはより多くの努力が必要である。顧客への約
束を堅持するブランドであろうと、バリューチェーン
全体にわたってパーパスを示す企業であろうと、組織
はKPIを推進することで、3つの主要な側面について
目的を確実に達成することができる:

ポリシーへの計測値の組み込み：組織は、キーとな
る実例を通じて、その存在意義を強化するための、
企業全体で測定可能なポリシーを確立できる。たと
えば、米国の投資運用会社「ブラックロック
（Blackrock）」を例に挙げると、Blackrockのラ
リー・フィンク最高経営責任者（CEO）はかつて、
「パーパスと利益は密接に関連しており、基本的なビ
ジネス上の意思決定とパーパスを一致させる方針が
必要だ」と述べていた7。これに伴い、Blackrockは、
米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）が提
供する業界固有のガイドラインをどのように遵守して
いるかについて、企業に「強固な」開示を求めている8。

これらの開示が不十分な企業についてBlackrock
は、「当該企業はリスクを適切に管理していないと結
論付けた」という報告を出すようになった9。この基
準に従い、Blackrockは、サステナビリティに関する
情報開示が十分でないことを理由に「2,700社の
4,800人の取締役に対して、反対票を投じるもしく
は票を保留」にした10。

チームのKPI：パーパスを真に達成するためには、
従業員は自社の価値観と使命を念頭に置いて行動
する必要がある。たとえば、アラスカ航空（Alaska 
Airlines）は、従業員が自社のパーパスをどのよう
に認識し、その目的を達成するためにどのようにエ
ンゲージしているかをより理解するために、年に1度
エンゲージメント・サーベイを実施 11し、2020年に
は全部門のエンゲージメント・スコアを80%以上に
することを目標としている。Alaska Airlinesは、こ
れらのエンゲージメント・スコアの経年推移を取締
役会に報告すると同時に、自社のパーパスに関連し
た議論が業績評価の基本的な部分となることを明
確にして、自社の目的の達成に近づくことを実現し
ている。

企業の社会的価値の向上
何十年もの間、社会の利益に直接結びつくパーパスがなくても、無数のブランドが存在し財政的にも繁栄
してきた。しかし、2つの世界的なトレンドは、企業の目的を明確にすることによって、組織が「うまく」機
能するよりも優れた成果を上げることができることを示唆しており、CSRへの取り組みが世界をよりよい
場所にすることに焦点を当てている。その2つのトレンドとは、以下の通りである：

• 世界中で社会的企業に移行しつつある：社会的企業の使命は、利益と社会的影響を組み合わせること
である。CEOは「所得の不平等、多様性、環境などの社会への影響」を最も重要な成功指標として挙
げることが多いため、私たちは企業がその方向に向かっていると考える4。そしてこの動きはCEOだけ
にとどまらない。ミレニアル世代やZ世代は自らの価値観を共有する企業を支持するため、これらの価
値観に責任を持たない企業から離れていく可能性が高い5。

• 世界は企業に社会問題の解決を期待している：PRコンサルティング会社の「エデルマン トラスト バロ
メーター（Edelman Trust Barometer）」によると、28の世界市場で34,000人の個人を調査したと
ころ、グローバルな問題を解決する最も有能なグループは非営利団体や政府よりも、企業であると認識
されていることが判明した6。特に、回答者は地域社会、消費者、人財などのステークホルダーが、組
織の長期的な成功にとって最も重要であると示唆している（株主が最も重要なステークホルダーである
と回答した者は13%に過ぎなかった）。

「ブランド」は人々が組織をどのように認識しているかを示し、消費者は社会的に重要な取り組みを支援
する企業に引き寄せられる。このことを念頭に置いて、組織はステークホルダーの期待に効果的に応え
るために、企業全体の存在意義に社会的側面を注入すべきである。
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利益をパーパスに結びつける：利益とパーパスが結
びついている場合、組織は目的を忠実に守ることの
価値を証明するために、パーパスドリブン型のアウト
プットを測定しなければならない。さらに、成功は賛
同を得ることを確実にし、組織において何がうまく
いっているのかを見極めることができる。たとえば、
ユニリーバ（Unilever）の企業理念は「サステナビ
リティを暮らしの�あたりまえ�に」である12。このパー
パスを達成することで、Unileverはサステナブルな
生活製品とその他の製品ポートフォリオを比較し、サ
ステナブルな生活製品のパフォーマンスを測定する。
その結果、サステナビリティを戦略の中核に置く「サ
ステナブル・リビング・ブランド」は、他の事業と比
較し69%早く成長を遂げ、同社の成長の75%を占
めている13。

マーケターがいかにして企業の 
最前線にパーパスをもたらすか― 
長期的な視点から
パーパスドリブン型企業は、組織の複数の側面が協
調して機能することが求められる。しかし、私たちは
すべてのビジネスが同じ場所からスタートするわけ
ではないことを認識している。スタートアップ企業は、
パーパスを根本から事業に組み込むことができ
るものの、大規模な伝統的企業はパーパスドリブ
ンな取り組みに方針転換するにつれて、より険し
い坂道を上がる必要がある。マーケターが企業
全体に対してどのようにパーパスを織り込むかは、
組織の成熟度や業界によって異なる。

組織の成熟度や業界にかかわらず、CMOとその
マーケティング組織は、消費者のために、また時
間が経つにつれてすべての企業のステークホル
ダーのために、目的の達成に向けて3つのステッ
プを踏むことができる。ステップは以下の通りで
ある：

1. ブランドの目的を持つ：マーケターは伝統的に
顧客の専門家とみなされているため 14、ブランド
の製品やサービスの背後にある高いレベルの「な
ぜ」を理解し、明確に表現する独自の立場にある。
「なぜ」はブランドの目的となり、クリエイティビ
ティを解き放ち、従業員を鼓舞し、消費者との感
情的なつながりを構築することによって差別化す
ることができる。窓とドアのメーカーである「マー
ビン（Marvin）」は、マーケターがブランドにど
のように高いレベルの目的を持たせられるかを示
している。Marvinのパーパスは、「より良い暮ら
し方を想像し、創造すること」である15。Marvin
は、自社のパーパスを通じて、どのようにしたら
窓やドアのような一見単純に見える製品の購入
によって、人々がより幸せで健康的な生活を送る
ことができるかを明確に示している。これは、隠
されたドアや窓の開閉状況や施錠状況を把握す
るロックセンサーや、日光の明るさに応じて光を
調整し流入する空気を浄化し、雨を識別し自動
的に閉じるスマートな天窓などの革新的なテクノ
ロジー、あるいは顧客の個性、欲求、ニーズを最
もよく反映する空間を構築するために、あらゆる
デザインの細部を微調整する能力を通して行わ
れる。

マーケターが企業全体に対して 
どのようにパーパスを織り込むかは、 
組織の成熟度や業界によって 
異なる。
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2. 企業の目的を触媒する：現在、組織が自社のパー
パスについて検討していない場合、マーケターは
「アウトサイド・イン」の視点を経営幹部レベル
の会話に取り入れることで、議論を促進すること
ができる。これは、自社への評価について話した
り、競合他社と比較した場合の自社のポジション
に関するデータを提供したりすることを意味する。

消費者調査（図1）で指摘されているように、消
費者は、従業員を保護することによって
COVID-19に対処したブランド （44%）、および
COVID-19に関する地域支援の取り組みをサ
ポートするために製品を寄付したブランド（40%）
を最も認知している。ベルギーの大手保険会社
である「エシアス（Ethias）」は、パンデミックが
最初に襲ってきたときに、まさにこれを実施した。
Ethiasのデジタル・トランスフォーメーション担
当責任者であるウィルフリード・ネーブン氏は、
「第1に従業員の保護、第2に顧客の保護、そし
て第3に会社全体の保護」という3つのフェーズ
の対応をすばやく展開したと述べた16。従業員を
リモートワークに移すだけでなく、従業員の健康
を確認するためにデジタルメッセージキャンペー
ンを立ち上げた。また、地域社会を支援するため
に、Ethiasの従業員は、デジタル技術と保険エ
コシステムを組み合わせ、「App4You」のプラッ
トフォームを通じCOVID-19のボランティアネッ
トワークを開発した。このプラットフォームは、ボ
ランティアとコミュニティのニーズをマッチさせ、
サービスを提供するボランティアに無料で保険を
提供した。これにより、Ethiasは、企業全体、ひ
いては伝統的な顧客ベースを越えて、コアな使命
と目的を拡大することができた。

3. ブランドとパーパスを適切に融合する：組織の
CSRイニシアチブは、消費者がブランドにロイヤ
ルティを持つ主な理由になっているのか？答えが
「はい」の場合、マーケターはブランドとパーパス
が合致していることを確実にするために、広報に
直接働きかけることができる。答えが「いいえ」の
場合、マーケターはCSRチームと協力して、市場
における企業の発言力を強化することができる。

企業のクレジットカードと経費報告会社である
「エクスペンシファイ（Expensify）」を例として考
えてみよう。同社は、経費報告を迅速かつ簡単に
することで、多忙なプロフェッショナルに時間を
節約してもらうという強いブランドパーパスからス
タートした17。人気が高まるにつれて、より大きな
企業規模のパーパスを築くことができた。現在で
は、カード事業から得られる収益の10%をホー
ムレス、子どもの飢餓、気候変動に対処する社会
的イニシアチブに寄付している。自社のプラット
フォームでホテルが予約されると、Expensifyは
ホームレス問題に対処する運動に寄付する。また、
飛行機のチケットが購入されると、炭素排出量を
削減するための植林を支援する。Expensifyは、
CSRへの取り組みを方向づける強いブランド
パーパスを持っている。

COVID-19のパンデミックは、「なぜ」ステークホル
ダーにサービスを提供するのかを理解している企業
こそ、前例のない変化を乗り越えられる独自の立場
にあることを示した。企業全体にパーパスが強く根
付いている場合、組織はステークホルダーの期待を
満たし、場合によっては世界を変えるために、バ
リューチェーン全体にわたってその目的を達成するこ
とが可能である。
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今、マーケターにとっては、
適切なデジタルツールを活用し、
アジャイルマーケティングを
実現するための組織ロードマップを
設計するのに絶好の
タイミングである。

アジャイル

*アジャイルマーケティングとは？
アジャイルマーケティングの手法は、キャン
ペーンを迅速に設計し、制作し、ローンチす
るための組織モデルを提供し、それは企業
にとってのマーケティングを単なるコンテン
ツ作成からより超越したものへと押し上げる。
また顧客との相互のコミュニケーションやリ
アルタイムな洞察に基づく仮説や方針転換
を検証することが可能となる。マーケティン
グが顧客とのつながりに及ぼす影響を明確
にし、ROIへ貢献することも可能である。
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何十年もの間、不況時の戦略シナリオはほぼ
変化してこなかった。撤退、コスト削減への
注力、不況からの脱却、市場シェア獲得を

狙った需要に先んじた投資のいずれかだった。しか
し、現在のパンデミックが引き金となった不況は、消
費者の行動をリアル店舗からデジタルチャネルへと
大きく急速に変化させたという点で、独特なものであ
る。そのため、不況から脱却するためには、新たな
戦略シナリオが必要となる。つまり、顧客のニーズを
満たす機動的なデジタルチャネル戦略へ方針を転換
しないということは、厳しい市場環境下で顧客との
関係を失うリスクをとることを意味する。

世界の消費者2,447人を対象にした私たちの調査
では、58%の回答者が、COVID-19によって誘発さ
れた新常態（ニューノーマル）に対処するために、自
社製品の方針を素早く転換したブランドを挙げた。回
答者の82%は、このような新たな関連製品を提供す
るブランドとより多くの取引をしたいと考えていると
回答した。また、COVID-19は、顧客のデジタルチャ
ネルの評価と利用を高めた。66%がパンデミックを
通じて、巧みに設計されたテクノロジーに対して評
価が高まったと回答し、63%がパンデミックが収束
した後もデジタル技術をより頻繁に利用し続けると
回答した（図1）。

第2章　アジャイル 
戦略シナリオの変更
デジタル化の進展に対応したアジャイルマーケティング

図1

COVID-19によるデジタル技術に対する消費者マインドの変化
強く賛成する　　どちらかといえば賛成する　　どちらでもない　　どちらかといえば反対である　　強く反対する

出所: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

COVID-19の
パンデミックは、優れた
設計の技術に対する
評価を高めた

36%

30%

66%
COVID-19の
パンデミック後、
私は、以前に比べて、
デジタル技術を

もっと使用することに
なると思う

30%

33%
63%
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多くのマーケターは、ますますデジタル化されつつあ
る世界を迅速に牽引する能力（本章「ノイズではなく
シグナルになろう」参照）を持つべきであると認識し
ている。企業の経営幹部405名を対象にした私たち
の調査によると、デジタル技術とプラットフォームの
導入によって達成したい内容として、41%が顧客の
ニーズにより迅速に対応すること（全回答のうち最
多）と答えている。マーケティングリーダーにとって、
これは大きな転機となる。顧客エンゲージメントへ
の期待が急速に変化し、デジタル技術に対する顧客
の評価と依存度が高まっていることを考えれば、組
織が最も関連性の高い顧客に対するメッセージやオ
ファーに迅速に対応できるようになるための投資を
制限するのではなく、加速することが今まで以上に
重要となることは明らかである。

本章では、リーダーが自らの組織において適切でア
ジャイルマーケティングのロードマップを作成するこ
とができるよう、現場の事例と一次調査の事例を組
み合わせて紹介する。

アジャイルマーケティングを実現
する3つのトレンド
3つのトレンドから得られたインサイトを適用するこ
とで、顧客のニーズを満たすことができる:

市場の実態を把握する

アジャイルマーケティングの基盤には、多くの場合、
顧客に対して単一かつ統一された組織的な見方が
必要である。これには、かつては組織ごとに異なって
いたデータセットを、単一の顧客データプラット
フォーム（CDP）に統合するデータシステムの設計
が必要である。

これには何が必要となるのか？Eコマースやソーシャ
ルメディアなどのチャネル、ノートパソコン、携帯電話、
タブレット端末などのデバイス、カスタマー・リレー
ションシップ・マネジメント（CRM）システムなどの
プラットフォームからのデータを繋げるプラットフォー
ムを開発または採用し、カスタマー・ジャーニーを
特定する必要がある。これは、より包括的な顧客体
験を作り出すのに役立つ1。

ノイズではなくシグナルになろう
コンテンツがあふれている市場では、消費者は1日に4,000～10,000件の広告にさらされ、その広告
のそれぞれが消費者の注目を引くために競い合っている。

