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はじめに
人と人とのつながり

かつての産業革命はいずれも何らかの技術革新に触発されて発生してきた。そしてそ
れは今日でも変わらない。例えば現在では世界には膨大な量のデータが存在してい
るが、その90％はこの2年間で生成されたものである。市場に目を向ければ260億
に上るスマートデバイスが日々あらゆる場所で流通しており、我々は前例のない技術
革新―まさにそれが第4次産業革命 1のドライバーである―の時代を生きている。

2020 GLOBAL Marketing Trendsはこの第4次
産業革命への対応を取り上げている。しかし、
本レポートの主役は技術ではない。なぜなら、

かつて相次ぐ産業革命の傍らで、どの時代であろうと、
どのような技術が生まれようと、いつも不変であった
のは人間であったからである。このレポートは、急速
に変化するデジタル環境において、企業の経営幹部
が人間を中心に据えながら戦略を策定する際のガイ
ドとなることを目的としている。

この精神の下、我々は今後、ブランドというものが人
と人とのつながりを維持し、さらにはそれをより深め
ていくために、どのようにビジネス・経済・社会環境
をナビゲートしていくべきかを模索した。我々は世界
中の80人以上の各分野の専門家とのインタビューを
通じて、各企業が社会や人間に配慮した企業を構築
するために今後18ヵ月から24ヵ月の間にわたって重
視すべき7つのキートレンドを特定した。

本レポートでは、最新の研究・分析、学術書、現場の
情報を統合している。トレンドは時代によって変化す
る。話題に上り始めたばかりのものもあれば、何世
紀もの間文献で取り上げられてきたものもある。しか
し、いつの時代にも共通する特徴が存在する。それが
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はじめに

本レポートのインサイトが企業にとって
真に人間を中心に据えたブランド構築の
一助となり、成功への道筋を築く支援と
なることを願ってやまない。

人間を中心に位置付けるということだ。

ブランドが「人間」に再び焦点を合
わせるための7つのトレンド
人々はブランドを人間らしく扱うことを期待していると
同時に、ブランドがより人間らしくふるまうことを期待
している。つまり人々は自分が関わるブランドに対し、
人間性の体現―透明で確固たる信念を持ち、一貫し
た行動を取り、真の意志を持つこと―を期待している。

我々が特定した7つのマーケティングトレンドはこの
人間第一の視点を主体としている。7つのトレンドの
うち、我々はビジネスのほぼ全ての側面をつなぎ、ブ
ランドが業務の中心に人間を位置付けるのに役立つ
2つの重要なトレンドを特定した。目的と人間として
の経験である。本レポート第1章―目的―のテーマで
もある「目的」は、ブランドの存在意義の根本を成す
ものである。「目的」は新しいトレンドワードではない
が、組織全体にあらゆる戦略を浸透させるためにこ
れまで以上に重要なテーマになってきている。真に人
間を中心に据えた「目的」は、社会的な意識の中で
他社が真似できないような方法で差別化される。第2
章―人間としての経験―
で取り上げる「人間として
の経験」は、ブランドと顧
客、従業員、ビジネスパー
トナーとのインタラクション
（相互作用）や関係性すべ
てに目的を織り込み、企
業のオペレーションをすべ
ての関係者にとってより良
い方向にもっていくために必要なテーマである。

「目的」と「人間としての経験」は他の5つのトレンド―
融合、信頼、参加、人財、アジャイル―を統合する。
第3章―融合―では、ブランドが大規模なオープン・
エコシステムを構築する際にどのパートナーと組むべ
きかについて、「目的」と「人間としての経験」の融合
が一つの指標となり得ることに焦点を当てる。第4章
―信頼―では、ブランドはエコシステム全体で「信頼」
を構築しない限り、真の「目的主導型」ビジネスの達
成はできないことを明らかにする。 

ブランドが顧客価値に沿った形で展開することを支援
するため、第5章―参加―では顧客をエコシステム
に取り込み、顧客の「参加」を拡大する方法に言及す
る。 第6章―人財―では、ブランドが目的に向けて
最善を尽くすための「人財」の育成方法について述べ
る。第7章―アジャイル―では、社内のオペレーショ
ンを「アジャイル」に構造化するために必要なものを
読み解き、ブランドが技術革新と同じ速さで動くだけ
でなく、関わる全ての人々が「重要な瞬間」を作り出
すための時間を十分確保するために何ができるかに
ついて解説する。
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各章の巻末では、デジタル・コネクテッドの時代にマー
ケターが自社のブランドと会社をより良いポジション
へ引き上げるための具体的なヒントを紹介している。

技術革新の凄まじい進化は我々にとって興味深く刺
激的であると同時に、その猛烈なペースはともすれ
ば圧倒されるものであり、ビジネスを取り巻く環境は

「機会創出」と「失敗」という二極の可能性で満ち溢
れている。本レポートのインサイトが企業にとって真
に人間を中心に据えたブランド構築の一助となり、成
功への道筋を築く支援となることを願ってやまない。

1. Bernard Marr, 
“How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should Read,” Forbes, May 21, 
2018 and https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
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目的がすべてである

目的を紐解く
今日、目的は極めて重要である。一方、企業が目的について口にすればするほど、ありきたりの流行語となっ
てしまうリスクがある。しかし真の意味での目的は他のものとは異なる。どのように異なるか？それは「なぜ
企業が存在するのか？」という極めて重要でシンプルな質問に答えられるかどうか、そしてその答えがすべて
の組織の意思決定のビーコン（発信機）となり得るかどうかということである。

目的を中心に据え、目的に基づいて
行動する企業は、長期的なロイヤリ
ティや継続性を得たり、顧客の一生と
より深い関係性を持つことができる。 

第1章：目的
目的がすべてである
真の「目的主導型」企業が今日のビジネスの本質を変える

家にとっての土台、オーケストラにとっての指
揮者、画家にとってのキャンバスがそうであ
るように、組織にとっては明確な目的がすべ

てである。明確な目的こそが組織の精神とアイデン
ティティであり、組織を構築するためのプラットフォー
ムと世界での存在を映し出す鏡の両方を提供する。目
的は企業がなぜ存在するか、直面する問題をどのよう
に解決するか、ビジネスを通じて関わる顧客一人一
人にとってどのような存在になりたいかを明確に示し

ている。企業が自社の目的について思いを巡らすこと
は史上初めてのことではない1。しかしデロイトの研
究に基づく最近の傾向では、企業は目的を使いこな
すことで、消費者とより深いつながりを持ち、コミュニ
ティでより良いパフォーマンスをし、人財を惹きつけ、
より大きな成果とインパクトを達成することを示して
いる。

すべての組織にとって目的が絶対的な理想というわけ
ではない。公表してシェアを拡大するための単なる
ツールと考える組織もあれば、高品質・低価格で販
売することが唯一重要なことと考える組織もある。こ
ういった考え方で成功している企業事例は存在するも
のの、我々の研究結果では目的主導型の企業とそれ
以外の企業を区別するのは「継続性」と「真正性」で
あることが示されている。目的を中心に据え、目的に
基づいて行動する企業は、長期的なロイヤリティや継

続性を得たり、顧客の一生とより
深い関係性を持つことができる。
自社の目的を明確にすることがで
きない組織は、短期的には存在し
得ても、時間が経つにつれて人々
から不満を買う可能性がある。

目的主導型の企業は市場シェア
を拡大し競合の約3倍のスピード
で成長を遂げながら高い顧客満

足度、従業員満足度 2を達成している。ブランドは現
実と理想に対して相互に整合性を保っているが、今日
の消費者はしばしばブランドの目的に共感し、より深
いレベルでつながることを求めている。
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Source: Deloitte 2019 Consumer Pulsing Survey in the 
United States, United Kingdom, China, and Brazil.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図. 1

ブランドに関する意思決定の際に
消費者が最も共感すること
回答者の割合

20%

企業がどのように
社内の人財／従業員
を扱っているか

企業がどのように
環境問題に
取り組んでいるか 

企業がどのように
事業展開している
コミュニティを
サポートしているか

28%

19%

最近の消費者調査で、デロイトは回答者にブランドに
関する意思決定の際に最も重視する点を尋ねた3。
（図1参照）

調査結果から、今日の多くの消費者が、ブランドを展
開する企業が「社内の人財／従業員をどのように扱っ
ているか」、「どのように環境問題に取り組んでいる
か」、「事業を展開しているコミュニティをどのように
サポートしているか」を重視することが明らかになっ
た。目的と社会的意義が一致している企業は、ステー
クホルダーとより深いつながりを築き、より深く関わり
を持つことができるようになり、企業はますますそれ
らを一致させるようになっている。デロイトCEOの
Punit Renjenによる「Success Personified」によ
ると、リーダー達が考える年次業績の測定指標が、財
務業績や顧客満足度、従業員満足度を抜き、社会的
インパクトがトップに挙がった4。

以下のセクションでは、目的主導型の企業の重要性
について議論・実証し、一部の企業が目的主導型を
推進している理由や、成功事例から学び、自身の考え
方を進化させる方法に関するインサイトをお伝えする。

インパクトのある目的

多くの組織は以下の3つの理由から目的をビジネス
に取り入れることに成功している。

1. 目的は核となる差別化要因である：目的主導型
の企業は高い生産性と成長率を確保していると同
時に、従業員の満足度が高く勤続年数が長い5。
デロイトの調査によると、目的主導型の企業は他
社に比べてイノベーションのレベルが30％高く、
従業員定着率が40％高い6。従来のトレンドが購
買行動を支配する可能性はあるものの、目的を通
じて顧客とつながる新たな機会が存在する。

 2019年にデロイトが発表した消費者調査では、
依然として価格と品質が顧客の購買決定を促す
最大要因であることが判明した7。しかし、同時に
回答者の多く（55％）が「企業は自社の目的に関
連する問題に対処する大きな責任がある」と答え
ている。それができない企業は目的主導型のディ
スラプターに取って代わられるリスクがある。例え
ば、ユニリーバが制定した「サステナブル・リビン
グ・ブランド」（環境負荷を減らし、社会に貢献す
ることに重点を置いているブランド；ダヴ、ヴァセ
リン、リプトンなど28のブランドが含まれる）は同
社成長率の75％を占め、その他ビジネスの平均
成長率と比較すると69％（2018年；2017年は
46%）も高い8。石鹸、ヴァセリン、紅茶は日々の
暮らしに欠かせないものであるが、持続可能な暮
らしを推進するという同社の目的を具現化したこ
とにより、これらの製品の差別化が図られたので
ある。

2. 目的はすべての人にとって意味を持つ：人々が社
会的意義を重視する企業で働いたり支持したりす
ることを望む中、目的主導型企業は自社が関連す
る全ての人間の経験を考慮に入れている9。「人々
は自分と価値を共有し、世界の良いパートナーに
なるために何をしているかを積極的に表現する企
業に協力したいと考えている」10と英国で企業向
けの人財開発やコンサルティングビジネスを展開
する「ON PURPOSE」の創設者兼CEOであり、
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デロイトの消費者意識調
査では、「ブランドが環境
または社会に対する責任
を果たすため、または従
業員への適正な賃金を
払うために価格を引き上
げた場合、より多くを支
払うことを厭わないか」
という質問に対し、回答
者の80%以上が「厭わ
ない」と回答し、約15%
は、「25％以上高い価格
を支払うことを厭わな
い」と回答した。

しばしば「Purpose Queen」と称されるCarol 
Cone氏は言っている11。顧客、従業員、パート
ナーに対して目的を明確に説明しない組織は後
れを取るか完全に失敗するリスクを冒している可
能性がある。

一方、全てのステークホルダーと真の関係を築い
ているブランドは、ステークホルダーと良好なつ
ながりを構築し、ブランドの目的に対する共感や
所有意識を持ってもらうことができる12。世界的
に、今日の若者は以前の世代よりも深い目的意
識を持ち、自分の大義に直接的に沿う製品を探し
求めているため、今後この傾向は強まる一方と考
えられる。例えば、南アフリカのミレニアル世代の
53％は「製品またはサービスが環境や社会に与
える影響を理由に企業との関係を変えた」と回答
している13。さらに、若い世代は真の目的を持っ
た企業で働きたいと考えており、ミレニアル世代
の70％以上は雇用主が社会的またはミッション
駆動型の問題にフォーカスすることを期待してい
る14。

3. 目的は自分が何者であるかを示す: 目的主導型
の企業は人々の生活に永続的なインパクトを与え
るべく、全ての行動に目的を忠実に組み込む。顧
客はますます自分の大義を達成してくれる企業と
関わることを望んでいる。ケロッグが栄養価の高
い朝食用シリアルを通じて打ち出している「豊か
な繁栄をもたらすように家族に栄養を」というミッ
ションであれ、パタゴニアの「故郷である地球を救
うためにビジネスを営む」であれ、シドニーに拠
点を置く「SumoSalad」の「オーストラリアをよ
り健康でより幸福な場所に」であれ、目的を中心
にビジネスを主導することにより、企業は人々が
重視する成果に向けて事業を推進し、ステークホ
ルダーが重視するものを提供することができる。
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企業の目的は社会全体に直接
インパクトを与える必要はないが、
真正性は極めて重要である。

真正性は極めて重要である

目的と企業の社会的責任（CSR）が重複することで、
顧客、従業員、およびパートナーがビジネスの動機に
対して慎重になる可能性がある。企業の目的は社会
全体に直接インパクトを与える必要はないが、真正性
は極めて重要である。

目的をもってリードしている多くの組織は、行動の全
てにおいて真正性を確実に実証するために様々な戦
略を展開している。真正性を実証する方法を以下に
挙げる。

1. 自らのストーリーを語り、インパクト
のあるものとする:真正性は、インパ
クトを生み出し自社のストーリーを共
有することに対するブランドのコミッ
トメントに根差している。例えば、プ
ロテクター＆ギャンブル（P&G）の「大
義と成長の推進力」における取り組
みは、会社の目的や顧客が重視していることに近
い問題について語ることに根差している。P&Gは
地球上の50億人以上の人々が自社製品を使用し
ていることを認識しているため、同社のキャンペー
ンは「平等」へのコミットメントを実証することを
目指している。人種差別などを啓蒙する「The 
Look」や衣料用洗剤Tideの「Wash Away 
Labels」などのキャンペーンは、多様性、平等、
無意識の偏見等の問題を扱っている15 16。これに
よりP&Gはあらゆる顧客と深いレベルでつなが
ることが可能となる。

2. 有言実行 :真の目的主導型企業は、全ての行動に
おいて透明性と説明責任を果たすことで「有言実
行」をする。今日の消費者はデータや情報を入手
することがたやすいため、企業が製品を発売する
までの事情をよく知っているようだ。デロイトの消
費者意識調査では、「ブランドが環境または社会
に対する責任を果たすため、または従業員への適
正な賃金を払うために価格を引き上げた場合、よ
り多くを支払うことを厭わないか」という質問に対
し、回答者の80%以上が「厭わない」と回答し、
約15%は、「25％以上高い価格を支払うことを
厭わない」と回答した。

 このことからわかるように、目的をもって�真正に�
リードするブランドは、顧客、従業員、パートナーに
「信頼される」ステータスを築き、新たなつながり
を開拓しながら成長や収益を高めることができる。
例えば1968年にスウェーデンで設立されたハン
バーガーチェーンである「マックスバーガー」は、
気候変動の問題に取り組んでいる。「Climate-
Positive Burgers（クライメート・ポジティブバー
ガー）」を発売するにあたり、 同社の原材料調達
や商品が顧客・環境に与えるインパクトについて
透明性を高めるよう努め、人々から信頼されるブ
ランドの地位を獲得した17。

3. 人間中心の意思決定をする:明確な目的をもった
ブランドというものは、人々の心の中で重要な位
置づけを占めていることが多い。例えばデロイト
のミッションである「Making an impact that 
matters」は、デロイトの組織・ビジネス・人財
などすべての部分に影響を与えている。あらゆる
ものがそこから成長する土壌のように、このミッ
ションはデロイトのメンバーの心の奥深くに根付
き、我々のすべての行動―雇用、人財育成、顧客
や事業展開している地域社会に対してどのように
立ち振る舞うかまで－における意思決定の大きな
礎（いしずえ）となっている。

人間の多様性を認め、意思決定においてすべての
人間に配慮することで、ブランドのオーセンティシ
ティ（真正性）をさらに証明することができる。こう
した意思決定をサポートするために、デロイトは
全従業員の行動指針として �共感のレンズ（a 
lens of empathy）で見ること� を奨励している。
デロイトのプロフェッショナルは皆、�共感する�た
めのトレーニングを受ける機会を与えられている。
それは人間を中心とした意思決定のためのデザイ
ン手法で、クライアント・パートナー・同僚・そ
のほかのステークホルダーの目線で考えるための
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意味のある成長を達成する

選択肢に溢れたこの世界で、多くのブランドが顧客や
事業展開先のコミュニティに新たな価値を提供する機
会を見出している。真の目的をもってリードし、真正
性を保ち、すべての人間にフォーカスし、共感の手法
を取り入れることで、多くの企業が競合他社を凌ぎ、
関係するすべての人々に良い方向のインパクトを残し
ている。

アプローチを学ぶ。こういったトレーニングや人財
開発への投資により、プロフェッショナルはより
人々とのつながりを深め、企業は従業員を目的達
成のための最高のアンバサダー（大使）とすること
ができる。

