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はじめに
ロイヤリティプログラムとは、企業が顧客に対して自社の商品やサービスに愛着を感じてもら

い、LTV（Life Time Value：顧客生涯価値）を上げるためのマーケティングプログラムである。ポ

イントを貯めることで商品やサービスの値引きに使えるもの、貯めたポイントによりランクやス

テージが上がるもの、それに伴い付加サービスが使えるもの、など今日の日本ではこうしたロイ
ヤリティプログラムと呼べるものが乱立している。企業視点のロイヤリティプログラムは、プログ

ラムを提供することで顧客の固定化、囲い込みを図ることによる利益の増加を目指しているも
のであり、企業が提供する価値に顧客が呼応し、企業の思惑通りに顧客が動くかどうかが重要

な点である。しかしながら、顧客は多種多様なプログラムを企業が考えるよりも賢く使い分けて

おり、企業は投資に対して思惑通りの経済的メリットを果たして創出できているのだろうか？

本稿では、各種ロイヤリティプログラムにおける顧客の利用実態から導き出す現状のロイヤリ

ティプログラムの位置づけと、顧客が求めているプログラムのあり方について分析し、さまざま

な視点から企業にとってのデジタルトランスフォーメーション
（DX）時代における次世代のロイヤ

ルカスタマーの獲得・維持・育成について考察する。
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1章：ロイヤリティプログラムの変遷
ロイヤリティプログラムの国内における発展形態

ロイヤリティプログラムとは、はじめに定義したように既に顧客になっている消費者を対象に企業へのロイヤリティを高めるた
めの仕組みである。その仕組みを用いて行うロイヤリティマーケティングは、企業への愛着や信頼といったロイヤリティが高い
「ロイヤルカスタマー」
の維持・育成を目的に、既存顧客の中で一般顧客とロイヤルカスタマーを顧客体験の上で区別するため
の様々な施策とされる。
国内においては、1950年代後半頃からグリーンスタンプ社・ブルーチップ社などが事業として始めたトレーディングスタンプが
最初のロイヤリティマーケティングといわれている。
トレーディングスタンプとは、スタンプを何枚か貯めると商品と交換できると
いう仕組みで、1800年代後半に米国で始まった。現在の日本で主流となっている購入金額に応じたポイント付与というポイン
トプログラムが始まるまでは、この方式が主流であった。
その後クレジットカードやキャッシュカードの一般化に伴い、マイレージ／ポイント型の報酬プログラムが一般的となり、1980
年代中盤には航空会社のマイレージサービスや家電量販店が値引き交渉の軽減を狙ってポイントプログラムなどが始まり、
1990年代前半には大半のクレジットカード会社が商品と交換可能なポイントプログラムなどを始めている。
また、1990年代にはPOS（Point Of Sales：販売時点情報管理）システムの普及に伴い、小売業者でポイントカードとPOSデー
タの紐づけを行い顧客分析を行うために、従来のスタンプカードから磁気式のカードへの切り替えや自社ポイントカードを発
行する動きが進んでいった背景がある＊1。
その後ポイントカードの発行業態は多様化が進み、2000年代からは電子商取引や電子マネーが拡大する中で、インターネット
通販やスマートフォンを活用したポイント発行のプログラムが増加した。こうしたインターネットサービスやモバイル機器の浸
透・進化と比例して、普段のあらゆる生活シーンでポイントプログラムと触れ合う機会が加速度的に増していくという時代に突
入している＊2。
このように自社独自のポイントプログラムの乱立により、各事業者間で利用可能となる共通ポイントプログラムが台頭してき
た。代表的なものではカルチュア・コンビニエンス・クラブ社のT-point、三菱商事の子会社であるロイヤリティ・マーケティング
社のPontaなどがある。
図表1：国内を中心としたロイヤリティプログラムの変遷

1980年以前

トレーディングスタンプ事業開始
（1960年代）

航空・ホテル事業者

1980年代

ヨドバシカメラがポイントカードを
発行し、
値引き販売開始

ワシントンホテルが国内で初めて
カード式ポイントシステム導入

1990年代

Tポイント等
企業間共通ポイントの開始

楽天等コングロマリット企業による
独自ポイント経済圏の構築
大手キャリア等、
幅広い業種で
共通ポイントを導入

百貨店系クレジットカード
開始

JCBがカード決済額に応じた
ポイント付与プログラム導入

国内大手航空会社において
マイレージプログラム開始

差別化のため、
クレジットカードの
付帯保険の定着

マイレージプログラムと
共通ポイントの提携

クレジットカード会社が
ポイントモールに参入
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共通ポイントの
普及

2000年以降

POS連携促進のため
磁気式ポイントカード普及

クレジットカード事業者

個社ポイント
の乱立

小売事業者

これらは、加盟する各事業者間で共通ポイントを利用できるようにすることが訴求点で、顧客視点からするとポイントプログラ
ムにおいて重要な2点の価値である
「貯めやすい」
「使いやすい」を提供するプラットフォーマーとして取り扱い規模を拡大して
いった。
共通ポイントプログラムの拡大が進んだ現在においては、プラットフォーマー側は加盟店の増加による手数料収入が増えること
でのメリットは大きい。その一方で、共通ポイントプログラムに加盟する事業者視点では、事業者間での相互送客のメリットは
あるものの、プログラムの一般化に比例して1社あたりの存在価値が希薄化し、相互送客の達成度は低くなってきているのでは
ないかと考察する。
この点からも現在のポイントプログラムは飽和状態となってきており、企業は投資価値に対しての売上効果や、投資に対して見
合うだけの客数増加などの投資に見合う成果が出ているのか、といった検証が必要になってくる。
また、共通ポイントプラットフォーマーとは少し異なった形態としては、インターネット通販事業者である楽天がポイントを軸に
楽天市場のみならず、楽天グループ内での各種サービス間でもポイントの相互利用が可能な形をとっている。ポイントを軸に、
他社の類似サービスよりも顧客へのメリットを提供し、独自の経済圏を構築するというポイントプログラムの長所を活かした事
業拡大戦略を成功させている。これは、ポイントプログラム自体を企業のカラーとして根付かせ、楽天グループの各種サービス
において他社との差別化の要素としてポイントプログラムを事業戦略の核に据えた好例である。
このように日本国内においては、ポイントプログラムが生活に深く根付いており、今日のロイヤリティマーケティングはポイント
系の施策が一般的であり、それによってロイヤリティプログラムをポイントプログラムとみなす傾向が欧米諸国より強い。

主要なロイヤリティプログラムの分類

ロイヤリティプログラムは、
「会員プログラム」
「ポイントプログラム」
「ロイヤルカスタマー向けプログラム」
に大別されると考えら
れており、一般的には顧客体験（カスタマーエクスペリエンス）の特別感の度合いと、顧客体験の差別化により、カスタマーエン
ゲージメントが強くなると考えられている
（図表2）。
日本ではロイヤリティプログラムがポイントプログラムと混同されがちということを先に記載をしたが、ポイントプログラムはロ
イヤリティプログラムの内の一つであり、それ以外に企業からのプロモーション情報発信や顧客属性情報の収集を目的とした
「会員プログラム」
と、会員向けに企業の付帯サービス提供や高額有料会員または購買金額が多いロイヤルカスタマーを対象
とした特別体験を提供する
「ロイヤルカスタマー向けプログラム」などがある。
各企業が採用している背景を踏まえて、各種プログラムのそれぞれの特徴を整理する。
図表2：ロイヤリティプログラムによる提供価値
顧客体験における特別感の度合い

小
情報発信

概要

特徴

会員に対し
情報を発信する

経済メリット

付帯サービス

1ポイント＝1円等、

企業が定めたレート
で買い物時にポイント
を利用できる

保険や優先案内、
商品交換等の
特典サービスを
提供する

大
特別体験
一定額以上購入した
優良顧客や
有料会員に限定し、
特別な特典を
提供する

・ 自社のユーザーの属性情報が ・ ポイント利用時にポイント相当 ・ 購買を継続/拡大することに対する特典を明確化
把握されており、
会員向けに
の値引きが受けられる
・ 顧客のステータスに応じた提供体験を差別化
情報発信が可能
・ 割引や還元が常態化しており、
他社との差別化が困難
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会員プログラム

本プログラムは、会員への情報発信を目的に設置されているケースが多く、自社のサービス購入や来店に繋がるプロモーショ
ンツールとして活用され、基本的には会員登録された不特定多数の顧客へ同一のプロモーション情報配信を行うことが一般
的である。スマートフォンが一般的となった現在は、従来のDMやe-mailでの情報発信に加えて、LINEなどのSNSアプリや企業
独自のスマートフォンアプリでの情報発信も増えてきている。この背景には、e-mailでは企業からの情報が様々なメールと混同
され埋没しがちなのだが、アプリの特長としては、
「モバイル端末を会員が常に持ち歩いているため、使いたいときにすぐに利
用可能」、
「会員の端末に対して直接プッシュ通知が行われ、アテンションを引きやすく、企業ページごとに区分けされていて視
認性が高い」、
「クーポン表示など画像で分かりやすい」
という三つの要素がある。

ポイントプログラム

2000年以降、日本では長らくデフレが続き、節約志向が強まることで一層デフレが進むという悪循環に入っていった。そのよう
な時代背景も後押しして、次回の購入に繋がるポイントプログラムが急速に広がりを見せた。2003年にはTカードが誕生した
ことで共通ポイントプログラムが、2007年にはPASMO、nanaco、WAONなどの電子マネーがスタートした＊1。 日々の少額
決済でのポイント付与と利用が一気に広まると同時に、ポイント自体が値引き原資として一般化していった。
こうした時代背景を受けて世の中にポイントプログラムが広がっていったが、企業にとって本来のポイント発行の目的は顧客の
購買誘因になり、次回の購買意欲の向上に繋げるということである。だが実際のところポイントプログラムとして機能している
のは、購入単価が高い家電量販店や購入ごとにポイントが付くインターネット通販などで、これらの業態はポイント付与率が
5％や、時には10％を超えることも珍しくないケースであり、一度の購入で数千円から数万円のポイント付与額が付くようなポ
イントプログラムのみが実質本来の目的を果たしているのではないだろうか。それ以外のポイント付与率が高くない少額決済
でのポイント付与や、一度の購入単価は高いが頻度高く購入されない服飾品などのポイント付与は、顧客に対しての訴求効果
はそれほど高くないと想定される。
ポイントプログラムで顧客から選ばれるための三原則は、
「貯まりやすい」、
「使いやすい」、
「付与率が高い」
であり、これらが一
つでも欠ける状態では、企業が望むほどのロイヤリティを顧客に対して求めるのは、世の中に数多ある選択肢から考えると非
現実ではないだろうかと推察する。