このため、ほとんどのコンテンツは気づかれず、広告メッセージの設計や配信の担当者は、広告であふ
れ混沌とした状況下でも際立つ広告を制作するという、実行不可能な仕事に直面している。それでは、
マーケターはどのようにしてノイズを効果的に打ち破ることができるのだろうか。

消費者の注目とそれに続く関心を捉えるものは、関連性である。関連性のあるコンテンツは、消費者が
それを受け取ったときに、消費者が最初に想起するものとブランドを結びつける。本質的には、文化的な
モーメント（瞬間）が起こる時のように洗練されているか、あるいは雪が降っているときに冬用タイヤを
売るくらい単純である。

関連性のあるコンテンツを配信するための理論と実践は、一部はマーケターのクリエイティブ・ディレク
ションに、大部分はデータに基づくインサイトに依存している。すなわち、顧客を理解し、トレンドを追跡し、
リアルタイムで配信し、関連性のある顧客メッセージを作成する。
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たとえば、より関連性が高くパーソナライズ化
されたオファリングを顧客に提供するため、率
先して自社独自のCDPを設置した世界的な
消費財メーカーを例に挙げてみよう。これまで、
マーケティング・データベースは1,700の表で構成
され、週ごとに更新されていたため、顧客のニーズ
の変化に対応するのに苦労していた。様々な情報源
に跨るカスタマー・ジャーニーをマッピングすること
で、同社はこれらのソースを8つの表にまとめ、ウェ
ブサイト、モバイルアプリ、テキストメッセージ、コー
ルセンター、店舗販売に跨る主要なカスタマーインタ
ラクション（相互作用）を反映させることができるよ
うになった。これにより、顧客のニーズがリアルタイ
ムで明らかになり、5,000万人以上の顧客にカスタ
マー・ジャーニーを通じて適切なマーケティング施
策を効果的に提供できるようになった2。

会話の予測

顧客の要求に真に応えるためには、組織は顧客の
ニーズを感知し理解する必要がある。ありがたいこと
にCDPと「予測センシング」技術（機械学習と人工

知能（AI）によって作動）を組み合わせることで、多
くの組織がこれを可能にしている。

たとえば、Deloitte Digitalのソーシャルセンシング
機能は、今後72時間の間に会話がどの様な方向に
向かうのかを予測し、組織が市場での会話を感知し、
消費者の感情を測定し、今後数日間の会話がどこに
向かうかを予測することを可能にしている。これは、
広告メッセージに対する感情を測定し予測することや、
COVID-19から回復した人が抗体を含む自身の血漿
（けっしょう）を提供することに対し最も協力的な地域
はどこか決めることと同じくらい具体的である3。

ソーシャルCRMの導入

いったん会話がどこに向かっているのか感知できれ
ば、マーケターは消費者と関わるための無数のチャ
ネルを自由に使えるようになる。電子メール、紙媒体、

アジャイルマーケティングでは、
顧客データプラットフォーム（CDP）
を通じて得られる、単一かつ
統一された顧客の見方が
必要となる。
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テレビ、ソーシャルメディアなどの従来のチャネル以
外にも、B2C市場とB2B市場の両方における経験
が最も豊かなマーケターの一部がソーシャルCRM
エコシステムに発展させているソーシャルチャネルが
急増している。同時に、パンデミックの中で顧客とよ
り良い関係を築くために、企業の経営幹部の回答者
の67%が、ソーシャルメディア上の存在感を高めた
と回答した（図2）。現在、より多くの企業、特に中国
企業が、より幅広くダイナミックに顧客と交流するた
めに、自社のソーシャルチャネルを活用するにつれ、
新しいユースケースがソーシャルCRMを通じて現れ
つつある。

では、ソーシャルCRMとは何か。ブランドは自社の
ソーシャルプラットフォームを、大規模な「1on1サー
ビス」を提供する手段として活用している4。たとえば、
B2Bの重機メーカーである「サニー・ヘビー・イン
ダストリー（Sany Heavy Industry）」を例に挙げる
と、同社は、WeChatを使ってカタログに掲載されて
いる機械を紹介するだけでなく、営業担当者との会
議日程を簡単に調整する方法としても使用している5。

マーケターは長年、影響力のある人物やキーオピニ
オンリーダー（KOL）6を通してコンテンツを伝えるた
めにソーシャルプラットフォームを利用してきたが、
現在はバーチャルKOLを作成することによって、より

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図2

パンデミックを通じ、あなたの組織は顧客とどのように交流していたか？

対応のうち上位3項目

ソーシャルメディアでの
プレゼンスの向上

デジタルプラットフォームの
大幅な変更による

顧客ニーズへの対応の改善

バーチャルイベント
およびワークショップの

増加

顧客からの声を活かした、迅速な新製品の試作

新しいアイデアを生み出すためのバーチャルコンペの立ち上げ

組織の業界外の新規顧客への対応

新たな地域市場への対応

上記のいずれにも該当なし

35%
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ミクロなレベルでこれを行っている。たとえば、中国
に拠点を置く化粧品会社の「パーフェクト・ダイアリー
（Perfect Diary）」は、自社製品に関するアドバイス
を提供し、製品を最善の方法で使用するチュートリア
ルを共有するために、バーチャルキーオピニオンリー
ダーであるXiao Wanziを開発した。彼女が成功し
ている理由のひとつに、彼女がリアルではないことが
挙げられる7。Perfect Diaryは、消費者と交流し、
マーケットにおいてのトレンドを捉えるために、バー
チャル・ペルソナのXiao Wanziを開発したのである。

Sany Heavy IndustryとPerfect Diaryはともに、
大企業のデジタルマーケティングやデジタルコマース
に対し、ソーシャルメディアを利用した先進企業の例
である。西半球に拠点を置く多くの企業にとって、こ
のトレンドはまだ形成され始めたばかりであり、多く
の企業が中国市場におけるソーシャル戦略を改善し
ている。

アジャイルに向けた第一歩
組織がこれらのツールと機能を効果的に実装
し、アジャイルマーケティングを実現するため
には、企業の経営幹部が明確な全社規模で
のビジョンに基づいて業務を遂行する必要が
ある。私たちの調査に基づき、マーケターは
以下の3つのステップを通じ、アジャイルマー
ケティングというビジョンを策定し、実行する
ことができる。

1. 顧客をリードする：CDP（カスタマー・データ・
プラットフォーム）の普及が進むにつれて（また
主要なテクノロジーベンダーの支援を受け）、
マーケターは大胆な野心を抱くことができる。こ
れは、顧客とそのニーズを理解することから始ま
り、CMOはこれを牽引する独自の役割をもつ（詳
細は第6章「融合」参照）8。私たちの調査では、
企業の経営幹部がカスタマーエクスペリエンスに
ついて会話する際、CMOが大きな影響を与える
ことを示している。彼らは知見を活用して、組織
の統一的なビジョンを策定することができる。

2. 協働してチャネル戦略を設計する：企業の経営
幹部に対し、次年度にどの機能分野が最も重要
になるかを尋ねたところ、デジタル技術と販売・
マーケティングが最も多く挙げられた。無論これ
らの2つの領域は、カスタマー・ジャーニーを通
じ一貫して機能するチャネル戦略を設計しつつ、
非常に関連性の高いものとなる。この点から、
CMOと最高情報責任者（CIO）は、最高販売責
任者（CSO）のような企業の経営幹部の主要メ
ンバーを早い段階で参画させ、彼らのニーズとイ
ンサイトをチャネル戦略の設計に組み込むことで、

企業の経営幹部が
デジタルツールを活用して
顧客のニーズに応えるためのビジョンを
明確に示す手助けをするのは
CMOの役割である。
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アジャイルな戦略をより良く位置付けることがで
きる。

3. 高速で試作品を投入し、新製品を開発する：ア
ジャイルマーケティングを成功させるためには、
スピードが最も重要である。しかし、図2が示す
ように、顧客からのフィードバックを活用し、新製
品を迅速に試作している企業はわずか35%であ
る。カスタマー・ジャーニーの明確な理解と相まっ
て、関連性の高いメッセージの重要性を考えると、

迅速な実行に向けて、センシング技術とソーシャ
ルCRMを導入するタイミングとしては、今が最
適ではないだろうか。

アジャイルマーケティングを成功させるツールが、企
業にとって初めて容易に利用可能になっている。今
や、企業の経営幹部がこれらのツールを活用して顧
客のニーズに応えるためのビジョンを明確に示す手
助けをするのはCMOの役割である。
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市場投入のスピードや効率性から、
人と人とのつながりを育むことへ
思考を切り替える。

HX 
～人間としての経験～
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効率性とHX（人間としての経験）は、どちら
がより重要だろうか？つまりそれは、格安航
空を選ぶかそれともより安全な飛行機にす

るのか、最速で配達してくれる業者から服を購入する
のか、それとも最もエシカルに設計されたサプライ
チェーンを有するサプライヤーから購入するのか、投
資を「ロボ・アドバイザー」に頼るのか、それとも時
間をかけて資金を自分の価値観に合った投資に確実
に投じるかの選択と同じである。

2020 Global Marketing Trendsでは、組織が
「経験負債」をどのように返済する必要があるかを人
間としての経験の章で議論した1。つまり、組織が人
と人とのつながりではなく効率化のためにデジタル
の将来を設計する場合には、経験負債が増え、この
負債が包括性の欠如や社会的孤立感といっ
た極端な結果をもたらす可能性がある。

COVID-19が世界を席巻し、テクノロジーが
人間同士のつながりへの主要な経路となった
今、効率的ではあるものの人間中心ではない
ソリューションが、組織にとって不十分である
ことが証明された。この人間同士の関係を深
めるデジタルソリューションに期待するのに
伴い、人々は自分たちの価値観を反映してい
ない、あるいは反映することができない企業から、HX
（人間としての経験）を高める企業へと鞍替えするこ
とが多くなった。たとえば、デロイトが4月に世界の
消費者約2,500人を対象に調査したところ、4人に
1人が、自社の利益のために行動していると思われ
るブランドから離脱することについて、大いに賛同す
る、と回答した。同じく70%を超える回答者が、
COVID-19の状況下で、他者とのつながりを深めた
デジタルイノベーションを評価することに賛成である、
と答えた。

デロイトはさらに深く掘り下げ、5月には400人以上
の経営幹部に対し、COVID-19の感染拡大に対応し
ながら達成したいと望んでいる成果が何であるかに
ついて尋ねた。興味深いことに、「生産性と効率性の
向上」がトップであった（図1）。もちろん、多くの組
織が自社の事業を維持するための手段を見つけよう
と急ぎ、効率化を目指すことは論理的な流れには
沿っている。しかし、それ以外に、この不確実性の時
代において、つながりに対する私たちの普遍的な必
要性が浮き彫りになったことに注目すべきである。経
営幹部へのアンケートでは、顧客エンゲージメントの
向上、優秀な人財の確保、企業が社会に与える影響
の増大といった、顧客、労働力、および社会とつなが
ることが、多くの組織にとって2番目に重要な目標で
あることが明らかになった。

それでは、経営幹部は組織の効率化の必要性と、
人々の普遍的なつながりの必要性とのバランスをど
のようにとっているのだろうか。デロイトは、より人間
らしくあることがその出発点であると考えている。
COVID-19や制度的差別への対応によって、人々が
個々の価値観を再評価したり、再考したりするに至っ
たように、組織は、顧客、従業員、ビジネスパートナー
のニーズを満たすために同様の行動をとるべきある。
組織は自らを、人々の役に立つために創設された価
値観を反映しサポートする、人間の集合体と見なす
べきなのである。

第3章　HX ～人間としての経験～ 
自社の理解
企業の価値観は、人々の経験に 
どのような影響を与えるか

組織は、顧客の価値観を映し出す
鏡であり、顧客をサポートする
存在として、自分たちの組織を
意識するべきである。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology/articles/dd/global-marketing-trends.html
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組織が人間の集合体として運営されることを真に保
証するためには、人間のニーズと、市場投入へのス
ピードや目的の達成に向けた効率性、あるいは「経
験負債」の発生リスクとのバランスをとる必要がある。

本章では、デロイトの研究と事例に基づき、人間の
価値をソリューションの最前線に掲げ、人間のニーズ
に素早く確実に対応するための手助けをすべく、リー
ダーに対しロードマップを提示する。

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図1

生産性と効率性の向上は、経営幹部がCOVID-19に対応しつつ、
達成したいと考えている成果のトップに挙げられている
効率重視の成果　　　　HX（人間としての経験）に向けた成果　　　　その他の事業成果
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組織をより人間的なものにする
現在進行中のパンデミックのような社会的混乱は、
企業が自社の価値観、業務、インフラを再考する契
機となり得る。これは、消費者の集団的なニーズに
応えながら、HX（人間としての経験）を変革し、再
構築するための機会である。組織を、世界が期待す
る、より人間中心の企業へと変革するには、以下の2
つの方法がある。

価値あるソリューションを市場へ提供する

なぜ価値のあるソリューションを起点とするのか？な
ぜなら、価値のあるソリューションは人間の感情や
行動の原動力になるからである。価値のあるソリュー
ションは、私たちが何をするかではなく、なぜやるの
かを説明するものである（図2）2。私たちの購買決
定の95%は無意識の欲求が原動力になっており、そ
の中で最大のものが感情である3。16,000人を対象
としたこれまでの研究では、半数以上の人がバー
チャルな環境から「人間的」な体験を望んでいること
がわかった 4。そして時間が経つにつれ、テクノロジー

が対面でのやりとりを十分に補完することができな
いため、これらのバーチャル体験でさえ収益が減少
した。

問題を複雑にしているのは、従来、組織は人間のつ
ながりを強化するために対面でのやりとりに頼ってい
たのに対し、新時代のデジタルソリューションはそれ
よりも若干人間的ではない可能性が高いということ
である。しかしながら、一部の企業では、デジタル環
境を素早く方向転換させ、改革し、より良い関係を築
くことに成功した。たとえば、スマートフォンのアクセ
サリーメーカーである「Kenu」は、中国のパートナー
企業を定期的に訪問し、彼らの製造工場を見学した
り、主要なステークホルダーとのつながりを築いたり
していた5。パンデミックにより旅行が制限されると、
Kenuはこの訪問を仮想環境に移した。360度のリ
モートカメラとコラボレーションプラットフォーム
「AVATOUR」を利用し、Kenuは主要なビジネス
パートナーと定期的に工場見学を続けた。デジタル
化における追加の利点は、いつでも会うことができ
るようになったことである。

バーチャル体験は、テクノロジーが
対面でのインタラクションを
完全に補うことができないため、
利点が少なくなっている。

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200730-uncertainty-clusters.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200730-uncertainty-clusters.pdf
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これはバーチャル環境におけるつながりの例だが、
組織が物理的空間で人間的なつながりを深めるに
はどうすればよいのか？調査の結果、米国人は、
「Protectors（保護者）」、「Pragmatists（実用主
義者）」、「Prevailers（普及者）」の3つの異なる行
動パターンと視点（これらをクラスターと呼ぶ）に分
類できることが明らかになった6。各クラスターは、そ
こに属する個人の考え方や動機を表すように名づけ
られている。「Pragmatists（実用主義者）」は、生
まれつき好奇心が強く、自分の日課をコントロールす
ることを好む。この人達は、一般的に7パンデミック
における環境をうまく切り抜けながら慎重に行動し
ているが、安全を最優先としつつも新しいことに対し
て前向きである。次に、「Prevailers（普及者）」だ。
「Prevailers（普及者）」も、コントロールすることに
重きを置く一方で、新しいことを自分の基準で試し、
過剰に誇示したがる傾向がある（「Protectors（保
護者）」はクラスターの真ん中に位置する）。

「Prevailers（普及者）」は、「Pragmatists（実用
主義者）」と比べて、パンデミックにおける安全対策
へ盲目的に従うという態度を変える気持ちが薄い人
達である。

「Pragmatists（実用主義者）」と「Prevailers（普
及者）」の両方にサービスを提供している組織にとっ
て、これは、人々が安全であると感じられるような体
験を設計する一方で、人々がつながる空間を育むこ
とを意味する。「クリア・マスク（Clear Mask）」と
いう企業はこれらの問題に対処するために、その名
前が示すように、透明なマスクを開発した8。今では、
顔の表情が見えることによって、コミュニケーション
が円滑になるマスクを選ぶことができる。さらに、聴
覚障害のある人がマスクを装着しながら、より容易
にコミュニケーションをとることが可能になるので、
このマスクはよりインクルーシブ（包括的）なデザイ
ンの実践を支援する。

出所: HX in Uncertainty research.