4. 組織とともに目的も進化させ、人々をつなぎ合わ
せる:すべての企業はその核となる目的をもって
設立されるが、その目的は、育て、構築し直すこ
とが必要な場合もある。時間をかけて温め直し、
組織の �DNA� についてもう一度考え、社内の人
間を含め包括的に進化させる。それによって部分
的にサイロ化されていた組織をもう一度つなぎ合
わせ、顧客エンゲージメントに関する戦略を定義
し、多様な文化を培い、自社の存在意義を再定義
し、改良することができる。
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組織全体に向けて
真正性を確保する：従業員に日々の業務の目的を振り返る時間を与える

行動を喚起する：目的の強化により、従業員を共通のゴールに結集させる

実際のインパクトを示す：データやインサイトを使って目標の達成方法を実証する。インプット・アウトプットの
報告だけに留まらず、成果を示し、何を達成したかについてストーリーを語る 

共感する：何が顧客と従業員の心を動かすのか、なぜ彼らがあなたのブランドをサポートするのかを理解する。
彼らの立場で自社の目的がどこにどのような影響を与えるかについて情報を共有し理解する

消費者を顧客以上の存在として見る：あなたの製品またはサービスを使用・購入している人々は、苦労して
稼いだお金、時間をあなたのブランドに投資し、関心を寄せてくれている積極的なステークホルダーである。デー
タとインサイトを使って彼らが何を重視しているかを理解し、それをあなたの目的につなげる

小括
目的をもってリードする

CMOに向けて
顧客にとって重要で関連性のある目的であること
を確認する：経営幹部に対して顧客を代表する責
任の下、会社の目的と顧客の価値が確実に一致す
るようにする。それが持続可能性であれ、社会的イ
ンパクトであれ、製品の品質であれ、目的は顧客
と共鳴する必要がある

経営幹部の中で、目的をもってリードするための触
媒となる：ブランディングにおいて目的がいかに重
要な役割を果たすかを示す

目的が顧客のブランドに対する認識にどのように
影響するかを述べる：消費者を顧客以上の存在と
みなし、消費者がブランドにお金と時間をあなたの
ブランドに投資し関心を寄せてくれている積極的な
ステークホルダーであることを浸透させる 

他の社内機能の模範となり目的が全員の特権であ
ることを説明する：従業員の日々の仕事がブラン
ドの目的とどのようにつながるかを示し、人々が仕
事に意味を見出すことを支援する

経営幹部に向けて
CEO：有言実行であるために、目的をはっきりと
言葉で示して推進する。目的が組織に浸透するた
めの支援をする。目的と日常業務がどのように繋
がるかを伝え、従業員が仕事に意味を見出せるよ
うにする

CFO：目的を実現するための新しい測定基準を定
める。長期志向を取り、目的を組み込むための財
政上の意思決定にリスクを取ることを厭わない 

CIO：ブランドが作り出すインパクトを語るための
データ活用にあたり、真正性と誠実さを保つ 

CHRO：職務内容や採用に向けたアプローチに
目的を組み込む。真正性が確実に維持されるよう、
人財の管理・評価方法に目的主導型の成果を取
り入れる
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1. See for example Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, Porter and Kramer’s “Strategy and Society”, and Jim Stengel’s 
“Grow” to name a few that discuss the role of business and purpose in society. 

2. https://www.jimstengel.com/purpose/ 

3. Survey methodology: Through a mobile application survey instrument, Deloitte polled a global audience of 
4,000 consumers evenly distributed across the United States, the United Kingdom, Brazil, and China. The 
sample is equally represented by age and gender.

4. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/gx-davos-DI_Success-personified-fourth- 
industrial-revolution.pdf

5. https://www.jimstengel.com/purpose/ 

6. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-16/employee-engagement-strategies.html 

7. Deloitte 2019, Consumer Pulsing Survey in United States, United Kingdom, China and Brazil. 

8. https://www.unilever.com/news/press-releases/2019/unilevers-purpose-led-brands-outperform.html 

9. https://www.forbes.com/sites/caterinabulgarella/2018/09/21/ 
purpose-driven-companies-evolve-faster-than-others/#336e048755bc 

10. https://www.commpro.biz/larry-weber-on-corporate-purpose-technology/ 

11. Cannes Lions Festival of Creativity 2019, June 17-21; interview with Deloitte

12. http://purposecollaborative.com/

13. 2019 Deloitte Global Millennial Survey – A “generation disrupted”

14. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-16/employee-engagement-strategies.html

15. https://us.pg.com/talkaboutbias/

16. https://www.prweb.com/releases/2017/06/prweb14391340.htm

17. https://www.maxburgers.com/Home/climate-positive/climate-positive/#
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/gx-davos-DI_Success-personified-fourth-industrial-revolution.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/gx-davos-DI_Success-personified-fourth-industrial-revolution.pdf
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https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-16/employee-engagement-strategies.html
https://www.unilever.com/news/press-releases/2019/unilevers-purpose-led-brands-outperform.html
https://www.forbes.com/sites/caterinabulgarella/2018/09/21/purpose-driven-companies-evolve-faster-than-others/#336e048755bc
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https://us.pg.com/talkaboutbias/
https://www.prweb.com/releases/2017/06/prweb14391340.htm 
https://www.maxburgers.com/Home/climate-positive/climate-positive/#
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「経験負債」を返済する

自動化とAIを通じて人間の行動
とジェスチャーを再現しようとす
る取り組みにもかかわらず、人間
同士のつながりの本質的なもの、
いわゆるアイコンタクト・人間的
な接触・共感などはテクノロジー
に取って代わられることはない。

あなたは今、お好みのデジタルデバイスでこの
レポートを読んでいる可能性が高いため、今
日存在するデジタル媒体すべてについてその

遍在をについて考えていただく必要はない。我々は、
書店に行ったり記事について仲間の愛好家からヒント
をもらったりする代わりに、オンラインレビューをチェッ
クし、デジタルで書籍を注文する1。自動チェックアウト
により、会計時のちょっとした会話やアイコンタクトを
回避する。友人のソーシャルメディアの投稿が気に入っ
ていることを直接本人に伝えるよりも、その投稿に「い
いね」をつける。そして、我々はいつの日か自動運転

車で文字通り居眠り運転をすることになるだろう。

確かに、デジタルテクノロジーにより我々は忙しい生
活を簡単にナビゲートできるようになったが、同時に
人と人とのつながりという基本的な要素が侵食され
る可能性に直面している。自動化とAIを通じて人間
の行動とジェスチャーを再現しようとする取り組みに
もかかわらず、人間同士のつながりの本質的なもの、
いわゆるアイコンタクト・人間的な接触・共感など
はテクノロジーに取って代わられることはない。その

ため、デジタルによるつながりは、個人としてでも仕
事上でも、人間的な接触を欠き、人々が孤独を感じた
り、過小評価されていると感じたり、満たされないと
感じたりする可能性がある。その結果人々は、「人間
にとってどのような意味を持つか」を考慮した持続可
能なソリューションよりも、近視眼的で手短な回答を
選択する傾向が顕れている。 

急速に進むデジタル化によりこれらの意図しない結果
が積み上がっていくと考えられ、我々はこれを「経験
負債」と呼んでいる。なぜ「経験負債」が蓄積するの

か？多くの行動心理学者によれば、そ
もそも人間は「明日の難しい選択」を
「今日の簡単な選択」と引き換える傾
向がある。これは、米国における政府
の1兆ドルの負債と、個人クレジット
（4,238億ドル）、学生ローン（1.5兆
ドル）を合わせた負債額を見れば明ら
かである2。

テクノロジーの領域では、企業が今日
行ったより簡単な選択が後々大きな
負債をもたらすことがしばしば起こり
得る（想像してほしい。競争激化、

ERPを立ち上げることの技術的な意味合いを理解し
ていないステークホルダーのために ITプロジェクトの
コストカットがされることを）。この難しい選択を先送
りにする人間の生来の性質を考える時、企業はデジタ
ルという最先端領域について、どれだけ安易な選択を
しているかと考えざるを得ない。

従って、「経験負債」はこれらのデジタルソリューショ
ンをナビゲートする人間に対し、広範囲に影響を与え
る可能性がある。いくつかの例を以下に挙げる。

第2章：人間としての経験
「経験負債」を返済する
人間としての経験を高めるため、ブランドがいかに自身
の価値観に再び焦点を当てているか
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人間としての経験を定量化する
デロイトは最近、組織が人間としての経験を真にかつエモーショナルに高める方法について理解を深める研究を
行った8。多くの組織は長年にわたって顧客体験と従業員体験をそれぞれ独立した取り組みとして見てきたが、わ
ずかな結果しか達成できなかった。一方、価値観の共有を通じて顧客、従業員、ビジネスパートナーを沿わせ、つ
なぎ合わせることで最も効果的な結果が得られることが分かった。

顧客、従業員、ビジネスパートナーが共有する価値観をより明確に特定し、定量化するために、我々は「価値観の
コンパス」を開発した。我々は20万件を超える行動データポイント、インタビュー結果、人口統計を用いて4つの
基本的な人間の価値観である「個人の目標達成」（私）、「帰属意識」（私たち）、「好奇心」（未知）、「統制」（既知）
を発見した。確かに「私と私たち」および「未知と既知」は本質的に相容れない。しかし図1が示すように、これら
の基本的な価値観が相互作用することで「新しいことに挑戦する」、「新しいことを学ぶ」、「他者と共有する」、「他
者を思いやる」というさらに4つの価値観が生まれる。

人間の価値観のコンパスに関する研究から、我々は顧客、従業員、ビジネスパートナーが何を重視しているかに
関係なく5つの原則が人間としての経験を高めることに貢献することが判明した9。

•人間特有のあらゆるものに対してこだわりを持つ
•人間のニーズを積極的に実現する
•人間性を持って実行する
•真正性を保つ
•世界を変えることに取り組む

これら5つの価値観を特定し、それらに沿ったソリューションの構築に取り組む企業は人間としての経験を高める
ことができる。

*詳細は“We’ re only human: Exploring and quantifying the human experience,” 8参照

Source: Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図.1

価値観のコンパス 

未知

新しいことに
挑戦する

他者と
共有する

新しいことを
学ぶ

他者を
思いやる

私 私たち

既知

好奇心

個人の目標達成 帰属意識

統制

価値観

https://www.deloittedigital.com/us/en/blog-list/2019/we-re-only-human--exploring-and-quantifying-the-human-experience.html
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ニュースフィードの整合性が「インフルエンサー」によっ
て損なわれる可能性がある。ソーシャルメディアが
我々のつながりを深める一方、人々を社会から孤立
させ、他者への妬みを増大させる可能性が最新の研
究で指摘されている3。顔認識技術は国境での処理時
間を短縮し、モバイルデバイスのセキュリティを加速す
るが、女性や有色人種を正確に識別するにはあまり
効果的ではないかもしれない4。偏ったデータは、期
せずして人種的に偏った再犯アルゴリズムにつながる
可能性がある5。テクノロジーにインクルーシブ・デザ
インが採用されていない場合、我々は結果的に車い
すの人間を考慮に入れない（生体認証などのための）
網膜スキャナーを作り出してしまう可能性がある6。

では、どうすればこの経験負債を減らすことができる
のか？身の回りからテクノロジーを排除したり、国会
議員に投票しても効果がない場合、別のより大胆な
選択肢がある。それが人間としての経験を高めること
で経験負債を返済する方法だ。企業にとってこれは顧
客、従業員、ビジネスパートナーを共通の目的（第1
章：「目的」参照）に沿わせることで満たされない人
と人とのつながりに対するニーズに対応することを意
味する。本章では、デロイトが以前行った人間の価値
観に関する研究で発見された、いくつかの核となる原
則がどのように人間を重視しながら人間としての経験
を高める一助となるかについて探る。

共感を持ってデザインする

1962年にノーベル文学賞を受賞したジョン・スタイ
ンベックは「人間を自分自身の心で感じることができ
て初めて人間を理解することができる」と雄弁に語っ
ている。その中核にあるのは、共感することで眼識が
備えられることである。高い眼識を持つ人は、ステー
クホルダーがどのように製品やサービスに意味や帰
属意識を見出すかを深く理解していることから、人間
としての経験をよりよくデザインすることができる。も
ちろん、商品やサービスを提供先の人々と同じ価値観
を共有している方が共感しやすいだろう。つまりこれ
はあなたの価値観が顧客、従業員、ビジネスパート
ナーと一致していることを意味する。 

実際、我々が以前行った人間の経験に関する研究で
は、組織の価値観とステークホルダーの価値観が一

高い眼識を持つ人は、
ステークホルダーがど
のように製品やサービ
スに意味や帰属意識を
見出すかを深く理解して
いることから、人間とし
ての経験をよりよくデザ
インすることができる。
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コネクテッド技術は
良くも悪くもますま
す広く普及する可能
性が高い。

精神とつながる

人間は生来、より深いつながりを持ちたいという欲求
があるにも関わらず、急速に進むデジタル化は、人間
を人間たらしめるものから我々を切り離されやすくし
てしまった。コネクテッド技術は良くも悪くもますます
広く普及する可能性が高い。我々個人あるいは組織
レベルでもかかわっているテクノロジーが人間の精神
的つながりを深め、人間としての経験を高められるか、
そうでなければ人間の精神を削り、人間的なつながり
を破壊してしまうことになろう。

致している組織ほど、従業員および顧客満足度の点
でも成功を収めていることが示された7。さらに、その
後3年の間にこれらの成功組織が収益においてその
他企業のグループの成長を凌ぐ可能性が2倍高い。
（詳細は本章『人間としての経験を定量化する』参照）

人間としての経験を実現する

研究を続ける中で我々は、一連の価値観の共有によっ
て、より深いつながりを持ち、インクルーシブな人間と
しての経験を構築している3つの強力な企業の事例
を見つけるに至った。これらの事例は、企業が人間と
しての経験を高めるための取り組みに向けたインスピ
レーションとなるだろう。

•  「トリプルゼロ」のビジョンを通じて世界を変える
ゼネラルモーターズ（GM）のリーダーシップ10: 

自社のプラッ
トフォーム力
を認識し、関
連するすべて
の人々へ影
響を与えると
いう組織の欲
求に突き動か
される形で、

GMは会社の目的およびより良い世界を作るため
のミッションとして「事故ゼロ、排出ゼロ、渋滞ゼ
ロ」を宣言した。米国の規制緩和の時代において、
この声明はより持続可能な世界を構築するための
GMのコミットメントを示し、「変化」を同社のビ
ジョン、価値観、未来のビジネスの中心に位置付
けている。

• Walgreensの「Feel More Like You」プロ
グラム11: 米国で薬局チェーンを運営する
「Walgreens」は顧客があらゆる機会に適した製
品を見つけられるよう長い間ビューティーコンサ
ルタントを雇ってきた。しかし、がん患者のような
人生で最も大変な試練を経験している人々に対し
てはどうだったか？がん患者が経験する肉体的・
精神的苦痛や、がんが自己像に与える衝撃を問題
視したWalgreensは、「Feel More Like You」
プログラムを通じてがん患者に対するより人間的

な経験を作ることを試みた。「Look Good, Feel 
Better（患者の美容ニーズに特化したがん支援
プログラム）」、Cancer Support Community
と提携して、Walgreensはがん患者が自分の感
覚を保持する（または取り戻す）支援をできるよう
自社のビューティーコンサルタントと薬剤師の訓
練を行った。「Feel More Like You」プログラム
の下で提供されるサービスには、例えば抜け毛、
皮膚や爪の問題、疲労等に関するアドバイスが含
まれる。

• REI Co-op（REI）のブラック・フライデー向け
「#OptOutside」キャンペーン: 多くの人は一年
で最もお得な買い物を楽しむためにサンクスギビ
ングホリデーを使ってお店に殺到するか、オンライ
ンショッピングをするが、アウトドア用品の小売協
同組合である「REI Co-op（REI）」は従業員と顧
客がアウトドアを愛する気持ちを共有することで
他者とつながることを大切に考えていることを
知っていた。休日のストレスを軽減し企業の核と
なる価値観を忠実に守るために、REIはサンクス
ギビングホリデーとブラック・フライデーには全
200店舗を休業し、自社の従業員と顧客が、愛す
る人とアウトドアで楽しく過ごすことを奨励している
（12,000人のすべての従業員に有給休暇が与え
られる）12。
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「経験負債」を返済する

組織全体に向けて
人間としての経験は組織の壁を超越することを認識させる。そこには顧客、従業員、パートナーが含まれる

小括
人間としての経験を高める

CMOに向けて
商品やサービスの提供先の人々の価値観を把握す
る

市場におけるブランドリーダーとして、ブランドが大
切にしている価値観を絶えず市場に発信する

顧客向けのソリューションをデザインする際、長期
的な「経験負債」に加わる可能性のある安易なソリ
ューションに対して慎重になる

顧客、従業員、ビジネスパートナー同士の人間的な
つながりを強化するために、共感のレンズを通して
ソリューションを評価する

クロス・ファンクショナル・チーム（部門横断的なチ
ーム）を編成し、満たされていないニーズを明らか
にし、実証を通じながらソリューションを作成する

経営幹部レベルに向けて
CEO：エコシステム全体に組織の価値観を広め、そ
の価値観が忠実に守られていることを確認する

CFO：満たされていない人間のニーズを特定する
ためのデータへの投資を確保する。さらに、会社の
価値観に沿ったパートナーシップの構築に取り組
む

CIO：人間としての経験をより作り出せるデータ収
集・分析を可能にする。人と人とのつながりを破壊
するのでなく構築するように人間第一の技術の取
り組みを提唱する

CHRO：従業員が会社の価値観に沿い、仕事の重
要性や自分の仕事世界的な問題に対して持つ意味
を理解できるようにする
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融合がビジネスの境界線を溶かす