他方で昨今ポイントを、割引を受けるためのものでなく、通貨に近い形で活用するポイント運用サービスが生まれてきている＊1。
これらはポイントを基に投資信託購入などの投資資金として活用することができるという仕組みであり、現時点においては、ポ
イントは通貨とみなされていないため、税金が現時点ではかからないというのがメリットである。このようなサービスがより一
般化してくると法律規制の対象となる可能性もあるが、ポイントを使うものから貯めて運用するという訴求を顧客に行っていく
ことで、従来の値引きとは異なる貯蓄・運用という競合がまだ少ない新たな価値で顧客の興味を引き出すことは有効な一手で
あるだろう。
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ロイヤルカスタマー向けプログラム

本プログラムは、二つに大別されると考えている。一つは、会員になれば企業が提供する付帯サービス
（旅行・ショッピングなど
の保険や百貨店やスポーツジムなどの企業の提供サービス利用時の定額割引など）が一律提供されるもの、もう一つは会員
のランクによって企業から提供されるサービスのグレードが変わるものである。どちらも企業のサービスを継続利用し、企業に
とってのLTVを上げるという観点においては同じであるが、後者の会員ランクプログラムは頻度高く自社のハイグレードサービ
スを利用する顧客を特に囲い込むプログラムで、航空会社やホテルなど複数のグレードのサービスが提供可能な事業者がこの
プログラムの代表的なプレイヤーである。
航空会社ではFFP（Frequent Flyers Program）、ホテルにおいてはFSP（Frequent Stayers Program）
といったプログラム
がそれぞれ歴史が古く、1980年代初頭から急速に世界で広まっていった。元々は競合が増える厳しい競争環境の中で勝ち残り
を図るために、優良顧客を囲い込むというマーケティングプログラムとして始まったが、上位クラスの座席や部屋を上級会員向
けの特典として追加しやすく、上級会員となるメリットも大きいことがFFPやFSPの特長だ。さらには航空会社では多く導入され
ているが、上級会員を維持するために作成したクレジットカードは年会費も高額になるため、メインカードとして利用する人が
多く、これに伴う副次的効果としてカードの発行元が航空会社やホテルからマイレージやポイントを大量購入するため、付帯ビ
ジネスとして収益性が高い。例えば、米国や豪州の航空会社においては、FFP会員一人当たりの収入は一般旅客一人当たりの
収入と比して1.5倍～5倍となっている会社が多く存在する。なお、米国でFFPの高い評価を受けているアラスカ航空においては
7倍超となっている＊1。このように高いロイヤリティを持つロイヤルカスタマーの数が多ければ、事業として十分に採算が取れる
のである。
さて、このようにFFPプログラムからの収入が多いというところをもう少し具体的に紐解くと、クレジットカードの年会費やショッ
ピングなどでのカード利用に伴うマイレージやポイントの販売費というのも大きいが、それ以外にFFP会員が特典を利用する際
に会員が支払う付帯サービスの料金も大きい。

例えばエールフランスにおいて、顧客が特典航空券利用する 図表3：エールフランスにおける特典航空券利用者からの
際には、右記の様々な費用が発生する（図表 3）。すなわち、 追加収入サービス
FFP導入当初は無料特典航空券と呼ばれていたが、航空券以
外の様々なオプション費用が掛かっても顧客は快適に過ごせ
フライト
ると判断すれば出費を厭わないのである。
この顧客志向は企業がロイヤリティプログラムを検討する上
でのヒントの一つであると考えている。右記の例では航空機
追加料金
利用というシーンにおいて、顧客は少しでも快適かつ効率的
に過ごしたいという心理に対して、それを解決するサービスを
座席指定
有償で提供するというサービスのモデルになっている。このよ
うな顧客のペインポイント解決のために企業が既に持ち合わ
荷物追加
せているサービス資産を活用してロイヤリティプログラムの内
容を拡充させていくのも有効な打ち手になるだろう。
予約代行

燃油
サーチャージ
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各プログラムの分類整理から浮かぶ企業群

これまで述べたロイヤリティプログラムは、顧客に対しての訴求価値、及び提供可能なサービスによって図表4のように分類が
できる。
図表4：ロイヤリティプログラムの類型整理
凡例：ユーザーがプログラムに求める価値観
メインの提供価値

ポイント発行型

ポイント発行型

＜小売・飲食向き＞

特別体験提供型

＜航空／ホテル
クレジットカード向き＞

＜航空／ホテル
クレジットカード向き＞

（特に一般顧客向け）

プログラムの
特徴と
提供価値

主

旅行等、
非日常イベントの
時の特典に向けて利用を促す

値引きにより
日常的な商品の購入に繋げる
情報発信

付帯サービス

主

経済メリット
特別体験

主

情報発信

付帯サービス

主
副

経済メリット
特別体験

サブの提供価値

（特に富裕層向け）

非日常イベントの際に
ハイグレードなサービスを提供する
副

情報発信

付帯サービス

副
主

経済メリット
特別体験

この価値提供の分類に対して、企業の提供している価値の訴求が相対的に弱いと、顧客が企業に対してのロイヤリティを持つ
ということは難しい。
例えば過去にユニクロや、すかいらーくは独自のポイントプログラムを提供していた。ユニクロが2,000円の購入ごとに1ポイン
ト貯まり、30ポイントで5,000円の商品券と交換が可能で、すかいらーくでは500円の購入ごとに1ポイント貯まり、100ポイン
トで5,000円分の食事券と交換という仕組みであった。割引率の観点では、前者のユニクロの例でみると8％、後者のすかい
らーくでは10％となっており、通常の数％前半のポイント付与率から考えると高付与率だが、集客に繋がらなかったとしてポイ
ントプログラムを廃止している。この理由はポイント交換のベネフィットを受けるまでの累積購入金額のハードルの高さにあり、
ポイント発行型で定義している日常の購入時の割引とそぐわなかったためだと考える
（図表5）。
これらは一例であるが、アパレルブランドのように一回の購入単価は比較的高額だが、年に数度あるかないかの購入頻度の商
材であると、ポイントプログラム自体の有用性は厳しいのではないだろうか。
また、この点は交通・ホテルなどの業界においても同様で、顧
客が割引を受けられるベネフィットが期間と累積金額による
ため、プログラム自体が実際の集客と収益に繋がっているか
の吟味が必要である。企業は、単純な値引き原資を拠出して
利益を圧迫していないかの検証をすべきと考える。

図表5：ポイント蓄積型プログラムの課題

ポイント蓄積型プログラムの流れ

STEP1

ポイントプログラムにおいては、企業側がポイント付与により
次回購入時の割引のための値引き原資を拠出しているケース
が一般的であるが、ロイヤルカスタマー向けプログラムにおい
ては、上級会員が常にハイクラスサービスの優越感を享受し
続けるためのエリートプログラムを導入し、上級会員は自身
のクラスを維持するために企業にお金を払う、または対象企
業のハイクラスのサービスを利用し続けることによって企業に
お金が落ちる収益モデルとなっている。

STEP2

P
一定額以上の商品
購入でポイント付与

失敗例
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P

STEP3

P

一定以上の
ポイント収集

商品券や商品と
引き換え

1. 累計購入金額の設定が高すぎる場合
2. 購入頻度が低い商材を扱う場合

これに加えて成功しているロイヤリティプログラムは、会員が
より上質のサービスを享受するためには追加の出費を行うこ
とも厭わないことを理解し、ロイヤリティプログラム自体をよ
り魅力的なものとするために、企業は既存のサービスを見直
し始めている。これらの企業は会員からの新たな収益源を構
築すると同時に、会員毎の差別化された新しいサービスの提
供によって会員からの支持をさらに集めることでプログラムを
通じた収入が増すという好循環に入っている。

図表6：ポイントプログラムとロイヤルカスタマー向け
プログラムのP/Lインパクト
ポイントプログラム
企業

また、ポイントプログラムとロイヤルカスタマー向けプログラ
ムでは、企業に与えるP/Lインパクトが対極に分かれるところ
が非常に興味深い
（図表6）。
ロイヤルカスタマー向けプログラムのように顧客に対して、ハ
イクラスのサービス提供だけに留まらず、他者との差別化によ
る優越感の提供とそれに伴う有料化というのは、各社のロイ
ヤリティプログラムを設計する上でも押さえるべきポイントで
はないかと考える。

商品販売時の売上減

ポイント原資

ロイヤルカスタマー
向けプログラム

企業

企業が顧客に値引きを行うための原資を拠出

支払い金額
ポイント値引き

ロイヤリティプログラムが企業の売上増に寄与

ポイント原資

プログラムからの売上
会員費

特典利用時の
追加サービス
利用料

マイル・ポイント
販売費
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顧客

顧客

カード発行元

2章：ロイヤリティプログラムが解決すべき課題
ロイヤリティプログラムに対する消費者ニーズ

今回、我々は顧客目線でのロイヤリティプログラムに求められるものをさらに具体化するため、課題・ニーズについて、各プロ
グラムを利用している消費者に対して調査を行った（調査方法についてはP37参照）。
昨今、消費者層全体的にデジタル化が進んできていると同時に、ECを中心としたオンラインでの消費活動が生活の一部として
強く根付いてきている。一方で企業はデジタル化が進んだ消費者に対して、まだ十分なロイヤリティプログラムのサービスが提
供されておらず、今後のサービス開発の余地があるといえる。
デジタル化の浸透に伴い、消費者が賢くデジタルデバイスを活用している好例としては、政府によるキャッシュレス化推進によっ
て、クレジットカードのみならずスマートフォンを使ったQRコード決済などキャッシュレス決済が消費者の中に浸透しつつある
事例である。一般社団法人キャッシュレス推進協議会による
「キャッシュレス・ロードマップ2019」によると、2017年度のキャッ
シュレス支払い比率は21.3％であり、この10年の年平均成長率は6.7％の上昇が認められている＊3 。 小売やIT企業による
キャッシュレス決済事業への参入や各社のキャッシュバックキャンペーンの増加、加えて政府の後押しもあり、今後もキャッシュ
レス決済比率は確実に上がっていくだろう。今回の調査でも、スマートフォン保有率は80.9％であり、高齢層である70代以上で
も57.3％がスマートフォンを保有している。加えてキャッシュレス化についても、57.2％がキャッシュレス決済の支払いが多いと
回答した（
「ほぼキャッシュレス決済」及び
「キャッシュレス決済がメインだが現金でも支払う」合算）。