図2

価値は、私たちの感情に訴求し行動の原動力となる

HX（人間としての経験）は、
価値観、感情、アクションが
原動力となる

「信頼」は、
HX（人間としての経験）
の基礎となる

価値

感情

アクション

信頼
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さらにミクロ的なレベルでは、ブランドがその目的を
理解することが重要である。たとえば、世界的な家
具メーカーであるイケア（IKEA）では、「お客様だけ
でなく、従業員やサプライヤーも含め、多くの人によ
り良い暮らしをお届けする」というビジョンを掲げて
いる9。顧客と従業員の双方にとって、安全な環境で
新たな住宅デザインのアイデアを生み出すために、
顧客とインテリアデザイナーやテクノロジーとを融合
させた「拡張型リアリティデザインルーム」を提供し
ている。また、家の中を歩き回り、製品の組み合わせ
に応じて、自身の住環境でどのように見えるかを視
覚化することもできる10。

社会の喫緊のニーズに応えるために 
インフラを再設計する

危機は常に、組織が個人やコミュニティのニーズを
リセットし、変革し、より良いサービスを提供する機
会を創り出す。たとえば、2005年8月に米国で発生
したハリケーン「カトリーナ」の被害を例に考えてみ
よう11。当時、ニューオリンズの80%がインフラとエ
ンジニアリング政策の不備により洪水に見舞われた
と推察されていた。震災後、同市は米国の沿岸都市
の中で最高の治水システムを構築するために、最新
のエンジニアリングと高度なコンピューター・モデ
リング技術に投資した。

企業は、不安定な時期に対応する準備ができている
かどうかを評価し、できていない場合は、学んだこと
を利用して、社内のプロセスや方針を以前よりも強
固なものに設計し直すことが可能である。世界有数
のブランドのCEOで構成される非営利団体「ビジネ
ス・ラウンドテーブル（Business Roundtable）」
のメンバーは、すでに「企業の目的」に関する声明を
発表しており、企業は従業員の公平性やエシカルなサ
プライチェーンなどのニーズに対応し、職場のコミュ
ニティを守り支援する必要があると表明している12。

今日、一部の主要ブランドは社会のニーズを満たす
ために、このような自己評価に積極的に取り組み、
インフラや政策に変化を加えている。たとえば、ペプ
シコ（PepsiCo）のCEOであるRamon Laguarta
氏は、不平等と制度的差別の問題に取り組むため、
同社が実施したポリシー変更の3つの柱、およびそ
れに対応する測定可能な目標について、公開書状の
形で表明した。PepsiCoが3つの柱のそれぞれのス
テップは以下の通りである：13

• ピープル：管理職における少数民族の割合を増
やすために、同社は2025年までに経営者層に
占める黒人の割合を30%拡大するという目標を
発表した。また、歴史的に黒人が多数を占めるカ
レッジや大学との採用活動の強化にも注力して
いる。

• ビジネスパートナー：PepsiCoはまた、黒人が
経営するサプライヤーへの支出を倍増し、その影
響力を活用して、マーケティングエージェンシー
で黒人のクリエーターがより多くの役割を担うよ
うにすると発表した。

• コミュニティ：PepsiCoは長期的な変化を促す
ために、今後5年間で黒人のコミュニティに対し
て2,000万米ドルの追加投資を行う予定。投資
先には、黒人が経営する中小企業のための雇用、
栄養、指導・管理研修を提供することを目的とし
たプログラムも含まれる。

同様に、ヨーグルトメーカーである「チョバニ
（Chobani）」も、ステークホルダーのエコシステム
全体を支える包括的なアプローチを創出した。たと
えば、世界中の人々により良い食べ物を届けるため
に、「チョバニ・インキュベーター」は、革新的な食
品や飲料関連の起業家たちに助成金、メンターシッ
プ、パートナー・ネットワークへのアクセスを提供し
ている14。また自社の従業員に関しては、「チョバニ・
シェアーズ」にて、常勤の従業員全員が自社の株式
を所有し、自社の成長を共有する機会が得られるよ
うに奨励している15。
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PepsiCoとChobaniが採用したような、人間的な
ニーズに応えるために熟慮されたアプローチがなさ
れなければ、組織の信頼は損なわれる。これらの例
は、人々の最も差し迫ったニーズに取り組むには、単
に善意で行うだけでなく、人間的なニーズを見つけ
出し、それらのニーズに包括的に取り組むための意
図的な努力が必要である、という重要な示唆を示し
ている。

もう少しだけ人間らしくなる
あなたの組織をより人間らしいイメージに変えるた
めには、共感できるリーダーシップが起点となること
が多い。以下は、HX（人間としての経験）をより高
めるための長い旅路の一環として、リーダーが今注
力可能な3つの分野である：

1.盲点を探す：組織（あるいは個人）が自
身の盲点を見つけるのは困難である。また
これは非常に個人的なプロセスでもあり、 
ほとんどの場合、CEOが積極的に組織の
代表者に働きかけ、意見を聞くことから始
まる。ありがたいことに、CEOは、「私たち
はすべて人間であり、結びつきを必要とす
る」という1つの普遍的な事実を前提とし
て、このような対話を一つ一つ始めること

ができる16。そのためには、顧客、従業員、ビジ
ネスパートナーの意見を聞き、彼らにとって最も
重要なことを理解し、対応する必要がある。

2.（少しの間）様子を見るのも構わない：市場投
入へのスピードは常に差し迫ったビジネスのニー
ズで、そのままにしておくことは許されない。だが、
時にはあなたの組織が準備ができていないこと
もあるだろう。それはそれで良い。無意識のうちに
「盲点」の一つに迷い込んでしまうよりは、少し立
ち止まり、自身の言葉と行動が一致するようにし
た方が良い。その時間は、組織にとって内部を振
り返り、包括的に問題を対処するためのプランを
構築する時間となる。そうすることによって、準備
が整ったときにより良い対応が可能になるだけで
なく、メッセージが確実なものであることを保証
することもできるのである。

人々の最も差し迫った
ニーズに応えるためには、
これらのニーズを発見し、
包括的に対処するために意識的に
熟慮されたアプローチが
必要である。
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3.（準備が整ったら）積極的に行動する：真のブラ
ンドを構築するには、通常、組織で掲げられてき
た価値観を全うさせることを起点とする。そして、
ブランドの価値がステークホルダーの価値と一致
すれば、より良いソリューションが実現可能であ
る。それでは、組織はどのようにして自らの価値
をステークホルダーの価値と積極的に一致させ
ることができるのだろうか。多くのエグゼクティブ
のチームでは、CMOは顧客の擁護者とみなされ
る（理想的には、より広義に人間の擁護者とみな
される）17。CMOはこの立場を利用して、最も重
要なステークホルダーのニーズを提唱し、組織全
体がそのニーズに真正面から対応できるようにす
ることが可能である。

企業にとって迅速に行動し効率性を追求することは、
常に重要ではあるが、危機に際しては不変のもの、
すなわち人々の価値観が変わらないことを思い知ら
される。人々が何を必要としているのかを考えるため
に立ち止まるとき、私たちは自分達を人間らしくし、
人とのつながりへの普遍的なニーズに応える持続可
能なソリューションを打ち出すことができるのである。
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このような激動の時代にブランドが
信頼を築くためには、自分の会社が
どのように見られているかではなく、
人々が何に価値を置いているのかを
見極め、自らが約束したことに
ついて、それを提供できる能力が
あることを保証しなくてはならない。

信頼



34

2021 Global Marketing Trends: 不確実性に焦点を当てる

信頼という言葉の意味は、文脈によって大きく
変わると言える。経営幹部レベルで言えば、
CEOは、信頼を、革新的な製品やサービス

を市場に提供するという約束を果たすことだと考え
るかもしれない。CISO（最高情報セキュリティ責任
者）は、信頼というものを、データの透明性やサイ
バーセキュリティの観点から見ているかもしれないし、
CMO（最高マーケティング責任者）は、それをブラン
ドメッセージや体験と考えるかもしれない。経営幹部
層以外における信頼は、顧客と従業員が何に最も価
値を置くかにかかってくる。信頼が意味するところは、
それを捉える人によって異なるが、ただ一つ普遍的
に言えるのは、提供されたものが期待に応えていな
い場合、信頼が失われてしまうということだ。

COVID-19は、他のクライシスと同様に、ブランドと
信頼との関係性に注目を集めることとなった。ブラン
ドのレピュテーション（評判）は、約束されたもの（す
なわち、メッセージと広告）と、提供されたもの（す
なわち、体験）との関係によって決まる。約束された
ことと、提供されたものとのギャップが広がると、信
頼が失われ、それは経営にも悪影響を及ぼす。

このことは、ブランドにとって、どれだけの痛手とな
るだろうか？COVID-19流行の初期に人々がどのよ
うにブランドを認識し、それにどのように反応したか
を理解するために、デロイトは今年の4月に、8カ国
の2,447人を対象に調査を実施した。予想されたよ
うに、人々は、パンデミックの期間にブランドが取っ
た否定的な行動に対して非常に敏感であり、66％の
人が、ブランドが自らの利益のためにとった行動（た

とえば、必需品の値上げ）を思い出すことができた。
しかし、おそらく、最大の痛手を被ったのは、そのよ
うな否定的な行動をとったブランドの収益である。4
人に1人以上の回答者が、このような行動が原因と
なって、問題のブランドから離れた、とはっきりと回
答しているからだ。

非常に多くの複雑な要素がある中においては、ブラ
ンドがメッセージを磨き上げたり、約束を果たしたり
することを重視しながらも、いかに簡単に的外れな
ことをしがちか、理解することは容易なのだ。ブラン
ドがステークホルダーと共鳴するためにメッセージを
作ったり、約束したことを確実に提供するために労
力を注ぐ中、私たちは信頼と人間としての価値に関
する研究から、いくつかの鍵となるインサイトを得た。
本章では、どのようにすれば以下のことを実現でき
るかについて掘り下げる：

• ブランドが自社の約束を完全な形で提供する製
品、サービス、体験に、より強く結びつく。

• 組織の経営幹部全体が、信頼に対する使命感を
徹底する。

• マーケターが顧客、従業員、ビジネスパートナー
の価値に対して、直接語りかけ、対応する。

発言と行動のギャップを埋める
人々はあなたの会社のブランドを高く評価するかも
しれないが、それは必ずしも、ブランドへの忠誠心を

第4章　信頼 
私たちが守っている約束、 
守っていない約束
メッセージと提供されたものが一致すると、 
信頼が醸成される
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持ち続けたり、ブランドを他者に勧めるといった将来
の行動を示すものではない。しかし、マーケターが
メッセージや行動にシグナルを組み込んで、この関
連性を測定し、将来の顧客や従業員の行動に刺激を
与えることは可能である。デロイトは今年のはじめ、
米国の3,000人の顧客と4,500人の従業員を対象
に、信頼と意思決定の関係をより理解するための調
査を行った1。多変量解析を通じて、信頼性の目安と
なり、将来の行動に影響を及ぼす4つのシグナル（人
間性、透明性、能力、および信頼性）を特定した（詳
細は本章「HX TrustID」内のサイドバー参照）。

人間性と透明性はブランドの意図を表し、能力と信
頼性はその意図を実行できる力を示す。ブランドのレ
ピュテーション（評判）を構築し、強化しよう
とするマーケターにとって、これはメッセージ
（意図）とデリバリー（能力）と、言い換える
ことができる。ブランドのメッセージには、そ
こに込められた意図の透明性を保持し、人
間性の考えを反映すべきである。同時に、そ
の製品と体験を提供するには、常に信頼の
おける、約束されたことを実行できる能力が
必要とされる。

これらのシグナルを分解し、メッセージや行動にどの
ように組み込んでいるかを検討することで、ブランド
は、どこで信頼を得られていて、どの領域での改善
が必要かを特定することが可能となる。

調査では、82％の顧客が、従業員の安全と健康を保
証している企業を訪れる可能性が高く、うち31％の
顧客が、再訪してもらうために不可欠であると答えて
いることがわかった（これは顧客の優先度の項目の
中で最も高い）。このように、ブランドが個人の幸福
を最優先することを約束しておきながら、従業員を
安全でない環境で働かせる場合、表明していた意図
と能力の間にギャップが生じてしまうのは当然であ
る。国際的なアウトドア系アパレルブランドであるパ
タゴニア（Patagonia）は、エシカルなサプライチェー
ン、労働条件、最終製品の配送に至るまでを透明性
のある約束として、重要な施策を講じてきた3。この
信念のもと、「フットプリントクロニクル」を通じて、
販売されている全ての製品に対して、サプライチェー
ン全体の中のどこで、どのように作られたかについて
詳細にアクセスすることを可能にした。