融合について
融合とは、境界を越えて広がる技術や人財に企
業がアクセス可能になったことにより従来異業
種だった業界間の境界が消え去ることを意味す
る。そのため、企業は単独の業界を超え、広範
なエコシステムの中で事業を展開していること
を自覚しなければならず、自社の強み、ブランド、
パートナーシップ、存在意義を再考することが
求められる。この潮流を受け入れている企業は、
以下の事項を再考することにより共生的な関係
を活用している。

• 従来属していた業界を超えた顧客の範囲

• 自社のビジネスにおけるクロスインダストリー
の競合他社およびパートナー

• エコシステムにおける業界を超えた参加

様々な業界がエコシステムを基準に動くように
なり、専門領域の参入障壁はかつてないほ
ど低くなっている。これには二つの理由があ

る。一つは、クラウドとコネクテッド技術の登場により
大量の相互的なプラットフォームが構築され、それま
で各々独立していた業界が一つにまとまって顧客の
ニーズを総合的に解決するようになったことだ。そし
て二つ目は、ギグ・エコノミー（フリーランスや副業な
どで、雇用関係を結ばず企業などから単発で仕事を
請け負うといった就労形態）の広がりにより、企業に
外部リソースへアクセスする能力が備わったり、「業界
間共通の人財」という新しいカテゴリが生まれたこと
である。まとめると、従来の業界間の境界線は消失し
つつあり、これはかつて異業種だった業界同士大いな
る融合を示唆している（詳細は本章『融合について』
参照）。その結果、ブランドは独立した事業体から広
範なエコシステムのメンバーになりつつある。

業界のトップ企業も含む多くの企業では、融合の波に
よって、広範なエコシステムの中で新たな地位を確立
できるような新しい方法を見つけ出すことを余儀なく
されている。それは同時に新しく勃発する競争による
破壊の危険にさらされているとも言うことができる。
今、多くのブランドが、「我々は何のビジネスに携わっ
ているのか。どうすれば従来の概念から抜け出し、自
分が何者かについて再定義できるのか」について自問
自答している。

融合というと、一部の企業にとっては新しい現象かも
しれないが、「企業が成長機会を見出し、勝ち残るた
めには自社の活動範囲を拡大しなければならない」
という概念は何十年もの間存在してきた。1960年ま
でさかのぼると、ハーバード大学ビジネススクールの

セオドア・レビット教授が企業に対し、「限られた思考
（narrow thinking）」の危険性を警告している1。 
同氏は著名な論文である『近視眼的マーケティング
（Marketing Myopia）』の中で読者に対し、商品の
優位性のみに重点を置いたことで後々打撃を受けた
企業の例を多数提示している。例えば鉄道産業は、
輸送事業に携わっていることを認識していなかったた
めに自動車や飛行機に取って代わられた。映画産業
はエンターテイメント事業に携わっていることを把握
していなかったがためにあっという間にテレビに追い
越された。また、街角の食料品店は、たとえ顧客が遠
くまで足を伸ばさなければならなかったとしても一カ
所で全ての買い物ができるスーパーマーケットの価値
を見抜けなかった。いずれの場合も、企業幹部は重

第3章：融合
融合がビジネスの境界線を溶かす
エコシステムが新しいビジネスモデルや大規模な 
コラボレーションを引き起こす
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要な点を見落としていた。彼らは商品やサービスを提
供している顧客が「何を必要としているか」ではなく、
自分たちが「何をしたか」にばかり目を向けていたの
だ。

レビット教授の論文が発表されてから60年の間、融
合のインパクトは増大する一方である。かつて企業は
顧客より自社を重視すると淘汰されるリスクを備えて
いた。しかし技術が従来の参入障壁を急速に侵食し

ている今、エコシステムに参加する価値を正しく理解
していない企業は、業界内の競合他社とは別の企業
による影響を受ける可能性が高い。

実際、企業が自社をどのように運営するか、そして企
業の自社に対する見方は劇的に変わってきている。成
功を収めている企業の多くは型にはまらずに顧客へ
のサービス提供方法を考え、従来の業界のサイロをう
まく突破している。これには通常、エコシステムの新

融合を機能させる
企業は革新的な方法で融合を機能させており、それはステークホルダーに価値を提供するためのビジネス
モデルへの組み込みから業界を超えたエコシステムにおけるパートナーとの連携まで幅広い。融合の力を
証明する例を以下に挙げる。

• 進化するスペース：従来、コワーキングスペースは、単発の仕事を請け負う人、スタートアップ、または作
業スペースを探している人に対し、安価な共有スペースを提供するものであった。しかし最近のコワーキン
グスペースを見れば、その目的が新しい環境でインタラクティブ（相互作用的）なスペースを共有すること
に進化していることが分かる。米国を拠点にフィットネスを展開する「Life Time Fitness」は、自社が運
営する4つのジム内にコワーキングスペースを開設し、常連客が仕事にも運動にも簡単にアクセスできる
ようにすることで�健康でフレキシブルなワークスタイルを推進�している2。 ストックホルムの「ホテルホー
ボー（Hobo）」やドバイの「トリップ バイ ウィンダム（TRYP by Wyndham）」等のホテルは現在、本格
的なコワーキングスペースのオプションを提供している。200室以上のゲストルームがあるHoboは、いわ
ゆるホテルの通常のサービスは全て提供しつつ、ストックホルムにおける「待ち合わせ場所、作業スペース、
あるいは単にたまり場にぴったりの場所」というイメージを打ち出している3。 ドバイのTRYP by 
Wyndhamのコワーキングスペース「NEST」は、国際的なホテル内で完全に機能統合された世界初のコ
ワーキングスペースの一つである4。 ゲストとゲスト以外の人々の両方にサービスを提供しているNESTは、
様々な機能を取り込んだスペース、ビジネス関連のサービス、ネットワーキング等を提供する従来のコワー
キングに加え、ダイニング、プール、ジム、無料の係員付き駐車サービスを組み合わせた活動の中心地へ
と進化した5。 

• 空気の質を改善するためのエコシステム：世界中のスマートシティにおける取り組みは融合の最前線を行
く。「AIR Louisville」の例を見てみよう6。 ケンタッキー州の都市ルイビルは以前、呼吸器系疾患の症例
が最も多い都市の一つだった。ルイビルのスマート・シティ・プランナーたちは、大気汚染の改善に対す
る共通のニーズを解決するためパートナーに協力を求め、医療従事者、民間のテクノロジー企業、地方自
治体、市民とのコラボレーションによる「スマート吸入器」によって都市全体の空気の質を改善した。とい
うのは、まず、プランナーたちは吸入器の使用データを蓄積および共有することにより、市民と医療従事者
が異常な呼吸パターンを発見するための支援をした。その結果、市職員はリスクの高い地区を特定し、そ
の地区において木を増やしたり、トラックの排出ガス量削減のためルートを見直したりすることによって都
市デザインを見直すことができた。この取り組みにより市内全体の吸入器使用量が82％減少した。
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しいパートナーとの関わり合い、彼らとのデータ共有、そし
てしばしば組織の外で活動している異なるタイプの人財と
の協業が含まれる。スマートでオープンなエコシステムとの
融合を通じ、顧客の満たされていないニーズを意欲的に解
決しようとする企業は、それをしようとしない（または気付
いていない）競合企業を体系的に出し抜くことができるだろ
う。

我々は複数のエコシステムにまたがる融合の効果を目の当
たりにしている。WeChatなどのメッセージングプラット
フォームはモバイル決済＋ライドシェアのプラットフォームに
なりつつある。デパートは業界を超えて健康関連サービス
を提供するために、eコマースの巨人やフィットネスセンター
に門戸を開いている。また、自動車会社はライドシェアリン
グやマイクロモビリティのプロバイダーに転換している。い
ずれの場合も、企業は業界の境界を越えて顧客のニーズに
対応し、成長の機会と協働可能な分野を特定し、顧客に新
しい価値を創造している。融合は、従来属していた業界の
外においてブランドとの関連性を高めている。

融合の時代におけるマーケティング

融合の時代の会社経営は一見、大変な仕事に見えるかもし
れない。結局のところ、何かを考える時、誰もが自分の型に
はまった見方をしてしまうものだ。

仕事が複雑だからといって、企業が融合の波を乗り切る備
えができていないということにはならない。それは単に、現
在の資産を活用し、誰に何のために仕えているかということ
の領域を広げるというだけの話である。具体的には、企業
が既存の資産を活用し、関連するエコシステムにおけるパー
トナーシップが新たな経験を生み出す機会、またはより便
利な形で提供する機会を特定することである。まずは未対
応のニーズに対してエコシステム内で総合的に対応するた
めのパートナーシップの機会を見出し、そういったニーズに
対応できる分野を理解することから始めることだ。以下に示
すのは、マーケターが既に所有しているであろう重要な資
産を構成し直して、融合の時代でも効果的に機能させるた
めの方法である。

1. データを新たな「持参金」として扱う：他者をエコシス
テム参加に引き込む方法の一つに、データ使用が挙げ
られる。多くの場合、それは情報と新規能力のマッチン

成功を収めている企業
の多くは型にはまらずに
顧客へのサービス提供
方法を考え、従来の業界
のサイロをうまく突破し
ている。
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グを意味する。例えば、食料品チェーンには消費
者の食品に対する出費に関する何年間もの購入
データの蓄積がある。この場合には、保険業者と
提携し、健康食品の購入額が一定の基準を超え
た人には低い保険料を提供するということが可能
かもしれない7。 

2. 人間中心の洞察を通して領域を広げる：今日で
はほとんどの企業がデータサイエンスの機能を利
用することができる。企業はこれらの機能をただ
単に顧客維持や価格最適化の機会に用いるので
はなく、人々にとって未対応のニーズを特定する
ために用いることができる。これには人々の最終
的なゴールを先に進め、より深く、より豊かに人々
に共感し、対応するための洞察を活かすことが必
要となる。

ペットフードとヘルスケアの「Mars Petcare」の
一部門である「Kinship」は、新たなアプローチ
を模索し、顧客ニーズにより適合することを目指し
て「Pet Insight Project」を開始した。Kinship
の社長であるLeonid Sudakov氏は次のように
説明する。「私達が目指すのは、ペットと飼い主を
一番理解し、彼らのニーズや真に適した解決策を

提供すること、そして今日では存在さえしない解
決策を導き出すことです。それが私たちの発想の
原点です」8。「Pet Insight Project」の一環とし
てKinshipはペット専用のアクティビティトラッ
カーを開発するスタートアップの「Whistle」と提
携し、ペットの飼い主に「Whistle FIT」（ペット用

のFitbitのようなもの）を
提供し、飼い犬のひっかく、
食べる、飲むなどの行動を
トラッキングするために継
続的な監視を行った。
Whistle FITで得たデータ
は、チェックアップや獣医
による診察の際に犬のヘ
ルスレコードに同期され、
潜在的な健康状態の予測

や、病気の予防を目的としている9。 Kinshipが
コミットする目標は、これまで以上にペットに貢献
し、理解するための関係性を築くことである。

休日のショッピングシーズンにおけるニーズの
ギャップを特定するべく、人間中心の洞察を応用
している企業もある。ショッピングとは単にオンラ
インで買い物をしたりモールを歩いたりすること
だけではない。それは多くの場合、丸1日をかけ
た時間のかかるイベントである。渋滞を乗り越え、
駐車場を見つけ、休日の人混みをかき分けて進む
といった努力が含まれる。前回のシーズンにおい
てショッピング中の渋滞や駐車場の混雑緩和とい
う未対応のニーズを特定したGap傘下のカジュア
ルブランド「Old Navy」は、配車サービスのLyft
と二日間提携し、シーズン中にオンライン購入を
した商品の店舗受取を希望した顧客に対し、無料
の乗車サービスを提供した10。

3. ブランド使用許諾は、従来の境界線を超える：
マーケターは常に既存の資源を活用できる新たな
セグメントや分野へのアクセスを追い求めている
が、そのためには従来セクターからブランドを解
放し、別の業界で何かを象徴できるようにブランド
を再構築し、従来の概念に頼らない形で自分が何
者であるかを再定義することで自社の領域を拡大
する必要がある。例えば「ビジネスをより良く変化
させる（�changing business for good�）」を

核となる資産を構築し直し、パート
ナーの力を借りることにより、マーケ
ターは顧客のニーズに応えるために
より長期かつ効果的な視点で解決策
を生み出すことができる。
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ミッションに掲げる多国籍企業のVirgin Group11 
は、音楽、航空、宇宙旅行にまで自身のブランド
を活用している。こういったブランドの構築によっ
て、ブランドは新たなパートナーシップにおいても
その魅力を発揮し、新たなエコシステムへの参入
を促進するための資産となることが可能である。

核となる資産を構築し直し、パートナーの力を借りる
ことにより、マーケターは顧客のニーズに応えるため
により長期かつ効果的な視点で解決策を生み出すこ
とができる。

あなたは何のビジネスに 
携わっているのか？
前述したレビット教授の『近視眼的マーケティング
（Marketing Myopia）』は、ブランドの視点を現状
から広げることの重要性を適切に示している。融合の
時代にこれが意味するのは、業界の境界を越えても
のを見据えること、顧客ニーズに対応する新たな道を
見つけること、ディスラプティブ（破壊的）な脅威を明
らかにすること、そしてかつてはライバルとされた企
業と手を組むということである。それは全て、「何のビ
ジネスに携わっているのか？」と自問することに他な
らない。その回答こそが融合の世界の中で自社を導き、
全ステークホルダーに対する自己の定義を定め、そし
てより広いエコシステム全体への事業拡大に必要な
新しい能力の構築を可能にする。
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組織全体に向けて
顧客の視野を広げる。ブランドはパートナーにとって重要であるが、顧客にとっても同様である

組織は、業界ではなくエコシステムの中で競争していることを認識する

小括
融合の波に乗る

CMOに向けて
顧客の代弁者となり、企業がどのような変革を経
て顧客に対応していくべきかといった新たなビジョ
ンを説き広める

トレンドをリアルタイムで追跡・分析するためのセ
ンシング機能を構築し、システムがどのように変化
し、どのようにつながっているのかが見えるように
する。見出しではなく会話をフォローする

顧客の行動やパターンが通常のビジネス領域から
外れたとしても、それを理解するための時間を費
やす

従来の業界における制約の先にあるもの思い描き、
自社への影響とブランド使用許諾を拡大する

経営幹部レベルに向けて
CEO：自社を近視眼から見ないようにする。つまり、
業界全体の未対応ニーズ特定に努め、ディスラプ
ティブ（破壊的）な脅威に（それが顕在化していな
くても）留意し、自社の影響力について業界をまた
ぐ新たなパートナーシップに注ぐ

CFO：既存ビジネスを拡大するための代替の収入
源を探る。新規参入機会に対するリスク低減の重
要性を評価する 

CIO：組織が ITにより顧客対応の新たな方法を模
索・試行することができるようにイノベーションを
支援する。業界をまたがる提携に向けて、隣接す
る資源や新しい戦略を特定するために必要なデー
タを拡張する

CHRO：人々が社会、政治、ビジネスの動向に関
わる際のエキスパートとなり、人間中心のエコシス
テムに必要な業務、能力およびパートナーシップに
ついてより広い議論に参加する
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第4章：信頼 
あなたは信頼を壊す人か、築く人か
コネクテッドの時代に信頼を体系的かつ 
積極的に守る方法

20世紀初頭、食肉加工業者は初めて産業用組
立ラインを開発した。その類まれな効率性が評
価され、この動きは新興の自動車産業によって

すぐに再現される。その後、1906年に出版されたア
プトン・シンクレア著『ジャングル（The Jungle）』1 
が食肉加工業界について警鐘を鳴らすこととなる。こ
の小説では、6ヶ月間の調査に基づき、同業界の恐ろ
しさが徹底的かつ詳細に語られている。労働者は極
度に強制された状態で、不衛生な環境の下、肉の腐っ
た部分を隠すように包装作業を行っていたのである。
世界の人々は愕然とし、迅速に規制が敷かれ、食肉
加工業界に対する市民の信頼は崩壊した。

その後100年にわたって、世間の人々はブランド評価
の主な決定要因として信頼をより考慮することになる。
今日、ブランドにおける信頼は企業にとってこれまで
以上に重要かつ包括的なものとなっている。顧客、規

未来の信頼とは
デジタルトランスフォーメーションにより、組織が信頼について考慮すべき項目が変化している。組織の信頼
とは、企業と顧客、従業員、パートナー、そして政府との間の二者間の関係である。つまり、企業はセキュリ
ティ、データ保護、コンプライアンス、レピュテーション（評判）といった領域におけるリスクを積極的に検出
しながら、ステークホルダーが最も価値を置くものを保護するためのインフラを構築する必要がある。これら
の領域を体系的に保護していない企業は、以下の要素に影響を与え、企業の存続に関わる大いなる脅威に
直面する可能性がある。

• ブランド価値の低下

• 顧客ロイヤルティの低下

• 非倫理的なデータと人工知能の使用によるイメージダウン

• 顧客ニーズを満たす能力の減退

制当局、メディアは、製品やプロモーションから企業
文化、パートナーとの関係に至るまで、ビジネスのあ
らゆる面において、ブランドがオープンで、正直で、一
貫していることを期待しているのである。そして、コネ
クテッド技術とアナリティクスの時代において、企業は
別次元の複雑さに取り組まなければならない。それ
は、外と中の脅威―外部からのサイバー攻撃、および
社内で起こり得る非倫理的なデータ誤用の両方から
顧客データを保護し、信頼を守る組織体制を整えるこ
とである。（詳細は本章『未来の信頼とは』参照）