保有するポイント・マイレージプログラム

1章でも述べた通り、消費者にポイントやマイレージを付与するプログラムは国内に多数流通している。今回、航空・交通・流通

系の主要なポイント・マイレージプログラムについて調査を実施したところ、何かしらポイント・マイレージを貯めていると回答
した消費者は96.6％と現在進行形で9割以上がポイントやマイレージを貯めていた。平均すると5つのポイント・マイレージプ
ログラムを利用している。数あるプログラムの中で、最も保有率が高いものはT-point（77.4％）だが、ポイントを貯めている率
が最も高いのは楽天ポイント
（96.1％）
であった。企業が販促の一環としてスタートしたポイント・マイレージプログラムは、消
費者にとって日常化したものになっているが、スマートフォン保有率やキャッシュレス化の進展だけでなくEC化率の高まりによ
り、ポイントやマイレージもリアル店舗からe-コマースへの転換が窺える。実際、デジタルネイティブ世代であるGeneration Z
（GenZ：1990年代後半から2010年の間に生まれた世代）が保有率・貯めている率も最も高いのは楽天ポイントであった。
グラフ1：主要なポイント・マイレージプログラムの保有率／ポイントを貯めている率
94.5
70.8

96.1

87.4

91.3

＊複数回答可

保有している

86.1

81.4

内、ポイントを貯めている

84.1

68.6
53.3

49.2
77.4
55.0

60.1

63.3
41.8

43.5

36.8

47.6

51.6

57.9
46.1

50.5
30.0

9.8

8.2

クレジットカード
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2.7
Diners

DC

American
Express

Master

JCB

VISA

小売

36.3
家電量販店

nanaco

waon

ｄポイント

Ponta

JAL

楽天ポイント

ANA

航空・交通

T-point

25.6
交通系

27.6

73.4

52.1

ポイント・マイレージを貯めている理由をプログラム別に質問したところ、
「ポイント・マイレージを使いたいから」
という理由が
最も高い。次点の回答としては、プログラム毎に傾向が異なり、全体で貯めている率が最も高かった楽天ポイントは「ポイント・
マイレージが貯まりやすいから」、ANAやJAL など航空系は「ポイント・マイレージを貯めることが好きだから」、VISAや
American Express、Dinersなどクレジットカード系は「貯めている意識はなく自動的に貯まっている」という回答であった。
グラフ2：各プログラムのポイントを貯めている理由

ANA
JAL
T-point

＊複数回答可

楽天ポイント

VISA
American Express
Diners

33.9 34.3
32.7 32.8
30.3

27.3
26.6
26.5

27.3

21.6
15.7
15.3

19.5
19.4

21.4
21.0 20.5
19.4

19.3
18.5

15.9

23.4

17.9
16.3

15.6
12.7
6.8

8.3

8.0
7.4

6.5

ポイント・マイレージ
を使いたいから

ポイント・マイレージ
が貯まりやすいから

特典を使いたいから

19.8
16.5 6.6
15.2
13.9

9.1

7.5

2.7

23.3

6.7
3.4

会員ランクを維持・
上げたいから

ポイント・マイレージ
を貯めることが
好きだから

貯めている意識は
なく自動的に
貯まっている

プログラムが提供するサービスへの利用・意識

今回の調査では、ポイント・マイレージプログラムのサービスについても質問をしているが、性別や年齢別では利用状況や意識
の差が見られず、所得で差がみられた。
まず、ポイント・マイレージプログラムのサービスにおいて最も興味を感じるものについては、半数以上が
「買い物やサービス利
用時の値引き」
と回答している。現状流通しているプログラムの大半が、値引きを中心とした販促プログラムであることが影響
していると想定されるが、今回の結果では年収が高くなるほど、値引き以外に
「商品サービスとの交換」
「予約・購入・利用時の
優先権」
の比率が高くなった。すなわち、値引きに対して消費者の支持が高いのは日常使いで直接的な経済的メリットに繋がる
ために揺るぎ難い事実としてあるものの、一方で旅行や特別な買い物などの非日常な時間や購買におけるシーンに向けての
プログラム利用というのも見逃せない重要な点である。
グラフ3：ポイント・マイレージプログラムで最も興味を感じるサービス
買物やサービス利用時の値引き
非日常の特別体験

46.6
3.6
3.8

商品・サービスとの交換

予約・購入・利用時の優先権

その他

51.7

27.6
28.8
7.1

11.7

10.0
9.1
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調査全体
高所得者（年収1,000万円以上）

次に付帯サービスについてみたところ、全体で認知度や利用率は高くないことが分かった。
「空港ラウンジ・クローク」
サービス
の認知度が39.3％と最も高く、利用度に至っては各付帯サービスで10％未満が大半である。この付帯サービスについても年収
において差がみられ、高所得者層（年収1,000万円以上）
では各付帯サービスの認知度・利用率が高くなる。
同調査では国内・海外における旅行や出張の頻度についても質問しており、高所得者層は特に国内への旅行・出張頻度が高
く、共に2ヶ月に1回以上の頻度と回答した層が調査平均と比較して10％以上多かった。こうした要因により付帯サービスへの
認知や利用が他の層よりも高いと考えられるが、付帯サービスがプログラムの加入のきっかけにはなっていない。
グラフ4：付帯サービスの認知度・利用率

全て知らない／
きっかけになっていない／
全て利用したことがない

調査全体
高所得者（年収1,000万円以上）

51.2
39.3

出航遅延保険

ホテルの部屋のアップグレード

会員限定イベントへの参加権

コンシェルジュサービス

先行販売・優先販売権

手荷物無料宅配

レンタカーや旅行代金の割引

海外トラベルデスクの利用

座席のアップグレード

年間利用額で
翌年のポイント率が上がる

ショッピング保険

年間利用額でステージ・
ランクが変わる

傷害保険

空港ラウンジ・クローク
知っているもの

＊複数回答可

41.9
32.2

37.7
30.1

36.5
28.8

34.9
26.0

39.4
32.2
22.9

28.9
21.1

25.6
20.8

27.3
18.2

29.8
24.4

22.5
17.6
17.1

23.2

20.6
16.3
16.0

18.2
13.1

73.5

加入のきっかけになったもの

63.0

19.6
11.0

10.2
9.9
9.9
8.8 6.6 9.8
7.1
7.0
6.2
5.6
5.0
3.9 5.6 3.3 4.8 3.9
3.4 5.2 2.8 4.2 3.0 4.2 3.2 4.2 2.8 4.2

一度でも利用したことがあるもの

66.7
52.9

29.2
16.7
4.8

13.7
8.0 8.8

14.2
12.9
7.7
7.4 8.7
7.0
6.4
4.3 6.5 4.2
4.1
4.1 6.0 2.8 5.6 3.0 4.5 3.1 5.4 2.2 4.0
3.8
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今回の調査で質問したクレジットカードの中で高所得者層の保有率が高かったDinersは、他のクレジットカードよりも年会費
や入会審査基準が高いことで知られている。飛行機の搭乗や日々の買い物で他のクレジットカードよりもポイントが貯まりやす
く、移行上限なしでマイルに変換することができる。さらに付帯サービスも充実している。実際に今回の調査でDiners保有の回
答者がポイントを貯めている率が最も高いのはANAポイントであり、他のカード保有者の楽天ポイントとは異なる点であった。
さらには、付帯サービスの認知度や利用度も他のカード保有者よりも高い結果であった。
また、今後あったらうれしいポイント・マイレージプログラムのサービスや仕組みについて質問したところ、
「ほしいサービス／
ほしいプログラムの仕組みはない」
という回答が全体の3割を超えており、前述の付帯サービスの認知度や利用率の低さと併せ、
興味関心も高くないものと推測される。その一方で、
「行動に対して自動的なポイント・マイレージの付与」
や
「他社のポイント・
マイレージへの変換」、
「すべてのポイント・マイレージが統合されるカード／アプリ」
を望む声が全体の2割程度となっている。
グラフ5：今後あったらうれしいサービスやプログラムの仕組み
サービス

仕組み

行動に対して自動的な
ポイント・マイレージの付与

売切れしやすい新商品の先行購入権を
ポイント・マイレージで購入

ゲームやイベントをクリアすると
プレミアム感のある限定特典の付与

16.5

必要・不要なサービスを選択でき、
サービスのプログラムをカスタマイズできる

11.2

ポイント・マイレージで期間限定・数量限定の
プレミアムサービスの抽選権の購入

20.3

ポイント・マイレージで
決済ができる○○ペイ

12.4

他のポイント・率が下がる代わりに、
よく利用する店舗の付与率アップ

23.6

全てのポイント・マイレージが
統合されるアプリ

15.5

プログラムの付帯サービスをランクに
関わらず購入可能

27.9

全てのポイント・マイレージが
統合されるカード

15.5

特定会員のみに付与される
グッズ・サービスの付与

ほしいサービスはない

他社のポイント・マイレージへの変換

26.5

月額のプラスαでポイント・マイレージ
還元率のアップ

購入履歴からレコメンドされた商品の自動
購入

＊複数回答可

12.2

10.6

お金でポイント・マイレージを
買うことができる

10.0

ポイント・マイレージが運用できる投資信託

7.7

9.5

自分のランクでは使えないサービスを
追加料金を支払って受けることができる

7.7

パーソナライズされたプッシュ通知での
情報提供や予約や購入などができるアプリ

3.7
35.7

見えてきた課題

ほしいプログラムの仕組みはない

10.1

4.9
30.3

様々なロイヤリティプログラムの中でも、ポイント・マイレージは、広く浸透し、消費者の人気も高い。一方、多くの企業が導入し
ており、さらに近年では、新しい事業者がキャッシュレス決済の導入と共に新しいポイントプログラムを始めるなど、他社との差
別化としての要素は薄まりつつある。そのような環境においても、消費者の財布を奪うため、企業はコストをかけ提供を続けて
いる。
今回の調査で明らかになったことのなかで特筆すべきは、ロイヤリティプログラムで提供されている多くの付帯サービスの認知
度や利用率が低いということである。企業としては、ロイヤリティ向上のために様々なサービスを用意しているにも関わらず、
意図したほどロイヤリティの向上に寄与していない可能性がある。自社のプログラムのサービスや提供方法などを、いまいちど
見直してみてはどうだろうか。
顧客がロイヤリティプログラムに期待することは、ポイントの利活用が促進される仕組みなど、個別のニーズに沿ったサービス
の取捨選択の自由度ではないかということが調査の結果から読み取れる。付加価値の高いサービスであれば、+αの費用を
払ってでも利用したいという意向もある。企業が独自性を出し、顧客のロイヤリティを高めていくためには、顧客の満足に対す
る理解に基づいたプログラムの検討が必要であると考えられる。
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3章：デジタル化時代におけるロイヤリティプログラム

