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はじめに
顧客中心主義を通して成長する方法

デジタル／フィジカルチャネルの
統合からダイバーシティへの
要求の高まりに至るまで、
マクロトレンドにより
マーケティングの在り方が
一変している。我々は高成長
企業から何を学ぶことが
できるだろうか。
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顧客とのエンゲージメントの在り方は、この18ヶ月絶えず見直しさ
れつづけていることもあり、今までにないほど複雑化してきている。
人々がデジタルチャネルとフィジカルチャネルを常に行ったり来たり
しているような市場では、カスタマージャーニーをまっすぐな道のよう
に考えることはもはや意味を成さないことがマクロトレンド的にも明
らかになりつつある。消費者は、よりカスタマイズされ、パーソナライ
ズなものを求めるのと同時に、データがどのように入手され利用さ
れているのか、警戒もしている。ただボタンを押せば製品／サービス
が手に入るようになり、利便性の定義さえも変化してきている。人々
は、商品やサービス以上に、そのブランドが何を支持しているのか注
力するようになってきたため、利益の最大化だけを追求していると、
いずれ消費者に背を向けられてしまうだろう。

これらのトレンドにより、組織内部も同様に複雑化している。人工知
能が顧客体験全体の中核になる中で、組織は創造力と分析力の向上
（および統合）ができるような才能の適切な組み合わせを図ろうとし
ている。同時にブランドは、市場に投入する製品／サービスと同様に、
人財がダイバーシティを反映し、かつインクルーシブ（包括的）であ
ろうとしている。そして、これらすべての傾向を一層強めているのは、
マーケティング予算が縮小し、過去最低を記録しているという現実で
ある1。

このようなトレンドを前に、ブランドはますます複雑になる世界でど
のように成長を遂げていけばよいのだろうか。

この問いに答えるには、（当然ながら）ブランドが顧客と関わるにあ
たっての方法を総合的に再考する必要がある。1,000人を超えるグ
ローバルエグゼクティブを対象に実施した我々の調査によると、最も
成長しているブランド（年間成長率が10％以上のブランドと定義）で
は、ポイントソリューションのようなものからさらに発展し、全社を挙
げてのパーパス活性化への取り組み推進や顧客データ戦略の全体
的な見直しに至るまで、ありとあらゆるものを網羅しつつ、顧客体験
に包括的に取り組んでいることが明らかになった。

これらの高成長企業に先導される形で、2022 Global Marketing 
Trendsレポートでは多面的なアプローチを採用した。我々は、5カ
国のエグゼクティブに対する調査に加え、世界の11,500人の消費
者を調査対象とし、主要なグローバルブランドのエグゼクティブ18
人に対する詳細なインタビューを実施した（詳細は「調査方法」参
照）。その結果、顧客中心主義に基づき、一連のソリューションを
360度全方位から捉える7つのトレンドを特定した。

360度全方位の 
エンゲージメント： 
人、データ、体験
前例のないこの時代に成長していくためのロードマップをリー
ダーに提供するために、人、データ、体験の3つのセクションに
分けてトレンドを整理した。

ただし、これらのセクションは相互に排他的ではない。相互依存
的なシステムとして統合されることで、ダイナミックな顧客体験
の基礎を形成している。
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はじめに

人中心の考え
本レポートの土台となる考えは「人」である。すなわちブランドとは
人に貢献するものである。

パーパス｜成長への指針
高成長を続けるブランドは、価格と品質だけで
勝負しようとするのではなく、利益を越えた影
響力にコミットし、それを伝えることでいかに競
争優位性を構築しているのかを探る。

本当の意味での 
インクルーシブマーケティング
マーケター（およびその広告）が、いかに（利益
を超えた）ブランドの顔となっているかにフォー
カスする。人々のニーズは多様化しており、レプ
レゼンテーション（多様性を正しく反映させるこ

と）もますます優先されるようになるため、ブランドを真の意味で正
しい状態にしておかなければ、現在／将来の顧客を失うリスクが高
まることになる。

知的創造エンジンの構築｜人財
ペースが速い世界では、マーケターはスピード
に合わせた人財モデルを必要とする。ここでは
今の時代に響くようなクリエイティブなコンテン
ツをいかに生み出すかを明らかにする。例えば、
クリエイティブな人財と分析的な人財双方から

なる属性集団を使って顧客の問題を解決したり、インフルエンサーを

単なる製品の広報担当ではなく、クリエイティブエージェント（広告
制作者）として活用したり等、外部人財の新しい起用方法について
説明する。

データインフラストラクチャの構築
チャネルの急増により、無数のデータソースが生まれた。しかし、多
ければ良いわけでもなく、今日利用できても明日にはなくなる可能
性もある。以降の2つの章では、ますます複雑さを増す今日のデー
タ環境でかじ取りを行っていくためのガイダンスを提供する。

クッキーのない世界で 
顧客に出会う
サードパーティクッキー（第三者が保存するサイ
トから取得・使用されるデータ）が廃止されて
いく中、利用可能な情報が減ることについて、
マーケターはどう備えるべきかについて考える。

また、高成長企業がファーストパーティ（訪問するウェブサイトが保存
するクッキー）データ戦略においてどう先行しているかに注目する。

信頼を育むヒューマンファースト
なデータ体験の設計
単にファーストパーティデータに移行すればよ
いというわけでない。ヒューマンファーストな
データ体験を設計することにより、さらに消費
者目線で、データ利用について好ましく感じる

人々と、不快だと感じる人々それぞれについて理解できるようになる。

ダイナミックな体験の設計
顧客体験とは、すべてのステップの集大成である。最後の2つの章
では、ブランドがどのようにしてそのためにすべての要素を統合し提
供していくのかについて注目する。

End to Endな 
ハイブリッド体験の向上
人間中心設計の原則に基づいて、デジタル環
境と物理的環境の両方においてダイナミックか
つまとまりのある体験をどのように構築してい
けばよいのか紹介する。

カスタマーサービスの 
AIによる練磨
消費者の視点に立ち、タイムリーな提案や知
識豊富な接客が、いかに消費者の購買意欲を
高めるかを明らかにする。人工知能と人間によ
るサービスがいかに統合され、カスタマー

ジャーニー全体において、それぞれの長所をどのように生かすかを
明らかにする。

これらのトレンドをまとめると、信頼をはぐくみニーズを満たす顧客
体験をデザインする上で、いかにマーケティングが成長のための強
力な原動力であるかが明らかになるであろう。
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調査方法

マーケティングおよび顧客体験についてグローバルに関連性のあるテーマをより横断的に理解すべく、2つのグローバルサーベイとグローバルエグゼク
ティブ18人に対する詳細なインタビューを実施した。

「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」は、2021年4月において、米国（62％）、英国（11％）、フランス（9％）、日本（9％）、
オランダ（9％）に拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対象に実施された。本調査では、最高経営責任者（CEO）、最高マーケティング
責任者（CMO）、最高情報責任者（CIO）、最高財務責任者、最高執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対し、マーケティング機
能の進化を推進するさまざまなテーマについての考えを尋ねた。本レポートは、マーケティングおよび顧客体験のリーダーに焦点を当てているため、
回答者の50％は最高マーケティング責任者または同様の役職者（最高体験責任者および最高成長責任者など）から成り、その他の役職に就く経
営幹部の割合についてはほぼ均等である。