デジタルの時代の下、信頼は企業の存続に関わる大
きな脅威を伴う複雑な課題となっている。組織が情報
保護の取り組みに億単位の資金を費やしたとしても、
社員1名がフィッシング詐欺に無防備であれば、すべ
て台無しになる可能性がある。また、情報が外部のサ
イバー攻撃から保護されていたとしても、製品開発
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Source: Deloitte 2019 Consumer Pulsing Survey in the 
United States, United Kingdom, China, and Brazil.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図. 1

個人情報の売買が
顧客の信頼に与える影響
回答者の割合

40%

私個人に係わる
データを販売する
企業の製品は
決して使用しない

企業は私個人に
係わるデータを
販売することで
得る利益は
ゼロにすべきだ

購入決定の際、企業が
私個人に係わる
データをどのように
使用するかについて
全く考慮しない

53%

27%

チームが非倫理的に顧客データを悪用してしまう可
能性がある。さらに、デザイナーが誠意に基づいて設
計したとしても、そのアルゴリズムが意図しないバイ
アス（偏見）を生み出す可能性がある。こういった多
くの理由により、企業は、多くのステークホルダーが
期待する高いレベルの信頼を維持するために、ビジネ
スプロセス・テクノロジー・関連する人を確実に連携
させることが求められている。

さて、ここからは、マーケターに特に関連が深い顧客
データおよびAIという2つの領域の信頼について
フォーカスする。カスタマーエクスペリエンス（顧客体
験）の推進リーダーとして、マーケターは信頼のおけ
る顧客情報の管理人であることが期待されている。
これは、顧客との信頼を維持（および構築）するよう
な方法で、顧客データにアクセスし、使用することを
意味する。また同様に、マーケティング部門はAIを活
用してカスタマーエクスペリエンス（顧客体験）を強
化し続けているため、マーケターは組織の信頼を脅
かすことなくAIが活用されることを保証しなくてはな
らない。

ビッグデータには 
「大きな信頼」が必要
先に述べた工場の組立ラインと同様、顧客データと
AIは強力な差別化要因になる可能性がある。このこ
とはこの分野の市場成長率を見れば明らかである。
モバイルおよびクラウドデータ通信量の市場規模は、
分析ツールと併せると、2018年には1,690億米ドル、
2022年には2,740億米ドルに達すると推定されてい
る。これは、フィンランドの年間GDPとほぼ同額であ

る2。これらのテクノロジーは、我々
の日常生活でも使用されている。ソー
シャルメディアは、ユーザーがサービ
スを無料で利用できる代わりに広告
主がユーザーのソーシャルメディアに
おける個人的な情報とアクティビティ
にアクセスできる。食料品店では顧
客に割引カードを配布する代わりに
購入履歴を収集・活用している。こ
れは外部ベンダーと提携して行われ
ることが多い。また、オンライン小売
業者はデータを使用（時には販売）し、

より予測性能の高いレコメンドエンジン（顧客へのレ
コメンド（お奨め）機能を実現するためのシステム）
を構築している。

顧客との信頼関係を維持し、構築し続けるための組
織の顧客データおよびAI戦略は失敗する可能性を伴
う。デロイトは、企業のデータ利用に対する顧客の感
情をより深く理解するため、世界の消費者4,000名を
対象に調査を行った。図1は個人情報の売買に関す
る質問への回答結果である。企業が個人情報から利
益を得ていることが明らかになると、多くの人々の間

企業は別次元の複雑さに取り組
まなければならない。それは、外
と中の脅威―外部からのサイ
バー攻撃、および社内で起こり得
る非倫理的なデータ誤用の両方
から顧客データを保護し、信頼を
守る組織体制を整えることである。
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データを通貨に変換する
顧客データの利用は企業側のみに利益をもたらすものではなく、顧客にとっても有益な相互のパートナー
シップを築くことができる。

先進的な企業はデータ利用の意思決定を消費者自身に委ねるよう努めている。つまり「オプトイン*」の手
法を取り、データ提供に対するインセンティブも用意する。現金と引き換えにデータ利用権を販売するブロー
カーとしての役割を果たす企業もあれば、対価を暗号通貨で支払っている企業もある。こういったケースで
は、ユーザーは「どのデータを、誰に、いくらで販売するか」を自身で明確に選択することができる。これら
はまだ「最先端」事例ではあるものの、企業はこういった方法で、どのインセンティブが最も顧客の共感を
得られたかを確かめることが可能である。

ユーザーにデータの利用・販売プロセスに参加してもらうことにより、同時に自社の意図を明らかにし、彼
らを惹きつけながら主体的に巻き込んでいくのである。

* ユーザーが企業からの情報の受け取りや自らに関する情報の利用に関してあらかじめ許可を与えること

でその企業に対する信頼が急速に低下することを示し
ている。たとえば、回答者の53％は自分のデータが
営利目的で販売されている場合、その会社の製品を
決して使用しないと答え、40％が組織の利益の中で
個人情報の販売によって得られる利益の割合はゼロ
にすべきだと考えている。一方で、回答者の27％が
購入決定の際に、企業がどのようにデータを使用する
かについて全く考慮しないと答えている（逆に「常に
データ利用について考慮している」と回答した割合は
19％のみであった）。

これらは総じて、顧客を代弁すべきマーケターが留意
すべき重要な示唆である。回答者の大部分は、個人
情報の販売により利益を得る企業に対して強い嫌悪
感を持つ一方、そのような売買が現在のところ、どれ
ほど浸透しているのかについてはほとんど認識してい
ない。要するに、多くの回答者が、企業による個人情
報の利用に対して驚くほど不知である可能性がある。

これはデータを取引している企業にとってはあまり良
くない情報かもしれない。その一方で、顧客データの
活用は、企業だけでなく消費者にも多くのメリットを
もたらす。ある調査において、回答者に対し「データ
を活用することでカスタマーエクスペリエンス（顧客
体験）が改善されること」を説明したところ、回答者
の86％が「その企業を信頼し個人情報を渡す可能性
が高い」と答えた3。このことから、今日企業にとって

重要なことは、顧客データの提供価値、すなわち顧客
がデータを提供することで享受できるメリット－を顧
客に対して正しく伝えることであることがわかる。自
社の顧客データおよびAI戦略を策定する際には、こ
の点について十分に配慮しなくてはならない。

データポリシーを目的に合わせる

現在、企業による個人データの利用に関する自由度
は高い。プライバシー規制が比較的緩やかな国では、
推奨はされていないものの、企業はデータポリシーに
個人データの販売および利用についての許可を盛り
込むことが可能である。もしくは、消費者がサービス
の利用を希望する場合、同意する以外に選択肢はな
いような露骨な契約形態とすることもあり得る。どち
らの方法を選んでも、企業は実際に人々の反感を買っ
たり、前例のリスクに晒されたりする。また、データの
プライバシーに対して明確な目的を持つ企業からの
ディスラプション（破壊）の危機に自社を晒すリスクが
高くなる可能性がある（詳細は第1章：「目的」参照）。

この観点から、企業は人々の信頼を損なうのではなく、
信頼を構築するような方法で顧客データの利用につ
いて選択を行う必要がある。最初のステップとしては、
データの収集と利用方法が企業のミッションに確実に
一致することである。たとえば、英国とアイルランドで
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パブを経 営している「JDウェザ ースプ ーン（JD 
Wetherspoon）」は、自社のミッションに合わせ、電子メー
ルを通じた顧客とのやり取りはほぼ価値がないとみなし、
先日65万6,000名を超える顧客の電子メールアドレスを
削除した4。これは極端なケースに思われるかもしれないが、
顧客データの収集と利用方法を会社の目的に合わせるだ
けでなく、顧客とブランドとの関係を延長してサポートする
ことの重要性を示している。欧州の「一般データ保護規則
（GDPR）」に代表されるように、各国や地域でデータ保護
およびプライバシー規制の整備実施している中、企業は顧
客データのプロセスを自社に合わせて独自に策定すること
により、行政を先導するチャンスがある。

企業が一次、二次ベンダーからデータを取得する場合を考
えると、データポリシーはさらに複雑になる。この場合、デー
タがどのように取得されたか、ユーザーが何に同意したか
を完全に理解することは困難である。それでもなお、ユー
ザーが自身のデータを所有する企業に何を望み、何を期待
するかを考慮することはブランドにとって重要である。幸い
にも、データが企業に至るまでのプロセスをより透明性を
もって管理しやすくするためのソリューションが市場に広ま
りつつある。たとえば、ある企業はブロックチェーン技術を
試験的に導入し、ユーザーの同意したデータポリシーの追
跡を容易に行えるようにした（その他の例については本章
『データを通貨に変換する』を参照）5。さらに、多くの広告
主が広告の内製化に注目しており、より企業のミッションに
合った方法でデータを管理・活用できるようにしている6。

信頼されるAIの構築

ブランドはデータを基盤としてAIを活用することによって顧
客を特定またはセグメント化し、パフォーマンスを最適化し
たり、より良いカスタマーエクスペリエンス（顧客体験）を
提供したりしている。しかし、それにはいくつかの複雑さが
伴うため、AIの信頼性に関して主に2つの懸念が提起され
ている。

• 偏見と差別：人間の偏見が、誤った仮定、偏ったデータ
によるトレーニングモデル、アウトプットに対する誤った
解釈につながる可能性がある。そのため、明らかな差別
カテゴリでないとしても、差別的な広告になってしまうこ
とがある。

企業はますます優れた
データスチュワード
（データの管理責任者）
として行動することを
求められるだろう。
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• 透明性と説明可能性：AIには、人間が介入しなく
ても自ら学習し、徐々に改善される複雑なモデリ
ングが含まれる。このため、AIがどのようにトレー
ニングされたかのプロセスを明確に説明すること
は難しく、その結果、顧客から適切に同意を得るた
めにAIの手法を説明することが困難となっている。

GDPRなどの規制には、自動化された意思決定の背
後にあるロジックを消費者に説明する必要性など、AI
の使用に関する条項が組み込まれている7。デロイト
では、企業がAIに関して高いレベルの信頼を維持で
きるように、以下の対応を推奨している。

•　AI戦略の策定においてパートナーと組む：AIの信
頼性に関する問題がエスカレートしているため、倫
理的かつ責任のある先進企業の取り組みをサポー
トし、それ以外の企業がこれらのベストプラクティ
スに倣うことをサポートするための、新しい機関が
結成されている。たとえば、アルゴリズムによる差
別について提言する「アルゴリズム・ジャスティス・
リーグ（Algorithmic Justice League）」はプラ
イバシー技術センターと提携し、「Safe face 
pledge（顔の安全に関する誓約）」を開始した。
組織はこのプラットフォームを使用することで、顔
認証による分析を悪用しないことを公に約束する
ことができる8。さらに、Algorithmic Justice 
Leagueでは、偏見の機会を最小限に抑えるため
に行動を評価すると同時に、包括的なアルゴリズ
ムの設計に関しても指摘している。

•　「パーソナライズ」ではなく、「関連性」に基づいた
設計を行う：企業は、自分たちの顧客に対し、景
品・割引・パーソナライズや関連サービスなどの
特別な個人向けインセンティブを比較的手軽に提
供している。これらのインセンティブの多くは関連
性を意図しているが、時に顧客はプライバシーに
立ち入られたと感じることがある（たとえば、Web
トラフィックや購入履歴からアルゴリズムがその女
性が妊娠していることを検出した場合）。その代替
手段として、企業は自社のアルゴリズムを軸として、
状況に基づいた推奨を行うことができる（たとえ
ば、顧客がレインコートを購入した際ではなく、雨
の日に傘を薦める）。このように「パーソナライズ」
ではなく「関連性」にフォーカスすることにより、AI

の推奨はプライベートに立ち入ることなく、より顧
客に役立つものとなり得る。

•　顧客のイノベーションを促進する：企業は、AIが
どのようにイノベーションを改善し、それによりカ
スタマーエクスペリエンス（顧客体験）を向上させ
るかを実証することができる。たとえばAmazon
は購入データからの洞察を集め、消費者の需要に
合わせてサプライヤのネットワークをより最適化し
ている9。また重要なことは、このデータは個々の
レベルではなく、集団レベルで利用されることであ
る。実際には、より速いペースで注文した商品を
受け取れるようにするためのより良いネットワーク
を顧客に提供している。

信頼はメッセージであり、 
透明性はメッセンジャーである
企業の信頼とその欠如については、ますます世間から
注目が集まり続けている。顧客データとAIが未知の
領域に広がれば広がる程、ブランドに対する信頼への
影響も広がっていく可能性がある。企業はますます優
れたデータスチュワード（データの管理責任者）とし
て行動することを求められるだろう。その際には、企
業がどれほど積極的かつ透明性をもった行動を示せ
るかどうかが、ステークホルダーと高いレベルでの信
頼関係を構築するための重要な鍵となる。
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組織全体に向けて
データは顧客の資産であり、企業はその管理責任者であることを理解する

顧客データとAIの利用を中核的なミッションに制限する

透明性を保ち、誠意をもって意図を伝える

小括
ブランドに対する信頼を構築する

CMOに向けて
ブランドおよびブランド価値の促進など、データと

AIの信頼性に関する課題を戦略として推進する

顧客データとAIの階層を一元化し、一貫したカス
タマジャーニーを開発する

データのプライバシーやインセンティブに関して顧
客が求めていることを示す

外に向けたメッセージングを主導し、積極的かつ
透明性をもった発信をする

法務と協力し、海外や他地域での法律・規制に反
しないよう留意する

経営幹部に向けて
CEO：データ活用とAIに関する戦略を組織の目
的と一致させる

CFO：データの販売やAIへの展開、また非倫理
的な使用が認められた場合のリスクに関連して起
こりうる財務上の影響を分析する 

CIO：顧客データの正しい利用に向けたシステム
を設計する。さらに、データのキャプチャを禁止し
たり、コアの戦略・ミッションに適合しないデータ
へのアクセスを制限する

CHRO：顧客と信頼を構築するための従業員ト
レーニングとプロトコルを実施する
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第5章：参加
消費者参加の拡大
新たな顧客エンゲージメントはブランドの新しい価値を 
どのように解き放つのか

今が1870年だと想像してみよう。あなたはサ
ンフランシスコで駆け出しの洋品店を営む起
業家だと仮定する。そして、道具の小売業者

との会話の中で、新商品を開発する機会を感じたとす
る。次に何をするだろうか。この時代には、スタートアッ
プも既存企業も同じように「口コミ」を利用するしか
なかった。つまり、既存の製品とサービスについて消
費者から情報を得て、デザインに新しいものを取り入
れていたのである。企業は、消費者との直接的なやり
取りを通じてのみ情報を得ることができた。あるサン
フランシスコの起業家は口コミを通じて、耐久性のあ
る労働者用のズボンが市場になかなかないことを
知った。彼はその口コミを基に、1873年、Levi 
Strauss & Co.（リーバイス）として男性用のブルー
ジーンズを発売し、米国で初の特許を取得した1。

リーバイスのブランドとブルージーンズのような製品
のイノベーションに貢献したこの「口コミ」は、歴史的
に消費者の参加を通じて生まれた。今日の市場では、
消費者の参加率はより高くなり、マーケターの役割そ
のものとその手法を変化させている
（詳細は第7章：「アジャイル」参照）。
テクノロジーを使用したグローバルレ
ベルの参加拡大により、消費者、市民、
コミュニティがプラットフォーム、イニ
シアチブ、トレンド、ブランドについて、
その発生、及ぼす影響、構築、または
共創に直接関与することができる新し
い機会が生まれている。デジタル技術
により消費者がリーチできる範囲が広
がったことと、消費者自身がマーケ
ターの役割を持つ意欲が高まっている

多くのブランドやマーケターは競
争に遅れないためにアプローチ
を進化させ、カスタマジャーニー
と製品ライフサイクルの全段階で
ダイナミックな双方向のエンゲー
ジメントを行う必要があることを
認識している。

ことで、スタートアップや既存のブランドが、自社の強
みを見直し、新しい製品やサービスの開発の際、消費
者の参加を促すようになっている。

顧客の声を集めるために地元のホームセンターの現
地調査を行うことは、現在も重要なマーケティング手
法の一つではあるが、消費者の参加を確保するには
もはや十分な方法ではない。多くのブランドやマーケ
ターは競争に遅れないためにアプローチを進化させ、
カスタマジャーニーと製品ライフサイクルの全段階で
ダイナミックな双方向のエンゲージメントを行う必要
があることを認識している。最善を尽くす企業では、
意欲的な参加者がブランドのアンバサダー、インフル
エンサー、アドボケーター（代弁者）、コラボレーター
（協力者）、イノベーターとなり、様々な市場でブラン
ド構築への参加を表明し、推進していることが多い。
プーマ（Puma）のブランド＆マーケティングのグロー
バルディレクターであるAdam Petrick氏は、消費者
の関与はグローバルブランドにとって最も重要だと述
べた。「我々のブランドはオープンです。当社の製品は
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世界中の人々に購入されており、結局のところ、ブラ
ンドを形作っているのは彼らなのです」2

本章では、消費者の参加に関するグローバルのマー
ケティング動向について、企業が消費者の力を活用す
るために、マーケティングを中心としてどのように戦
略を変化させているか、企業内の取り組みについて述
べる。また、ブランドがカスタマジャーニーと製品ライ
フサイクルの各段階で展開できる戦略について説明し、
消費者の参加を拡大するために企業が採用している
方法に関する洞察を取り上げる。