信頼は組織全体の問題
冒頭で、信頼が、ステークホルダーによっていかに異
なる意味を持つかについて述べた。つまり、ブランド
の意図と能力を一致させるためには、単なる優れた
クリエイティブな戦略だけでは不十分なのである。ブ
ランドの顧客、従業員、およびビジネスパートナーに
とって、HX（人間としての経験）を継続的に向上さ
せる、包括的な信頼戦略が必要なのだ。つまり、信
頼という複数の側面を有する言葉を1つのメッセー
ジに織り込もうとするとき、マーケターはより視点を
広げ、企業全体としての見方を取り入れ、どうすれ
ば満足に信頼を提供できるかについて考えることが
必要なのである（詳細は「パーパス」参照）。

信頼を築くためには、製品開発、情報セキュリティ、
人財、マーケティング戦略など、多くの重要な機能間
での組織的な取り組みが必要となる。しかし、企業
全体でみると、各機能や役割は、それぞれ異なる活
動に責任を負っているため、これは難易度の高い作
業と言える（図1）。マーケティング戦略のように、オー
ナーが明確な分野もあれば、製品ロードマップや企
業文化のように、経営幹部層で機能や役割の分散が
進んでいる分野もある。

一部の企業では、このような細分化された信頼２の状
況に適切に対処し、信頼の多様な側面をより網羅で
きるよう、新しい役割を設立する動きもある4。たと
えば、サイバーセキュリティ企業の「フォースポイント
（Forcepoint）」は最近、「最高戦略信頼責任者
（Chief Strategy and Trust officer）」というポス
トを設置した。健康やウェルネスに関する製品やサー
ビスを提供するWW（旧ウエイト・ウォッチャーズ）
のような組織では、最高人事責任者（CPO）が、従
業員の全ての体験に対して期待に沿うよう、責任を
負っている6。いずれのケースも、信頼は組織全体の
問題であり、経営幹部層での調整が必要であるとい
う従来の考え方からの転換を示唆している。

信頼を築くためには、
いくつかの重要な組織機能間での
協調の努力が必要だ。
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HX TrustID
信頼が行動にどのように影響するかをより理解するために調査研究を開始した結果、人間性、透明性、
能力、信頼性の4つのシグナルと、顧客および従業員の行動との間に強い相関関係があることがわかっ
た5。

以下のグラフは、HX（人間としての経験）のレンズを通して信頼について見ると、人間性と透明性は意
図を反映し、能力と信頼性は実行できる力を示していることがわかる。

元となる論文から、ブランドがこれらのシグナルを実証したときに、信頼がいかに強固なビジネスの成果
をもたらすかを示す、いくつかの例を紹介する。

ブランドが人間性を示す場合：
• 顧客が競合他社よりもあなたの会社のブランドを選ぶ可能性は1.6倍になる
• 従業員が働く意欲を感じる可能性は2.6倍になる

ブランドが意図において透明性を示す場合：
• 顧客は、情報漏洩後もブランドからの購入を継続する可能性が2.8倍になる
• 従業員が報酬に満足する可能性は1.7倍になる

ブランドには約束を果たす能力を持っていると人々が考えている場合：
• 顧客がリピーターとして購入する可能性は2.4倍になる
• 従業員が定時に出勤する可能性は2.4倍になる

ブランドが日常的に信頼できる場合：
• 顧客が友人にブランドを勧める可能性は2倍になる
• 従業員が、ソーシャル・メディアで積極的に自分の会社を評価する可能性は1.7倍になる

HX TrustIDと、その背景にある方法論についての詳細は、こちらをクリックしてください。

意図に適用された
 経験レンズ

コンピテンスに
   適用された

    経験レンズ

人間性
他者の経験と
幸福を真摯に望む

透明性
情報、動機および

選択肢を平易な言葉で
オープンに共有する

能力
期待に応える
手段を有する

信頼性
約束を着実かつ
確実に実行する

HX
TrustID

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200706-hub-trust-hx.pdf
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人口統計学から価値へのシフト
世のほとんどのマーケターは、従来の役割を超えて、
ビジネスの側面に大きな影響を与えていないと考え
られる（図1）。しかし、マーケターが、顧客と従業員
にとっての重要な価値に焦点を当てることによって、
信頼という一つの使命の下に組織全体を鼓舞するこ
とが可能になる。

歴史的に、マーケティングでは、立地、年齢、性別な
どの人口統計を重要な情報として考え、顧客を細分
化し、顧客に共感を呼び起こす（という希望を抱きつ
つ）メッセージを考案してきた。しかし、人口統計は、
本当に人々のニーズを満たし、行動を促す「最善の
推測」を行うための方法なのだろうか。せいぜい、顧
客がどのように行動する可能性があるか、あるいは
顧客が何に価値を置いているかを示す程度にすぎな
いのではないだろうか。一方で、マーケターは、人々
が価値を置いているものに対して、直接語りかけるこ
とによって、顧客のニーズに対処するためのより有意
義な方法を組織全体に伝えることができるのだ。

私たちの「バリューコンパス」調査結果からは、人々
がどのように見えるかに基づいたセグメンテーション
から、人々が何に価値を置くかに基づいたセグメン
テーションへと軸足を移すことが、顧客行動により強
く結びついていることが分かっている7。それはなぜ
だろうか？それは、私たちの価値は、私たちの感情、
ひいては私たちの行動に反映されるからである。つ
まり、ブランドが人間的で、共感できるレベルで結び
ついている場合、人々はその意図を信頼し、自分の
ニーズが確実に満たされていると考えるのだ。さらに、
人々の価値を理解することによって、ブランドは、自
らが約束したことと、人々の関心事を一致させること
ができ、あなたのブランドがステークホルダーの価値
を理解していることを示すシグナルとなるのである。

「バリューコンパス」調査によると、最も高いレベル
では、ほぼ全員が8つの主要な価値の組み合わせを
選んでいる。それは、野心、新しいことへのチャレンジ、
好奇心、他者との共有、所属すること、他者への思
いやり、コントロール、そして新しいことを学ぶことで
ある。

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図1

経営陣に重大な影響を及ぼしていると回答されている領域

CEO平均 CFO CMOCIO/CTO CHRO COO
競合状況／変革 20% 38% 17% 22% 17% 14% 10%

顧客体験 39% 44% 36% 46% 29% 27% 52%

マーケティング戦略 40% 53% 30% 39% 81% 11% 21%

M&A 20% 36% 29% 20% 9% 17% 7%

新規市場 36% 52% 25% 20% 67% 17% 38%

デジタルトランスフォーメーション 33% 36% 32% 65% 22% 10% 34%

業績：財務指標 28% 44% 70% 28% 12% 10% 7%

業績：その他の成功指標 32% 42% 29% 29% 20% 35% 34%
製品ロードマップ（例：研究開発等） 40% 48% 48% 35% 39% 18% 56%
セキュリティ／リスク管理 33% 47% 29% 52% 23% 11% 34%
人財獲得または企業文化 31% 47% 14% 20% 19% 68% 18%

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/blog/blog-20190807-ehx.pdf
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これを起点とすれば、普遍的な
ニーズや行動を特定することがで
きるのだ。たとえば、COVID-19
の状況下で行われた調査「対応、
回復、そして成長：人間の価値観
との調和」から得られた見識によ
ると、これら8つの価値基準の1
つである「コントロール」は、
COVID-19の感染拡大とともに、
人々のマインドの最重要課題と
なった8。人口統計のデータによる
と、コントロールの重要性は、
31％増加した。 

今度は、特定のセグメント（高頻度の旅行者）にお
いて、コントロールがどのように作用しているのかを
考えてみる。顧客の間でコントロールへのニーズが
高まっていることに着目した多くのホテルは、宿泊客
が接触のない環境で宿泊をよりコントロールできる
ようにするためのアプリを強化している9。また、組
織レベルの事例では、デルタ航空（Delta Air 
Lines）は顧客体験部門内に、新しく「グローバルク
リーンリネス（Global Cleanlines） 」部門を設立し、
衛生基準を見直した 10。Deltaは、この「グローバル
クリーンリネス」部門の担当副社長を筆頭に、外部
の医療専門家と共同で「ケアスタンダード
（CareStandards） 」を開発した。「ケアスタンダード」

の一例として、旅行者が安心し、安全性が担保されて
いると感じてもらえる「ケアキット」という新たなソ
リューションを乗客に提供している。また、重要なこと
として、「ケアスタンダード」は、従業員の保護を増強
することに役立っており、COVID-19の陽性となった
同社の従業員数は全国平均を大幅に下回っている。

約束に応えることに、話を戻そう。Deltaは、ステー
クホルダーが何に価値を置いているかを理解し、そ
の価値にどう対処しているか、透明性をもって伝え、
顧客と従業員の清潔と安全を確保するために、複数
のデリバリータッチポイントをプロセス全体に組み込
むことから始めた。

ブランドが人間的で共感のできるレベルで
つながると、人々はブランドの意図を信頼し、
自分たちのニーズが本当に対応されていると
信じるようになる。

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-20200521-cm-aligning-human-values.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-20200521-cm-aligning-human-values.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-20200521-cm-aligning-human-values.pdf
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このような価値をベースとしたセグメンテーションは、
さらに細分化される。人々の、データを組織と共有し
たいという意欲（または意欲の欠如）について考えて
みる。COVID-19の状況下の消費者調査によると、
21％が、COVID-19感染拡大への対応を支援する
ために、データを企業と共有することに非常に賛成
である、と回答した。この数字は、個人データの共有
についての警戒レベルが高い人々の場合、さらに低
くなると予想するのが普通だろう。しかし、図2を見
ると、データプライバシーに最も関心の高い者は、
COVID-19への対策として、企業とデータを共用し
たいと考えている割合が30％と最も高く、これに対
し、データプライバシーに関心のない人の割合は
16％となっている（図2）。

それは、なぜだろうか？データ共有への関心が最も
高い人は、データの透明性を重視しており（データの
プライバシーへの懸念が高い人のうち67％を占める
のに対し、そうではない人は37％）、企業はこのデー
タを倫理的に使用すべきだと考えている（72％、そ
うではない人は39％）。このような特定のケースに
おいては、人々の一般的な行動の傾向を明らかにす
るのではなく、この状況下において彼らにとって何が
重要か、他の人々にとって何が重要かを明らかにし、
それらの価値に直接話しかけることの重要性を示し
ている。

出所: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

6%

11%
9% 10%

30%

20%

39%

29%

16%

30%

強く賛成どちらかといえば賛成どちらでもないどちらかといえば反対強く反対

図2

データプライバシーに最も関心のある人々は、パンデミックへの対応の
ためにデータを共有しようという意識が最も高い
データプライバシーへの関心が高い　　　　データプライバシーへの関心が低～中程度
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信頼の構築
約束を果たし、常に変わりゆく顧客価値に基づいた
ニーズに応えるためには、ブランドは自らの意図を自
らの行動（またはコンピテンシー）に合わせる必要
がある。そして、CMOだけではなく、経営幹部レベ
ルのメンバー全員が、このような連携を実現するた
めに一致団結する必要がある 。そのために指導者が
取ることができるステップは以下の通りである： 

• 自分だけの職務にとどまらない：ほとんどの組
織には機能上の明確なオーナーがいるが、信頼
を得るためには、経営幹部層の協力が必要であ
る。このことは、信頼に関係したKPIに沿って、
機能横断的なチームを編成し、それらのKPIにア
クセスできるようにし、意図とコンピテンシーの
ギャップを埋めるためのロードマップを策定する
ことを意味する。

• 信頼のコンピテンシーを賢く選択する：信頼をど
のように表現するかは、組織の目標によって決ま

る。たとえば、顧客が、透明性および倫理的なデー
タ利用を重視する場合、組織が自社のデータを
どのように利用するかについての簡単なメッセー
ジを組み込むこと、そして、サイバーリスクとデー
タの侵害行為の両方から、データを保護するため
のシステムを確実に整備することが、重要になる
だろう。

• マーケターのツールキットを拡大する：マーケティ
ング部門が広告代理店のスキルだけを反映して
いる場合、信頼を得ることは難しくなる。包括的
な信頼の提供には、製品開発、分析、収益モデ
ルの深い理解など、幅広いスキルセットが必要で
ある。

信頼とは、メッセージと提供されたもののギャップで
ある。幸いなことに、今、組織はそのギャップを埋め、
その過程で、人々のニーズに応えるために、人々が
心から信頼しているものを創造するためのツールを
持っているのだ。
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マーケターは、顧客参加を促す
エンゲージメント戦略を
考案することで、
競争に勝ち残ることができる。

参加
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刻々と変化するCOVID-19の状況下におい
てブランドが早期にこれに対応するために
は、ビジネスモデルの方針転換はもはや当

然のこととなっている。ブランドが取りうる方向性は
数多く存在するが、ある一つの道筋は他のものより
際立っている。それは、ブランドが顧客と関わる方法
について方針転換することである。今年5月に405
人の経営幹部を対象に調査を行ったところ、最も多
い回答として、64%が、パンデミックへの対応を改
善するために、組織と顧客との関わり方を変えたと
回答した。

1年前、2020 Global Marketing Trendsにおい
て、顧客参加がどのようにブランドのエンゲージメン
ト戦略の策定方法に影響を与えているかについて論
じた（本章「参加とは？」参照）。とりわけ、顧客がブ
ランドとどれくらい深く関わり、参加するのか、その
程度は多岐に渡る。参加は、オンラインレビューを書
いたり、あるブランドをソーシャルメディアに掲載した
りといった、人との接触が少なく、手間のかからない
活動から、新しい製品の開発やオリジナルコンテンツ
の制作（ビデオのアップロードやブログの作成など）
のためにブランドとコ・クリエーションを行うといっ

たより深い関わりを持つといったものまで様々な程
度のものがある。そして、デジタル技術が人々とブラ
ンドを近づけるにつれて（詳細は第2章「アジャイル」
参照）、より深く、より手間のかかる参加形態に人気
が集まっている。

顧客エンゲージメントは、顧客がブランドアンバサ
ダー、インフルエンサー、コラボレーター（協力者）、
イノベーターとして参加してゆく双方向のものへと急
速に進んでいる1。このように、マーケターは、顧客
の最も深いレベルにおける参加を重視し、顧客とブ

ランドの双方の利益を最大化するエン
ゲージメント戦略を策定することで、
利益を享受し、競合他社との差別化
を図ることも可能となる。

こうした新たなトレンドを踏まえ、私
たちは、米国、英国、ブラジル、中国
の4カ国で7,506人の消費者を対象
に、誰がブランドに参加しているのか、
なぜ参加するのか、どこに最も関与し
ているのかをより理解するために詳細
な調査を行った。その後、私たちは、
この分野の主な調査結果と事例をも

とに、顧客参加が世界中でどのように実現されてい
るのか、そしてマーケターが顧客エンゲージメント戦
略を構築しながら、どのように参加を促すことができ
ているのかを探った。