調査対象となったすべての企業（公共部門以外）において、年間収益は5億米ドル以上であり、このうち73％については10億米ドルを超える。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」は、2021年5月、次の19カ国において、18歳以上の世界の消費者11,500人を対象
に実施された。調査対象国は米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、南アフリカ、スウェーデン、英国、イタリア、アイルランド、フランス、スペイン、
トルコ、スイス、デンマーク、ポルトガル、日本、インド、中国である。

別途、「エグゼクティブ・インタビュー」が2021年を通して実施され、現在、最高マーケティング責任者、最高顧客体験責任者、または最高経営責任者
の職にある者、または過去に当該役割に就いていた18人を対象にインタビューを行った。彼らのインサイトは、本レポートで語られるトレンドを明らかにす

る鍵となった。
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1. Kelly BlumおよびGloria Omale、�Gartner says marketing budgets 
have plummeted to 6.4% of overall company revenue in 2021�、プ
レスリリース、Gartner、2021年7月14日。
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パーパス｜成長への 
指針
真のパーパス（存在意義）を通じて
競争優位性を獲得できるようにする方法

x

y
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企業は、利益を最大化する以上に、パーパス（存在
意義）を持っているべきだ、という期待は、より一般
的になっている。2021エデルマン・トラストバ
ロメーターの調査では、消費者の68％が自
分には企業を変えさせる力があると考え
ており、86％の人々はCEOが社会問
題に言及することを期待する、と回
答している1。より公平な世界を作
るにしても、ネットゼロ・エミッショ
ンを達成するにしても、もしくは消
費者のプライバシーを保護するにして
も、多くの企業は自分たちの存在意義
を明確化し、インパクトを与える方法に
ついて、再定義を図ろうとしている。多く
の企業にとって、「パーパス」をもって行動
することは事業や運営側にとってもはや高い
目標／憧れではなく、戦略的優先事項になって
いるのである。

多くの組織が「なぜ我々は 
存在しているのか」の意味を 
考え直し始めており、製品の
提供から従業員やコミュニティ・
エンゲージメントに至るまで、 
すべてのことを再定義するように 
迫られている。マーケティングは
パーパスにおいてどのような
役割を果たすのだろうか。

高い

高成長企業は、それ以外の
企業と比較してパーパスを
従業員の意思決定を導く
手段と考えている可能性が
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このようにパーパスの優先順位が高まったことから、企業は製品の
提供やブランドメッセージ、従業員やコミュニティ戦略に至るまで、
ありとあらゆることを見直すことになり、ますます複雑さが増してい
る。これらのすべてを正しく行いつつ、消費者の共感を得ることは、
特に価格と品質が依然として重要である世界では簡単ではない。

パーパス：新たな成長
それでも、消費者は本当に企業／ブランド側の姿勢を考慮した上で
商品を選んでいるのかという点について尋ねてみる価値はある。疑
い深い人は、消費者がこれらの問題に関心を持つ一方で、価格等今
までの判断基準が依然として重視されていると考えるであろう。

世界の消費者11,500人を対象とした我々の調査結果によると、こ
れらの考えにも一理ある。8つの異なるカテゴリ（自動車、旅行、ア
パレルと靴、美容とパーソナルケア、家電、家具、電子機器、銀行取
引）において、特定の商品／ブランド購入理由を尋ねたところ、
61％から86％までの割合で価格および品質がそれぞれ上位3つの
購入基準として選択された（つまり、2つの理由のうち、少なくとも1
つがほぼ必ず選択された）。

調査がここまでであれば、消費者は製品にまつわる様々な問題に関
心がありつつも、いざ実際に支払うとなるとそうとも限らない、との
推測に終わったかもしれないが、この話には続きがある。

深掘りすると、より微妙な方法で価格や品質以外の
基準を重視する点がいくつも見られた。たとえば、
以下が挙げられる。

 • 25歳以下の消費者の3分の1は、美容および
パーソナルケア製品の購入においてはサステナ
ビリティを最優先している。

 • 取引銀行の選定では、4分の1近くの人々が、
データプライバシーを重視している。また、企
業間ビジネス（B2B）の場では、データプライバシーを至上主義
とする完全なビジネスモデルが生まれている模様だ。たとえば、
エンタープライズプラットフォーム企業のOneTrustは、
Fortune 500の半数に当たる企業と協力して、プライバシー、
セキュリティ、データガバナンス、ガバナンス／リスク管理／コン
プライアンス、サードパーティ・リスク、エシックス／コンプライ
アンス、および環境／社会／コーポレートガバナンスのプログラ
ムにわたる機敏なプログラムを実施し、「信頼を事業化」してい
る2。

 • グローバルな視点では、57％の回答者が、社会的不公平への
対処にコミットしているブランドをより支持すると回答した（詳細
はトレンド「本当の意味でのインクルーシブマーケティング」参
照）。

まとめると、次の明確なテーマが浮かび上がってくる。すべてのブラ
ンドにとって価格と品質を提供することは依然として重要ではあるが、
これらは主に商品としての特徴（つまり必要最低限のもの）であって、
差別化要因ではない。そこで、パーパスに関連する他の要素が競争
力のある差別化要因となるのである。要するに、パーパスはよりパー

ソナルな、カスタマイズされたものなのである。企業／ブランドが、
サービスの提供先である人々と、その人々が何に関心を持っている
か把握している場合には、パーパスを競争力のある差別化要因に位
置付けることができる。また、消費者が期待する方向に進むことが
できる。

パーパスにコミットする企業／ブランドが競争上の優位性を獲得しつ
つあるというのは我々の調査結果からも明らかになっている。1,099
人のグローバルエグゼクティブを対象に調査を実施したところ、高成
長企業（年間成長率が10％以上の企業）は、成長率の低い同業他
社とは全く違う方法をとっていることが判明した。高成長企業はパー
パスをより全方位的にとらえており、このことにより、世間が本当に
関心を抱く問題に関与しつつ、全ステークホルダーに対して、より公
平で包括的なものになっているという、新しいタイプの在り方になっ
ているのである。

高成長企業のロードマップを参考しつつ、どのようにすれば顧客の
声を組織に取り入れ、ブランドらしさを表現しつつ、本当の意味での
パーパスを市場にもたらすことができるのか探っていく。

これら全方位的なパーパスは
新しいタイプの成長を促すものであり、
全ステークホルダーに対して、
より公平で包括的なものとなる。

パーパス｜成長への指針
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総合的なパーパスによる成長
高成長企業はどのようにしてパーパスをより総合的にとらえているの
か。高成長企業と低成長企業を比べると、パーパスを製品とサービ
スの提供にインスピレーションを与える手段と見なす割合は同程度
であったのに対し（それぞれ66％と71％）、従業員の意思決定手段
として考える割合は高成長企業の方が66％高く、企業の社会的責任
に基づく投資戦略の推進率は高成長企業の方が41％高かった（図
1）。