の進化の方向性

顧客がロイヤリティプログラムに求める価値

本来企業が獲得を目指している
「企業へのロイヤリティを持った顧客」の囲い込みの新たな一手として、ポイントの利活用を促
進する仕組みへの転換と、非日常な時間や購買時の
「特別な体験」
を重視するニーズに応えることで差別化を図っていくのが有
効だと考えられる。これらを詳細に紐解くと、顧客がポイント・マイレージ付与のような購入金額に応じた
「画一的（スタンダー
ド）」なサービスでなく、
「個別（パーソナライズ）」も潜在的に求めているということであり、具体的には心理面での
「特別感≒優
越感」
やモノからコトへのシフトによる
「特別な体験」
に重心が傾きつつあるということだろう。
これはすなわち、企業がロイヤルカスタマーを獲得する上で、経済合理性のメリットや付帯サービスの充実性を訴求する従来型
のロイヤリティプログラムから、カスタマーエクスペリエンス
（優越感・特別体験）を意識した新しいロイヤリティプログラムを提
供するための変革が必要になってきているということを意味している。
この変革には二つの側面がある。一つは新しい付加価値の提供、つまりカスタマーエクスペリエンスの向上に寄与する新たな
サービスを、企業は自社のロイヤリティプログラムに追加することである。そしてもう一方は、顧客や自社のプログラムをよく知
るということだ。実際、ポイントや付帯サービスの割引などの経済的メリットの提供がプログラムの強みとなっている企業が多
いが、カスタマーエクスペリエンス向上に対してインパクトが弱く、経済的ロスのあるプログラムについては、プログラムや付帯
サービスの削減等の見直し検討を行うべきである。
昨今、デジタルトランスフォーメーション
（DX）と謳われて久しいが、まだ多くの企業は手探りであるのが実情である。これは事
業に直接デジタルを絡める要素が、従来のビジネスモデルだと少ないことが遠因となっていると考えられる。しかし、企業と顧
客とをつなぐロイヤリティプログラムは、デジタル活用を検討しやすい領域であり、先述した二つの側面での変革もIoT
（Internet of Things）やアナリティクス、人工知能（AI）などのデジタルと組み合わせることで、サービスの新陳代謝とDXの実
現を併せて行っていく絶好の機会ではないかと考える。

デジタル社会到来によるロイヤリティプログラム変革への機運

デジタル社会とは一般的に、データやデジタル技術が発展し個々の製品やビジネスのみならず産業構造や人々の暮らし、文化
の在り方が変わった社会のことを指すが、こうした社会に世の中が移行することで、ロイヤリティプログラムの在り方も姿かた
ちを変えていくことが必要だ。デジタル社会の到来で、企業は顧客との接点（タッチポイント）
やコミュニケーションを強化するこ
とができるようになった。
今までの企業と顧客のタッチポイントは、顧客行動の全プロセスの中でも主に購買局面と購買前では長らくDMやe-mailでし
か接点はなかった。しかしスマートフォンの普及に伴って、アプリを経由した顧客接点の増加に加えて、SNS等の個人を識別し
た上でリアルタイムでの双方向コミュニケーションの実現など、顧客接点の手段の多様化と深化が図られた。その結果、認知⇒
興味関心⇒購入⇒購入後というカスタマージャーニー全般において、企業は購入段階以外でも顧客アプローチが行えるように
なり、顧客の行動と紐づけたタイムリーなアクションを起こしやすい環境が整ってきている。

また、顧客とのコミュニケーションの多様化により、
「これまで企業が深耕出来ていなかった潜在的ロイヤルカスタマー」への
タッチポイントの構築と、スマートフォンのアプリなどを通じた顧客の育成に取り組めるようになった。従来の画一的なプロモー
ション情報などの発信によるコミュニケーションから、顧客の行動に応じたメッシュの細かい顧客セグメント・ステータス毎にタ
イムリーな情報発信が顧客側のデジタルデバイスの進化により可能になってきている。
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図表7：現在と将来のカスタマージャーニーの変化
情報収集

商品検索

商品選択

商品決定

SNS
検索サイト
現在

購買サイト
決済（クレジットカード）サイト
メールサービス

商品検索
将来

動画から詳細確認

購入

バーチャル試着

決済

購入受付メール
レコメンド

App

情報収集

検索媒体の選択

コミュニティで相談

（動画・画像・ブログ…）

Appで決済

デジタルを活用した顧客とのコミュニケーションの深化

こうしたデジタルを活用した顧客とのタッチポイントやコミュニケーションは、海外企業ではすでに進んでいる分野である。アメ
リカの世界的スポーツ関連企業であるナイキは、中国においてメッセージアプリであるWeChatやECサイトであるT-mall（天
猫）、自社サイト等複数の顧客接点からデータを収集し、一人ひとりの個客行動を識別の上データクレンジング・分析し、それ
を活かしたスマートレコメンドのサービスを提供している。この取り組みにより、T-mallのような他社ECサイトや自社公式アプ
リなど異なるチャネルを利用する同一人物に対しシームレスなサービスを提供し、顧客体験の向上に努めている＊4 。

また、フランスの食品メーカーであるダノンは、食習慣が常に変化する消費者への理解を深めるため、ソーシャルメディアを中
心としたデジタルマーケティングを手掛けるフランスのLinkfluence社と提携し、AI・データサイエンスの技術を取り入れてい
る。この取り組みにより、ダノンは顧客セグメントごとにカスタマイズされたプロモーションの提供や商品販売を行っている。さ
らには、その後の顧客行動データを分析し、定常的に顧客プロファイルをアップデートすることで顧客毎に最適なサービスの提
供を行っている＊5 。

デジタル活用によるロイヤルカスタマー化のポイント

ロイヤルカスタマー育成のために提供するサービスは、必ずしも高価なサービスのみでなく、顧客がブランドと接する中で、不
便に感じる不都合の解消や自身が特別扱いされたと感じるような一般客と異なる特別体験を与えることでも成立する。このよ
うな従来とは異なる顧客へのアプローチはデジタルの活用によって実現できるようになっており、そのアプローチに関して様々
な事例を交えて紹介する。
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アプローチ1：顧客を
「特別扱い」
するサービス（他人とは異なる体験）の提供

近年、人々は他者と同じではなく
「自分らしさ・自分だけ」
というサービス・商品を求めるようになり、企業としてもそのような消
費者ニーズに応えて、画一的なものだけでなく、個々人の好みを組み合わせることが可能な商品やカスタマイズ商品を提供す
ることが増えてきている。
この
「自分らしさ・自分だけ」
という顧客心理を突き詰めると、
「自分を特別扱いしてほしい」
「他の人よりいい体験をしたい」
とい
う思いにも繋がり、この顧客心理を満たすためのサービスを開発することが企業へのロイヤリティを高めるヒントになるだろう。
こうした心理を満たすサービスとは、例えば実店舗で日常的に行われている顧客とのこれまでのやり取りを踏まえた会話やレ
コメンド等の
「自分の好みを理解してくれている」、
「他の人とは違ったおもてなしをしてくれる
（特別サービスの提供）」
というこ
とを感じることである。これは、従来実店舗でのみ可能であり、従業員の能力も必要であったが、デジタルの進化に伴い、実店
舗に限らずとも仮想的に同等のコミュニケーションを行うことが可能になってきている。現時点ではカスタマーエクスペリエン
スの観点でのサービス開発が黎明期であり、それほど一般的ではないが、今後益々進んでいくサービス開発の考え方であると
考える。
その裏付けとして、デロイトの2020年のレポート
「Human experience: At the heart of learning, living, connecting,
and business loyalty」によると、旅行・ホスピタリティ業界において、消費者の体験や感情に焦点を当てサービス提供を行っ
ている企業は、3年間での収益の伸びが他の企業（価格で勝負する企業等）を上回る可能性が2倍となることが判明している＊6。
現在提供されている一般的なロイヤリティプログラムは、全員配布型のクーポンやポイント・マイレージ付与など共通のサービ
ス提供で、
「個客」毎にカスタマイズされたプログラムではない画一的なプログラムが多い。これでは、顧客を特別扱いする
「パーソナライゼーション」の度合いは低く、カスタマーエクスペリエンスの向上の観点でも効果が乏しいだろう。パーソナライ
ゼーションを取り込んだロイヤリティプログラムの開発に向けては、
「自分だけの特別感」
をいかに醸成するかが重要である。た
だし、ここでいう
「特別感」
というのは必ずしも高価・高級なものである必要はない。ロイヤリティを上げたいと考えている顧客
が、企業との接点を持つ際のカスタマーエクスペリエンス上で小さい経験値の向上が図れるだけでも効果があるのだ。このカ
スタマーエクスペリエンスの向上は、顧客へのゲインポイント
（求めている価値や恩恵）の提供、またはペインポイント
（抱えてい
る障害・リスク等）の排除を行うことで図られ、これはデジタル活用により新しいサービス提供の幅が大きく広がると考えられる。
前述のレポートでの調査では、旅行や航空、ホテルのサービス 図表8：価格と体験の重視度
を利用するにあたり、価格よりも体験を重視する傾向にあり、
顧客が重要と感じるものの84%は価格とは無関係とのデー
ホスピタリティ業界のサービス
（旅行・航空・ホテル等）を
タが出ている。ここでいう
「体験」
とは、例えばホテル業界にお
利用する消費者は、
いて従業員が顧客に対し個別対応することや、航空会社での
価格よりも体験を重視する傾向にある。
ダブルブッキングなどのトラブル発生時に座席のアップグレー
ドや宿泊施設の提供などの特別対応を指し、これらの取り組
価格
みによりロイヤリティや継続した利用率が向上することがわ
かっている
（図表8）。
体験

ロイヤリティを高める“体験”の例

旅行業界

提携ホテルでの
特別サービス提供
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航空業界
トラブル発生時の
座席アップグレード
や宿泊施設の提供