エンゲージメントの 
深さと参加形態
この1年間、デロイトは、様々なエンゲージメント活
動に対して、人々がそのフェーズの下位段階から上
位段階においてどのように参加してきたかを探った。

第５章　参加 
双方向の道
顧客参加が促進するエンゲージメント戦略

顧客エンゲージメントは、
顧客がブランドアンバサダー、
インフルエンサー、コラボレーター
（協力者）、イノベーターとして
参加してゆく双方向のものへと
急速に進んでいる。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology/articles/dd/global-marketing-trends.html
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下位段階の活動として、回答者に対してオンラインで
の会話（たとえばソーシャルメディアへの投稿）に参
加したか、またはオンラインでのレビューを書いたか
を尋ねた。より深く参加したかを把握するためには、
彼らがオンラインでアドバイス（ビデオチュートリアル
や「ハウツー」見解） を行ったかどうかや、ブランドに
関するオリジナルコンテンツ（映像コンテンツやブロ
グなど）を掲載したかどうか、または製品やサービス
の開発について直接情報を提供（デザインアイデア
や直接のコ・クリエーションのためのコンテストに参
加）したかどうかを尋ねた。

驚くべきことに、過去1年間に少なくとも1つの活動
に関与した人の割合は56%に上った（図1）。参加
の大半がフェーズの下位段階であったことは特段驚
くべきことではないが、32%はブランドについてのオ
ンライン上の会話に参加しており、より深く、より手

間のかかる形のエンゲージメントに関与していたこ
とが明らかになった。

21%が製品やサービスについてオンラインでアドバ
イスを提供し、15%がデザインについて直接意見を
述べ、14%がブランドのオリジナルコンテンツを開
発している。これらは、ブランドへの強いエンゲージ
メント、関心、そして多くの場合、アドボカシー（代弁）
としての明確な指標なのである。

以降のセクションでは、参加に関連するいくつかの傾
向を探ってゆく。つまり、複数の国や年齢層において
参加しているのは誰か、最も頻繁に参加しているの
はどこか、人々がより深く参加する動機は何か、に関
するものである。これらのインサイトは、マーケター
が積極的に参加を促してゆくエンゲージメント戦略
を開発するのに役立つものである。

驚くべきことに、
過去1年間に少なくとも
1つの活動に関与した人の
割合は56%に上る。

参加とは？
顧客の参加とは、ブランドに影響を与えるために人々が交流する受動的および能動的な参加方法の両方
を意味する。受動的参加には、人々がフィードバックを提供したり（レビューの執筆など）、ブランドにつ
いて話し合ったりするなど、人との接触が少なく、手間のかからない活動が含まれる。一方、能動的な参
加は、顧客が目的を持ち、より深い関与を伴ってブランドと交流する方法（コ・クリエーションやオリジナ
ルコンテンツの開発など）が含まれる。
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出所: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.

図1

ブラジルにおける参加者の数は膨大であったが、
中国においてはより深い形で参加していた

全体： 56%

国別の参加度

幅広い分野への参画

米国 英国 中国 ブラジル

49% 51%
59%

67%

オンラインでの会話（ソーシャルメディア、ブランドプラットフォーム、コミュニティサイト）への参加

オンラインレビューの書き込み（電子商取引サイト、レビュープラットフォーム）

特定の製品またはサービスについて他者にオンラインでアドバイスを提供
（ビデオチュートリアル、ノウハウの提供）

製品のデザインまたはサービスに関する直接的な情報のインプット
（コ・クリエーション、アイデア／デザインコンテスト）

ブランドに関するコンテンツを制作および掲載（ビジュアルコンテンツ、ブログ）

上記のいずれにも該当しない

32%

28%

21%

15%

14%

44%

参加者は誰か： 
グローバルリーダー
調査対象の4カ国のうち、ブラジルは何らかの形で
参加している人が67%を占め、トップに立っている。
より深く掘り下げたところ、そのほとんどが低～中レ
ベルの活動によるもので、40%がオンライン会話に、

36%が執筆レビューに、33%が他の人にアドバイス
を行っていることがわかった。

中国は、全体の参加者数では第2位だが、約4人に
1人がデザインに関する直接的なインプットを提供し、
5人に1人がブランドのためのオリジナルコンテンツ
を開発するなど、最も深い形で参加している人々の
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数は最も高かった。これは、中国がソーシャルメディ
アを利用した顧客エンゲージメントの先駆けとなって
いるため、容易に想定できた結果と言える（詳細は
本章「中国のソーシャルエコシステム」参照）。たとえ
ば、中国のプラットフォームである「リトルレッドブック
（小紅書）」は、ソーシャルプラットフォームをEコマー
スプラットフォームとしてだけでなく、参加の場合に

顧客がキーオピニオンコンシューマー（KOC）と会話
するために使用できる場としても活用している2。この
キーオピニオンコンシューマー（KOC）の大半は名声
を得たキーオピニオンリーダー（KOL）とは異なり、
ブランドの製品やサービスに関する専門知識を持っ
た一般人であり、その高い専門性がゆえに大きな支
持を得ている。

出所: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.

図2

年齢による参加の変化

年齢別の参加率

エンゲージメント全体における年齢別の参加率

18～25歳 26～45歳 46歳以上

73% 64% 42%

オンラインでの会話（ソーシャルメディア、ブランドプラットフォーム、コミュニティサイト）への参加

オンラインレビューの書き込み（電子商取引サイト、レビュープラットフォーム）

特定の製品またはサービスについて他者にオンラインでアドバイスを提供
（ビデオチュートリアル、ノウハウの提供）

製品のデザインまたはサービスに関する直接的な情報のインプット
（コ・クリエーション、アイデア／デザインコンテスト）

ブランドに関するコンテンツを制作および掲載（ビジュアルコンテンツ、ブログ）

37%
37%

25%

33%
33%

30%
28%

12%

18%
20%

20%
19%

7%

8%

22%



48

2021 Global Marketing Trends: 不確実性に焦点を当てる

参加者は誰か： 
年齢とともに、情熱が生まれる
多くの人が予想しているように、若い世代は最も頻
繁にブランドと交流している。図2は、Z世代（18～
25歳）が73%の割合でブランドに参加しているのに
対し、45歳以上では42%と徐々に低下しているこ
とを示している。特に参加形態が深いほどその格差
が広がり、45歳以上でオリジナルコンテンツを開発
した人はわずか7%であったのに対し、45歳以下で
は約20%であった。

なぜ年齢によって参加に違いがあるかを理解しよう
としたとき、情熱という1つのテーマが浮き彫りに
なった。特定のブランド、製品、サービスに情熱を持っ
ているという理由で、これらの活動に取り組んでいる
かどうかを尋ねたところ、年齢は情熱やエンゲージ
メントと高い相関があることが分かった。それは、年

齢が上がるほど、参加において情熱が果たす役割は
大きくなるということである。あらゆる形態のエン
ゲージメントを見たとき、情熱が役割を果たすと回答
したZ世代は54%から65%の間であった。それと
は対照的に、25歳以上の層では、情熱が関係すると
回答したのは76%～85%であった（図3）。

正確な理由を述べるのは難しいものの、この傾向は、
Z世代がデジタルネイティブの環境で育った一方で、
より年齢層の高い世代は様々な技術やフォーラムへ
参加するための操作方法を積極的に学ばなければ

ならなかったことを反映しているのかもしれな
い。したがって、Z世代にとっては、参加は単に
本質的な考え方や、日常の一部にすぎないも
のの、より年齢層の高い世代にとってデジタル
化が進んだブランドに参加するためには、情熱
という付加的な動機づけが必要とされるのか
もしれない。

世界的な工具メーカーである「デウォルト
（DeWalt）」は、8,000人の商人と4,000人の
DIY愛好者から構成されるインサイトコミュニ
ティを形成することによって、消費者の情熱を
調べた3。DeWaltは、このコミュニティ内の個
人に対して、家の改修時に使用できる試供品の

ツールを提供している。DeWaltが欲しいのは顧客
からのフィードバックである。DeWaltは、このコミュ
ニティによって研究開発費用を600万米ドル以上節
約したと試算している。

中国のソーシャルエコシステム
中国では、多くの主要なブランドが、参加活動と顧客タイプの双方に合わせてエンゲージメントを最大化
するための緻密なソーシャル戦略を開発している。たとえば、人々に対してビデオチュートリアルをアップ
ロードするように促すプラットフォームが構築されている場合もあれば、顧客と関連性の高いキーオピニ
オンコンシューマー（KOC）とを結びつける検索エンジンのように機能するプラットフォーム（たとえば、
リトルレッドブック）も存在する。インタラクティブなプラットフォームであるビリビリ（bilibili）に若い層
の人気が集まる一方で、高齢者は「知っている程度」にとどまる傾向があるなど顧客のタイプも異なる。
いずれの場合であっても、マーケティングリーダーは、この青写真を積極的に取り入れることで、戦略を
策定する際にそれぞれのプラットフォームが果たす役割を見極めることができるのだ。

私たちは、年齢が
情熱やエンゲージメントと高い
相関関係があることを発見した。
つまり年齢が高いほど、
情熱が参加に果たす役割は
大きくなる。
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参加頻度：低頻度でも強力
エンゲージメントが最も高い産業は、どの参加フェー
ズにおいてもほぼ一貫している。具体的には、エレク
トロニクス、美容やパーソナルケア、健康やウェルネ
ス、アパレルやフットウエア、食品や飲料に対する参
加が常に上位5業種に位置づけられている。家具や
自動車のようなカテゴリーでは購入頻度が低いのに
対して、これら上位に位置するものは、購入頻度が
比較的高いと考えられ、直感的に考えても理解でき
る。しかし、興味深いことに、従来は低関与型購買と
考えられてきた食料品や飲料は、米国の消費者に
とって最大の参加カテゴリーなのである。

しかし、人々が低頻度の購買業種に参加する場合に
は、高頻度の購買業種と同じ比率で参加するのであ
る。たとえば、BMWグループはバーチャル型のコ・
クリエーションコンテストを主催し、何百人もの自動
車愛好家がインテリアとエクステリアの両方のデザイ
ンコンセプトについて革新的なアイデアを出している4。

また、参加フェーズが一段階上がるとともに参加の
頻度も増加することが見られた。図4では、オンライ
ン会話に参加している人の28%が少なくとも週に1
回はこの活動に参加しており、37%が週に1回以上
デザインに関する直接的な情報を提供していること
が分かった。本質的には、人々がより深い活動に関
与するにつれて、より頻繁に参加するようになるので
ある。

注釈: These results are represented by those that agree passion played a role in each activity.
出所: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.

図3

25歳以上の人々による参加は、Z世代よりも情熱に駆り立てられている
18～25歳　　　　26～45歳　　　　46歳以上

オンラインレビューの書き込み（電子商取引サイト、レビュープラットフォーム）

オンラインでの会話（ソーシャルメディア、ブランドプラットフォーム、コミュニティサイト）への参加

特定の製品またはサービスについて他者にオンラインでアドバイスを提供
（ビデオチュートリアル、ノウハウの提供）

製品のデザインまたはサービスに関する直接的な情報のインプット
（コ・クリエーション、アイデア／デザインコンテスト）

ブランドに関するコンテンツの制作および掲載（ビジュアルコンテンツ、ブログ）

76%
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参加意欲： 
助けたいという気持ち
なぜ人々が参加するのかを調べたところ、人々は他
人を助けるために参加するという動機が最も高いと
いう傾向が浮かび上がった。この他人を助けるとい
う動機は、「エキサイティングなものを共有したい」、

「製品やサービスの専門知識を持っている」、「ブラン
ドの新製品開発に関わりたい」といった他の動機を
常に上回っていた。

最も興味深いのは、「自分の専門知識を認めてもら
いたい」という根底にある一貫したモチベーションで
ある。面白いことに、1つだけ注目すべき例外がある。

人は、ある活動をきっかけに
深く関与するようになると、
参加する回数も増えていく。

出所: Deloitte Global Marketing Trends Participation Survey.

図4

より深いエンゲージメント活動への参加頻度は、
より低レベルのエンゲージメント活動よりも高い

オンラインで
会話への参加

オンラインレビュー
への書き込み

コンテンツの
制作および
掲載

オンラインでの
アドバイスの
提供

デザインへの
直接的な
インプット

28%
31%

35% 35%
37%

活動への参加度 深い低い
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中国である。中国の回答者はより深い参加形態を取
るにつれて、専門知識の認識が2番目に高い動機と
なり、他人を助けるという動機は第4位へと順位を
下げた。これは、先に議論したキーオピニオンコン
シューマー（KOC）文化を反映している可能性があ
る。世界的には、人々に参加する機会が増えるにつ
れて、彼らの動機がより個人的な理由へと変化して
いるのかもしれない。

参加を戦略に組み込む
マーケティングリーダーは、より深い形態のエンゲー
ジメントへとフェーズが移動するにつれて、誰が参加
しているのか、彼らがどこに最も参加しているのか、
何が彼らを動機づけるのかというインサイトを、マー
ケティング戦略に織り込むことができる。

マーケターは、顧客参加を促す戦略を策定する際に
以下を留意すべきである。

• 包括的な参加プランの構築：参加を自社のエン
ゲージメント戦略のどこに組み込むことができる
かを特定することが重要である。これは、カスタ
マージャーニーを最適な参加プラットフォームに
合わせることを意味する。たとえば、認知を高め
顧客に検討してもらうためには、ブランドがコ
ミュニティフォーラムや関連ブログを促進する必
要がある。あるいは、カスタマージャーニーの反
対側において、マーケターは、コンバージョンや
リピート利用を推進するために、人々に対して独
自のビデオチュートリアルの開発を勧めたいと思
うだろう。

• より深い顧客関係の構築：従来のロイヤルティ
アプローチ（顧客管理システムやロイヤルティプ
ログラムなど）は、しばしば一方通行だが、参加
は、ブランドロイヤルティと顧客アドボカシーを
双方向的に育成できる点で大変ユニークである。
これにより、ブランドインタラクション、さらには
イノベーションが双方向の会話となり、顧客との
関係に別のレイヤーを効果的に加えることが可
能となる。

• 単なるB2C戦略ではない：B2B企業はB2C企
業と同様の方法で参加を呼びかけることができ
る。B2C企業は常に顧客のフィードバックを求め
てきたが、B2B企業もより深い参加形態を奨励
することもできる。これは、イノベーションラボに
おいて、顧客が新しい製品やサービスの共同開発
を支援したり、会議やコミュニティフォーラムで顧
客がブランドに代わってアドボカシー（代弁）活動
を行う方法が考えられる。