さらに、高成長企業は説明責任を重視しており、93％がパーパス・
ステートメントに関連する主要業績評価指標があると回答している
（低成長企業では72％）。当該指標には、製品ポートフォリオの測定
（50％）、ダイバーシティ・公平性・インクルージョン（47％）、従業
員の評価プロセス（44％）に関連するものが含まれる。

出所：Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。
注：N=1,039（公共部門の回答は除く）

図1

高成長企業は組織全体でパーパスを重視している
会社のパーパスがあなたの組織にとって意味することを表しているのは次のうちどれですか。

製品とサービスの提供に
インスピレーションを与える

企業の社会的責任に
基づく投資戦略を
推進する

従業員の意思決定を
導く

ブランドメッセージの
基礎である

プラス成長

マイナス成長

+10%42%

36%

58%

35%

58%

41%
71%

66%
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パーパスを行動に移す
我々の調査から得られたインサイトに基づき、パーパスを競争力の
ある差別化要因に位置付けるために、以下のアクションを検討する
ことを提案する：

 • 組織の「理念」から始め、ステークホルダー価値を通して洗練
させる。組織を定義する多くの内部的側面（価値、会社の歴史、
そして提供製品とサービス）があり、組織もまたパーパスを支え
ている。一方で、消費者調査結果でも明らかなように、ステーク
ホルダーの期待／価値もパーパス形成に寄与し、様々な要素が
共鳴することにより成り立っている。

フランスを拠点とする美容とパーソナルケアのブランドであるイ
ヴ・ロシェでは、「人と自然をつなぐ」というパーパスを、ブラン
ドと同名の創設者の考え方から導き出した、とグローバルCEO
のGuy Flament氏は述べる。「当社の創設者は、自然の存在
無しに人類は消えると確信していた。重要なのは、自然を利用
することではなく、私たちの生活を自然と共生できるようにする
ことである。」そのため、イヴ・ロシェの各製品と体験は、従業
員から顧客、製造業者に至るまで、すべてのステークホルダー
がこの指針であるパーパスをよりよく理解し、関連付けることが
できるように設計されている3。

組織は、確実なインパクトを与えるためにはどこにフォーカスす
るか、自社の強みを考慮し決定するのがよい。そうすることによ
り、インパクトを与える素養を持っていない課題に過度に傾くの
を防ぐことができる。

 • パーパスには組織全体の整合性が必要であり、説明責任が伴う。
高成長企業では、製品の提供から従業員の評価プロセスに至る
まで、パーパスをより細かく測定する。重要業績評価指標を確立
することで、パーパスを常に前面または中心に据え、組織全体
がパーパスとの整合性をとるようにしている。Kedsの前最高
マーケティング責任者（CMO）であるEmily Culp氏は次のよう
に述べている。「一歩引いてすべてのタッチポイントを考慮する
には、謙虚さとそのための手段が必要であり、そのため、倉庫の
スタッフに質問し、ソーシャルメディアのコメントを読むところか
ら通話記録を取り寄せるところまでやる。4」そうやって、すべて
のステークホルダーの目から見て、自社がパーパスをどのくらい
体現できているか真の理解を得るのだ、という。

 • CMOはパーパスと顧客体験をつなげる。UPS Foundation
（UPS基金）の前コーポレートリレーション責任者であ
り、United WayのグローバルCMOであるLisa 
Bowman氏は、「存在意義はブランドの絶対的
な本質であるため、マーケターは間違いなく
存在意義を定義する役割を担っている」と
説明している5。CMOは顧客の声を組
織に取り込み、顧客とのすべてのタッ
チポイントにパーパスが確実に組み
込まれるようにする立場にある。こ
れには、ブランドメッセージ、製品
とサービスの提供、顧客体験の提
供に責任を持つ従業員の指導が含
まれる。たとえば、B2Bテクノロ
ジーのグローバル企業である
VMwareは、自社のパーパスとミッ
ションを従業員の前面あるいは中心
に据え続けるために、各製品ラインを

評価することで、「永続的な変化を生み出すイノベーションの火
付け役となること」に厳密に沿っていることを製品のユースケー
スを通じて確認している。これは、パーパスが従業員にとっても
最優先事項であることを徹底するのに役立っている6。

パーパスがステークホルダーのニーズを確実に反映するように継続
的に取り組み、それらのソリューションを実践することにコミットして
いる企業は、パーパスを競争力のある差別化要因にするために最適
な地位にある可能性が高い。

パーパス｜成長への指針
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Global Marketing Trends 
調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」
は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オラ
ンダに拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対
象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マー
ケティング責任者、最高情報責任者、最高財務責任者、最高
執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対
し、マーケティング機能の進化を推進するさまざまなテーマ
について考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」
は2021年5月、19カ国において、18歳以上の世界の消費
者11,500人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。
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1. エデルマン、2021 エデルマン・トラストバロメーター、2021年3月。

2. OneTrust、ホームページ、2021年9月3日アクセス時点。

3. 2022 Global Marketing Trends調査の一部として、2021年5月から8月
までに実施されたインタビュー。

4. 同上。

5. 同上。

6. 2021年8月に実施したデロイトのGlobal Marketing Trendsのインタ
ビューでVMwareのCMOであるCarol Carpenter氏が言及した例。

Kwasi Mitchell | kwmitchell@deloitte.com
デロイトのチーフパーパスオフィサー。ダイバーシティ・公平性・インクルージョン（DEI）、持続可能性・気候変動、およ
び教育・労働力開発を含むがそれに限らず、デロイトのコミットメントを中心としたファーム全体の戦略を推進する。また、
デロイトの社職員が日々パーパスを体現するように働きかけ、クライアントのパーパスジャーニーを支援し、主要なパート
ナーと提携して体系的な社会問題に対応するためのソリューションを共同で作成するとともに、デロイトのパーパスに関す
るアスピレーションを達成するために社内ポリシーとプロセスの変更を推進する任務にも当たっている。デロイトがコーポ
レート・シチズンシップを通じてコミュニティにもたらそうと取り組んでいる永続的なインパクトへの取り組みにリーダーシッ
プを注いでいる。

Amy Silverstein | asilverstein@deloitte.com
Monitor Institute、Monitor Deloitte Strategy、およびDeloitte Digitalの間の独自のコラボレーションである
Deloitte Purpose Strategyのオファリングを主導している。組織が環境・社会・ガバナンス戦略などのパーパスを開発、
運用、測定、伝達することについて助言するとともに、パーパスを主な企業戦略にリンクさせることで、商業の成長を加速
させ、リスクを管理し、社会的影響を促進する。

Andrew Sandoz | asandoz@deloitte.co.uk
デロイトのエクスペリエンス・コンサルタント会社であるDeloitte Digitalのパートナーであり、グローバルのチーフクリエ
イティブオフィサーを務める。デロイトのあらゆるクリエイティブサービスを主導し、ネットゼロおよび目的のある成長に関
して、創造性とコンサルティングを結び付けて持続可能なビジネスの未来を形成する。

巻末注 著者について

パーパス｜成長への指針
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本当の意味での 
インクルーシブ 
マーケティング
DEI（ダイバーシティ、公平性、インクルージョン）で 
将来の顧客を獲得する方法
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1.9倍高い