ホテル業界
顧客毎の個別対応

アプローチ2：能動的参加・成長の可視化

顧客が企業にロイヤリティを感じるロイヤリティプログラムを実現するには、顧客がプログラムを楽しみながら利用することを
促進するような仕組みを取り入れることも大切である。
具体的には、従前の主に企業側からの一方通行の提供であったロイヤリティプログラムから脱し、能動的に参加できる要素を
取り入れることで、顧客が主体性をもって企業とのエンゲージメントを構築することである。例えば、顧客がロイヤリティプログ
ラムを頻度高く閲覧・利用することで、会員ランクや受けられるサービスのグレードアップが行われる
「育成的要素」を加味した
新しいプログラムへの変革があげられる。能動的参加の概念に基づいた新しいサービス導入に伴い、企業と顧客は継続性のあ
る関係性になり、結果として企業と顧客における双方向型のコミュニケーションが持続し、ロイヤリティの醸成が実現されるの
ではないだろうか。この双方向型のコミュニケーションは企業やブランドのファン層が集うコミュニティを構築するという手段も
あるが、それ以外の手段として注目したいのは「ゲーミフィケーション」
と呼ばれる概念である。ゲーミフィケーションとは、ゲー
ムに使われている構造をゲームとは異なる分野へ応用させ、自社の顧客や従業員との関係構築・深化に活用する取り組みで
ある。これはゲーム自体が持つ
「人を夢中に（熱中）
させる」仕組みを応用し、社内の教育や学習制度、仕事のパフォーマンス向
上に向けた施策化などに用いられており、このゲーミフィケーションの考え方は顧客とのコミュニケーションを促進し、ロイヤリ
ティ向上に繋げるロイヤリティプログラムにも応用できる余地が多いと考える。
以下では、顧客に対して
「能動的参加」
「育成的要素」
を取り入れて顧客との関係を深化させている企業の事例を紹介する。

スノーピーク

アウトドア関連事業を手掛けるスノーピークは会員制度を設けている。この制度自体は多くの企業が導入しているが、スノー
ピークは、会員の中でも累積購入額が上位の顧客を特別会員とし、
「SPECIAL MEETING」
という新商品展示を行う限定イベ
ントに招待している。スノーピークの会員制度は購入金額によってランクが設けてあり、レギュラーカード⇒シルバーカード
（一
定期間内で10万円以上購入者が対象）⇒ゴールドカード
（同20万円以上）⇒プラチナカード
（同30万円以上）⇒ブラックカード
（同100万円以上）⇒サファイアカード
（同300万円以上）
という順にランクが上がる。顧客はカードのランクを上げるために、ス
ノーピーク製品を繰り返し購入するようになり、上位の特別会員だけでなく全体としてランクアップに向けた競争が働く仕組み
となっている
（図表9）＊7・8。
定期的に開催されている限定イベントにはブラックカード以 図表9：スノーピークの会員ランクの設定による
上の「スノーピーカー」
（スノーピーク製品をリピート購入して ロイヤリティ強化
くれる熱心なファンの通称）のみを招待する。イベントでは限
定記念品を配布するほか、商品に関する意見交換も行われ顧
特別会員認定
客の声を社員が直接吸い上げることで、顧客は達成感を感
サファイヤ
じ、より一層スノーピークのファンになるのである。
会員
スノーピークは細かいランク設定を行うことで、ランクアップ
特別イベント
記念品配布
ブラック会員
招待
をすることによる会員ランクごとでの異なる顧客体験を細かく
演出し、ランクを上げることのモチベーションと達成感を与え
プラチナ会員
るゲーミフィケーションの考え方を取り入れていると考える。
ゴールド会員

シルバー会員
レギュラー会員
会員ランク
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ナイキ

ナイキが開発した
「SNKRS」
というECアプリは、
「探索」要素を活用し顧客からのロイヤリティを高めた好事例である。このアプ
リは、大ヒットしたスマートフォンゲーム・ポケモンGOと似た仕組みで、ナイキはアプリ上のAR（拡張現実）機能を用いて宝探し
をするように公園内に隠されたスニーカーを探し当てるイベントを実施した＊9 。 参加者は、公園内でスニーカーを見つける
と購入権を獲得し、実際にそのアプリ上でスニーカーを購入することができる。
ナイキは熱狂的なファンを生むために、魅力的な商品・その商品の魅力を伝えるストーリー・デジタル体験の三つを重視してお
り、特に心に訴えかけるストーリー（その商品をどうやって手に入れたかという体験）を用いて顧客の関心を引くことを狙っている
（図表10）。ECアプリ上では、イベント実施時以外でも限定品を多く販売しているが、発売直前に販売スケジュールが公開され
ることも少なくないため、顧客は頻繁にイベントの実施や商品販売の状況をチェックする必要があり、これもまたナイキにとっ
ては顧客のリテンションにつながる。
図表10：ナイキの商品販売にAR体験ゲーム活用事例
体験ゲームの流れ

STEP1

STEP2

STEP3

AR搭載アプリで

お宝を発見すると
購入券獲得

アプリ上で
スニーカー購入

魅力的な商品

デジタル体験

宝探しに参加

ロイヤリティを
高める3要素を網羅

商品の魅力を
伝えるストリー

ハーレーダビッドソン

世界的バイクメーカーであるハーレーダビッドソンは、
「ハー
レーオーナーズグループ」というコミュニティを運営しており、
全世界で約100万人、日本でも3万5千人以上が加入してい
る。メルマガや定期購読誌の提供やロードサービスといった一
般的なサービスもあるが、バイクオーナーの心をつかむのは
「チャプター」と呼ばれるコミュニティやツーリングコンテスト
等多数のイベントである。
「チャプター」
とはハーレーダビッド
ソンオーナーが集う場のことであり、正規ディーラー運営のも
と世界に1,400以上存在する。ツーリングを
「チャプター」
で行
うことでハーレーダビッドソンオーナー仲間と出会うことがで
き、バイク談義や情報交換をすることができるのが魅力であ
る。ほかにも、世界中のオーナーが結集するラリーイベントや
ツーリングコンテスト等を定期的に開催しており、オーナー同
士の交流を促進しハーレーダビッドソンへの愛着を強めるた
＊10
めの工夫が凝らされている
（図表11）
。

図表11：ハーレーダビッドソンの顧客コミュニティによる
ロイヤリティ向上
ハーレーダビッドソン愛好者の
独自ネットワークによる
ロイヤリティ向上

チャプター

交流
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チャプター

チャプター

アプローチ3：既存資産の活用（有償化できていないサービスの発掘）

ロイヤリティプログラムを開発する上で、企業が持っている既存資産やサービスを見直し、デジタル化を推し進めることでプログ
ラムの新サービスのひとつとして顧客に提供することが可能なものを検討するところから始めることも、企業が行えるプログラ
ム開発の一つのアプローチである。
例えば、空港の会員専用ラウンジにIoTを導入し、空いていることを入退室情報管理として常時チェックすることで、本来そのラ
ウンジを使う会員資格のない顧客へスマートフォンアプリ等を通し
「一時的に使用できる権利」を販売するなどが資産の有償化
の例と考える。この
「一時的会員権購入サービス」は企業が保有する既存のアセットやサービスを用いてマネタイズできることが
ポイントであり、顧客としても、上質なサービスを体験してみたいがそのステータスを保有していない場合に、一時金を支払うこ
とで特別な体験を得られる、というように双方にメリットをもたらす。

このようにリアルタイムでサービスの内容を可変的に行えるのが、デジタル活用のサービスの強みであるが、実際に行っている
企業は世界的にもまだ少数である。これは顧客側のデジタル進化のスピードに企業が追い付いていないところに原因があり、
その背景には、このような先進的な考え方での取り組みを行うのは現行のロイヤリティプログラムの運営スタイルで求められる
ケイパビリティと異なるためである。そのような環境だからこそ、率先して取り組む企業は顧客ロイヤリティ醸成において同業
他社よりリードし得るだろう。

デジタル時代におけるロイヤリティプログラムのあるべき姿への提言

これまで、企業はロイヤリティプログラムの維持・運用及びプログラムの利用経済圏の拡大に注力してきたが、顧客のカスタ
マーエクスペリエンスに基づいて顧客のゲインポイントやペインポイントを考慮したプログラム提供の観点は乏しかった。
これは顧客とのタッチポイントとコミュニケーションの手段が限られていたこともあるが、昨今の顧客が保有するデバイスの進
化に伴うデジタル化の浸透により、様相が大きく変わってきた。今後のロイヤリティプログラムを進化させていく上でのキーワー
ドは、
「カスタマーエクスペリエンス観点でのサービス設計」
と
「サービスのデジタル化」
の組み合わせである。

実現において企業は顧客分析と既存のサービス分析に始まり、カスタマーエクスペリエンス観点でのサービス設計を行った上
でのデジタル活用方法の検討、システム構築及びサービスローンチ後の運用などと多岐にわたる対応が必要になる。デジタル
活用は、顧客へのアプローチの深化というベネフィットをもたらす一方で、常に新しいコンテンツやサービスを提供していくこと
も併せて求められる。これらを点の取り組みでなく、線として体系的に取り組むことが重要であり、この線の取り組みを実現す
ることで最終的に顧客のロイヤリティ向上、さらにはロイヤルカスタマー化した顧客のLTV向上、といった企業が本来求めてい
たロイヤリティプログラムのあるべき姿への進化が成し遂げられる。
これから企業は既存のプログラムのうち、LTV向上に貢献しない、または効果が薄いものは廃止・削減を見極めるところから着
手しコストダウンを図る一方で、上記のような新しい観点で次世代のロイヤリティプログラムを開発・運用する組織を設立し、顧
客との関係深化を図る新しいロイヤリティプログラムのサービスを早期に投入して、自社のロイヤルカスタマーの発掘と育成に
舵を切るべきである。企業のこれまでのロイヤリティプログラムの取り組みと異なる要素も多く、ハードルは高いが、顧客視点
で構築する新しいロイヤリティプログラムを顧客が支持し、ロイヤルカスタマーになった時の企業にもたらす効果は大きく、業
界の勢力地図が変わるきっかけにもなり得る大きなインパクトとなるだろう。
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図表12：ロイヤリティプログラム設計のアプローチ

デジタルを活用して
「特別な経験」
を提供することで、
真のロイヤルカスタマーを育成する
特別な体験に
盛り込むべき要素

パーソナライズによる
特別扱い・優越感の提供

特別な体験に
盛り込むべき要素

ロイヤリティの向上による
売上増加

“自分らしさを感じる”
“特別で嬉しい”