ブランドは消費者にどのように 
参加の場を提供しているのだろうか
カスタマジャーニーと製品ライフサイクル全体におい
て消費者を巻き込むことで、企業は顧客の体験、影響、
声、感情などに関する洞察を獲得し、トライアルから
ロイヤルティまでの開発を推進し、成長を促すことが
可能となる。参加とは、消費者がブランドの �媒体�と
なり、ブランドの支持者としてその力を発揮することで
ある。デロイトの調査では �デザインアンドテスト� と
いうクラウドファンディングのキャンペーンを展開する
大手ブランドから、VRや3Dプリンタなどの新しいテ
クノロジーに関する製品の共創まで、多くのブランド
が顧客の関与や参加を促進するための共通手段を特
定した。その結果に基づき、我々は5つの分野におけ
るテーマを整理した。

1. バーチャルトゥルーシング：顧客体験やデジタル
マーケティングのオンラインプラットフォームである
「Remesh」3と「dscout」4は、ブランドが顧客に
直接コンタクトし、消費者を迅速かつ効果的に関
与させ、新しい製品やサービスに関するインサイト
をほぼリアルタイムに取得できるようにしている。
たとえばdscoutは、ライブビデオ型のフィードと

して機能し、個人が製品やサービスにどのように
関与しているかをグラフによって可視化することに
よって、ブランドに関する豊富で詳細なインサイト
を提供している。Remeshは、さまざまなグラウ
ンドトゥルーシング（現地調査からデータを得るこ
と）モデルを提供している。AIと分析機能を基盤
とするRemeshは「製品ライフサイクルのあらゆ
る段階」で利用することが可能で、顧客体験の改
善に関する情報を取得できる。

2. クラウドファンディング：クラウドファンディング
キャンペーンはこの10年間ほぼ常に
行われており、スタートアップの立ち上
げや新製品の資金調達を支援している。
寄付金という形で投票することで、消費
者は自分にとって重要と考えるベン
チャー、NPO、イベントをサポートする
ことができる。しかし最新の潮流として
は、より大規模なブランドがクラウドファ
ンディングを活用し、製品ライフサイク

ルのさまざまな段階で消費者のインサイトを利用
している。顧客がプロトタイプを購入することで、
企業は早い段階で製品の研究開発をサポートす
るための重要なインサイトを得ることができ、非常
にクリエイティブなマーケット主導型の製品を開
発することができる。たとえば、ジレット（Gillette）
は2018年にクラウドファンディングプラットフォー
ムである「IndieGogo」を通じて「加熱式カミソリ」
のコンセプトを発表し、顧客の関心度を測った。
人々は同製品のデザインについて意見を述べ、生
産段階への移行を支援した。発売後、予定された
1,200本のカミソリは数週間で完売した5。

3. カスタマイズ：主要ブランドの多くが、新製品の
デザインのカスタマイズに顧客を直接関与させる
方法を模索している。クラウドファンディングプラッ
トフォームの「Betabrand」などでは、カスタム
デザイナーや設計者は、プロトタイプを支援する
共同製作者としての役割を担う消費者から初期段
階のインプットを得ることが可能である6。そのよ
うなプラットフォーム上では、意欲的なデザイナー
が顧客との接点から自作の支持者を獲得するた
めに役立つ一方、顧客にとっては自身のスキルを
「アーリーアダプター」として誇示することができ

参加とは、消費者がブランドの
“媒体�となり、ブランドの支持
者としてその力を発揮すること
である。
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Source: Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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消費者参加を活用するためにブランドが進むべきフェーズ   

る。たとえば、カジュアルウェアブランドのティン
バーランド（Timberland）は、新しいブーツのデ
ザインに顧客を関与させるための新しいアプロー
チを試行しているが、これは同時に商品が市場に
出る前からのロイヤルティ構築の役割を担ってい
る7。

4. コラボレーション：コラボレーションは、製品ライ
フサイクルのさまざまな段階における顧客の取り
込みに役立つが、製品、ソリューション、サービス
を直接的に共創することが多い。たとえば、レゴ
（LEGO）は、グローバルユーザーグループの巨大
ネットワークが、共同で行うユーザーイノベーショ
ンを開拓し、独自のレゴ作品の共創に直接関与で

きるようにした8。「MindSumo」は、ブランドと
顧客が新しいイノベーションを創り出すためのコ
ラボレーション・プラットフォームであると同時に、
クラウドソーシングのコンテストとしてのプラット
フォームも提供している9。クリーミーなチョコレー
ト菓子を販売するフェレロ ロシェ（Ferrero S.p.A）
は、消費者に対し、MindSumo上で「あなたが
考えるクリスマスやバレンタイン向けのフェレロ ロ
シェのパッケージデザインはどんなものですか？」
と問いかけた10。同社は同じくMindSumo上で
この質問の答えに賞金をかけ、特に関心の高い顧
客と意見を共有し、最高のアイデアを表彰した。
コラボレーションの例としては他にも、アディダス
（Adidas）のシューズに関する店内でのパーソナ
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ライズ、デザイン、3Dプリンタに関する取り組みなどが
ある11。

5. コミュニティ：コミュニティは、特定のブランドを中心に
形成され、製品の使用方法、サポート、またクリエイティ
ブなアドバイスなどが情報交換されている。コミュニティ
は投稿型ウェブサイトの「レディット（Reddit）」や
Facebookなどのソーシャルメディアによく形成され、
ブランドのヘビーユーザーから初心者までが問題を解
決し、製品の新しい使い方を試すサポートを行っている。
たとえば、圧力鍋ブランドの「Instant Pot」には、人々
がレシピを共有してつながることができるようにするア
クティブなサポーターによるFacebookグループが存在
しており、同社は顧客がどのように同社の製品を使用し
ているかについて、より深いインサイトを得ることができ
る12。英国の家具小売業者である「Made Unboxed」
は、公式 Instagramを使用し、顧客との関わりを持っ
ている。フォロワーは個人の写真をアップロードし、
Made Unboxedの家具を自分のスペースにどのよう
に設置したのかを見せることが可能となっており、他の
フォロワーはその写真に「いいね」を付け、どうすれば
装飾を改善できるかについて意見を提供することができ
る。そのため、同社の顧客はサービスプロバイダーとア
ドバイザーの両方の役割を持ち、製品について他の顧
客に助言し、家具に関するトラブルシューティングをサ
ポートしている。

参加を形作る： 
各フェーズにおける活動
他のすべてのマーケティングの動向と同様、ブランドにおけ
る消費者参加は様々な方法で広がり始めている。成功する
ためにより効果的な参加の戦略を構築しようとしているブラ
ンドは、消費者とともに進化する必要がある。従来マーケ
ターは、製品とサービスの認知度をコンセプトから実証まで
推進する目的で、ファネル（消費者の購買フェーズ）の上流
にフォーカスしていた。しかし、この方法はもはや機能しな
いと思われる。その理由は、エンドツーエンドのエクスペリ
エンスにフォーカスしながら、ファネルとカスタマジャーニー
全体でマーケティングを実施する機会が出現したからである。
製品ライフサイクルのあらゆる側面に顧客を取り込むことは、
すべてのブランドにおいて必要ではないのかもしれないが、
消費者参加を活用しようとする企業は一様に同じ結果を目

消費者参加を活用しよう
とする企業は一様に同じ
結果を目指している。
それは、顧客の声、体験、
及ぼす影響を統合し、 
トライアルからロイヤル
ティまで成長を加速する
ために顧客に価値を提
供する方法を具現化し、
伝えていくということで
ある。
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指している。それは、顧客の声、体験、及ぼす影響を
統合し、トライアルからロイヤルティまで成長を加速す
るために顧客に価値を提供する方法を具現化し、伝え
ていくということである。

図1は、消費者参加を活用するためにブランドが進む
べきフェーズを視覚的に示している。各フェーズの説
明は後述している。ベースラインの「顧客インサイト」
から「共創」および「ブランドとしての顧客」まで、各
フェーズはブランドの個々の目標に特有のものである。

1. 顧客インサイト：一部の企業にとっては、顧客を
理解するために必要なものはインサイトのみであ
る。このような場合、ブランドは顧客インサイトの
収集を含むベースラインの消費者参加戦略を展
開することができる。ブランドはソーシャルメディ
アの「いいね」や、ウェブサイトのクリックスルー、
および製品とサービスに関する顧客とのやり取り
をデータ化し、現在および今後の製品開発につい
て情報を得ることが可能である。このモデルは投
資が少なく、必要なものはデータを収集するため
のプラットフォームのみであるため、企業は比較
的簡易にインサイトを得て、顧客の視点を製品開
発に反映することができる。ダブリンにあるギネス
のオープンゲート醸造所（Open Gate Brewery）
は、以前は一般の人々だけでなく、数人の厳選さ
れた醸造監督者を除いた従業員さえもが立ち入
り禁止の「極秘」醸造所であったが、現在は人々
を内部に招待し、新しい試作のビールを味見して
もらっている13。ベイリーズとスミノフのビール事
業部門のグローバルヘッドであるMark Sandys
氏は、「それはベータテストのようなものです。オー
プンゲート醸造所で人気のあったビールは、ダブ
リンの数件のパブで提供します。そこでも人気が
出れば、本当に大規模に市場展開できるという確
信が持てます。」と説明している14。多くの場合、
顧客インサイトの獲得は、より多くの消費者参加
を目指すカスタマジャーニーの初期段階である。

2. 顧客エンゲージメント：顧客エンゲージメントで
は、消費者がインフルエンサーやアンバサダーとし
てブランドを代表する場合のカスタマー・アドボカ
シーとその影響力にフォーカスしているが、この場
合、多くはユーザーが生成したコンテンツを直接

提供している。このモデルでは、顧客はブランドに
代わって、製品ライフサイクルのさまざまな段階で
他のユーザーに情報を提供し、サポートを行う。
家具小売のイケア（IKEA）を例にとってみよう。イ
ケアは顧客を惹きつける新しい方法を長年試行し
てきた。先日、モバイルアプリとショッピングポー
タル「IKEA Place」を改良し、顧客が家具のデザ
インを試し、自宅、オフィス、学校、スタジオなど
の空間を変える方法を共有できるAR（拡張現実）
機能を追加した。ソファやアームチェアからコー
ヒーテーブルまで、IKEA Placeのすべての製品が
3Dで実物大で確認できる。顧客は家具の配置を
試し、購入したものの画像・動画を他の顧客やイ
ケアと共有することができ、今後の購入やイケア
の製品提供について情報を得ることができる15。

3. 共創：ここでの消費者参加は、製品開発のライフ
サイクルの中に構築される。このモデルはエン
ゲージメントとインサイトの共有以上のものとなっ
ている。企業はクラウドファンディング、プロトタイ
ピング、またはMindSumoといったコラボレー
ション・プラットフォームを活用して、インサイト、声、
影響を製品のさまざまな設計開発の段階に統合
している。当初、ブランドの消費者参加はバリュー
チェーンの下流に限定されていたが、今日ではよ
り上流へと移動されつつある。たとえば、レゴの
「MOC（My Own Creation）」は、顧客は独自
のブロックを組み立ててオリジナル作品を作成す
ることができる16。また、共創により、ブランドが
消費者参加を中心としたビジネスモデル全体を作
り上げているケースもある。ビデオゲームの「マイ
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ンクラフト（Minecraft）」は、相互に対話するユー
ザーを中心に構築されるが、この場合、プレイヤー
がゲームをプレイするための世界そのものがブラ
ンドとなる17。交通アプリの「Waze」と「Moovit」
は、クラウド上の地図をベースに構築されている
が、そのプラットフォームこそがリアルタイムのユー
ザーとの対話を通じてサービスが機能する場であ
る18 19。

4. ブランドとしての顧客：最上段階であるこのフェー
ズでは、ブランドは消費者の全面的な参加を促し、
顧客はブランドの一員として行動する。宿泊施設の
プラットフォーム「エアビーアンドビー（Airbnb）」 
は、企業が顧客を中心としたプラットフォームを構
築し、ユーザーがブランドと消費者の二つの役割
を果たしている例である。このモデルでは、顧客
はアドバイザー、トレーナー、サービサーとしての
役割を果たしている。他にも、英国のモバイルサー
ビスプロバイダー「giffgaff」は、カスタマーサポー
ト、採用、製品開発など、ビジネスにおける複数
の部分のクラウドソーシングを手掛けている。モバ
イルサービスに関する顧客からの質問には、オン
ラインコミュニティの他の顧客が直接回答する20。
このモデルでは、コミュニティは顧客がブランドと
しての役割を果たすための場を提供していること
が多い。たとえば、中国のソーシャルeコマースプ
ラットフォームである「Little Red Book」は、購
入者、売り物の所有者、インフルエンサーが集う
ダイナミックなコミュニティを作り、消費者が積極
的に参加することを促進している。Little Red 
Book では1,700万人を超える女性ユーザーか
ら成るコミュニティで、購入者と「キーオピニオン
リーダー（KOL）」が製品に関するアドバイスや情
報を共有している。こういったプラットフォームを
活用するブランドは、インフルエンサーからのポジ
ティブなコンテンツの流れを確保しながら、購入

者からの苦情には即座に対応し、交換されている
情報や評判をほぼリアルタイムで管理する必要が
ある。

自社の道を切り拓く

カスタマジャーニーと製品ライフサイクルへの消費者
参加を統合する方法と領域の特定は、マーケティング

部門と企業全体にとって非常に難しい
問題となる可能性がある。これらのモデ
ルはどれも関連性があり、正しい答えと
いうものはない。ある企業にとっては問
題がなく機能したとしても、各々の企業
戦略と目標に合わせて調整する必要が
ある。企業は今一度自社のブランドと
マーケティングの戦略を見直し、顧客に
とっての存在意義と、自社のカスタマ

ジャーニー・製品ライフサイクルの中で顧客を最大限
に活用する方法を検討し直さなければ、消費者参加
による自社のブランド確立への道は拓けないだろう。

最上段階であるこのフェーズでは、
ブランドは消費者の全面的な参加
を促し、顧客はブランドの一員と
して行動する。
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組織全体に向けて
消費者参加を新しい領域に拡大し、次のフェーズの消費者参加に移行する前に概念実証を行う

結果の予測は難しいことを受け入れる。コラボレーションや共創のアプローチを使用する場合、組織の期待と
透明性に対して前衛的に構える

消費者参加やクラウドファンディングの際、知的財産がどのようになるかについて積極的にポリシーを確立する。
誰がアイデアを所有し、最終的に製品を所有するのか、どのようにロイヤルティを促進し続けることができるの
かについて検討する

小括
消費者参加の拡大

CMOに向けて
ブランド戦略とマーケティングプログラムの一環と
して消費者参加を取り入れる。ビジネス上の目標
に合うように、共創やユーザーが作り上げるコンテ
ンツまたはコミュニティなどの最も影響力のある消
費者参加の機会を特定し、優先順位を付ける。競
争優位性を生み出すために消費者参加をどのよう
に利用できるかを明確にする（たとえば、トライア
ルの回数が増える、よりロイヤルティの高い顧客を
惹きつける）

消費者参加の力を最大限に発揮させるために、
マーケティングの新しい手法を取り入れ、トレンド
を追跡する。消費者に答えを求めている問題の規
模とレベルに留意し、その答えの持つ影響力が、ど
の程度創造性に相関するかについて認識する

結果を最大限にするため、関連する別の部門
（R&D、営業、カスタマサービスなど）との協業を
リードし、調整を行う

カスタマジャーニーと製品ライフサイクル全体にわ
たり、消費者参加のイニシアチブから明確なKPIを
示す。社内外で「成功事例」を共有し、更に強固な
ブランドを構築することによって消費者の持つ影響
力をますます強化する

経営幹部レベルに向けて
CEO：すべての回答を組織内部から出す必要はな
いことを認め、製品設計・開発において外部の創
造性を取り入れる風土を支援する

CFO：消費者参加型コンテストの賞品、知的財産
の購入、人件費に係るコストを算定する

CIO：組織内部の技術または目指す結果を生み出
すためのパートナー、ベンダー、プラットフォームを
特定する

CHRO：CMOと協力しながら社内の人財で顧客
体験の取り込みを調整する。従業員が顧客として
公式および非公式にブランドを代表するための方
法を模索する
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“最も重要な資産”を活用する

第6章：人財
�最も重要な資産�を活用する
多様性の尊重と従業員体験

1906年、イタリア・ローマのアパートで貧困層
のファミリーと働いていたマリア・モンテッソー
リは、「Casa dei Bambini （子供の家）」を開

いた。このワンルームの教室は、「子供達の可能性を
引き出して世界に送り出す」という、モンテッソーリ教
育に基づく最初の教育現場となった1。後に世界中で
2万を超えるモンテッソーリ・スクールへと発展する
この教室で、モンテッソーリは自身のもつ特徴的なカ
リキュラムと教育モデルの実証をし、磨きをかけた。

子供を研究デザインの中心に据えたモンテッソーリは、
研究の早い段階で、モンテッソーリ教育の4つの柱で
ある人間の能力／知識／アカウンタビリティー／自己
意識を高めるためには子供の個性をモンテッソーリ
流の価値観によって尊重し、バランスを取る必要があ
るということに気づいた。若者の持つ基本的な能力を
引き出し、個人の体験にフォーカスして他人との深い
交流を持たせることで、「優秀な生徒」を「優れたスキ
ルと人格を兼ね備えた市民」に育てることができる。