エンゲージメントは双方向の道であり、今やマーケ
ターは、顧客に戦略、製品、サービスに参加してもら
うこれまでにない多くの機会を有している。
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異業種間の
パートナーシップを通じて
革新的な体験を作り出すことで、
組織はより顧客の役に
立てるようになる。

融合
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COVID-19の感染拡大が引き金となり、世界
中の経済が停止したが、そのことによって人々
の普遍的なニーズが明らかにもなった。「普

段の生活」が根本的に変わってしまったこの時代に
おいて、これらのニーズは、生活必需品やサービスへ
のアクセス、家族や友人とのつながりの維持、混乱
する職場環境の整備など様々なものがある。コミュ
ニティ、企業、政府、個人が、人々の満たされていな
いニーズに対応するための新しい方法を模索する中
で、この危機は様々な形で、実験とイノベーションの
環境を生み出している。

2020 Global Marketing Trendsでは、前世紀の
供給主導型の工業製品やサービスから、顧客
のニーズに合ったソリューションへの60年間
の進化について論じた1。その結果、最もディ
スラプティブ（破壊的）な企業は、顧客のニー
ズにより応えられる方法を見つけるために、
既存の業界の枠を超えていることがわかった。

そして今、業界全体において新しい変化が生
まれている。多くの組織は、1つの課題を解
決する製品やソリューションを顧客に提供す
る従来のやり方を変え、顧客のニーズをより根本的
に理解するために、もっと深いレベルまで探求しよう
としている。そして、その知識を活用して、より包括
的に顧客のニーズを満たそうとしている。これは、「同
じことをいかに上手に行うか」ということではなく、
自社のソリューションを開拓するために必要なパート
ナーシップ戦略を全面的に見直す機会なのだ。組織
が忘れてはならないことは、人々が必要としている
のは、車ではなく、地点Aから地点Bまで移動するこ
と、または手術ではなく、健康であること、である。

この顧客を中心に据えた考え方を取り入れようとし
ていた組織は以前から一部存在していたが、
COVID-19により、より多くの組織が一夜にして考え
方を変えざるを得なくなった。また、厳しい経済状況
下、これらの変化するニーズを満たすための独創的
な方法を模索する企業もあり、業界を横断する新し
いコラボレーションや「融合」につながった。パンデ
ミックについて不確実な要素が多い中、これらの組
織は新しいパートナーシップを結ぶことで、新たな方
法で顧客と結びつき、数カ月のうちに大きな変革を
もたらすデジタルプラットフォームに大規模な投資を
行った。そのすべてが、人々のニーズを満たす革新的
な方法を見つけるための施策である。

経営幹部にとって衝撃的かつ教訓的なこととして挙
げられるのは、この先進的な投資と、経営幹部が現
在持つ受身かつ実務的なマインドセットの矛盾であ
る。デロイトが実施した、405人の経営幹部を対象
とした調査では、パンデミックに対応しながら最も達
成したいと考えている成果をCxOに尋ねた。その結
果、圧倒的に多くの経営幹部が、「生産性と効率性
の向上（42%）」および「リスク管理の強化（38%）」
を最上位に掲げ、投資を対応策としての観点から捉
えていた。将来の成長に不可欠な要素である「収益

第６章　融合 
新しいエコシステム
パンデミック後の時代における 
異業種間のパートナーシップの融合

人々が必要としているのは、
車ではなく地点Aから
地点Bまで移動すること、
また手術ではなく健康である。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology/articles/dd/global-marketing-trends.html
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拡大（17%）」や「競合他社との差別化（17%）」、「業
界の変革（6%）」などのための投資であると考えて
いる経営幹部はごくわずかであった（図1）。

本章では、企業はどうすればこの受身のマインドセッ
トを打ち破り、変化する顧客のニーズに積極的に対

応することができるかを探る。まず、先駆的なパート
ナーシップから成長に必要な要素をどのように得ら
れるかを探り、最後にCMO（最高マーケティング責
任者）が顧客の目を通して、顧客とともに革新するこ
とで、今後進むべき道を先導できるユニークな立場
であるかについて議論する。

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図1

経営幹部の多くは受身のマインドセットをもって業務を遂行しており、
将来の成長機会を見逃す可能性がある
運用可能で効率的なプレー　　　　イノベーションおよび成長の機会　　　　その他の事業成果

上位3つの成果

生産性と効率性の向上 リスク管理の強化 デジタルプラットフォーム／
テクノロジーへの移行の

加速

33%
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28%

28%

27%
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顧客エンゲージメントの
改善

優秀な人財の確保

ビジネスモデルの変更

収益の拡大

企業が社会に与える
影響力の増大

内部コスト・
業務コストの削減

競合他社との差別化

業界の変革

イノベーションと成長の機会は、
最低の3つの成果としてランク付けされた。

38% 35%42%
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組織が融合を通じて 
顧客のニーズに 
適切に対応する方法
デロイトは、一次調査と該当分野の事例を組み合わ
せることで、ブランドが今日行っている活動を超えて、
顧客のインサイトとデジタルプラットフォームを統合
した新しいパートナーシップを結成する方法を探求し
た。そして、この新しいパートナーシップは、顧客を
驚かせ、喜ばせるための、各ブランドのイノベーショ
ンロードマップの一環として構築されるものである。

ビジネスパートナーシップが持つ力と約束

人々のニーズに包括的に対応するには、マインドセッ
トの転換が必要となることが多い。これは、ブランド
にとっては自社の製品やサービスの枠を超えて考え、
ステークホルダーにより多くの価値の提供を可能と
するパートナーシップを模索することを意味するかも
しれない。パンデミックの初期段階では、新たな課
題を解決するため、数多くのクリエイティブかつ想像
もできないようなビジネスパートナーシップが生まれ
た。たとえば、レストランの食事アプリ「OpenTable」
は様々なスーパーマーケットチェーンやその他の生
活に不可欠なビジネスと新たなパートナーシップを
結び、食料品店やその他小売店に出かける用事を、
事前予約制という位置づけに変えた。パートナーシッ
プの結果、人々は混雑に遭遇する心配（または面倒）
もなく、安全かつ計画的に必需品を購入することが
できるようになった2。

パンデミック関連以外でも、エクソンモービル
（Exxon Mobil）の業務提携による中国での新たな
カーケアエコシステムの創出など、従来の事業領域
を超えて、新たなニーズに対応する企業も数多く存
在する。Exxon Mobilは、従来の「B2B」から、よ
り顧客志向の強いマーケットへと移行し、グローバル
なテクノロジー企業と地域の自動車整備企業と提携
し、「デジタル化された自動車のメンテナンス体験」
を作り出した3。このエコシステムを通じて構築され
たデータプラットフォーム上で、顧客はメンテナンス
の推奨を受けたり、車のメンテナンスをオンラインで
予約することができ、Exxon Mobilにとっても自動
車の燃料を提供するだけでなく、自動車の安全性や
パフォーマンスの確認もできるようになった。

パンデミックの前に形成されたものであれ、その最
中に形成されたものであれ、これらの異業種間の垣
根を越えたパートナーシップが、持続的な力を持つ
ことを示す新たな根拠が存在すると、経営幹部は回
答している。今回の調査では、パンデミックにより適
切に対応するために、企業がどのようにビジネスモ
デルを変えたかについて尋ねた。1位に挙げられた
「デジタル化の強化施策（64％）」とは大差がある
ものの、2位に挙げられたのが「新しいビジネスパー
トナーシップの結成（36％）」であった。さらに、こ
れらの新しいビジネスパートナーシップはパンデ
ミック後、最も維持される可能性が高いことが明ら
かになっている。

それは、なぜだろうか。パンデミックが収束したら、
以前のビジネスモデルに戻るのか、それとも新しい
ビジネスモデルを続けるのかを経営陣に尋ねた。経
営陣の78%が、新たなパートナーシップは一部また
は長期的に維持されると回答しており、その他のビ
ジネスモデルの変更の中で最も高い結果となった
（図2）。

決断の理由が生き残るために必須であったからであ
ろうと、新しい機会を見出したからであろうと、新し
いパートナーシップを結ぶ大きな決断を下したブラン
ドの多くは、パートナーシップを通じて、短期的にも
長期的にも顧客に対してより包括的なサービスを提
供する良い方法を発見しているのだ。

業界の枠を超えて、 
顧客のインサイトを統合

顧客のインサイトが1つの業界に限られている場合、
顧客を包括的に理解するのは難しくなる。顧客の行
動や根底にあるニーズの全体像を把握するために、
ブランドがとり得る行動として自社の顧客への理解
を補完してくれるパートナーシップを模索することが
考えられる。その中心となるのが、顧客の行動や
フィードバックの全体像を捉えてくれる強固なデータ
メカニズムを構築することである。そうすることで、企
業は自社のイノベーションプロセスに顧客を直接巻
き込むことができるようになる。
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ブランドが異業種とのパートナーシップを活用して、
人間を中心に据えたイノベーション戦略を策定する
方法として以下2つが挙げられる。

1. 変化するニーズをソーシャルを通じて把握：ソー
シャルセンシングは、顧客へのメッセージをタイ
ムリーに作り、送付するためのものに限られない。
（詳細は第2章「アジャイル」参照）人々の「今」
のニーズを直接理解するための方法でもある。た
とえば、パンデミックの中で、イギリスの商業銀
行であるロイズ銀行（Lloyds Bank）はMental 
Health UKとのパートナーシップを拡大し、経済
的な問題が人々の精神的な健康に及ぼす悪影響

に対処するためのリソースを提供し、国民の意識
を高めた4。Lloyds Bankは、パートナーの助け
を借り、人々から直接ヒアリングすることで、単に
銀行として提供できるソリューションを作っただ
けでなく、不安が高まり財布のひもが固い時代に、
精神的な健康に関する金融ソリューションを作り
上げたのである。

2. 顧客に参加を呼びかける：顧客に、知識共有の
プロセスへ直接参加するよう呼びかけることで、
ブランドは自社のイノベーション施策の推進に向
けて、人々が本当に何を必要としているのかを学
ぶためのユニークな機会を得ることができる。（詳

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図2

COVID-19感染拡大の中で築かれた新たなパートナーシップは、
パンデミックが収束した後の長期戦略であると多くの経営陣が同意している
以前のビジネスモデルにすぐに戻る 
新しいビジネスモデルの一部を維持する
新しいビジネスモデルは、成功のための長期的なソリューションである

顧客のニーズにより良く応えるため、新たなパートナーシップを構築する

組織が顧客エンゲージメントの方法を変革する（物理的な店舗からデジタルな店舗へ）

地理的に新しい市場に参入する

新しい製品を提供する

新規産業への参入
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細は第5章「参加」参照）。例として、COVID-19
への接触をトラッキングし、感染経路を辿る取り
組みを含む、デジタルソリューションの融合である
「GovConnect」を見てみる。GovConnectを
使って、個人は自身の移動経路のネットワークを
構築することができ、ウイルスに晒された可能性
を特定できる5。また、有数のテクノロジー企業が
作成した公開ポータルは、一般の参加者がカスタ
マイズされた推薦事項を通して、コミュニティや
政府のサービスを見つけるのに役立つ。同時に、
GovConnectは、政府幹部や公衆衛生担当者
がパンデミックへの対応において、リアルタイム
により良い意思決定を行うために役立っている。

このように企業は、顧客のニーズが複数の業種に跨
がる場面において顧客からのインサイトを収集するこ
とで、変化する需要を予測し、それに対応するソ
リューションを開発することができる。

新たなパートナーシップを活用し、 
デジタルエコシステムを拡大

デジタルの役割と重要性は爆発的に増え続
けているが、パンデミックが大きな変化の要
因となり、多くの組織がデジタルプラット
フォームへの移行を加速させ、さらにデジタ
ルを通じてニーズに対処するための新しい方
法やパートナーシップを模索し始めた。

この動きを理解するために、デロイトは、
COVID-19時代の環境に人々がどのように
対応しているかを把握する目的で世界中の消
費者2,447人を対象に調査した。本調査の内容に
は、必需品の買い物、仕事や学業の継続、医師との
診察、家族や友人との交流などの活動が含まれてい
た。これらの活動は、人との接触を最小限にとどめ
た形で行われおり、多くの場合、複数の業種を横断
するデジタルソリューションによって活動が可能に
なっている。興味深いことに、人々は、この世界的に
見受けられる「デジタルのテスト期間」最中だからこ
そ、新しいソリューションを試してみることに抵抗が
なく、高い関心を示していた。回答者の79%が、8
種類の活動のうち少なくとも一つのデジタル活動を
初めて試していたのだ（図3）。

パンデミックの中で新たに登場したデジタル遠隔医
療サービスの一例として、「ConvergeHEALTH 
Connect（Zyter technology platformを活用し
たクラウド型プラットフォーム）」が挙げられる。
ConvergeHEALTH Connectは、動画を通じた患
者訪問、患者のバーチャルな「スマート」検査、安全
なファイル共有、および医療提供者間の連携を強化
する医療チーム向けのサービスを提供している6。
ConvergeHEALTH Connectは、複数の業界を横
断するパートナーシップにより、医療提供者や政府の
医療機関がデジタルを通じて患者をトリアージできる
よう支援している。さらに、陽性が疑われる患者の治
療を仮想空間に移行させながら患者のプライバシー
を保護し、デジタルイノベーションを利用してバー
チャルな救急医療の提供と、医療提供者が変化し続
けるプロトコルを効率的に応用し、患者の回復に向
けて治療を進めるために必要な専門家に相談するこ
とができる。

人々が物理的に離れて過ごす新しい環境の中で、大
多数の人々が新しい体験におおむね満足しているこ
とが分かった。全カテゴリーにわたり、少なくとも
53%が新しいデジタル体験が適切な代替であると答
え、約3分の1が、デジタルを使った方法は対面での
体験よりも優れているとさえ回答している。

"ConvergeHEALTH Connect"
は、複数の業界横断的な
パートナーシップを通じて、
医療従事者や政府の医療機関が
患者をデジタルでトリアージ
できるように支援している。
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出所: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

図3

多くの顧客がパンデミックの中で初めてオンライン体験をし、
その反応は圧倒的に肯定的なものであった
経験に失望した　　　　代替策としては適切である　　　　代替策として優れている　　　　初めて使用
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パンデミックが収束した後でも、これらのデジタルプ
ラットフォームの進化は、企業に新たなパートナー
シップの機会を提供し続けると考えられる。そのよう
なパートナーシップの機会によって、企業は、顧客の