高成長企業はDEI関連の人財目標を
持っている割合が低成長企業と比較して

マーケティング機能が
ますます強化されつつある中、
消費者側は企業側に
誓約を守ることを求めている。
マーケティングにできる
3つの方法について
学んでいこう。 1日の中で、消費者が目にする広告の数は、最大1万件である1。

若者は、これら広告には最新限定セール情報以上のものを求めて
いる。すなわち、企業／ブランドが本当にダイバーシティ／インク
ルージョンを支持しているかどうか重要視しているのである。
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人種／民族、性的指向、または能力の違い等、消費者の在り方は多
様化している。企業／ブランドがこれから先も顧客と効果的につな
がっていきたいのであれば、メッセージ内にさまざまなバックグラウ
ンドや経験要素を組み込むことが必要不可欠となっている。グロー
バルの消費者11,500人を対象とした我々の調査では、若年層の回
答者（18歳から25歳まで）においては、購入決定の一要素として、
広告がインクルーシブであるかどうかを注目していることが明らかに
なった（図1）。

米国の調査結果を民族／人種別にみると、アジア系・太平洋諸島系、
黒人・アフリカ系、ヒスパニック系、ネイティブアメリカン・アラスカ
ネイティブ、またはマルチレイシャル・バイレイシャルの回答者では、
ダイバーシティの推進が際立っている企業／ブランドを意識する割合
が最大2.5倍高かった。

我々の調査結果では、消費者の57％が、社会的不平等に対する行
動にコミットしている企業／ブランドによりロイヤリティを感じている
ことが明らかになっており、インクルージョンやダイバーシティのメッ
セージを発信するだけでは十分でない。将来の顧客に対してロイヤ
リティに訴えかけるのであれば、雇用や人財確保、多様なサプライ
ヤー起用、能力の異なるユーザー向け製品販売等、あらゆる領域で
公平な結果を促進していることを実証していく必要がある2。また、
我々のデータによると、高成長企業（年間収益成長率が10％以上
のブランドと定義）は成長率の低い競合他社と比較して、ダイバーシ
ティ、公平性、およびインクルージョン（DEI）の目標に関する主要
業績評価指標を確立している場合が多いことがわかっている。

出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。

18% 17%

11% 10%
13% 14% 14%

17%

35%
32%

23%

28%
30% 30%

23%

31%

自動車 旅行 アパレルと靴 美容と
 パーソナルケア

家電 家具 銀行商品と
サービス

電子機器

図1

若者層は、購入検討時に広告のリプレゼンテーションに気付くことが多い
18 ～ 25歳　　　46歳以上

本当の意味でのインクルーシブマーケティング
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我々のデータによると、
高成長企業（年間収益
成長率が10％以上と定義）
は成長率の低い競合他社と
比較して、ダイバーシティ、
公平性、およびインクルー
ジョン（DEI）に関する
主要業績評価指標を
定めていることが多い。

�本物� に共鳴する
これらの調査結果は、変化する社会の状況を反映している。米国の
国勢調査局の新たなデータによると、過去10年間で、歴史上初めて
白人の人口が減少した。人口増加の大半は自分自身をマルチレイ
シャル、ヒスパニック、およびアジア系と認識する人々で成り立ってい
る3。2021年のギャラップの調査では、自身をLGBTQと認識してい
る人の割合は2012年には3.5％だったが、2020年には5.6％に上
昇し、Z世代（2021年時点で16歳から26歳）の6人に1人が
LGBTQであることが明らかになった 4。また、世界保健機関の報告
によると、世界の人口の15％が障害を持って生活しているが、この
カテゴリは多様性を反映した広告でもめったに取り上げられていな
い5。

これらの展開の多くを見れば、企業／ブランドは特に若いZ世代の
消費者に対してどのようなメッセージの伝え方をすればよいかがわ
かるはずである。Z世代では、94％という圧倒的多数が企業に重要

な社会問題に立ち向かうことを期待しており、90％は社会にとって
有益と考えられる製品を購入したいとしている6。ただし、Z世代にロ
イヤリティユーザーになってもらうには信ぴょう性が重要である。若
い消費者は、ブランドがDEIの価値を体現するために本当に努力し
ていなければ、そのことに気付いてしまうだろう。

つまり、社会的不平等との闘いやDEIの支持にコミットすることは成
長への入り口ということだ。グローバルエグゼクティブ1,000人を対
象とした我々の調査では、最も成長している企業／ブランドは影響を
及ぼすすべての領域（労働力、市場、および社会）において、低成長
の同業他社が取らない方法で公平な結果を達成することにコミット
していることがわかった 7。高成長企業は（低成長の企業と比較して）
DEIの取り組みをより総合的に、そしてほぼすべての領域でより頻繁
に測定しており、人財獲得・定着、ブランドメッセージ、コミュニティ
への投資の4つの領域で統計的に有意な差が見られた（図2）。

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/the-equity-imperative.html
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たとえば、人財定着におけるダイバーシティの主要業績評価指標を
定めている組織の割合は、高成長企業が33％であるのに対し、低
成長企業の場合はわずか17％であった。また、高成長企業の23％
が人財採用においてダイバーシティを測定する方法を定めているが、
低成長企業では、その割合はわずか15％であった。

外部的な取り組みについても同様の違いが見られた。高成長組織の
27％がコミュニティへの投資に関する公平性の測定基準を定めてお
り（対して、低成長企業は18％）、また、高成長組織の38％がブラ
ンドメッセージ・キャンペーンに関して同様の測定基準を定めていた
（対して、低成長企業は30％）。

マーケターにとって幸運なことに、すでに経営幹部の中に擁護者が
いる可能性が高く、2021 Fortune/Deloitte CEO Surveyによ
ると、94％のCEOがDEIは自身の個人的な戦略的優先事項である
と回答し、90％が自分の組織がこのトピックの率先を目指していく
ことに賛同している8。出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、 2021年4月。

23%

人財採用目標 人財定着目標

ブランドメッセージと
イメージ

コミュニティへの
投資

プラス成長

マイナス成長

+10%

15%

33%

17%

38%

30%

27%

18%

図2

高成長企業がダイバーシティ、公平性、およびインクルージョンの取り組みを測定している領域

本当の意味でのインクルーシブマーケティング

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey.html
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マーケターはどうすれば 
社内と社外で公平性を 
向上できるのか
消費者は、当然のことながら自分と自分の価値観を代弁してくれる
企業／ブランドを応援したいと思っている。また、DEIの取り組みを
最優先事項としている組織は、舞台上でも、舞台裏でもリプレゼン
テーションを取り上げることが重要だと理解している。

マーケターはどのようにしてこれを実践すればよいのか。組織のエコ
システムをめぐっては複数の方法があるが、ここでは以下の3つに注
目した。

 • チームとサプライヤーが自社の市場を反映しているようにする。
社外において、自分たちがサービスを提供している市場を忠実
に反映しているチームは、ブランドとリーチしたい消費者との間
の文化的／デモグラフィック上の距離を縮めることができる。フリ
トレー（Frito Lay）のポートフォリオマーケティング・パートナー
シップ・メディアのシニアバイスプレジデントであるMarissa 
Solis氏は言う。「社内で誰を起用するか、ということだけではな
く、誰と仕事をするか、ということである」。「私たちは、業界に影
響を与え、それらのメッセージを偽りなく伝える方法として、文
化的な関連を得るために、多様なコンテンツクリエーター、エー
ジェンシー、ディレクター、プロデューサーとの協力を徹底した
いと考えている」9。