顧客分析

ゲーミフィケーションにより
顧客自らロイヤリティを高める
仕掛けの提供
“楽しい”
“達成感を得られる”
顧客の能動的な参加による
顧客自らのロイヤリティ育成
顧客を活性化させる
仕掛けの構想
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自社資産・サービス活用による
新規サービスの提供
“こんなサービス
欲しかった”
自社資産の有効活用
新たな有償化サービスの発掘
自社資産・
既存サービスの見直し

デジタル化時代における ロイヤリティプログラム | ロイヤルカスタマーとの関係深化に向けて

ロイヤリティプログラムに関わる論点

課題と企業が検討すべき施策

その1 航空業におけるマイレージプログラムの会計処理
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マイレージプログラムの概要及び会計基準

マイレージプログラムは、航空会社が自社のサービスを購入したプログラム会員（以下、
「会員」
）に対して
「マイル」
というポイン
トを付与し、会員は当該マイルを用いて航空会社の提供するサービスに無料もしくは割引額で交換することができる等の特典
を受けられる制度であり、航空会社はマイルを会員に付与することで、次回以降も会員が自社のサービスを利用するためのイ
ンセンティブを与えている。大手のアライアンスではグループへの加盟にあたり、マイレージプログラムの運営を条件としている
ものの、新興航空会社や低価格の航空運賃を売りにするLCCにおいては、運営にコストがかかることから、マイレージプログラ
ムを運営していない会社が多い状況である。
マイレージプログラムの会計処理に関して、日本では、2018年3月30日に公表された企業会計基準第29号「収益認識に関す
る会計基準」
（以下、
「収益認識基準」
という）および企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
（以下、
「適用指針」
という）が公表されるまで、具体的に規定した会計基準は存在しなかったが、2009年7月に日本公認会計
士協会より公表された会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）―IAS第18号「収
益」
に照らした考察―」
（以下、
「中間報告」
という）において、ポイント引当金に係る会計処理につき言及されており、マイレージ
プログラムはそれを準用する形で整理されていた。
以下、従来の日本企業において採用されていた会計処理と、2021年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用される
「収益認識基準」が適用された際の会計処理の相違について紹介する。

従来の日本企業において採用されていた会計処理

上述の中間報告において、図表13の二通りの会計処理が示
されており、従来の日本企業においては、方法①が主に採用
されていたと考えられる。

方法①は、マイルが将来使用された際に企業が追加で負担し
なければならないと見込まれる将来の費用もしくは損失を現
時点の負債として認識する方法であり、引当金と同様の会計
処理がなされることになる。マイルの付与を販売促進取引と
みなし、将来それらがサービスに交換された際に生じる費用
額が負債として認識される
（図表14）。
したがって、認識される負債金額は一般的には原価を基礎と
して測定されると考えられ、次の両者を乗じて見積もられるこ
とになる。

図表13：マイレージプログラムに関する会計処理方法
方法①

付与したポイントと商品や役務と
の将来の交換を、そのポイントを
付与する元となった当初売上取
引の構成要素として取り扱わず、
むしろ顧客（「会員」が該当する）
への商品または役務の販売促進
に資する別個の取引とする考え方
売上

販売促進

P

方法②

付与したポイントと商品や役務と
の将来の交換を、そのポイントを
（a）各サービスの交換予想マイル数
付与する元となった当初売上取
引において、値引きやリベートと （b）各サービスの1マイル当たり費用
同様に考慮すべき販売条件の1つ
としてとらえる考え方
この見積計算にあたっては特に、
（a）に関する
「失効率」の見
売上

積りと、
（b）に関する
「費用の範囲」の決定が重要である。
（a）
に関して、航空会社のマイレージプログラムは交換に要する
最低必要マイル数が高く設定されていることから、期末時点
におけるマイル残高のすべてが将来交換されることはなく、一
部のマイル数は失効することが一般的である。

値引き・リベート

P
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そのため、航空会社が将来負う費用は実際にマイルの交換が予測される範囲に限定されることから、付与したマイルの総数に
対する
「失効率」が負債の測定にあたって使用されることになる。
また、
（b）の
「費用の範囲」は、マイルの交換によって発生することが見込まれる費用が対象になる。マイレージプログラムで交
換できるサービスは多岐にわたり、航空会社自身が提供するサービス
（無料航空券等）
と外部第三者を介して提供するサービス
（他社ポイントや電子マネー等）に大きく区分できるが、これらのサービスの提供に必要となる追加コストによって、1マイルごと
の費用単価が異なることになる。
つまり、マイル交換によって追加負担が見込まれる費用額を引当金計上することから、1マイルの費用単価が大きくなれば、引
当金額も大きくなることになる。
なお、上述の無料航空券にマイルを交換した場合、通常は既に手配されている航空機の空席が埋まるだけであり、追加の費用
負担額はほとんどかからないことが想定されるため、1マイル当たりの費用は方法②の独立販売価格と比較して小さく設定さ
れることが多いと考えられる。
図表14：従来の日本企業において採用されてきた会計処理
従来の処理［適用指針設例指針22］
を一部加工
前提

■A社は顧客に商品を100,000円で販売し、
10円あたり1ポイント付与する

■自社ポイントの付与は、
契約を締結しなければ
顧客が受け取れない重要な権利（将来の値引き）を
顧客に提供するものであり、ポイントの付与により
履行義務が生じる
将来9,500ポイントが
■A社は商品の販売時点で、
使用されると見込んだ

A社

顧客

ポイントの付与

会計処理

取引価格を100,000円を商品販売時に収益計上する
■A社は、
商品販売時
（借）現金預金

100,000

（貸）売上高

100,000

決算時にポイント引当金を見積もり計上する
■A社は、
決算時

（借）ポイント
引当金操入額

9,500

（貸）ポイント
引当金

9,500

※この取引では、
「1ポイント＝1円」
のコストがかかる前提としている。

「収益認識基準」適用後の会計処理

一方で方法②は、航空券等を販売した時点において、付与したマイルの対価を得ていると捉え、マイル部分の財又はサービス
を提供する時点まで売上高を繰り延べ、繰延収益として負債が認識される方法であり、
「収益認識基準」
において採用される会
計処理である。この場合、負債金額は販売価格を基礎として測定されることになる。
当方法においては、マイルに係る履行義務を充足した時点で収益計上されることになるが、この処理はクレジットカード会社
等へ販売するマイルに関しても同様であり、従来マイル販売収入とされていた金額は一度契約負債として負債計上された後、
履行義務が充足された時点で収益に計上されることになる
（図表15）。この方法で負債計上される契約負債は、次の両者を乗
じて合算したものとして見積もられる。

（a）各サービスの交換予想マイル数
（b）各サービスの1マイル当たり取引価格
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（a）に関する
「失効率」は方法①の場合と同様であるが、方法②の場合には（b）の1マイル当たりの取引価格を見積もることが
必要であり、1マイル当たりの追加費用を見積もる方法①とは根本的に異なる。
また、
（b）の1マイル当たりの取引価格に関して、航空会社のマイルの主要な交換対象サービスである往復無料航空券を想定
した場合、その交換対象となる航空券は、同一区間の輸送サービスであっても、搭乗日、搭乗時間、予約日、付される制限（片
道／往復、キャンセル、搭乗便変更、払戻しなど）等により、さまざまな価格が設定されていることから、マイルで交換できるサー
ビスの独立販売価格（無料航空券を仮に独立して販売した場合の価格）は一定ではなく、1マイル当たりの取引価格は顧客が
使用すると見込まれるサービスごとに異なる。また、マイルの交換は無料航空券のみではなく、カタログ商品との交換や他の事
業会社が発行するポイントへの移行等様々なサービスが提供されているため、これら多種多様なサービスの独立販売価格も
考慮に入れて1マイルの取引価格を算出することが必要である。なお、1マイル当たり取引価格の算出方法は、図表16の通りで
ある。
また、契約負債として計上されたマイル負債は、マイルの履行義務の充足時点で取り崩し、収益計上されるが、その充足時点
はサービスごとに異なるため、注意が必要である。たとえば無料航空券の場合、マイルが航空券に交換された時点では顧客は
航空機に搭乗していないためサービスの提供は行われていないことから収益認識はできず、顧客に対して旅客輸送業務を提
供した時点で収益認識されることなる。
図表15：
「収益認識基準」適用後の会計処理
設例ーカスタマー・ロイヤルティ・プログラム
［設例22］
より
前提

■A社は顧客に商品を100,000円で販売し、
10円あたり1ポイント付与する

■自社ポイントの付与は、
契約を締結しなければ
顧客が受け取れない重要な権利（将来の値引き）を
顧客に提供するものであり、ポイントの付与により
履行義務が生じる

分析及び会計処理

■A社は、
取引価格を100,000円を商品とポイントに
で配分する
独立販売価格の比率（＊1及び＊2）
商品販売時（自社ポイントの付与）

（借）現金預金

将来9,500ポイントが
■A社は商品の販売時点で、
使用されると見込んだ

A社

100,000

（貸）売上高

（貸）契約負債

91,324（＊1）

＊1：商品91,324円
＝100,000円×独立販売価格100,000円÷109,500円
＊2：ポイント8,676円
＝100,000円×独立販売価格9,500円÷109,500円

顧客

※この取引では、
「ポイント＝1円」
の独立販売価格である前提としている。

ポイントの付与

図表16：マイルの取引価格の算式
付与したマイルの
取引価格

8,676（＊2）

＝

航空券代金
×
（取引価格）

（

付与したマイルの独立販売価格

付与したマイルの
独立販売価格
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＋

それ以外のサービスの
独立販売価格

）

「収益認識基準」の適用により想定される影響

マイレージプログラムについて、将来見込まれる費用負担額をマイルの付与時に引当計上する会計処理（方法①）を採用してい
た場合、これが「収益認識基準」の適用により認められなくなり、付与したマイルについて
「契約負債」を計上し、売上の一部が
繰延処理されることになる。また、マイルを費用として考えるか（方法①）、販売商品の一つとして考えるか（方法②）により会計
処理科目のみならず、会計処理金額も大きく変わることになる。取引価格には企業が得るべき利益相当額が上乗せされている
ため、
「費用単価＜販売価格」
の考え方が一般的には成り立つことが想定される。
よって、負債計上額は方法①の引当額よりも、
方法②の契約負債の金額が大きくなる可能性が高いと考えられる。つまり、
「収益認識基準」の適用によって、一時的に企業の
利益剰余金を減少させる可能性があると考えられる。なお、マイルの独立販売価格及び取引価格の算出は、理論構成やシステ
ム構築などに時間を要することが予想されるため、余裕を持って準備を行うことが望ましい。
また、
「収益認識基準」の適用によって、会計的にもマイルが費用ではなく、販売商品の一つとして考えられることになるため、
今までは費用であり販売促進費としての性格が濃かったとも考えられるが、今後は負債額に見合った効果を最大化するために
マイルの販売戦略を講じていく契機になると考えられる。
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ロイヤリティプログラムに関わる論点