このモンテッソーリ・モデルを用いると、エコシステム
内のすべての人々、特に自社の従業員にとって、企業

がどのような存在であるかを知ることができる。組織
間のつながりやエコシステムのネットワークが確立さ
れつつあるなか、組織は相互作用的に存在し、すべて
の境界は曖昧となった。その結果、顧客・従業員・
競合の区分は無くなり始めている。（詳細は第3章：
「融合」参照）。

労働者は、もはや弁当箱を持って9時に出勤し、5時
まで働くといった同質で均一の従業員たちではない。
組織の労働者とはむしろ人財であり、彼らは同時にブ
ランド・アンバサダー／インフルエンサー／ギグ・エ
コノミー*の就労者／パートナー等、様々な「個人」
を代表している。これらの個人は、組織の外と内の両
側に存在する。そして、モンテッソーリの生徒がそうで
あったように、この労働者たちは、自分たちを進化さ
せて新たなスキルや人間関係を養い、会社のブランド
や職場に対するロイヤルティを築くといった、「全人格」
を育てる手法を必要としている。

ここでは、人財が異なるバックグラウンドと多様性を
有し、異なるものの見方をし、異なる経験、目標を持

社内エージェンシーは、どのように人財の体験を改善できるか
第7章：「アジャイル」で詳しく後述するが、今日の企業にとって、アジャイルなプロセス・チーム・体制を
備えることは、目まぐるしいビジネス環境の変化に遅れないための必須条件である。マーケティング変革の
必要性に拍車がかかったことで、多くのブランドが、市場動向により迅速に反応し、参加し、予測するため、マー
ケティング・エージェンシーを「社内」に移している。組織の透過性が高まるにつれ、パートナー・従業員と
の信頼関係とロイヤルティ構築の重要性は高まっている。（詳細は第4章：「信頼」参照）

* 主にインターネットを通じて単発や短期の仕事を受発注する
非正規労働によって成立する経済形態
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つ個人の集まりであることに企業がいち早く気づくこ
とが重要となる。個人を尊重する組織は、人間を企業
活動の中心に据えており、全ての従業員が、持続的に
つながりのある体験を持つことを目指している。マー
ケティング業務が内製に移り、より小規模・多領域の
チームへと変化し始めているにあたって、組織一人ひ
とりの育成・評価は企業にとってこれまで以上に重
要となる可能性が高い。（詳細は本章『社内エージェ
ンシーはどのように人財の体験を改善できるか』参
照）

人財が評価される環境を作るためには、マーケティン
グ機能がその内側から大胆なリーダーシップをもって
従業員の体験を重視し、それが守られるように努める
必要がある。（詳細は第2章：「人間としての経験」参
照）

グローバルマーケティングにおける「人財」トレンドで
は、今日どれだけ多くのマーケティング機能が新たな
役目を果たして組織を変革しているかを調査している。
顧客参加（詳細は第5章：「参加」参照）やキャンペー
ンを打つための新たな組織構成（詳細は第7章：
「アジャイル」参照）、そして経験をより管理する必要
性が増した結果、マーケティング機能の役割は変化し
ている。CMOやマーケターの多くが人間としての経
験のファシリテーターとしての役割となり、従業員一
人ひとりの能力、経験、目標が組織内で確かに尊重
されるよう手助けをしている2。

本章では、多数の主要ブランドにおける従業員体験と
人財アプローチの統合についての洞察と戦略を紹介
した上で、従業員中心のモデルの採用を検討するマー
ケターおよびマーケティング部門にとって、このトレン
ドがどういった意味を持つかについて論じる。

従業員体験と顧客体験の統合

グローバルマーケティングのトレンド全般を通して共
通しているテーマは、人と人とのつながりは他の何よ
りも重要であるということだ。成功している組織では
（従業員を含む）すべての人間が社内のエコシステム
内で尊重され、組織の目的に合致されている。ここで

は、企業がどのようにしてグローバルレベルの体験を
人財に提供しているか、見本となる事例を二つ紹介
する。

1. アレクシオンファーマのホリスティックな人として
の体験：バイオ製薬のアレクシオンファーマ
（Alexion Pharmaceuticals）は、ブランドの成
功における従業員体験の重要性を認識している。
「アレクシオンファーマの従業員と患者が体験する
価値の間にある内在的で力強いつながり」を明確
にするため、アレクシオンファーマは「患者および
従業員体験の最高責任者（Chief patient and 
employee experience officer）」を導入した。
この新しい責任者の役割は、アレクシオンファー
マの従業員が正しく能力を発揮し、ツールを利用
したり、サポートを受けたりしながら、集団として
のインパクトを最大化するための助けをすること
である3。この責任者は、アレクシオンファーマの
従業員と患者間の相互作用を生み出すために患
者の体験および洞察をヒューマンリソース（HR）
機能と結び付けている。たとえば、「シェアリング
サークル」のようなダイレクトで共感しやすいト
レーニングを企画することで、アレクシオンファー
マの従業員が自身の仕事の意味を理解する一方、
難病の人々とつながり、より深く共感しながら解
決策への機会を広げられるように手助けをしてい
る4。

2. アドビ（Adobe）の人事ディスラプター：Adobe
は人事最高責任者（CHRO）と顧客体験・従業
員体験副責任者（CEXO）の役割を組み合わせた。
「破壊せよ、さもなくば破壊される（�disrupt or 
be disrupted,�）」のスローガンに従い、Adobe
のCHROとCEXOは様々な役割を担い、顧客・
従業員のエンゲージメントに強くフォーカスし、そ
れらが重複する部分に注意を払う5。CHROと
CEXOの役割統合におけるAdobeの目指すゴー
ルは、より社内外の人間を尊重した意思決定をす
るために、より人間を中心とした機能へ集約する
ことであった6。
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これら二つの事例は、カスタマーエンゲージメントに
おいて試行済みの戦略を従業員に応用するために、
どのように従業員体験をより多様性のある、より深い
ものへと改善・創造しているのかを示している。洞察
を活用し、一人ひとりを理解し尊重することにより、
マーケティング部門は、組織が従業員体験を持続させ
るための革新的な方法を見つけだすことができる。

マーケティングがどのように 
従業員体験を引き出すか
組織の壁を越えた顧客エンゲージメントの手法を理
解したマーケターの多くは、社内の人間とのより深く
より意味深いエンゲージメントを作り出すための挑戦
を始めている。以下では、ある企業の戦略概要を紹
介することで、従業員体験がいかに企業から支持され
ているかについて示す。

1. 象徴としての従業員・顧客体験の構築：従業員
は最高のアンバサダーになり得る。組織全体にわ
たって従業員に正しく接し、価値観を持ってリード
し、協力の体制を整えることにより、すべての従業
員の人間としての経験が強化され、成功するため
の環境を提供する支援ができる。フォルクスワーゲ
ン（VW）を例にとってみよう。同社はエクスペリ
エンスマネジメント・ソフトウェア開発のクアルト
リクス（Qualtrics）と提携してVW独自のエクス
ペリエンス・プラットホームを開発し、従業員体
験のデータと顧客体験のデータを重ね合わせて
利用した。AIと顧客データをベースとするクアル
トリクスのシステムを使うことにより、VWは従業
員のエンゲージメント改善および従業員体験の促
進の機会を見つけ出すことが可能となった。VW
のディーラーは優れた顧客サービスを強みとして
いるが、VWは顧客・従業員体験のデータを使用
することによってディーラーの利便性を改善するこ
とに成功した。VWは現在も持続的な成長を続け
ており、先般、自社史上最高の従業員定着率と従
業員体験スコアを記録している7。

2. 人と人との交流の価値：職場のロイヤルティ喚起
が困難な場合がある。デロイトが発行した職場で
働く従業員に関する最新のレポートによると、企

ここでは、人財が異なる
バックグラウンドと多様
性を有し、異なるものの
見方をし、異なる経験、
目標を持つ個人の集ま
りであることに企業がい
ち早く気づくことが重要
となる。
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業で働く従業員のうち半数以上が「転職を検討し
ている」と回答している8。通常、従業員を定着さ
せるためには、真の関係性を築く必要がある。企
業は従業員体験のフィードバックを収集・活用す
るために、検知やトラッキングのシステムを導入す
ることが多い。しかし実のところ、本当に難しい課
題は、適切な時期を特定し、フィードバックを迅速
に適用することなのである。

パルス・サーベイ（短サイクルで項目を絞った従
業員エンゲージメント調査）は、従業員が仕事を
通して良い体験ができているか、それとも「仕事
を辞めたい」と考えているかを明らかにする。転
職を考えている社員がいたとしても、パルスサー
ベイをルーチンとして実施していれば、リアルタイ
ムな軌道修正が可能である。人々がどれだけ仕
事に満足しているか、または不満を持っているか
を調査結果から理解したとしても、人と人との交
流の機会は失わないよ
うにする。従業員の多く
は、同僚、そしてリー
ダーとの関係構築を特
に重視している。顔と顔
を合わせる時間を作り、
パルスサーベイの結果
を用いながら互いの気
持ちを話すことによって、
ポジティブな話題や褒
め言葉を引き出し、ネガ
ティブな感情を軽減する。

3. �企業の壁� を越える：企業のマーケティング機
能およびCMOは既に顧客へのブランドアンバサ
ダーとしての役割を果たしている。近年は、自社
の価値を維持し、自分たちと目的が合致する外部
のパートナー候補が誰なのかを理解することがま
すます困難となっている（詳細は第2章：
「人間としての経験」参照）。同様に、ある企業の
一員であることの意義は大きく変化しており、企
業が社員一人ひとりの従業員体験を把握すること
の重要性がさらに高まっている。

前述のアレクシオンファーマやAdobeで採用さ
れた、CxOの役割統合によって人事責任者の枠

を超えて監督を行うといったアプローチは、組織
を超えて従業員体験の持続性を確実なものとする
助けとなる。たとえば、ある大手財務サービス企
業は、自社が属するダイナミックな業界において、
役割の統合が必要だと認識した。同社のマーケ
ティングとコミュニケーションが統合したリーダー
へのインタビューと業界の将来についての外部リ
サーチから考察すると、新たな4つのマーケティン
グにおける役割が浮かび上がった。それは、「マク
ロトレンドの監視人（macro-trends spotter）」、
「スポンサーシップとパートナーシップの専門員
（sponsorships and partnerships curator）」、
「ストーリー責任者（chief storyteller）」、および
「顧客の専門家（consumer anthropologist）」
である。この新しい役割のゴールは、顧客・従業
員・パートナーにおける集団体験のギャップを埋
め、それらがより尊重されることである。

4. 信頼という配当の認識：
ブランドが誰とパート
ナーを組むべきかにつ
いて熟慮する必要があ
るのと同様、従業員は、
誰のために働き、どれ
だけの期間その企業に
留まるかについてよく考
える必要がある。企業
は従業員体験を理解す
るため、従業員のデータ
という宝の山をより賢く

活用し始めているが、同時に企業は、従業員への
透明性の保持や利用基準、データの利用用途の
開示についても誠実に取り組むべきである。責任
あるデータ利用は従業員体験を全般的に改善し、
従業員と組織間のロイヤルティを深めることがで
きる。Google、Amazon、Intelといったテクノ
ロジー業界の人気職場ランキングで頻繁に上位
に挙がる企業は、定期的なパルスサーベイを実施
し、従業員体験の改善を目的としてデータを活用
している。オープンで透明性の高いコミュニケー
ションを通し、収集したデータの種類、利用目的、
そしてそのデータが職場環境の改善にどのように
活かされるのかということを明示している9。

マーケターの多くは、
社内の人間とのより深
くより意味深いエン
ゲージメントを作り出
すための挑戦を始めて
いる。
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すべての人間を尊重する

組織の壁が広がり続け、新たな役割の必要性が高まっ
ている。成長し、変化を続ける従業員のニーズに確実
に対応するため、マーケティング機能とCMOは、リー
ダー、コンバーター、そしてファシリテーターとしての
役割を果たすこと、そして従業員の能力、経験、目標
を尊重し、ロイヤルティを勝ち取ることで、従業員一
人ひとりに寄り添う文化と職場を提供することが求め
られる。
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組織全体に向けて
活用可能な人財のオプション（正社員、非正規労働者、インフルエンサー、アンバサダーなど）を把握し、自社
の価値に沿った人財モデルを構築して一人ひとりの能力、経験、目標を尊重する

社内では直接顔を合わせる機会を維持する。関係性は、自動的もしくは技術のみでは構築されない。ロイヤル
ティ獲得のための時間を確保する

小括
従業員体験の改善

CMOに向けて
従業員体験の関わり方を理解し、顧客体験に反映
してさらなる価値を付加する

自社の従業員が顧客と自分たちとのつながりを理
解できるように、ファシリテーターとしての役割を
果たす。従業員体験について経営陣の理解を得る

社内外および従業員・パートナー間すべての関係
において、ブランドの目的と価値を存在させる

戦略的意思決定の際は、顧客と従業員両方の観
点を鑑みる

経営幹部に向けて
CEO：体験こそがブランドの価値を作り、デジタル
上の交流を促進し、職場を「働く場所」以上のもの
とするためのドライバー（推進力）であることを認
識する

CFO：人財に正当な対価を払い、内製と外部提
携のどちらが理に適うかを調査し、スキル・業務・
職場に対する財務上のプロセスを最適化する

CIO：テクノロジーとデータを活用し、人と人の体
験をつなぐための顧客および従業員のデータトラッ
キングを可能にする

CHRO：今求められるスキルと未来に必要なスキ
ルのモデルを作成し、新しい人財に求められるスキ
ルと役割を理解する
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第7章：アジャイル 
組織全体のアジャイル化に向けて
商機を逃さないマーケティングのために 
ブランドが選択する手法

観念化（DEATE）、反復（ITERATE）、ピボット
（PIVOT）：アジャイル（AGILE）－かつては
バズワードとして、ローカルのスタートアップ

インキュベーター間のみで使われていたこれらのコン
セプトは、今やグローバルビジネス全体をユビキタス
に覆っている。今日の複雑かつ要求レベルの高い市
場で優位性を生み出し、それを保ち続けるには、企業
はカルチャーや会話およびデジタル化のスピードにつ
いてゆくための適応モデルが必要となる。このダイナ
ミックな社会、経済、文化において、企業は常にアジャ
イルな意思決定が求められているが、とりわけマーケ
ティング分野ではその傾向が著しい。なぜなら消費者
は、より賢く、より頻繁に、そして気軽に、ブランドを
選び、購入し、そして捨てるようになっているからであ
る。

主要ブランドの多くはマスから離れ、以前に増して人
間の経験にフォーカスしているため、社内のマーケティ
ングチームはこれまでとは異なる働き方を余儀なくさ
れている。これはその他のブランドも追随することに
なるだろう。すなわち、顧客のニーズや気まぐれに対
応するため、消極的なエンゲージメントを積極的なも
のに転換する必要があり、さもなくば競争から脱落す
る可能性があるということだ。そのため、ブランドは、
よりアジャイルな方法で自社のマーケティング機能を
再構築しなければならない。デジタルプラットホーム
経由でアクセスするリアルタイムデータの力を活用し、
データから得られる洞察を瞬時に入手し、よりパーソ
ナルな人間としての経験を設計することが求められて
いるのだ。（詳細は本章『アジャイルマーケティングと
は？』参照）

アジャイルマーケティングとは？
本来、アジャイルとはソフトウェア開発手法のひとつで、品質を向上させつつ、納品までの時間とコストの削
減を目指すものである1。組織が顧客により近づくためのフレームワークで、適応思考を取り入れ、機能横断
型チームを構築し、スピード・品質・フレキシビリティ・効率を高めてマーケットニーズへ素早く対応するこ
とに役立つ。また、AIを使うことで重要な顧客のエンゲージメントをほぼリアルタイムに予測・分析するなど、
新技術の恩恵を受ける際の助けにもなる。

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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アジャイルはフレームワークであり、思考でもある。組織が
ダイレクトな新しい思考を取り入れるよう促す一方で、ブラ
ンドと会話やモーメントを有機的につなぐ再構築の役にも
立つ。以下では、アジャイルを取り入れた企業の2つの事例
を示す。

• TD Bankの柔軟性最大化：サービスを顧客向けにカ
スタマイズすることの重要性を把握したカナダのトロン
ト・ドミニオン銀行（TD Bank）は、デジタルプラットホー
ムを利用した顧客体験をさらに理解するための新しい
方法を模索した。マーケティング分野の投資をオンライ
ンにシフトしたTD Bankは商品をカスタマイズし、リア
ルタイムに顧客へパーソナライズド・メッセージを届け
るために顧客データをより効果的に活用する必要が
あった。そのためには、コンテンツ作成のアプローチを
検討し直す必要性があったのだが、同時にデータの示
す内容について運用をより柔軟にする必要もあった。こ
のためTD Bankはマーケティング機能を、従来のもの
から「マーケティング・ポッド（Marketing pods）」を
ベースにしたもの、すなわちコンテンツ作成における迅
速なプロトタイプの作成・統合を可能にした機能横断
型チームに設計し直した2。

• ツイッターを通じた顧客サービス改善：元々は格安航
空会社（LCC）である「JetBlue」は、顧客サービスの
改善により、ブランドに独自性を持たせ、価値を向上さ
せることに成功した。JetBlueは顧客が旅先で可能な限
りリアルタイムのサポートが受けられるよう、ツイッター
を活用することを決めた。JetBlueは顧客に対し、要望
や不満をJetBlueのツイッターアカウントにツイートす
るよう推奨し、これらに即時に返事をすることでフライト
の遅延理由等を説明するようにした。さらに JetBlueは
これらのツイートからヒントを得て、空港で乗客をサポー
トする自前の空港スタッフの配置を開始した。こういっ
た取り組みを通じてJetBlueは、今ではLCCではなく
「飛行機も飛ばすカスタマーサービスの企業」としての
地位を構築した3。これは JetBlueが、ケアレスミスや組
織上のボトルネックを排除し、問題発生時には従業員
が単独で対応できる権限を与えるなど、自社のカスタ
マーサービスを変革したことで実現した。