 • 多様な声を組織に取り込む。最高マーケティング責任者は最前
線で顧客と接する機会が多いため、その影響力のある立場を利
用して、リプレゼンテーションが足りないコミュニティのモニタリ
ングや組織への取り込みを継続的に実施し、キャンペーンでそれ
らの声や顔を取り上げる必要がある。

たとえば、美容とパーソナルケアの世界的ブランドであるAvon
は、パンデミック時に女性が最も大きな影響を受けた問題は何
かを理解するために、世界の8,000人の女性を調査した。その
結果、パンデミック中に自信を失ったと回答した割合が41％と
知ったAvonは、意識向上のために人種、民族、能力がさまざま
な女性モデルと連携して、編集されることのない真のストーリー
を女性が共有できる場として「My Story Matters」プラット
フォームを提供した 10。

 • コミットメントを測定可能にする。結局のところ、誠意がない企
業／ブランドというレッテルを貼られてしまえば、それを克服する
にはメッセージがいくらあっても足りない。これを解決するには、
単に基準を満たすのではなく、実際に測定可能な結果を生み出
すことをDEIの目標に掲げることである。

Scotiabankのグローバル最高マーケティング責任者である
Laura Curtis Ferrera氏の場合は、メッセージングを監査し、
常に説明責任が果たされていることを確認するのに人工知能
（AI）が役立っており、次のように述べている。「私たちは実際に
すべてのレベルにおいて、リプレゼンテーション（インクルーシブ
バイデザイン）に投資している。当初は手動で実施しようとした
が、非常に時間がかかる上に、見逃すリスクもある。また、人が
やると、プロセスにバイアスがかかってしまう。そのため、今は
AIで行っており、インクルーシブバイデザインの権限を管理する
役職に当たる人財を置いている」11。

結論として、次世代と人口が増加している多様なコミュニティは、ま
すます多くのことを期待している。同時に、高成長企業は、チームの
構成とリーチしたい市場との間の文化的およびデモグラフィック上の
距離を縮めている。マーケターは、自社が発信するメッセージを洗練
させるだけでなく、より公平で多様な、そして包括的な組織への変革
をサポートすることにより、偽りのないブランドメッセージの基盤を
作っていかなければならない。

Global Marketing Trends 
調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」
は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オラ
ンダに拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対
象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マー
ケティング責任者、最高情報責任者、最高財務責任者、最高
執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対
し、マーケティング機能の進化を推進するさまざまなテーマ
について考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」
は2021年5月、19カ国において、18歳以上の世界の消費
者11,500人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。
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Deloitte Consulting LLPのプリンシパルおよびデロイトのDEIクライアントサービスプラクティスのナショナルリーダーと
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オフィサーにコーチングとサポートを提供し、複数年にわたりDEI戦略を開発した経験を有する。また、デロイトの
Inclusive Leadership Experience、Inclusion Strategy、およびChief DEI Officer Transition Labsの認定ファシリ
テーターでもある。

Nathan Young | natyoung@deloitte.com
国を代表するクリエイティブ戦略家およびブランドパーパスの専門家の一人である。デロイトにおいては、Deloitte Digital
の新サービスであるEthosの「戦略」領域を主導している。同サービスでは、主に世界の主要ブランドが公平性、持続可
能性、および社会福祉に関する目標の前進に寄与する、革新的な新プログラムおよび新製品の開発支援を行っている。

Sarah Cuthill | scuthill@deloitte.com
Deloitte Consulting LLPのプリンシパルであり、現在はDeloitte USの役員会のセクレタリー、およびDeloitte 
ConsultingでDEIクライアントサービスプラクティスのアドバイザーを務めている。25年以上にわたり、人財変革とグロー
バルのタレント・モビリティ戦略の開発および実行に携わり、さまざまな業界のクライアントにサービスを提供している。

Nikki Drake | ndrake@deloitte.com
Deloitte Consulting LLPのシニアマネジャー。コーポレートガバナンス、DEI、学習とリーダーシップ、業績管理、職場
文化に関する戦略的変革、コミュニケーション、および変革プログラムを開発し、主導した経験を有する。また、The 
Equity Imperative and Government�s Equity Imperativeなど、DEIに関する最近のソートリーダーシップにも貢
献している。

巻末注 著者について

本当の意味でのインクルーシブマーケティング
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知的創造エンジンの 
構築｜人財
従来とは異なる人財戦略によって 
マーケティングと顧客をつなぐ方法
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かつてマーケティングはクリエイティブな分野と見ら
れていたが、ビッグデータと人工知能の台頭に
より、求められる仕事に変化が生じている。
今日のマーケターは、顧客に関する最も
微妙な変化について、インサイトを明ら
かにし、ブランドメッセージを彼らの日
常生活の各瞬間に結びつけることを目
指している。同様に、マーケターがこれ
らのインサイトを組織に持ち込めば、
パーパスから顧客データ戦略に至るま
で、あらゆる情報のコミュニケーションに
役立つとの期待も高まっている。（詳細は
トレンド「パーパス｜成長への指針」および
「信頼を育むヒューマンファーストなデータ体験
の設計」を参照）。

63%

100%

0%

の大卒社員が
 リモートで
 働いていている

顧客戦略に対するデータの
重要性が増すにつれ、
マーケターはより分析的スキル
の高い人財を採用しようと
考えるようになる。新たな
マーケティング人財戦略では、
創造性を保ちつつ、この変化を
遂げるためにどうすれば
よいのだろうか。
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出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021 年 4 月。

18%

30%

34%
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18%
21%

18%

24%

16%

消費財 テクノロジー・メディア・ 
テレコミュニケーション

金融サービス ライフサイエンス・ 
ヘルスケア

資源・エネルギー・ 
産業用製品

図 1

CMOはクリエイティブに関する専門能力に加え、分析に関する専門能力を重要なスキルと考えることが多い
分析およびクリエイティブに関する専門能力を最重要スキルと認識している最高マーケティング責任者

分析に関する専門能力　　　クリエイティブに関する専門能力

データ集約型が進む現在の環境では、マーケティング部門が人財採
用において分析的スキルを重視するようになっていることがすでに見
てとれる。我々がグローバルの最高マーケティング責任者（CMO）
556人を対象に調査を実施し、最高のパフォーマンスを発揮する社
員のトップスキルを回答してもらったところ、消費財業界を除くほぼ
すべての業界で、分析に関する専門能力がクリエイティブスキルを上
回った。10年前にはこのようなことはほぼなかった（図1）。

カナダの大手食品および薬の小売業者であるLoblaw Companies 
Limitedでマーケティングのシニアバイスプレジデントを務める
Meghan Nameth氏は、分析的スキルの重要性が高まっている理
由を次のように説明している。「私たちの創造性の源と創造的思考
がどこから来るかについてのパラダイムは変化している。私が今まで
一緒に働いた中で最もクリエイティブだった人の中には、データサイ
エンティストもいた。素晴らしいエージェンシーやクリエイティブな
パートナーと仕事をした経験を考えると、それは驚くべきことかもし
れない。しかし、本当に優秀なデータサイエンティストは、一見バラ
バラに思える情報を水平的につないだりもする1。」