課題と企業が検討すべき施策

その2 ロイヤリティプログラムと個人情報保護法
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カスタマーエクスペリエンス向上を主眼に置いたロイヤリティプログラム設計のためには、万人受けするものではなかなか難し
いため、各顧客で個別化することが重要となる。そのためには、各顧客の情報を綿密に分析することが必要となってくる。その
際にまず留意すべきこととして、個人情報保護法が挙げられる。

個人情報を分析するためには、まずその個人情報を取得しなければならない。日本の現行の個人情報保護法では、要配慮個
人情報（人種、信条、社会的身分、病歴等のいわゆるセンシティブ情報、個人情報保護法第2条第3項）を除くと、個人情報の本
人が任意に提供する限り、基本的に取得する個人情報の項目は限定されない。そのため、分析の高度化という観点からは、な
るべく多くの個人情報を取得することが望ましい。

一方で、不要な情報までも取得すると、万一の漏洩等が生じた場合には、その被害もより大きくなる。また、EUの一般データ保
護規則（GDPR）のように、そもそも不要な情報はとるべきでないという個人情報保護法制をとる国、地域もある。個人情報保
護の要請は各国において今後ますます強くなることを考慮すると、個人情報取扱事業者としても、必要な情報のみを取得する
こととし、その必要性の根拠の検討を通じて、取得する個人情報を利用して実施しようとする方策の合理性をも吟味する、とい
う方針へと移行することがあるべき姿であろう。
次に、分析した個人情報を用いてロイヤリティプログラムに反映するに際して、それが自社（及び委託先）のみで完結せず、第三
者も関係してくる場合（例えば、第三者の商品や役務がそのプログラムの内容の一部となるような場合等）は、当該第三者への
提供の同意（個人情報保護法第23条第1項柱書）も必要となる。
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第三者があらかじめ決まっていれば、ロイヤリティプログラムに加入してもらう際に、当該第三者への提供に関する同意を得れ
ばよいが、ロイヤルカスタマーの育成のためのプログラム設計におけるPDCAの過程で施策が都度変化し、その変化に伴い、
提供先第三者も変わっていく、ということも考えられる。
その場合は、共同利用（個人情報保護法第23条第5項第3号）
といった、提供のための別の法的根拠に依拠するという方法もあ
るが、例えば共同利用を用いるときも、利用の範囲を厳格に解釈すると、範囲を設定した際に含まれていなかった提供先への
提供はカバーできず、一方で緩やかに考えると適法性に疑義が生じかねないという点で、万能ではない。
現行の個人情報保護法では、同意の態様についてはそれほど厳格ではなく、どこかで同意が得られればよい、という運用が
往々にしてなされているが、前記のEUの一般データ保護規則では、同意は自由意思で、必要な情報を与えられた上で、具体的
に、明確になされる必要があるとされており
（第4条第11号）、かつ随時撤回可能（第7条第3項）
という制度になっている。

世界の個人情報保護の趨勢が、この一般データ保護規則の方向性に向かっていく可能性があることを踏まえると、新たな提供
先第三者について、都度顧客の同意を得ることとし、かつそれを顧客本人側で容易に一元管理できるようにしておく、といった
対応が今後は望ましいものと考えられる。

また、総務省・経済産業省「情報信託機能の認定に係る指針」に基づき認定される情報銀行と連携して、顧客の個人情報の第
三者とのやりとりに係る機能を委ねることも選択肢となり得る。
情報銀行と連携する場合、顧客にその情報銀行を利用してもらう必要があり、かつ、情報銀行から自社が提供を受けた顧客の
個人情報の管理は当然ながらこれまで同様に適切に行う必要がある。もっとも、第三者への提供に関して、第三者での顧客の
個人情報の取扱いの管理や監督を、情報銀行が自社に代わって行うので、その負担の軽減が可能と考えられる＊11。
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ロイヤリティプログラムに関わる論点

課題と企業が検討すべき施策

その3 ロイヤリティプログラムのデジタル化を推進するためのM&A活用
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ロイヤリティプログラムに対する顧客ニーズの多様化とデジタル化推進

顧客ニーズの多様化を背景として、各企業が保有する顧客属性や行動履歴等の顧客データを最大限に活用したロイヤリティプ
ログラム設計の重要性については既に周知の通りだが、日々刻々と変化する顧客ニーズを把握あるいは予測をし、迅速にプロ
グラムに反映させていくためには、さらにデジタル化の推進が欠かせないと考えられる。加えて、日本国内では高齢化・人口減
少に伴い顧客獲得競争が激化しており、先進技術を他社に先んじて導入し顧客の利便性を向上することが、差別化を図るうえ
で重要な要素となる。
本章では、ロイヤリティプログラムのデジタル化推進を企図したM&Aの活用について分析をする。なお、ここでいうM&Aとは
必ずしも対象会社の全部買収のみを意味するものではなく、マイノリティ出資等による資本提携も包含する広義のM&Aとして
ご参照頂きたい。

デジタル関連分野への投資動向

日本国内の民間部門におけるデジタル関連分野への投資金額は、ハードウェアへの投資額が落ち込んだリーマンショック以降
13～14兆円の水準で推移しており、2018年は約65%がソフトウェアに対する投資となっている（図表17）。日本国内全体での
デジタル分野への投資金額は概ね横ばいに推移している一方で、IT関連ベンチャー企業に対する投資金額は顕著な増加傾向
を示している。2019年には2千億円を超える金額が国内ベンチャー企業に流入しており、中でもIT関連業種は投資額の約64%
を占めるなど特に活発化している
（図18）。
図表17：国内民間部門におけるデジタル分野への投資金額推移＊12
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図表18：国内のベンチャー投資金額とIT関連企業への投資割合の推移＊13
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ベンチャー投資市場が活況を呈する中で、大企業が独自のロイヤリティプログラムを提供するIT関連ベンチャー企業に出資す
る事例も出てきた。2019年7月、三井住友カード株式会社は飲料自動販売機向けのIoTプラットフォームサービスを展開する
TenTen株式会社に出資し資本業務提携を行うことを発表した。キャッシュレス化が進んでいない無人精算機市場において決
済サービスを普及させたい三井住友カードと、クレジットカード利用者と事業者それぞれの利便性向上に繋がるサービスを提
供するTenTen社の狙いが合致した格好だ。TenTen社が独自開発したモバイルアプリを通じて、飲料自動販売機利用時のプ
リペイド決済サービスを提供するとともに、商品購入と連動した「スタンプサービス」
や
「ポイントサービス」等のロイヤリティプ
ログラムを提供することで、200万台を超えるとされる国内自動販売機の決済手段におけるシェア獲得を目指すとのことである。
IT関連ベンチャー投資に熱が帯びる中、こうした独自のロイヤリティプログラムを提供する新興企業も注目され始めている。

効果的なロイヤリティプログラム設計とセキュリティ強化の両立

ベンチャー企業に対する資金流入も見られ、より一層の技術革新が期待される環境下で、細分化された顧客ニーズに対応する
ロイヤリティプログラムを設計するためには、より詳細な個人情報の取得と複合的な分析ならびにパーソナライズが必要とな
る。航空会社を例にとると、アカウント開設や航空券購入時に入力された住所・氏名・生年月日等の個人属性、渡航目的地・滞
在時間等の渡航履歴やマイレージカード利用による購買履歴等を多面的に分析することで、顧客の嗜好性をより詳細に把握で
きるようになる。当該分析結果を基に、新たな旅行先の提案、効率的な移動ルートの策定や旅程のプランニングといったサービ
スを一定以上のステータスを有するマイレージ会員に提供することで、ロイヤリティ向上に繋げることが可能になると考えられ
ている。
しかしその一方で、個人情報の管理・利用に際しては十分に留意しなくてはならない。昨今では、豊富な人材を有する大企業で
あってもITの開発や保守・運営は外部委託により実施するケースが多くみられるが、各企業が取得した個人情報の管理責任は、
取得した企業側が負う。近年国内の大企業による個人情報の流出が複数発生しており、一部は外部委託先企業が流出元と
なったものであった。直接的な原因は外部委託先によるとみなされるものの、データの保有元である企業側も顧客への補償対
応や訴訟に伴う賠償命令により巨額の損失を被る事態に発展するケースも見られる。こうした事例に鑑みると、顧客の個人情
報との連携が不可欠となるロイヤリティプログラムの運用に際しては、内製化を図り堅牢なセキュリティ体制を構築することが
望ましいと言えるだろう。
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デジタル人材確保に係るコスト増

ロイヤリティプログラムの運用は内製化が望まれる一方で、一定数以上のITエンジニアを採用するコストは大きくなってきてい
る。株式会社マイナビが公表する
「中途採用状況調査2020年版」
を参照すると、ITエンジニア採用における1人あたりの求人広
告費は63.9万円と他職種と比較しても高水準となっており
（図表19）、また、IT・通信・インターネット業種の企業は年間求人
広告費が前年よりも増えたと回答した割合が他業種より高い傾向が見られた（図表20）。技術革新が進む中でITエンジニアの
採用を巡る環境は厳しさを増しており、今後も人材確保に係るコスト増は続くものと考えられる。
図表19：採用者1人あたりの求人広告費＊14
Q. 職種ごとに、採用者1人あたりの求人広告費をお答えください。
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図表20：求人広告費の増減＊14
Q. お勤めの会社の直近1年間（2019年）の求人広告費は、前年（2018年）と比較していかがでしたか。
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デジタル技術およびデジタル人材の獲得を目的としたM&Aの可能性