TD BankとJetBlueの例は、企業が顧客に対してよりエン
ゲージする新たなアプローチのうち、ほんの2事例に過ぎ
ない。デロイトの分析は、マーケティング全体において多く

今日の複雑かつ要求レ
ベルの高い市場で優位
性を生み出し、それを保
ち続けるには、企業は
カルチャーや会話および
デジタル化のスピードに
ついてゆくための適応モ
デルが必要となる。
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のグローバルブランドが、様々な方法を通して企業全
体にアジャイルを取り入れていることを明らかにして
いる。以下では、実際にアジャイルの手法を実施して
いる一般的な組織のアプローチを掘り下げ、導入の
際にマーケティングにおいて必要となりそうな変化に
ついて論じる。

アジャイルを実行する：2つの戦略

マーケターがアジャイルであるためには、まず、コンテ
ンツ作成を従来のアプローチからテクノロジーに親和
したモーメント中心の新しいアプローチにシフトする
必要がある。従来のマーケティング戦略は単独のキャ
ンペーンを中心としており、フェーズごとに静止広告
を制作、提供開始、キャンペーンが終了すれば完了、
という流れとなっている。アジャイルを取り入れたいブ
ランドは、フレームワークと思考の両方を組織全体で
受け入れる必要があるということに気付くべきである。
また、ソーシャル上のモーメントから利益を得るため
に、内部の能力と機能横断型チームを構築してリアク
ションの速度を上げる一方で、単なる意見やブランド
に対する印象の共有ではなくカルチャーや会話を共有
するために、予測技術を活用するべきである。

以下、すでに採用が始まっているアジャイル戦略を2
つ紹介する。

1. 「If/then」思考で動く：アジャイルアプローチ
においては、マーケターはコンテンツを大量に作
成し、もしトレンドやライブイベントチャートが特
定の方向に動いた場合には48-72時間以内に公
開する。スーパーボウル（米ナショナル・フットボー
ル・リーグの優勝決定戦）の両チーム向けに �ワー
ルドチャンピオンTシャツ� をプリントするのと同
様、スポーツアパレルやフランチャイズ
はこの if/then思考をマーケティング
部門にまで広げた。スポーツシーズン
や年の瀬のトーナメントが進むにつれ、
マーケターは次々と代替キャンペーン
を作り、ワールドシリーズやワールド
カップでどのチームが優勝するかにつ
いて、起こり得る結果に備える。このア
プローチでは、企業は �if/then� の状

況に基づいてあらかじめ大量のコンテンツを作っ
ておき、イベントやトレンドの結果に合わせて市場
に出す。

2. ほぼリアルタイムの行動：顧客へのリアルタイム
なエンゲージメントに成功しているブランドは、単
にリアクションまでの時間を早める以上のことを
行っている。これらの企業は自社マーケティング部
門の再構築も含めた社内のカルチャーや組織構
造を根本から変化させており、顧客エンゲージメ
ントのサポートをリアルタイムで行っている4。バー
ガーキング（Burger King）のグローバルCMO
であるFernando Machado氏は自社のマーケ
ティングの成功について、「我々の �ファンとお客
様にとっていつも魅力的でありたい�という願いの
賜物です。ですが、これは機敏に行動しなければ
達成しえなかった」と述べている5。Burger King
が2019年春にメキシコシティーで公開した
「Traffic Jam Whopper（渋滞中の車にハン
バーガーをデリバリーするサービス）」は、迅速に
行動することが極めて重要であった。このプログ
ラムでは、Burger Kingはまずリアルタイムの交
通データを使って店舗付近の道路が渋滞する時間
を特定し、それを路上のデジタル掲示板とカーナ
ビアプリのWaze内にバナー広告を打ってお知ら
せする。ドライバーはBurger Kingのアプリ内の
音声コマンドで注文する（運転中の文字入力をし
なくてすむ）。その後、注文した商品はGoogle 
Mapsを使ったバイクによって車まで直接配達さ
れる。Burger Kingによると、このプログラムを
開始してから、アプリダウンロード数は44%増加
し、一日あたりのデリバリー注文数は63%の増加
となった6。

アジャイルを取り入れたいブラ
ンドは、フレームワークと思考
の両方を組織全体で受け入れ
る必要があるということに気付
くべきである。
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これらの例からわかるように、技術の加速によって、ブ
ランドはほぼリアルタイムに顧客データに基づいて、
そのメッセージングやエンゲージメントを進化し続け
る機会を生み出すことが可能となっている。

　アジャイルを機能させる： 
組織全体への拡張
アジャイルを機能させるために、多くのマーケターは
以下の3通りの方法を使って組織全体に期限付きの
反復的アプローチを広めている。1つ目は機能横断
の必要性を認識し、「ニュースルームアプローチ」－コ
ンテンツ作成を瞬時に行うために、人と人の距離を縮
め、運用上の障壁やサイロを壊していく手法－を取る
ことである。2つ目は、マーケティングチームに新しい
働き方を採用し、よりアジャイルな形でコ
ンテンツ提供を行うことである。これには、
毎日の「立ち会議」やスクラム、チームが
年度や四半期より短いサイクルでパイロッ
トやテストを回していくことが含まれる。3
つ目は、AIやアナリティクスに代表される
新技術がカルチャーや会話の向かう先を
予測することによって組織を支援する方法
である。

以下では、マーケティング部門が自社ブラ
ンド向けにアジャイルを機能させている例
と実際の応用について紹介する。

1. 「ニュースルームスタイル」の採用：多くの企業
がアジャイルを体現するためには組織の機能横断
および距離感を改善し、場合によってはマーケティ
ング機能を再構築するために �ニュースルームの
ような運用� を採用する必要があると認識してい
る。タコベル（Taco Bell）の例を見てみよう。自
社の顧客が最もソーシャルメディア上でアクティブ
になる時間が午後9時から午前2時の間であるこ
とを突き止めたタコベルは、商機を得るべくオリ
ジナルの「ニュースルームモデル」を構築した。コ
ピーライティングから法務、広報、コンテンツデザ
イナーに至るまで、伝統的にサイロ化されていた
グループをまとめ上げることでリードタイムの短縮
とリーガルチェックの即時化、そして迅速な意思

決定が可能となった。この組織改革によりタコベ
ルはセンシングとデータ分析が指し示す結果に基
づき、顧客との高いロイヤルティの獲得に成功し
た7。

Boschの例で言えば、同社はアジャイルアプロー
チにおけるチーム間の近接性の重要性に気が付
いた。彼らは従来の構造的階層を廃止し、新たに
小規模にマトリクスされたチームに分けた上で、
全チームを取締役会の直属とした。各チームは
「目的をもったチーム（purpose team）」と呼ば
れ、特定の製品開発プロジェクトを中心に編成さ
れた 8。近接性を重視した組織改革のために、チー
ムはより頻繁に交流する必要があった。チームメ
ンバーらは毎日行う「立ち会議」を設定し、その
場で多くのコンテンツが出来上がるような仕組み

を構築した一方、同社のマーケティングチームは
データテストの際に何が効果的で何がそうでない
かを即時に見極められるシステムを開発した。

2. パイロットから始めて拡張する：マーケターの多
くは単独のビジネスユニットでアジャイルのパイ
ロットを行い、組織全体向けにどのように適用さ
せるかについて試行を繰り返している。前述TD 
Bankはアジャイルをデジタルマーケティング機能
に取り入れたいと考えた9。組織全体にどのように
適用するかについての示唆を得るため、マーケティ
ングチームは単独のビジネスユニットでのパイロッ
トの前に、組織全体のデジタル成熟度を評価し、
自社がデジタル成熟度曲線のどこにあてはまるの

多くの企業がアジャイルを体現
するためには組織の機能横断
および距離感を改善し、場合
によってはマーケティング機能
を再構築するために �ニュース
ルームのような運用� を採用す
る必要があると認識している。
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かを理解することから着手した。機能横断的な6
名の社員を、コンテンツ、アナリティクス、戦略、
事業企画、経営企画から招集し、契約見積もり数
の増加を目標に、アジャイルアプローチをリードす
るための指標を策定した。毎日の立ち会議とスク
ラムモデルを活用し、チームは2週間ごとのスプリ
ントを3ヵ月間行い、その間に起こったことを文書
化し、導き出した内容を経営陣に提言した。目的
は組織全体にアジャイルを拡張するための �秘伝
のソース� を形にすることである。初めのフェーズ
を単独ユニットへの展開としたことで障壁が下が
り、計画の成功へ結びついた。パイロットを通じ、
TD Bankは最初の月で30％の経費を削減し、
4ヵ月であったキャンペーンのリードタイムは2週
間に短縮された。経営陣にROIを示したり、迅速
に結果を示すことが、その他のユニットへの適応
の助けになることも学んだ 10。

3. センシングと予測機能の展開：アジャイルマーケ
ティングでは通常、社内のマーケティングチームが
顧客の購買行動・会話・反応などをテスト・測定・
予測し、動向を見ながらコンテンツを短時間で作
成する必要がある。マーケターはよくHeat AI11と
いった類の予測ツールやAIベースのツールを利
用しており、それらが予測プロセスで一役買ってい
る。アナリティクスツールやAIツールによってマー
ケターは「ソーシャルインテリジェンス（ソーシャ
ルネットワーク上の消費者の会話をモニタリング、
分析した結果）」を得て、会話が向かう先の予測
や検知ができるようになる。ソーシャルネットワー
ク上のコンテンツや会話は平均6時間で入れ替わ
るため、情報の関連性を保つためには検知のス
ピードが重要となる。これらのツールはまた、コン
テンツが目指すビジネスの目標に適合しているか
どうかを素早く割り出すための助けとなる。会話
は72時間先まで予測可能なので、ブランドにとっ
ては適合するコンテンツを予測し、作成し、リリー
スするまでにおよそ3日の猶予がある12。

2018年、Facebookとナショナルジオグラフィッ
ク（National Geographic）は「影響力のある
女性」にフォーカスした新たなコミュニティを拡大
させるために提携した。2社はセンシングとAIを
駆使してトレンドのキーワードやトピックのクラウ

ドソースと予測を行い、�アジャイルな�コンテンツ
作成を行った結果、たった2週間でコミュニティを
元の規模の4倍に拡大した13。こういった洞察を
武器に、チームは採算の取れないアイデアを破棄
し、得た結果を活用してよりクリエイティブなアプ
ローチへアップデートすることに柔軟になれる。
バックエンドではデータの洞察やパターンから投
資へのインパクトも明らかにされており、企業が
次にどこへ向かうべきかについて示唆している。

価値ある機会へ向けて加速する

マーケティングリーダーやマーケティング部門は組織
全体にわたってアジャイルのアプローチをリードする
ことができ、その過程では自社を顧客中心の組織へと
変革することができる。ブランドはアジャイルを組織の
構造・チーム・プロセスおよび思考に取り入れること
によって、顧客とより深いエンゲージメントを作り出し、
商機の獲得により近づくことができるだろう。
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組織全体に向けて
アジャイルを特徴づける「ニュースルームアプローチ」でデータ収集を使う

リアルタイムの会話やイベントをブランドの目的・切り口・個性を中心とした顧客とのエンゲージの機会と捉
える

HEAT AIといったツールを活用し、ほぼリアルタイムに顧客洞察を実行する。カルチャーや会話に対してよりカ
スタマイズされたコンテンツをアジャイルに作成する

ワークフローを構築し、コンテンツの関連部門が短期の期限内でもコンテンツを評価・承認できるようにする

「制約理論」のアプローチを応用し、アジャイルの導入に際して組織内で最も制約となり得る事項がどこにあり
そうかを特定する。ボトルネックを洗い出し、成功に向けた相互作用的な計画を立案する

小括
アジャイルの実践

CMOに向けて
アジャイルアプローチの中で新たに発見したデー
タやアナリティクスをROIへの貢献を示すエビデン
スとして利用する

顧客を組織の意思決定の中心に据えることを啓蒙
し、サイロ撤廃を推進する

マーケティングを組織全体にアジャイルを拡張させ
るための先導者とする。アジャイルアプローチを利
用したマーケティング機能を構築し、その過程では
チームメンバーのフィードバックを取り入れて確実
な成功を目指す

経営幹部に向けて
CEO：顧客のニーズを「アウトサイドイン」で知る
ことができるように社内の各機能が協力することを
推進する。組織の「氷山」を取り除く。小さく始め
てチームごとに承認する。適応・変化について効
果があるかどうかに基づいた検討をする

CFO：アジャイルを定着・発展させるために必要
なシステム・人財への投資をサポートする

CIO：CMOと協力しながらデータの責任者として
テクノロジー・AI活用を管轄する

CHRO：よりアジャイルであるために従業員にとっ
て必要となるスキルやマインドセットを検討する。
従業員のスキル開発やトレーニングに投資する
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日本の視点

本レポートの原著である�2020 Global Marketing Trends : Bringing authenticity 
to our digital age�は、デロイト デジタルに所属する世界中のコンサルタントの知見
を結集し、2020年を踏まえた今後18ヶ月から24ヶ月で重視すべきキートレンドを7つ
に特定した。

このレポートから日本企業はどのような示唆を得るべきだろうか。

まず当たり前の話であるが、ほとんどの日本企業がグローバルでビジネスを展開して
いる中、「世界の大きなトレンドを知り、7つのフレームワークをグローバルレベルのマ
ーケティングに活用」するために何ができるかを考えることができる。一方、世界のトレ
ンドを日本企業に当てはめる場合、「日本企業の特性を考えた場合の読み解き方」か
ら得られる示唆もある。本稿「日本の視点」においては特に後者に重点を置き、かつ重
要な第1章の「目的」と第2章の「人間としての経験」を中心に解説する。

 「目的」と「人間としての経験」の 
連動
本文では、7つのキートレンドのうち「目的（Purpose）」
と「人間としての経験（Human Experience）」を
最も重要な2つと特定している。さらに、「目的」と「人
間としての経験」を�連動�させることが、あらゆる企
業において重要であるとし、本レポートの中核をなす
提言となっている。

例えば、「ユニクロ」を展開するファーストリテイリン
グは「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」を
企業ステートメントとして定義し、そのミッションの1
つは「本当に良い服、今までにない新しい価値を持
つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着
る喜び、幸せ、満足を提供します」とされている1。

「�本当に良い�服」。このシンプルな言葉に、ファース
トリテイリングの企業としての強烈な矜持が込められ
ている。そしてそれは、真にプロダクト（およびサービ
ス）に落とし込まれ、顧客の「人間としての経験」を
通すことによって初めて機能する。例えば、中国のあ
る地方の街で、ある人がユニクロの服を買い、その服
を着て一日を過ごした後に洗濯をする場面を想像しよ
う。洗濯し、いざ干す時に、その顧客は服がよれてい
ないことに気づく。その時の品質（とそれを実現する
コストパフォーマンスやデザイン性、機能性）の体感は、
次に袖を通すときに続き、着続けても形の崩れない
「美意識をもった普段着」として定着し、一連の体感
を通して「これは本当に良い服だ」と心に刻む経験を
するのである。この時が企業の「目的」と顧客の「人
間としての経験」が連動した瞬間である。
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ここでのポイントは人間の根源的欲求に触れる事で
あり、必ずしもデジタルやデータありきの話ではない
ことである（勿論、ファーストリテイリングは、その商
品を生み出し届けるために、結果多大なデジタル投
資をしている）。

なぜ今目的が重要なのか

本文第1章でも述べられていたように、「目的」の話
そのものは今に始まったことではない。なぜ今、改め
て目的が重要なのか。

まず近年における目的の重要性の根幹にあるものは、
従来では考えられないボーダレス化・デジタル化の
更なる振興、さらにはデジタル技術を活かした異業種
からの参入による、競合の極端な量・質双方におけ
る増加の影響が大きい。言わずもがなだが、ネットコ
マースのAlibabaが金融事業を席捲し、同じくネット
コマースのAmazonがテックインフラ事業の業界地
図を破壊する、またスタートアップの時価総額が既存
企業を短期に超える、更には一部の革新的既存企業
のテクノロジーを武器とした急激な反攻など、従来考
えられなかった競争環境の中、「自分が誰であり、何
を使命としているか」を研ぎ澄まさなければ、あっと
いう間に敗北してしまう。

このような環境の中、特に日本の大企業は良くも悪く
も調和を重んじる。それは時に強みとなるが、この目
的設定では弱みになることも多い。結果、他社とほと
んど差別性のない、不明瞭な目的がセットされてし
まっている（あるいは形骸化している）ケースは実に
多い。

また別の観点として、今日、世界中の多くの顧客のみ
ならず、本文第6章で取り上げた「人財」（特にミレニ
アル世代）もパワフルで社会的インパクトのある目的
を好み、日本国内でもその傾向は強まっている。ブラ
ンドを体現する主体の一つである「人財」を魅了する
ための大きな要素の一つは間違いなく「目的」であり、
それを持てるかどうかが今日ではビジネスの勝敗を
分けることになる。