ただし、誤解してはいけないのは、クリエイティブスキルを分析的ス
キルおよび技術的スキルと入れ替えるわけでない。データサイエン
ティスト、ストラテジスト、プログラマー、クリエイター等多様な専門
家を招集することで、足し算以上にその価値を大きくすることが重要
なのである。この取り組みは、必ずしも一筋縄でいくものではない。

28

知的創造エンジンの構築｜人財
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より協調的な思考への転換
根本的に、これらのスキルをまとめるには、優れたコラボレーション
が必要になる。しかし、従来のような線形の生産計画に慣れている
CMOは多く、そうした思考法を変えていく必要がある。この点につい
ては、特に他のエグゼクティブとCMOとを比較すると明らかである。
他のエグゼクティブが日常的にコラボレーションを最重要スキルと考
えているのに対し、CMOは他の経営幹部と比較すると、コラボレー
ションの優先度は低いと考えている（図2）。

顧客との距離を今まで以上に縮めるための創造的エンジンを構築す
るには、社内外でのコラボレーションが重要な鍵となる。そのために
は、よりアジャイルなチーム構成を設計し、インフルエンサー戦略等
外部関係の見直しを図り、顧客インサイト獲得にむけて、どうすれば
ベストなタイミングで顧客に出会えるかについて考えるのである。

出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021 年 4 月。

27%
25%

31%
28%

最高マーケティング
責任者

最高学習
責任者

最高執行
責任者

25%

42%

39%

最高人事
責任者

最高経営
責任者

最高情報
責任者

最高財務
責任者

図 2

最高マーケティング責任者は他の経営幹部と比較して、コラボレーションの優先度は低いと考えている
 コラボレーションを最重要スキルと認識しているエグゼクティブ
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アジャイルなチームにより 
知的創造性を促進する
適切な人財体制を見つけるのは簡単なことではない。また、組織的
な再設計がうまく機能しなければ、管理体制の変革に対する抵抗が
強まる。

この場合、大規模で全面的な見直しに注力するのではなく、1つの
目標だけに焦点を合わせて、より小規模でアジャイルな変更を行う
ことで対処できるかもしれない。Nameth氏は、1つの問題を解決
するためにさまざまなスキルが集約された組織体制を取るのがよい
と考えている。

組織体制的な観点からは、水平的な考え方を教え込むこと
はとても難しい。そのような考え方が自然に備わっていな
い場合に、それを補う1つの方法は、データサイエンス担
当者、データエンジニアリングチーム、グラフィックデザイ
ナー、需要創出チームをつなぐ「小グループ」を組成して、
1つの問題について異なる考え方を得ることである。たとえ
ば、自社の小売店舗に顧客を呼び込むことが目標であれ
ば消費者の行動に変化を与えうるあらゆる前兆、または瞬
間にはどのようなものがあるだろうか 2。

たとえば、Loblaw社にとっては、顧客が同社の店舗に入店する際
に考慮するさまざまなポイントを理解するということかもしれない。
「他の店に向かっている顧客に対して、当社の店舗の価格設定の方
が有利だと広告を通じて気づかせたり、顧客が他の店舗の場所を検
索するときにデジタルを使って割り込んだりすることなどが挙がるか
もしれない3。」

もう1つ複雑なことは、グローバルでの一貫性である。オランダを拠
点とする金融会社Aegonのチーフコミュニケーションオフィサーであ
るNanne Bos氏は次のように述べている。「グローバルマーケティ
ングに対する最も効果的で将来性のあるアプローチは、集中でも分
散でもなく、柔軟性を持たせつつ、市場全体の一貫性を高めること
である。」Bos氏はまた、「これはグローバル デザイン ハブを設定す
ることで実現可能である。ローカルの顧客体験チームがそこからデ
ザイン要素をダウンロードできるばかりでなく、ローカルチームのデ
ザイン要素もそこにアップロードできるようにすれば、その要素を他
の市場でも使用できるようになる」と述べている4。

エージェンシーとインフルエン
サー：カルチャーのスピードに
合わせたクリエイティブ
多くの企業／ブランドにおいて、クリエイティ
ブの中核をエージェンシーが担っているこ
とが多い。しかし、大半のエージェン
シーは様々なクライアントと関係して
いるため、仕上がりがやや一般的に
ならざるを得ないこともある5。その
中でソーシャルインフルエンサーは
「うってつけの、頼りになる」スポー
クスパーソンとして爆発的な人気を
博している。インフルエンサーたち
は誰よりも製品や顧客に近いところ
にいるのである。

企業／ブランドはインフルエンサーを、製品のレビューワーのように
近視眼的に捉えるのではなく、むしろ、クリエイティブエージェンシー
の次の役割を担う存在と捉えるほうが良い。実際、あるエンターテイ
ンメント企業は現在、ターゲット層の有名インフルエンサーにクリエ
イティブ・ブリーフを渡し、クリエイティブコンテンツの開発支援を依
頼している6。これは、関係性を「インフルエンサー」から「クリエー
ター」に移すとともに、これらの個人をブランドの中心に据えること
により、クリエイティブのより全体的な課題に取り組もうとしているこ
とを意味する。この現象は、The Sims 4というゲームの中で行われ
た、社会的インフルエンサーが主導する「100 Baby Challenge」（誰
がデジタルベビー100人を最速で作ることができるかについて競い
合うゲーム）において、有機的な動きとして見られた 7。重要なのは、
インフルエンサーは単に製品をレビューしただけではなく、ユーザー
の行動に影響を与えたという点だ。ブランドは、課題やクリエイティ
ブ・ブリーフを通じてブランドとインフルエンサーとの関係を強化す

ることで、同様のことを行うことが可能なのである。

オーストラリアを拠点とするANZ（オーストラリ
ア・ニュージーランド銀行）でマーケティング
およびブランド戦略の責任者を務める

Kjetil Undhjem氏は、インフルエンサー
戦略について議論した際に次のように
述べている。「インフルエンサーは、
有名だから選べばいいというもので
はない。対象に興味があり、支持者
がいる人を選ぶ必要がある。そのよ
うなインフルエンサーを選べば、コ
ンテンツの作成方法については、か
なり自由に任せることができる8。」こ
れはインフルエンサー側にも経済的幸
福等、企業／ブランド側の主旨を理解し
てもらうことが前提、ということである。

知的創造エンジンの構築｜人財
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中国をはじめとする複数の地域ではすでにインフルエンサーエージェ
ンシーが続々と誕生しており、当該地域のインフルエンサーマーケ
ティング業界は世界の数年先を行っている9。世界的なソーシャルメ
ディアプラットフォームであるTikTokは先ごろ、インフルエンサーが
「ブランドに戦略的な助言を提供」する「クリエイターキャンプ」の主
催を開始した 10。

リモート人財を融合して 
スキルを補い合う
最適なチーム設計であっても、成功するには適切なバックグラウンド
やスキルが必要である。グローバルを対象とした回答者11,500人
を対象とした我々の調査では、大卒の従業員の63％が在宅勤務で
あることから、マーケターはこのデジタル／フィジカル双方を組み合
わせた仕組みを成功させるためのチャンスと配慮の両面に直面して
いる。