ニーズを研究し、そのニーズと動機について得たイン
サイトを将来の商品やサービスに取り入れ、自社の
競争力を高める好循環を作り出すことができるよう
になる。
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融合を加速化させる
組織が融合によって競争優位性と収益拡大を得るた
めに、経営幹部は、実務的なマインドセットを手放し、
将来の成長につながるビジョンを持った革新的な
パートナーシップ戦略に移行する必要がある。CMO
は、多くの場合において顧客に最も近い経営幹部と
して、このイノベーションを先導することができる唯
一の立場となる。CMOが自社のイノベーションを推
進するために、取るべき行動として推奨されるのが
以下の2点である。

1. イノベーションロードマップを自分のものとす
る：CMOは常に、イノベーションを推進する自
らの役割を抑制してきた。それは、自身が当然有
している顧客知識を過小評価していたり、イノ
ベーションをマーケティングの一環として捉える
仲間がいなかったりしたからかもしれない。しか
し、このパンデミックで経営幹部の間でマーケティ
ングの重要性の認識は高まり、今後数カ月間に
おける最重要機能として、デジタル技術（68％）
に次いで、マーケティングと営業（63％）が2位
として認識されている。CMOは、イノベーション
戦略について組織に助言する立場にあり、単なる
戦略の「受取人」ではなく、顧客に対するマーケ
ティングの「川下」活動以上のことをすべく、立ち
上がるべきである。

2. 融合は、顧客のニーズから始まる：デロイトが年
初に行った分析では、CMOは自社のイノベー
ションロードマップと顧客体験を描けるときこそ、
最も影響力を持つことが分かった7。これら2つ
の要素が密接につながっていることは、偶然では
ない。人々のニーズに真に応える唯一の方法は、
顧客の目を通して観察してみることである。
CMOは、自身が持つ顧客の行動や期待につい
てのインサイトを活用して、有益なビジネスパー
トナーシップの選択を導くことができる。同時に、
顧客の意見を自らがデザインしたデジタルエコシ
ステムに取り入れることもできる。

融合とは、企業が自社を囲む四方の壁を越えて、顧
客のために革新し、創造することで、自社の可能性
を再考することである。COVID-19によってデジタル
イノベーションが最前線に押し進められる中、マーケ
ターは「今あるものを守る」姿勢から、顧客の心を
掴む新しい扉、つまり新しいパートナーシップ、新し
いデジタルプラットフォームを開拓する姿勢に組織を
転換できるのである。
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マーケティング環境の
急速な変化に伴い、人財モデルも
それに合わせて変化させ、
マーケティングを競争力のある
差別化要素として
位置づけるべきである。

人財
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ここ数年、組織内でのマーケティングと人財の役
割は、大きな変化を遂げてきた。CMO（最高
マーケティング責任者）の役割が、ブランドマ

ネジャーから、全社的な戦略の考案と収益向上を担
う役割へ進化していることは明らかだ 1。こ
れと並行して、業界横断的な、人財を巡る
議論、具体的には人財モデルの変革につ
いての議論では、いくつかのテーマが繰り
返し論じられている。これらのテーマは、
身近に感じられる。人工知能（AI）のおか
げで、私たちはより速く、より賢く仕事がで
きるようになった。いくつかの例を挙げると、
人々は従来の9時から17時までのワーキ
ングスタイルから抜け出し、ギグエコノミー
を選ぶようになった。また、オン・ザ・ジョ
ブ・トレーニングや継続的な学習という新
しいパラダイムによって、私たちのスキル
セットを成長させる方法が変わってきている2。しかし、
これらの変化はここだけのものではない。組織の要
請に応え、マーケティングの役割向上のためにも、
マーケターはこれらの変化するトレンドに合わせて、
人財モデルを進化させなければならないのだ。

程度の差こそあれ、マーケター（および他の職務の責
任者）は、すでにこれらの人財トレンドの多くを、自
社に組み込んできた。しかし、その後COVID-19が
流行してしまった。組織はやむを得ず、仕事の遂行方
法の変更を余儀なくされた。今年5月、米国の経営
幹部405人を対象に調査を行ったところ、いくつか
の人財のトレンドが加速し、そのほかのトレンドも浮
上し始めていることがわかった。たとえば、同調査に
よると、COVID-19の新常態では、CMOは仕事を
自動化するためにAIに頼る割合が圧倒的に高くなっ

た（77%）。その一方で、ギグエコノミーへの依存度
を高めたと回答したのはわずか6%で、景気後退の
際に、ギグワーカーがいかに容易に人員削減の対象
となり得るかを表している（図1）。

COVID-19は、これらの進化するマーケティングと人
財のトレンドを新たな軌道に乗せるきっかけとなるか
もしれない。経営幹部に、今後12カ月の間に最も
重要な職能分野は何かを尋ねたところ、デジタルと
テクノロジーが1位（68%）で、2位がマーケティン
グと販売（61%）となった。また、CMOの役割が勢
いを増している可能性も明らかになった。わずか20
カ月前は、CMOのうち、マーケティング戦略に関す
る経営幹部レベルの会話に自分が重大な影響を及
ぼしたと回答したのは46％であった3。しかし、今で
は2倍の81%に達している。

この加速する変化に対処するために、マーケターは
人財の変革を自らの実行課題の最優先事項にする
必要がある。本章では、マーケティングを人財モデル
に織り込むことによって、スキルセットを向上させ、

第７章　人財 
破壊されたマーケティング
人財を競争力のある差別化要因に変える4つのトレンド

この加速する変化に
対処するために、
マーケターは人財の変革を
自らの実行課題の最優先事項に
する必要がある。
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市場のニーズに迅速に対応する組織の柔軟性を生み
出し、結果としてマーケティング人財を競争力のある
差別化要因にすることができる4つのトレンドについ
て論じる。

マーケティング人財を 
向上させる方法
このような人財関連のトレンドが、マーケティングの
仕事の遂行方法をどのように変え、それを取り入れ
ることで、マーケティング担当者に競争上の優位性を
与えることができるのかについて述べる。

個人の競争優位性を社内に取り込む

今年初め、デロイトとCMOクラブ（650人以上の
CMOとマーケティングリーダーで構成されるグロー
バルネットワーク）は、マーケティングの指標となる
調査を発表した。デロイトの分析では、64%のマー
ケティング組織が社内代理店を持っていることがわ
かった4。歴史的に、多くのマーケティング部門が、ク
リエイティブによるキャンペーンやその他の活動を
パートナーである外部の代理店に頼ってきた。しかし、
指標調査でさえ、マーケティングリーダーの59%が
依然としてクリエイティブ機能をアウトソーシングし
ており、インサイトを得たり分析を行うためにアウト
ソーシングしていたのは31%であった。

多くのブランドが社内モデルに転換しつつあるのには、
十分な理由がある。アウトソーシングによって、幅広
い専門知識と人財にアクセスすることができるが、い
くつかの理由から、マーケティングが顧客のニーズ（詳
細は第2章「アジャイル」参照）に機敏に対応するこ
との障害となる可能性がある：

• ワークフローの複雑化：無数のソーシャルプラッ
トフォームやメディアのチャネルに跨る顧客タッ
チポイントの急増は、外部の代理店とブランド間
の非効率的な連携を生み出す可能性がある。顧
客データを分析し、クリエイティブによるキャン
ペーンを考案し、市場でそれを実行するのに時
間をかけるうちに、接触機会は往々にして失われ
てしまう。

• 競争優位の希薄化：ブランドは外部の代理店に
依存することが多いため、それは本質的に自社
の競争優位性をアウトソーシングしていることに
なる。第一に、ブランドは、自らと同様に、他の組
織が顧客のニーズに合わせることを期待している。
第二に、代理店は複数の顧客にサービスを提供
するため、基本的な戦略や手法を、異なるブラン
ドに同じように適用している可能性が高い。よっ
て、時間が経つにつれて、複数のブランド間で似
た、比較的標準的なキャンペーンが生まれる可
能性がある。

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図1

パンデミックの期間中、自動化の
ためにAIに切り替えるCMOが増えた

CMOはパンデミックの期間中に
人財モデルをどのように変えたか

77%
AI技術により、
作業の自動化を
進めた

人員を削減した

人員の大部分を在宅勤務に移行させた

プロジェクトの実施にあたっては、
外部機関への依存度を高めた

請負業者および外部機関の利用を削減した

ギグエコノミーへの依存度が高まった
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23%
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39%



65

人財  破壊されたマーケティング

ブランドにおける組織のプロセス、データ、顧客の
ニーズなどに関して、代理店がブランドと同程度の知
識を持ち得ないことをマーケターは念頭に置いてお
くことが大事である。自社のインソーシング戦略を構
築するには、広告キャンペーンという考え方から、よ
り包括的な編集思考プロセスへと転換することから
始まる。そのために、マーケティングチームは、コン
テンツを提供する最も効率的で効果的な手段を決定
するために、ワークフロー、技術、スキルセットを評
価する必要がある5。

これらの評価に基づき、マーケターは、自らの競争
優位を最も反映した役割を持つコアチームを育成す
ることが可能となる。これらの役割には元々、データ
から得た見識、ダイナミックなコンテンツの制作、オ
ウンドメディア、アーンドメディアの責任者が含まれ
る。ここで重要なのは、重要なスキルを社内に持ち
込むということは、ブランドが全てのスキルを自社内
に持つことを意味する訳ではないということである。
たとえば、ユニリーバ（Unilever）は、日々のクリエ
イティブなニーズを管理するために、U－スタジオと
呼ばれる独自の社内デジタルコンテンツ機能を開発
した6。しかし、企業がより広範な戦略的、または創
造的なアイデアの助けを必要とする場合には、外部
の代理店に支援を求めるのだ。Unileverは、社内
のケイパビリティが最も優位に機能するのはどこか、
また、外部からの助けが最も有益なのはどこかを特
定することができたのである。

戦術実行部門の活動のサイズに合わせた 
ギグエコノミーの活用

マーケティングチームは、インソーシングに必要なス
キルを獲得しようとするためには、人財戦略を2つに
分ける必要がある。この戦略の1つの柱には、より
戦略的または分析的な役割が含まれ、もう1つの柱
には、グラフィックデザインやコピーライティングなど
の、より範囲が狭く、より戦術的な戦術実行部門の
役割が含まれる。組織のニーズの変動を考慮すると、
マーケティングには、戦術実行部門の活動を拡大又
は縮小するための柔軟な方法がますます求められる。
ギグエコノミーは、マーケターにとって、必要に応じ
て特定のスキルセットを利用するための優れたリソー
スとなり得る。さらに、ますます不安定さを増すこの
経済環境では、ギグエコノミーのおかげで、組織は

長期的な財務上のコミットメントにとらわれることな
く、不確実性をより適切に管理することができるよう
になる。

クリエイティブ人財とプロダクション人財の2つは、
組織のニーズの変動に大きく左右され、往々にして
規模の拡大や縮小が必要とされる分野である。顧客
がプロジェクトごと、個人と請負契約できる複数のプ
ラットフォームが存在し、ニーズに応じて規模を拡大
縮小できるようになった。たとえば、デロイトは、コ
ピーライティングといった、多様なスキルを増強する
ために、ギグエコノミーに頼っている。

ギグエコノミーは、マーケターに請負業者のネット
ワークを提供するだけでなく、クラウドソーシングや
イノベーションコンテスト（詳細は第5章「参加」参
照）を通じて新しいアイデアを得るためのプラット
フォームも提供する。このようなコンテストによって、
組織は新しいアイデアやイノベーションを集め、それ
らを自社の組織の製品や経験に素早く組み込むこと
が可能となる。

ギグワーカーのプールはマーケターにとって効率的
かつ拡張性の高いスキルセットとアイデアを提供する
だけでなく、従業員の新たな職場環境における満足
度を高めている。2,447人を対象とした、デロイトの
グローバルの消費者調査で、COVID-19以降、どの
ように労働環境が変化したかを尋ねたところ、14%
が初めてギグエコノミーに参入したと回答した。図2
は、このように回答した人達が、（以前の環境と比較
して）新しい職場環境に最も満足していることを示し
ている。このことは特に、自分の専門分野でギグエコ
ノミーに参入した人々に当てはまる。これは、ギグエ
コノミーへの参入を検討しているマーケターにとって
は、勇気づけられるニュースかもしれない。

マーケターの役割の向上と 
余分な業務の自動化

自動化のためのAIの導入は、人財分野で最も急速に
増加しているトレンドの1つであり、この傾向が今後
も続く可能性は高い。経営幹部に、このような人財ト
レンドがどれくらい続くと感じているかを尋ねたところ、
57%の人が、AIを活用した自動化によって、より良い
働き方を見つけることができたと回答した（図3）。AI
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に関して往々としてある反応であるが、技術への依
存度が高まると、従業員の必要性が減るという発想
に行き着く。しかし、経営幹部はパンデミックによる
人員削減が長期的なソリューションになるとは考え
ていないこともわかった。実際、回答者の59%が、
パンデミックが収まったらすぐに元の従業員数に戻す
べきだと答えている。このことは、AIに関する重要な
事実を浮き彫りにしている。すなわち、人が本質的に
得意とするもの（たとえば、創造性や批判的思考）
を強化し、機械に任せておいた方がよい業務（たと
えば、冗長な業務活動やコンピューターに集約され
る計算）を代行させるには、AIの影響力が最も大き
くなる可能性がある。

長期的にも短期的にも、マーケターがAIを導入して、
繰り返しの多い仕事を無くし、より戦略的な仕事に
集中するために、自らが担当する職務の見直しを行
うことは、理にかなっている。第一に、AIは、データ
を分析し、消費者にとって最良のコンテンツを組み
合わせてダイナミックにクリエイティブを作成するた
めの直接的なアプリケーションを持つことができる。
適切なイメージとメッセージを関連する人口統計と
市場とをマッチさせるためにAIを採用した大手食品
飲料会社が例として挙げられる7。このマッチングに
より、クリエイティブな素材を組み立てるためのより
洗練されたプロセスが生まれやすくなっただけでなく、
根底にあるルールセットを考案するなど、マーケター

の役割が、より戦略的な取り組みを行うものへと高
められた。これには、AI主導で作成した各顧客プロ
ファイルに最も適したイメージ構成を示すルールが
含まれる可能性がある。

注目すべき点は、AIの使用は確かに増加しているが、
多くの作業が、あまり洗練されていないユースケース
（たとえば、ルールセットを実行するためのロボット・
プロセス・オートメーション）へと振り向けられるか
もしれないということである。しかし、マーケターは、
全体的な戦略や意思決定プロセスを改善するために、
AIを導入することも可能である。たとえば、ノル
ウェー航空（Norwegian Air）は機械学習アルゴリ
ズムを使って、飛行機の予約をする顧客の属性と活
動を特定した8。これにより、同社は予約1件当たり
のコストを170%削減すると同時に、各顧客に最適
な広告をマッチングさせることができた。インソーシ
ングについての議論に戻ると、これはマーケティング
における分析スキルの必要性を高め、結果として、
マーケティングは人財のスキルアップを迫られること
を意味する。

マーケティング大学によるスキルアップ

インソーシングと自動化の間で、マーケティングの役
割は必然的に変化する。そして、それは良い結果を
もたらす。このような変化に備えるために、多くの組

出所: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey.