目的をどのように体験させるか

次に企業の「目的」を「どのように体験させるか」で
ある。ただ、これについては誤解も多く正に本文第2

章に述べられているようなデジタルワードの罠に嵌り
「経験負債」を貯め込んでしまっている事例も多い。
代表的な例として、昨今は人間的体験を�狭義�のデ
ジタルマーケティング（例えばマーケティングオート
メーションなど）だけで何とかしようとする節がある。
それ自体は勿論実施するべきであるが、十分ではな
い。一体なぜか。

Netflixを引き合いに出そう。Netflixは「To Entertain 
the world（世界中にエンターテイメントを）」2とい
うミッションを顧客に体験させる方法として、「ニッチ
コンテンツ」と「レコメンデーション」という手法を採
用している。1人1人の興味が世界中で細分化してい
る中、各領域における �ニッチだがニーズのあるコン
テンツ� を創作し（その際には最高のクリエイターを
活用し、データ分析も活用する）、グローバルマーケッ
トでマネタイズする。結果、ニッチコンテンツが大量に
出来上がるため、顧客は自分の欲しいコンテンツに
出会うことが中々出来ない。よってNetflixは無数に
あるコンテンツから、最適にレコメンド（選別）するの
である。次から次に自分に合った、しかも他のメディ
アでは見ることのできない尖ったコンテンツ体験が出
来るので、中毒になっていくというメカニズムである。

日本企業では体験の代表格にレコメンデーションを
挙げることも多いが、これは1人1人に応じた他社に
ないTo Entertainし続けられるコンテンツ（一般企
業でいうプロダクト）があることが大前提なのである。
デジタルが得意なレコメンデーションは、最後の誘導
に過ぎず「本当の強みはコンテンツ側」にある。この
辺りを間違えて安易なデジタルワードに捕まってしま
うと、正に顧客に経験負債が積み上がってしまう。

それでは具体的にどうすればよいのか。体験の作り方
にはいくつか方法があるが、今の日本企業に必要な4
つの要素を提示する。

1. まず本物を創る
当たり前のように思われるかもしれないが、モノ
があふれ、そしてデジタル化により情報が世界中
に素早く、かつターゲット別に細やかに展開され
る現代においては、その企業の目的をしっかりと
体現した「プロダクト（サービス）が本物」である
ことが人間的体験の前提である。近年はむしろそ
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こに回帰しているといっても過言ではない。

本物を追求し続けている企業の例としてHermes
がある3。Hermesは創業180年近い歴史ある企
業でありながら、デジタル化全盛の現代において、
毎期増収・増益を続け、まさしく絶好調の状況で
ある。そのHermesの企業目的・哲学の1つに
「長きにわたって愛用してもらう商品を創る」とい
うものがあるという。Hermesの革製品は使うと
分かるが本当に品質が高く、何年経っても状態が
良く、またデザインも廃れない。だから目の肥え
た顧客でも「他に類を見ないレベルでの品質だ」
と誰もが唸る。

一方で、需要と供給のバランスにおいては、限定
的な革原材料と限定的な革職人による手作業と
いう拘りにより、供給が慢性的に不足している状
態となっていた。そこに世界の富裕層～中間層は
急激に増加、特に中国の高所得者がブランド製品
を手に入れようとする需要は急拡大した。そこに
益々影響力を強めるSNSのパワーである。ご存知
の通り、人気のBirkinやKellyは需要・供給バラ
ンスもあり店頭にはまずない。これらは本当に選
ばれた顧客にしか手に入らないと言われており、
プレミアムなバックを手に入れた話や逆に断られ
た話も含めて、ブランドを向上させる良質な噂が、
SNSを通して凄まじいスピードで世界中に広がり、
人気が人気を呼ぶスパイラルとなっている。

このようにデジタル化・ボーダレス化の時代だか
らこそ本物がより重要となっている。

しかし、本物のプロダクト（サービス）というと、「日
本企業は今までプロダクトアウト型でむしろモノづ
くりへの拘りが強かったが、マーケットには刺さら
なかったじゃないか」という方もいるかもしれない。

しかし、筆者は「本物とは、文化を超えることがで
きるプロダクト（サービス）」だと定義している。
業態・商品によるローカライゼーションは必要で
あることは勿論大多数の前提だが、根幹のコンセ
プトは文化を超える。そういう意味では旧来の日
本企業のプロダクトの拘りは、人間の根源的欲求
に根差してないものが多かったように思う。

その点Hermesは世界の文化を超え、時代の大
きな変化にも対応しながら、本物を出し続けてい
る。Hermesは元々馬車に対する革製品を作って
いたブランドだ。当時顧客は趣味や拘りを馬具で
表現しており、それを作っていた。それが近代化の
流れで移動手段が馬車から車に1900年から20
年ほどの間に移行していった。そのような時代の
変化を読み、車が主たる移動手段でも必ず求めら
れる「バッグ」という領域でも、馬具の時代同様に
顧客の「こだわりのあるライフスタイルを表現した
い」という人間の根源的欲求を捉えているのであ
る。それが文化を超え世界中の人々に愛され、
180年経った2020年においても未だに持続的に
増収・増益となっている所以である。

日本企業は非常に勤勉で優秀な人も多く、経営マ
ネジメントからDXまで幅広く知見を蓄積している
ものの、人間の根源的欲求を解き明かし、文化を
超えるような本物に落とし込む部分には課題があ
るのではないかと考えている。だからこそHermes
のような企業に学びがある。

2. 本物を顧客体験のすべてに宿す
本物とは、作り手の情熱や技術の高さによるプロ
ダクトへの落とし込みは基より、顧客体験におけ
る全てを本物に昇華させる必要がある。先般の
Hermesの例であれば、ある年にフランスのルー
ツであるラテン文明を理解すべく、地中海をプロ
ダクトのテーマとした。結果として色の発想が豊
かとなり、ブルーだけでもエーゲ海、アドリア海、
コートダジュールと5～6種類の色が生まれたと
いう。そして、販売員が説明する際に地中海のブ
ルーを説明すると、ある顧客がエーゲ海という言
葉に感動されたそうだ。新婚旅行の思い出の地が
エーゲ海で、喜んで購入されたのである。このよ
うに作り手の思いが、販売員や顧客にまで伝わり、
そして家に帰ってからも家族とは勿論のこと、その
プロダクトを友人に語るたびに、新婚旅行のエー
ゲ海の記憶をHermesを通して何度でも彷彿と
させ、顧客と企業の体験を強固に育んでいく。

しかし、顧客体験の創造は本来日本企業が得意と
するところだ。
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500年続く虎屋の例を出そう。

虎屋の企業目的は「おいしい和菓子を喜んで召し
上がって頂く」である。おいしい和菓子は勿論重
要だが、この �喜んで� というところがポイントで
あり、虎屋の黒川社長は次のように述べている。
「せっかくおいしい和菓子を心を込めてつくったと
しても、それをお客様がお買い求めになる時に、
なんだか感じが悪かった、店員の対応が良くな
かったとお感じになれば、喜んで召し上がってい
ただくことはできないでしょう。店頭に立つ人間が、
いかに心を込めて商品をお渡しできるかも大事で
あるという思いを込めて、この経営理念にしてい
ます」4

このような理念を日々体現しているからこそ、赤
坂店の改装に向けた閉店に際した挨拶文がネット
上でバズになったのである。その内容の抜粋は以
下の通りである。
「三日にあげずご来店くださり、きまってお汁粉を
召し上がる男性のお客様。毎朝お母さまとご一緒
に小形羊羹を1つお買い求めくださっていた、当
時幼稚園生でいらしたお客様。ある時おひとりで
お見えになったので、心配になった店員が外へ出
てみると、お母さまがこっそり隠れて見守ってい
らっしゃったということもありました。車椅子でご
来店くださっていた、100歳になられる女性のお
客様。入院生活に入られてからはご家族が生菓子
や干菓子をお買い求めくださいました。お食事が
できなくなられてからも、弊社の干菓子をくずしな
がらお召し上がりになったと伺っています。このよ
うにお客様とともに過ごさせて頂いた時間をここ
に書き尽くすことは到底できませんが、おひとりお
ひとりのお姿は、強く私たちの心に焼き付いてい
ます」5

デジタルテクノロジー全盛の時代であるが、真の
顧客体験には人間の感情を捉える事ができなけ
ればならない。手法論としては今後仮想現実やダ
イナミックプライシングなどによる新体験はより発
達するが、それらはあくまで手法であり、感情を捉
えられてないカスタマージャーニーなどには大し
て意味はなく、本物の顧客体験をデザインできる
「センス」が必要である。

3. テクノロジーを活用して、 
 人間中心的解像度を上げる
本物のプロダクト（サービス）を創り上げ、顧客体
験の全てに宿すことがより重要になっているが、こ
れ自体は企業経営そのものでもあり、何百年前か
ら存在する商売の根幹である。しかし、2020年だ
からこそ出来るようになったことがデジタルやデー
タのより高度な活用である。

その中心的価値の1つとして、従来は感覚的にし
か分からなかった人間の根源的欲求が、より精細
に可視化できるようになった。1999年にCRMの
概念が生まれ、顧客をテクノロジーで解き明かそ
うということは盛んになされてきたが、従来はデー
タの量・質が一部企業を除き十分ではなく、また
機械学習の進展含め、2020年に差し掛かる今、
正に本来の意味でのデータドリブンなビジネスが
出来るような環境となってきた。

一方、本物創りの話に戻ると、それは拘りの強さ
にあり、そのためには人間の根源的欲求をより深
く理解する、つまり「解像度」を上げる必要がある。
食であればほんの少しの甘さ・辛さの調節や、
ファッションであればたった1mmの曲線の違い
かもしれない。上段でセンスの話を出したが、セ
ンスとはラテン語のsentireが語源であり「物事
の細かいところまで認識できる能力」を指す。つま
り、センスがあるとは、顧客体験を細かい粒度で
理解・設計できる解像度の高さが鍵となるのだ。

そこでデータ活用の出番である。ユニバーサル・
スタジオ・ジャパンでは、「地磁気」を活用しゲス
トの行動データを徹底的に取得する「伊能忠敬プ
ロジェクト」が実施された。刻々と分単位・秒単
位で変わるパーク内の顧客の行動・心理を精細
に解き明かすことで、究極の顧客体験を創造しよ
うとしている。これは今だからこそ出来る事であり、
ネットワークの高速化や IoT高度化により、さらに
高い次元での実装が可能となる6。

さらには顧客の細分化の影響も大きい。インター
ネットの最大の功績は「情報を民主化」したこと
である。結果、顧客の消費行動は空間的・時間
的制約に縛られなくなり、その認知力はもはや世
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界中に及ぶようになった。従来の手法や人間個々
人の認識できる範囲では、細分化された顧客の解
像度を上げることが難しくなっている。楽天技術
研究所ではビックデータとAIを活用し、人手では
お金も時間もかかりすぎる紐解きをAIに任せ、人
はトレンドの先端キャッチアップにより専念すると
いう7。

また解像度向上には本文第5章で取り上げた「参
加（Participation）」の概念も参考になる。サン
フランシスコ発のシューズブランドAllbirdsは20
代から30代の｢ミレニアル世代｣からの熱い支持
を受けている企業だ。同社の特徴として、D2Cモ
デルであることも相まって、顧客の声を常に取り
込み、ウェブサービスのように少しのデザインや細
かなシューズの造りを常にアップデートしており、
その頻度は2年で30回近くに及ぶという。Allbirds
共同創業者のジョーイ・ズウィリンガー氏は元デ
ロイトのメンバーでもあるがバイオテクノロジーを
専門としており、テクノロジーを用いて人間欲求
の解像度を極限まで上げることで米Time誌に
「世界一快適な靴」とまで称されている8。

4. データドリブン型意思決定を行う
上記のようにデータ活用や、リアルタイムに顧客
の声を捉えることは、日本企業だからこそ重要に
なる。なぜならば先般に記載した通り、日本では
調和が重要視されることが多く、本物創り・本物
の顧客体験創りのための人間中心的解像度が上
がるほど、一般的な理解は難しくなり、社内説得
はより困難になる。しかし、定量的なデータや真
の顧客の声は、社内の異なる利害関係者を統一
する唯一無二の武器となる。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがハリー・ポッ
ターの新エリア導入に際し、当時年間売上約800
億円に対して総工費450億円もの投資を実現す
るため、少額投資施策を行いながら実データで投
資の妥当性を証明した話は大変有名である9。

本物の顧客体験の実現のために、どうしても越え
なければならない日本企業の社内承認の壁。しか
しデータがコンセンサスの取りづらい意思決定を
スピーディに実行させる可能性がある。

1.目的
（Purpose）

2.人間としての経験
（Human Experience）
本物のプロダクト・サービス

本物の顧客体験

人間中心的解像度

データドリブン型意思決定
3.融合

（Fusion）
4.信頼
（Trust）

5.参加
（Participation）

6.人財
（Talent）

7.機敏性
（Agility）

2020 Global Marketing Trend Framework ～日本の視点版～

出所：デロイト トーマツ コンサルティング
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以上が最も重要な「目的と人間としての経験の連動」
の日本企業向けの解説である。

融合と人財

それ以外の章も、一つ一つが極めて重要であるが、そ
れぞれが一冊の本が書けてしまう内容であるため、本
稿では特に重要な本文第3章「融合」と第6章「人財」
について簡易に解説したい。

融合（Fusion）
目的と人間としての体験を実現するには1社でできる
ことは限られている。真の目的達成には「融合
（Fusion）」は外せない概念である。例えばショッピ
ング一つとっても、複数店舗での調べものや予約など
の事前体験、向かう道中や買い物中での衣食住・移
動の体験、ペイメント、帰路での振り返り等の後体験
といった具合に、長い時間軸そして幅広い分野の体験
全てが連続的な「顧客体験」となる。それを1社で提
供することは難しく、関係プレイヤーと共闘しながら
互いの施策効果を最大化するべく顧客体験を設計し
なければならない。また解像度向上のためのデータ
取得においても同様である。自動車業界を中心に街
全体を構想するような、ビジネスモデルを根幹からリ
デザインするような取組みも本格化している。そういっ
た連携の際に「データを持参金」と出来るのが新しい
マーケティングスタイルである。特にCDPなどのデー
タエクスチェンジを活用すれば、データ交換は比較的
簡単に実現できるため、緩やかな融合はすぐにでも始
められる。

人財（Talent）
人財の重要性はより一層増している。一橋大学ビジネ
ススクールの阿久津教授の研究では、働く人の幸福

感を向上させることで企業ブランド価値に寄与する可
能性を示唆している。デロイト トーマツ グループのプ
ロジェクトにおいても社員のアイデンティティと満足度
を高めた結果、より高い価値を顧客に提供できるよう
になった事例は多い。

そもそも従業員は最高のファンでありエバンジェリス
トである。人財体験と顧客体験を統合し、加えて俊敏
性を兼ね備え、社内視点ではなくマーケット視点の活
動を実現する必要がある。そのために全社大での改
革は勿論必要であるが、特にDXなどの新たな変革
を起こす際のトレンドとしては、まず一部の組織、ある
いはCoEを構成してそこから始めるケースが多い。パ
ターンとしては、特定機能型、マトリクス型、新規集約
型、全社支援横串型に類型化される。それぞれの詳
細は割愛するが、最終的には新たなDNAを全社大
に広げる必要があり、究極的には評価制度にまで手
を入れる必要がある。

また組織の俊敏性を上げるために、本文第7章にも
記載した「ニュースルーム」「If/Then」「リアルタイム
行動」は日本企業にも参考となるメソッドであるため
再掲したい。

最後に

ここまで『2020 Global Marketing Trends 真の
デジタル化を目指して』を日本の視点で解説してきた。
デジタル全盛の中、日本企業の特性を踏まえ、どのよ
うに立ち振る舞うべきかの参考となることを切に願う。
また日本は課題先進国であり、国内事情の課題解決
も諸外国にとって先進的な事例となる可能性がある。
日本企業の更なる躍進の一助となれば幸いである。

《プロフェッショナル》
熊見 成浩／Narihiro Kumami
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　執行役員
Deloitte Digital Japan Deputy Lead

外資系コンサルティング会社を経て、現職。15年以上に亘るコンサルティング活動で、マーケティ
ング・デジタルトランスフォーメーションを中心に200件以上のプロジェクトを実施。コンサル×
Agencyのジョイントベンチャーなど特異な経歴も持つ。デロイト トーマツ グループ初代ビジネ
スコンテスト優勝。早稲田大学大学院非常勤講師（2019年ティーチングアワード総長賞受賞）。

文責 : 熊見 成浩
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1. ファーストリテイリングHP　https://www.fastretailing.com/jp/

2. Netflix HP　https://jobs.netflix.com/culture

3. 『老舗の流儀 虎屋とエルメス』黒川 光博、 齋藤 峰明（著）、 新潮社

4.  日経ビジネス 電子版 2017年1月17日掲載 
https://business.nikkei.com/atcl/report/15/280921/010100051/

5. 虎屋HP 挨拶文　https://www.toraya-group.co.jp/toraya/news/detail/?nid=76

6. 日経クロストレンド 2019年7月19日掲載　https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/00533/

7. 楽天HP　https://corp.rakuten.co.jp/innovation/tag/29-71/

8. Allbirds HPおよび各種報道記事　https://www.allbirds.com/

9. 『USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? 』森岡 毅  (著 ) 、角川文庫および各種報道記事

10.  「組織制度変遷と文化志向の相克：生産性、幸福感、精神機能、遺伝子発現への影響の研究」 
（研究代表者 : 阿久津 聡、研究期間 : 2013年4月～2016年3月）等

Endnotes
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