間口を広げる
オンラインの化粧品会社であるYounique ProductsでCMOを務
めるSteve Carlile氏は、リモートワークが増加したことで、ブランド
の人財調達方法が大きく変化し、同社にとって戦略的なメリットなっ
ていることを感じている。そのメリットには、専門的なスキルにアクセ
スできること、より多様なワークフォースを構築できること、そして、
特に、従業員とビジネスパートナーおよびサプライヤーの地理的距
離が近づくことが含まれる。Carlile氏は次のように説明している。「私
たちは、地理的な範囲を広げることで適切な人財を見つけることが
できた。それは計画通りだった 11。」

Youniqueは、拠点のユタ州からリモート範囲を広げることで、自社
のR&Dおよび製品マーケティング機能を強化することができた。ま
た、Youniqueは米国の東海岸および欧州を拠点とする企業を製造
パートナーとしているが、「これらの製造パートナーと目と鼻の先の
距離」でR&Dの責任者を採用した。また、多様性という観点では、
ユタ州は比較的均質な人口構成であるが、同社がサービスを提供す
る顧客の多様性をより反映させた人財ベースを築くことができた。こ
れは、企業／ブランドが文化との関連性を得る際にますます重要な
側面になっている。

ハイブリッドを最適化する
リモートワークが続く中、ハイブリッドについては、考慮すべき新要素
が出てきている。健康保険会社のAnthemでCMOを務めるBill 
Beck氏は、戦略的業務の重要な各部分で、現場の協力に向けて一
致団結していく力を目の当たりにした。具体的には、Anthemが新し
いクリエイティブプラットフォームを設計していたときのことであり、
Beck氏は、プラットフォームの実行を検討するためにチームが一丸
となって取り組んだことをプロジェクト開発の重要なターニングポイ
ントとして捉えていた。Beck氏は、「あの時、一緒にいることの大切
さを思い知らされた。特にマーケターとしてはクリエイティブな側面
からのフェイスツーフェイスによるコラボレーションはハイブリットの
目指すところだ」と語っている12。

CMOにとって、これは組織の再設計というよりも、文化的な変化に
近く、人を引き付けるクリエイティブを作り出すという共通の目標に
向けて、マーケターがどう動くのかを作り変えるものである。

Global Marketing Trends 
調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」
は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オラ
ンダに拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対
象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マー
ケティング責任者、最高情報責任者、最高財務責任者、最高
執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対
し、マーケティング機能の進化を推進するさまざまなテーマ
について考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」
は2021年5月、19カ国において、18歳以上の世界の消費
者11,500人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。
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で顧客価値を高め、ビジネスの評価と学習ならびに将来持続性の設計に取り組む。また、テクノロジーが可能にする、顧
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知的創造エンジンの構築｜人財
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クッキーのない世界で 
顧客に出会う
高成長企業がファーストパーティデータ戦略を 
見直す方法
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61%
の高成長企業がファースト
パーティデータ戦略に
移行している一方で、

40%

同様の回答をした
低成長企業はわずか

であった。

マーケターは、ブランドと顧客の関係を強化するために、過去10年間にわたり、デジタルの世界で
新たな試みに挑戦してきた。たとえば、ソーシャルメディアチャネルの急増により、BtoCおよびBtoB
の両方で顧客とやり取りする方法は変化した 1。同時に、ビッグデータと人工知能（AI）の進歩により、
マーケターは顧客をより的確にターゲティングしてメッセージを送ることができるようになり、さらに、
これらのアプローチの有効性を測定することも可能になった。これらの進歩で重要なのがサードパー
ティクッキー（第三者が保存するサイトから取得・使用されるデータ）である2。

サードパーティクッキーが
次々に廃止される中、
マーケティングはどのように
すればデータで効果的な
ターゲティングと顧客への
関与を実現できるので
あろうか。
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現状は、逆の方向、つまり、データプライバシーの方向に向かってい
る。消費者は、自分に関係する広告をありがたく感じる一方で、個人
情報、購入選好、閲覧習慣のデータがどのように使用されているか
を懸念している。（詳細はトレンド「信頼を育むヒューマンファースト
なデータ体験の設計」参照）。この傾向を受け、規制が厳格化され
たことから、多くのウェブブラウザやテクノロジー企業がサードパー
ティクッキーを廃止しており、今後もさらなる変更や制限が予想され
る。

サードパーティクッキーが徐々に廃止されていくと、マーケターが質
の高い見込み客を見つけたり、あるブランドの製品を検討したもの
のおそらく購入をやめた顧客に再度働きかけたり（�漏れ出る漏斗に
栓をする�）、デジタル広告キャンペーンの効果を測定したりするなど、
無数の方法で顧客と効果的に関わろうとするマーケターの能力が阻
害される可能性がある。

マーケティング組織は、適切なキャンペーンを提供し続けながら、こ
うしたユーザの不安な気持ちや規制に対応していくために、ファース
トパーティ（訪問するウェブサイトが保存するクッキー）データの活用
に軸足を移すことで、戦略的な取り組みを継続していくことができる
であろう。

マーケターが自社のデータ戦略を見直す一助とするために、1,000
人を超えるグローバルエグゼクティブを対象とした我々の調査から
得たインサイトを基に、高成長企業（過去1年間で成長率が10％以
上の企業と定義）では絶え間なく進化する現在のデータ環境におい
てどのように先を進んでいるか、またどのようにファーストパーティの
ユースケースの展開を成長率の低い同業他社よりも戦略的に実施し
ているかを見てみよう。

ファーストパーティデータを 
率先する
重要なのは、高成長企業がファーストパーティデータ環境への移行
を率先して行っているということである。実際、エグゼクティブサー
ベイの結果では、ファーストパーティデータ戦略に移行していると回
答した割合は、高成長企業が61％だったのに対し、低成長企業で
はたった40％であった（図1）。これは、高成長組織の方が、急速に
変化する環境の先を行くことを、より差し迫った必要性として認識し
ているためだと思われる。

グローバルBtoBテクノロジー企業であるVMwareは、まさにこの
変化する状況の先を進んでいる。最高マーケティング責任者（CMO）
のCarol Carpenter氏は、VMwareがどのようにして「ルールや規
制を超えた、よりグローバルで一貫性のあるアプローチ」を取り、顧
客に自身のデータに対する主体性を与えているかについて述べてい
る3。これにより、地域間での一貫性が向上するだけでなく、クッキー
のない世界への備えが可能になる。

出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。

61%
52%
40%

+10%成長
1%～ 10%成長
マイナス成長

サードパーティクッキーの
使用が減少する中、あなたの
組織は、データ戦略をより
ファーストパーティデータを
利用した戦略に変更する
ことを計画していますか？

図1

高成長企業はファーストパーティデータ戦略の
開発を率先している

クッキーのない世界で顧客に出会う
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高成長企業のCMOは、特に2つの重要な分野において、より洗練
された方法によってファーストパーティデータを展開しており、低成長
企業よりもかなり先を言っている。2つの分野とは、ダイナミッククリ
エイティブの最適化によるパーソナライズされたコンテンツの配信
（51％対36％）、およびプログラマティックメディア経由でユーザー
に広告を配信するためのデータ使用（49％対29％）である。その一
方で、低成長企業では、最適化された電子メール（68％）や予測的
／傾向スコアによるマーケティング（57％）など、従来の方法でファー
ストパーティデータを使用することに重点を置いている。ただし、こ
の点においても他社に大差をつけているわけではない（図2）。