さらなる発展が期待されるデジタル技術の獲得と、昨今のIT人材の採用難に対応するための方策の一つとして、M&Aの活用
について検討したい。IT関連企業を対象とした国内のM&A件数は、2010年以降一貫して増加傾向にあり、2019年は596件
のM&Aが実施された（図表21）。独自技術を持つ企業やITエンジニアを一定数擁する企業を対象としてM&Aを実施すること
で、既に機能しているエンジニアチームをそのまま迎え入れる、あるいはマイノリティ出資であっても資本提携を梃子に自社プ
ロダクトの開発・運用を優先させることや自社セキュリティ基準に準拠させるなどの効果を得ることが可能になる。IT人材の採
用を含め、開発コストが増加する現状においては、1名ずつ採用を続けて独自にチームを形成することの代替手段として、既に
豊富な実績やノウハウを有するエンジニアチームが所属する企業に直接出資することで同様の効果を得る選択肢も考えられ
る。なお、IT関連企業はマネジメントメンバーを中心に少人数で構成される小規模事業者も含まれるため、M&Aの実施に際し
ては、所属するエンジニアの経歴・技量に対する評価はもちろんのこと、財務・税務・法務面でのリスクを調査するとともに、主
要メンバーに対するキーマン条項やリテンションプラン等の設計を入念に実施することが肝要である。
図表21：日本国内のIT関連企業を対象とするM&A件数推移＊15
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自社に蓄積される貴重な情報リソースを活用したロイヤリティプログラムの導入を加速度的に推進していくための手段として、
M&Aを活用する選択肢が今後重要度を増してくるだろう。
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ロイヤリティプログラムに関わる論点

課題と企業が検討すべき施策

その4 ロイヤリティプログラムと人工知能（AI）
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マスマーケティングが誰に対しても同じようにマーケティング活動をするものに対して、ロイヤリティマーケティングは、パーソナ
ライズされたマーケティング活動をするものである。ロイヤリティマーケティングを促進し本来の効果を得るためには、個人を特
定してパーソナライズされたマーケティング活動を行う必要があり、代表的なものの一つとして、One to Oneマーケティングが
ある。

ロイヤリティマーケティングは、企業にとってのロイヤルカスタマーを決め、その顧客に対して特別なアプローチをするマーケ
ティング手法であるため、その戦略を描く上でロイヤリティプログラムの設計は重要なものとなる。顧客単価を上げるのか、あ
るいは来店頻度を上げるのかといったロイヤリティプログラムの目的を決め、企業にとってどんな顧客を優先するか、何を還元
するかといった方針を決めるなど、現状の顧客層を理解した上でロイヤリティプログラムを設計する必要がある。

一方、IoT（Internet of Things）
やクラウドサービスの進化など、デジタル化が進むことで、今までは難しかったことが比較的安
価に実現可能になっている。それにより、購買履歴だけでなく、移動履歴やSNS内での行動、アプリの利用時間など様々なデー
タが取れるようになった。また、それらを支える技術的ハードルも下がったことにより、マスマーケティングから消費者一人ひと
りのニーズや行動履歴に合わせたOne To Oneマーケティングが、現実的なものになっている。加えて、人工知能（AI）
や機械学
習が広まったことで、デジタル技術を活用しながら、ロイヤリティプログラムの活動を高度化、精緻化しながら顧客体験を最適
化し、顧客エンゲージメントを高めるための技術的ハードルも下がっている。

AIや機械学習、およびそれらに必要なデータは、ロイヤリティプログラムを構築する各フェーズで注意すべき点がある。まず初

めに、設計フェーズでは、既存のロイヤリティプログラムや顧客調査／分析などを行い、利用するデータや手法などを選定する。
その際、利用するデータが個人情報保護法などの法律に抵触していないかを確認することはもとより、顧客が感じるデータ利
活用に対する不安など、顧客の心情にも配慮する必要があるだろう。人口知能（AI）
や機械学習を用いる場合は、何をAIに任せ
るのか、AIと人間の介在度合い・役割分担を決めることも重要である。
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次の段階である開発フェーズでは、設計されたロイヤリティプログラムをシステム実装する際に、AIや機械学習を用いる場合
は、AIが特定の性別や国籍等のグループに不公平な判断をしていないかといった不公平な判断が繰り返されているリスクな
ど、AI固有のリスクが無いかを検証する必要がある。

最後に、運用フェーズでは、ロイヤリティプログラムの結果をモニタリングするが、AIや機械学習を用いる場合は、時間経過によ
りAIの精度が劣化するリスクがあるため、AIモデルを再学習させる必要がある。その際は、システムとは別にAIモデルやパラ
メータ情報などのバージョン管理の検討も必要になってくる。以下の図表22に、代表的なAI固有のリスク一覧を明記する。
図表22：人工知能（AI）の代表的な固有リスク
種別

内容
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人の身体や財産への危害
プライバシー侵害
敵対的事例
契約トラブル

不透明な判断根拠
データ汚染
精度劣化

AIが特定の性別や国籍等のグループに、不公平な判断を行うことにより、社会的非難を受けるリスク
AIが誤った判断をすることにより、人の身体や財産に危害を加えてしまうリスク

AIがユーザーを高度にプロファイリングすることにより、ユーザーの機微情報が推定されプライバシーを侵害し
てしまうリスク

AIに対し悪意のある入力を行い、判断ミスをさせることにより、事故を誘発したり社会的非難を受けたりするリ
スク
AIの開発を外部委託した際、学習データや学習済みモデルの所有権でトラブルになるリスク
AIの判断結果の根拠の提示を利用者から要求された際に説明できないリスク

悪意の有無に関わらず不適切なデータを学習させることにより、AIに判断ミスをさせ、事故を誘発したり、社会
的非難を受けたりするリスク
時間の経過によりAIの予測精度が劣化してしまうリスク

また、ロイヤリティプログラムを支えるマーケティング基盤も重要になってくる
（図表23）。これらがDataLakeや配信チャネルと
連携することで、ロイヤリティプログラムのサービスが提供される。また、ロイヤリティプログラムにはAIや機械学習の適用、キャ
ンペーン管理にはMarketingAutomationの導入、モニタリング／分析にはBI／BAツールの導入といったことが考えられ、非
構造データの処理やリアルタイム処理に対応した基盤づくりも求められる。
図表23：ロイヤリティプログラム・マーケティング基盤の構成要素
●ロイヤリティプログラム管理

会員情報の管理、ポイントや得点の管理や付与等の実施

●モニタリング／分析

キャンペーンの効果検証、会員モニタリングのダッシュボード等、
データのモニタリング分析の実施

●キャンペーン管理

対象者抽出、条件設定、配信コンテンツの設定や管理等の実施

経済産業省が2018年9月にまとめた
「DX（デジタルトランスフォーメーション）
レポート」によると、DXが進まない現状を
「2025
年の崖」
と呼び、DXが推進されなければ、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると危惧してい
る＊16 。今までの業界の常識やビジネスモデルが、デジタル技術を強みに持つ企業によって全く違う形へと変革される時代にお
いて、ロイヤリティプログラムのデジタル化も重要な位置づけとなり、その中で、AIや機械学習が占める割合も大きくなる。AIを
中心としたこれらの技術要素を上手く活用することで、ロイヤリティプログラムのデジタル化をより一層付加価値のあるものと
し、DXを推進することが今後の企業の成長にとって重要な位置づけを占めるだろう。
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アンケート調査方法

調査方法：インターネットを利用したアンケート調査
調査期間：2020年3月6日～8日
調査対象数：5,000人
回答者数：5,000人
回答率：100%
年収別

200万円未満

200万～ 300万円未満
300万～ 400万円未満
400万～ 500万円未満
500万～ 600万円未満
600万～ 700万円未満
700万～ 800万円未満
800万～ 900万円未満

900万～1,000万円未満

1,000万～1,500万円未満
1,500万～2,000万円未満
2,000万～2,500万円未満
2,500万～3,000万円未満
3,000万円以上

年齢別

Generation Z

ミレニアル

Generation Y
Generation X
他

20-25歳

N数

%

287

5.7

297

5.9

416

8.3

499

10

501

10

481

9.6

519

10.4

473

9.5

527

10.5

716

14.3

165

3.3

55

1.1

22

0.4

42

0.8

N数

%

370

7.4

31-49歳

694

13.9

1,936

38.7

70-79歳

1,775

35.5

225

4.5

26-30歳
50-60歳
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問い合わせ先
監査・保証業務

コンサルティング

ファイナンシャルアドバイザリー

satwatanabe@tohmatsu.co.jp

hotaka.kobayakawa@tohmatsu.
co.jp

水野 博嗣
パートナー

渡邉 知志
パートナー

リスクアドバイザリー

税務・法務

hirotsugu.mizuno@tohmatsu.
co.jp

奥村 裕司
パートナー

yuji.okumura@tohmatsu.co.jp

小早川 ほたか
パートナー

野邑 和輝
パートナー

kazuteru.nomura@tohmatsu.
co.jp

執筆者
1章～3章

三宅 佐衣子
パートナー
ロイヤリティプログラムに関わる論点

その1

越後 大志
シニアマネジャー

鳥越 海平
シニアマネジャー
課題と企業が検討すべき施策

その2

坂本 有毅
パートナー

渡邉 俊和
マネジャー
その3

その4

綾木 健太
シニアアソシエイト

松本 清一
ディレクター

下川原 頂之
シニアヴァイスプレジデント

神津 友武
パートナー

デザイン・編集担当
奥村 勇真
シニアコンサルタント

菊池 香
コンサルタント

佐々木 絵梨
アソシエイト
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出所
1章

その2

＊2：野村総合研究所「米国のロイヤリティマーケティングの動向-効果の
最大化に向けた戦略とITの一体化-」

その3

＊1：TIプランニング
「ポイントカード・ロイヤリティマーケティング市場要覧」 ＊11：総務省投資信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会
「情報信託機能の認定に係る指針ver2.0」

＊12：国民経済計算「固定資本マトリックス」

2章

＊3：一般社団法人キャッシュレス推進協議会
「キャッシュレスロードマップ
2019」

＊13：一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「四半期投資
動向調査」

3章

＊14：出所: 株式会社マイナビ
「中途採用状況調査2020年版」

＊4：Gartner「Why Nike Quit Amazon, but Doubles Down on
Tmall」
（2019/11/15）

＊15：レコフM&Aデータベース

＊5：Linkﬂuence「How Danone Stays Ahead of Consumer
Preferences with Linkﬂuence」

その4

＊16：経済産業省デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会「DX
レポート～IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な
展開～」

＊6：Deloitte US「Human experience: At the heart of learning,
living, connecting, and business loyalty」
＊7：スノーピーク
「Special Meeting 2019 for Loyal customers」
＊8：スノーピーク
「全カードランク一覧／ポイント付与率にについて」
＊9：日経クロストレンド
「ナイキ流
「ポケモンGO」
、数万足が瞬時に売れる
ECアプリ」
（2018/6/8）
＊10：ハーレーダビッドソン
「ハーレーオーナーズクラブ特典」
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