図２
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織では、人財がマーケティングの未来を開拓すること
を支援するために、重要なスキルの取得や向上を目
的とする社内マーケティング大学を設計しつつある。

様々な業界の顧客の中には、オンラインカリキュラム
と、役割別のディープダイビングや対面ワークショッ
プを組み合わせたプログラムを開発するブランドも
あった。効果的な学習はどれもそうだが、これらもま
た「一回限りの」イベントではない。常に変化する環

境に後れをとらないように、マーケターは学習経路
（つまり、特殊なトラック）や小規模なハッカソンを通
じて、従業員が提供すべき最良のアイデア（つまり、
社内クラウドソーシング）を獲得することができるの
だ。ゴールは、継続的なものと単発ベースの複数の
チャネルを提供し、実戦部隊に適切なスキルを身に
つけさせ、競合他社の差別化要因としてのマーケティ
ング人財を最適化することである。

出所: Deloitte Global Marketing Trends C-suite Survey.

図3

AIオートメーションはこのまま続くが、従業員を犠牲にすることはない
パンデミックが収まった後の人財モデルに対するあなたの考えを最もよく表しているのはどれですか？
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人財を巡るジャーニー
マーケティング人財の組織変革は、画一的な作業で
実現できるものではない。むしろ、その道のりは各
マーケティングチームのスキルセットと組織構造に
よって異なるジャーニーなのである。このようなトレ
ンドを最大限に活用するために、次のステップを考え
てみる：

• リーダーのコミットメントを促す：マーケティン
グ部門の地位が現在、経営幹部の間で高まって
いることから、今ほど、人財モデルを発展させる
のに適した時期はないかもしれない。しかし、そ
れに着手するためには、指導者が人財のスキル
アップを支援しない限り、難しいのだ。マーケティ
ング大学の立ち上げを支援してもらうことで、ビ
ジネス人財の組織内での役割の向上に備えるこ
とが可能となる。

• 戦略的な賭けに出る：ほとんどの組織では、既
存の人財モデルに大規模な変更を加える必要は
ない。マーケターは、新しい側面に戦略的な賭け
に出るだけで、現在のモデルを微調整することが
可能なのだ。まず、あなたのチームとしての強み

と弱みがどこにあるかを見極めることから始めて
みる。あなたの組織のクリエイティブ機能のほと
んどがアウトソーシングされている場合、ギグエ
コノミーのような新しいモデルについて考え、あ
なたの組織の中に競争優位を取り戻す。もしコン
テンツがかなり静的であるのならば、AIを通して、
余分な作業を自動化することは意味があるかも
しれない。

• 文化への投資：マーケティングは、顧客のニーズ
に機敏に対応するときに最もうまく機能する。そ
のためには、階層化された組織から、人々が迅
速に行動し、変化する顧客のニーズに対応できる
ような組織への転換という、文化的なマインドセッ
トの転換が必要となる。このことはまた、生涯学
習を企業文化の重要な部分として組み込み、ニー
ズの変化に応じてスキルセットを進化させること
を意味する。

新しいマーケティングの時代には、人財に対する新し
い視点が必要となる。それを正しく行える組織は、組
織内でのマーケティングの地位を高め、業界に変革
をもたらすだろう。



69

人財  破壊されたマーケティング

Endnotes
1. Diana O’Brien, Jennifer Veenstra, and Timothy Murphy, “Redefining the CMO,” Deloitte Review 22, January 22, 

2018.

2. Each of these topics were discussed at length over three years ago in Deloitte Review 21 on July 31, 2017.

3. Diana O’Brien, Jennifer Veenstra, and Timothy Murphy, The makings of a more confident CMO: Three ways to 
increase C-suite impact, Deloitte Insights, September 18, 2019.

4. Deloitte and The CMO Club, Evolution of marketing organizations, January 2020. 

5. Christine Cutten and Alan Schulman, “Insourcing to gain marketing speed, efficiency, effectiveness,” Wall Street 
Journal, August 8, 2018.

6. Lucy Handley, “Firms are taking more marketing functions in-house. Here’s why,” CNBC, March 4, 2019.

7. From Deloitte client work.

8. Chiradeep BasuMallick, “5 examples of AI in marketing to inspire you in 2019,” MarTech Advisor, July 29, 2019.

The authors would like to thank Gillian Simpson (United Kingdom) and Dylan Cotter (Ireland) for their 
contributions to the development of this trend.

Acknowledgments

Christine Cutten is a leader within the Customer Transformation practice, 
where she helps CMOs rethink their marketing strategies and operations by 
working alongside them to design their road maps to the future. A principal 
with Deloitte Consulting LLP, Cutten received a Bachelor of Science degree 
from the Wharton School, University of Pennsylvania and her MBA from 
Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University.

As leader of the Advertising, Marketing and Commerce practice for Deloitte 
Digital UK, Libby Cousins helps companies transform their Customer 
Experience, advising on re-designing and delivering digital experiences to 
provide a truly human experience to customers and drive business value.

About the authors



70

2021 Global Marketing Trends: 不確実性に焦点を当てる

日本の視点

2021年。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、世界は数年前に
は想像もしていなかった光景を見ている。

デロイトグローバル（以下、デロイト）のGlobal Marketing Trendsは、発行より2
年目を迎えた。当レポートは、Deloitte Digitalが世界に有する約18,000名のコン
サルタントの知見や、独自の市場調査に基づき構成されているが、マーケティングに
おける7つのトレンドは前年と変わっていない。しかし、COVID-19の影響を受けて、
興味深い内容が幾つか挙がっている。本章では、日本でも押さえておくべきポイント
を、私たちの考察とともにご紹介したい。

2021 Global Marketing 
Trendsから日本企業に 
活かせることは何か
1つ目は「経営者の求める効率性とパーパスドリブン
企業の関係」だ。少し時間は経っているが、2020年
5月に実施した「2021 Global Marketing Trends 
CxOサーベイ」1では、グローバル企業の経営者（主
に米国）の多くが、効率性を重視して成果を達成し
たいと考えていることが分かった。それ自体はこの緊
急時において大事な要素であることは間違いない。
一方で、デロイト独自の「2021 Global Marketing 
Trendsコンシューマーサーベイ」2（日本除く8か国）
からは、消費者は、効率性とは直接的には相反する
取り組みを行っている企業に対して、ブランドに対す
る認知・認識・購買行動にポジティブな印象を受け
ていることが分かった。具体的には自社の従業員の
健康と健康を守る取り組みの強化や、COVID-19に
関する地域支援の取り組みに対する製品またはサー
ビスの寄贈などだ。実際の事例としても、前者はアッ
プル、ナイキ、ラルフローレン、後者はジョンソン・エ
ンド・ジョンソンやLVMHなどの取り組みなどが挙

げられる。自社の社会的存在意義を明確にし、効率
性とは短期的に相反していたとしても社会にとって
良い事を実践する企業を、消費者は見逃さないとい
うことである。さて、日本の2020年を振り返ってみ
ると自社のパーパス・社会的意義について発信する
日本の経営者は多かったように思う。ここでいうパー
パスはいわゆる企業の信念ともいえるものを指す。
例えばファーストリテイリングの柳井会長が2020年
8月の決算で「本当に社会のためになる企業しか、
もはや生き残ることはできない」3と述べ、よって「服
の領域で社会を支えるインフラになる」と自社のパー
パスについて言及している。このような不確実性が高
く、難しい舵取りが迫られる状況だからこそ改めて自
分たちが何者なのかを研ぎ澄ませ、何に投資し、何
に投資しないかを決めていく必要がある。

2つ目は「アジャイル（俊敏性）の重要性の向上」で
ある。前回のレポートでは7番目に位置していたト
ピックが2番目に上がっている。ここでいうアジャイ
ルは日本企業にとっては、組織の臨機応辺性と言い
換えてもいいかもしれない。COVID-19によって明ら
かに消費の傾向が変わった業態・商材は多数出現



71

日本の視点

したが、このタイミングでサービス・商品およびチャ
ネルの変更やチューニングを素早く行い成功した企
業は枚挙に暇がない。その際に武器となったのがや
はりデータだ。顧客の心理・行動・購買特性の変化
を巧みに捉えて施策を打ち出していった。データの把
握の仕方も様々であり、まずは自社の1stPartyデー
タを緻密に分析し、対策を打った日本企業は多かっ
たように思う。1stPartyデータはデータ活用制約が
少ないだけでなく、グローバルそれぞれの地域にお
ける刻々と変化する状況を捉えるのに適している。加
えて、外部データとして、各リージョンにおいてEC企
業や大手ポータルサイトのデータサービスを活用す
る例も増えている。日本の場合で言えば、例えばヤ
フーの外部公開情報によると「新規陽性者数」と「中
庭のある家」という検索ワードに正相関があることを
突き止めている4。感染拡大が進めば進むほど、1ヵ
月ほど遅れて中庭のある家の検索が増えるとのこと
である。このように最新の変化する消費者状況を社
内外のデータに基づいて明らかにしつつ、最適な手
段を迅速に打つ必要がある。
ただし、最大の障壁は、変化に素早く対応しうる組
織力の向上である。勿論、組織上大きな変革が伴う
ような施策には時間がかかるものの、そうでなくとも
実行する上での意思決定に時間がかかるケースも特
に日本企業では多い。そして環境変化が速いこのよ
うな環境下では、日本企業に多い摺合せ型のゆった
りとしたスピード感が致命的状況を引き起こすケー
スも散見される。よってチャネル戦略であれば
CMO・CIO・CSOのような主要メンバーでの早期
の意思決定の場を持つことや、データドリブン型
R&Dと生産体制の連携スキームの確立など、施策
の高速化に必要な対策がより重要になってくる。一つ
で前向きに進んだことがあるとするならば、多くの企
業においてリモート会議が当たり前になったことは
やはり大きい。つまり意思決定者とも比較的容易に
打合せができるようになった。これらの変化を上手く
活用し、従来とは全く違うスピード感での企業運営
のアジャイル性（俊敏性）を高めていくべきである。

3つ目は従前より提起し続けている「HX（人間とし
ての経験）」である。HXはHuman Experienceの
略である。HXでは急速なデジタル化が生む「経験負
債」を解消し、より人間的な価値を提供する必要が
ある。経験負債とは例えばメールアドレスを登録する
と、商品・サービスを紹介するメールが必要以上に
舞い込んでくるような、意図しないデジタル化による

ネガティブな体験が積み上がっていくことを指す。そ
して、HXの対象は顧客の経験（CX：Customer 
Experience）だけではなく、従業員の経験（EX：
Employee Experience）、ビジネスパートナーの
経験（PX：Partner Experience）を含めることを
指し、我々はこれを『CX + EX + PX = HX』と定義
している。CX的な観点に立てば「自社が提供する商
品・サービス」と「それを享受する顧客」の間の、購
買行動を中心とした1対1の関係だけが問題だった。
一方、HX的な観点ではあらゆるステークホルダー
への価値提供を目指すため、その射程は大きく広が
る。HXが注目されている背景として、顧客の体験が
多岐にわたり複雑化する中、従業員やパートナーが
顧客に対して与える影響が極めて大きくなっているこ
とも挙げられる。詳細な事例はNewsPicksや
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビューの
COGITANSにも掲載しているため参照頂ければ幸
いである。

もう1点、HXというかはCXであるが、日本のデジタ
ル活用についてハッと気づかされた例があったので
ここに記したい。USからコロナ禍以降に帰国したあ
る人物が、日本では店舗のデジタル化が進んでおら
ず、例えばレジで普通に対人が多いことなどに驚い
たという。ウォルマートは、以前からデジタル化に取
り組み、宅配力を活かしたECの貢献もあって2020
年も売上好調であることはよく知られている事であ
るが、店舗でのデジタル化がこの状況もあって更に
進んでいる。例えばオートメイテッド・ピックアップ
は当たり前でECアプリで注文した商品を、店舗ス
タッフと一切接触せずに受け取ることができる。レジ
はほぼキャッシュレス化が進み、接触はほとんどな
い。このようなレジに代表される必ずしも人が実施す
る必要のない業務をデジタル化し、一方で人間は人
間にしかできないような接客、例えば（感染対策した
上での）親切な案内や、重い荷物を車のトランクに
詰めるなどの業務にあたり、人と人のつながりや
�Thank You� と言いたくなる活動を重視することで、
CXを最大化しているという。このように現状の普通
を疑い、デジタルが得意とするところを活かし、より
人間的活動に注力していくことが、勝ち筋のひとつと
なっていくのではないだろうか。
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最後に

いつかは収束するとはいえ、この未曽有の危機に対
し、デジタルは人類に従来なかった武器を与えてくれ
ており、これを活かさない手はない。アメリカのメ
ジャースポーツではNBA（ナショナル・バスケット
ボール・アソシエーション）とNFL（ナショナル・フッ
トボール・リーグ）は異なるタイプのコロナ施策で
一定の成果を得たと言われている。NBAはディズ
ニー・ワールドに隔離してシーズンを実施し、一方、
NFLはデジタルリストを活用した。NFLは選手と
コーチを合わせると1チーム70～80人の選手がお
り、NBAよりも選手の数がはるかに多いため、同じ
ような隔離施策は現実的には難しい。NFLでは、陽

1. 概要は本編P2参照

2. 概要は本編P2参照

3.  2020年8月期期末決算説明会資料「ファーストリテイリング今後の展望」 
https://www.fastretailing.com/jp/ir/library/pdf/20201015_yanai.pdf

4.  ヤフー株式会社HP「コロナの感染拡大による生活ニーズへの波及効果をビックデータで分析」 
https://ds.yahoo.co.jp/report/20201001.html

Endnotes

性者が出た場合、半径数十メートル以内にいた人物
をデジタルリストのデータでトラッキングし、トラッキ
ングが完了するまで施設をシャットダウンした。この
ようなデジタル施策により、試合を実施するかしない
かのゼロイチの選択肢ではなく、選手の安全性を高
めたうえで、エンターテイメントを人々に提供すると
いう本来の目的を達成することができた。100年前
に人類はこの施策は出来なかった。これは大きな希
望だ。
このような状況であるからこそ、顧客も従業員もパー
トナーもすべての人々が幸せになるような施策を、デ
ジタルの力を使うことで提供し、少しでも社会や企業
が良くなるよう願ってやまない。
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