出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。
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20%

10%

30%

40%

50%

60%

70%

ダイナミック
クリエイティブの最適化

プログラマティック
メディア

予測的／傾向スコアによる
マーケティング

パーソナライズされた
クリエイティブ

最適化された
電子メール

図2

高成長企業の最高マーケティング責任者はファーストパーティデータをより洗練された方法で使用している
ファーストパーティデータのマーケティングユースケース

マイナス成長　　　　1%～ 10%成長　　　　+10%成長
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（成長）リーダーに続け
このように、データ使用について新しい概念を作っていく場合、新た
な課題へ直面するかもしれない。しかし、より洗練された方法で
ファーストパーティデータを展開し始めたばかりの企業／ブランドで
あろうと、その準備段階にある企業／ブランドであろうと、いずれは
始める必要がある。

データリセットボタンを押す
多くの低成長企業で見られたように、電子メールの最適化はファース
トパーティデータが直接的な基点となっているため、出発点としては
自然である。しかし、より包括的で長期的なファーストパーティ戦略
を設計するには、データインフラストラクチャの全体像を把握する必
要があり、技術環境と運用環境の両方を完全に見直さなければなら
ないことが多い。

顧客データアプローチを全面
的に見直すとは、すなわち以
下を意味する。

 • サードパーティクッキーへ
の依存度を判断する。デ
ジタル領域で顧客にどの
ようにリーチしてメッセー
ジを伝えているのかを明
確に把握し、サードパー
ティクッキーに依存してい
る顧客とのやり取りがど
れくらいあるかを判断する

ことが重要である。選択肢の1つは、「クッキー計算機」を導入
して、組織がサードパーティクッキーに依存している部分を可視
化することである。

 • 新たなデータインフラストラクチャを構築する。ファーストパー
ティデータの収集に対応するには、包括的な顧客データプラット
フォーム（CDP）など、カスタマージャーニー全体を通じたさま
ざまなデータソースをつなげるのに役立つ、十分なインフラスト
ラクチャを確立することが不可欠である。

これらのリスク、機会、および優先順位を明確に理解することができ
れば、土台となる基盤の整備が進み、新たな試みという楽しいフェー
ズが始まる。

繰り返し試してみる
サードパーティクッキーの廃止は困難かもしれないが、企業やブラン

ドが主要な顧客との関係発展
のために新しいことを試す機
会にもなる。高成長企業の傾
向として見られたように、ダイ
ナミッククリエイティブの最適
化、プログラマティックメディア、
傾向スコアによるマーケティン
グ等、一部の企業では多くのこ
とを試している。マーケターは
このことを念頭に置いた上で、
ファーストパーティデータ戦略
の実行を確実に成功させるの
に役立つ次の3つの重要なア
クションを検討する必要がある。

 • より大きな消費者価値を通じて、独自のファーストパーティデー
タを構築する。自社ブランドのためにファーストパーティデータ
の開発に注力しているマーケターは、独自のデータインサイトと
長期的な評価を構築することで、これらの顧客にリーチする機
会を増やすことができる。これを行う1つの方法は、データと引
き換えに価値を提供することである。「より完全なデータプロファ
イルが構築される中で（あるいは顧客がそれを可能にしてくれる
状況において）、顧客体験が豊富に集まるサービスのエコシステ
ムを構築することで、この課題にアプローチできるかもしれない」
とバンク・オブ・アメリカの前リサーチ・エグゼクティブである
Mack Turner氏は述べている4。これは、ロイヤルティプログラ
ム、AIのWebアシスタント、ゲーミフィケーションなどの顧客価
値イニシアチブを通じて実現できるだろう。

より洗練された方法でファースト
パーティデータを展開し始めた
ばかりのブランドであろうと、
その準備段階にあるブランドで
あろうと、どの組織もいずれは
始める必要がある。

クッキーのない世界で顧客に出会う
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Global Marketing Trends調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オランダに拠点
を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マーケティング責任者、最高
情報責任者、最高財務責任者、最高執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対し、マーケティング機能の進化を推
進するさまざまなテーマについて考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」は2021年5月、19カ国において、18歳以上の世界の消費者11,500
人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。

 • エコシステムパートナーとの関係を深める。マーケターは自社の
ファーストパーティデータを育てるために、社外に目を向ける必
要があるかもしれない。巨大テクノロジー企業やメディアパブリッ
シャーは、膨大な量の独自のファーストパーティデータを持って
いるため、マーケターは社内でのデータ開発を強化するために、
そのようなパートナーとの関係を強化し、これらのウォールドガー
デンが所有するデータとそれに伴うインサイトへのアクセスを獲
得する必要がある。

 • 分析を再考する。サードパーティクッキーがなくなると、新規の
見込み顧客創出とリターゲティングは個別化されにくくなる可能
性が高い。だが、企業は顧客との関係を確立し、維持し、深める
ために、分析とターゲティングの使用方法を見直す必要がある。
たとえば、テクノロジー企業やプラットフォーム企業は、焦点を
個人からコホート（たとえば、サッカーファンや編み物好きの人

など、同様の関心を持つ人々のグループ）に移すことをすでに提
案しているが、これは、マーケターが個々のユーザーの詳細を必
要とすることなく、グループを対象とした広告を配信できるように
することを目指すものである。

マーケターが優先順位付けと新たな試みを行う一方で、CDPからの
インサイト、コホート分析、およびエコシステムパートナーとのより深
い関係を組み合わせたマルチチャネルな測定アプローチを取ること
が成功へのプロセスとなる可能性が高い。

この先は減速せざるを得ない障害がさらに予想されるが、最終的に
は、ファーストパーティデータへの移行により、企業はカスタマー
ジャーニーをより深く理解できるようになるだろう。したがって、今後
も新たな試みに取り組み、測定と改善を続けていこうではないか
（シートベルトを忘れずに！）。
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クッキーのない世界で顧客に出会う
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信頼を育むヒューマンファー
ストなデータ体験の設計
顧客（および顧客データ）との 
インタラクションを通じて信頼を構築する方法
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53%
の消費者がアクティブな
デバイスリスニングは
不快だと回答している

あなたが買い物アプリをダウンロードしてプライバシーポリシーに同意すると、画面上に
あるアイコンの背後にある企業は、あなたについて多くのことを知ることができる。どの
銀行に口座を持っているか、インターネットで何を買う傾向があるか、また、通常インター
ネットを閲覧する際のおおよその時間を知ることが可能になる。

マーケティングは以前から
詳細な顧客データを使用して
顧客体験を改善してきた。
しかし、データトラッキングに
反発が募る今日において、
セキュリティ機能は
マーケティングと連携して
顧客の信頼を深めることが
できるのだろうか。



44

マーケターは詳細情報をすべて吸い上げる。しかし、消費者データ
となると有用さと過剰な使用は微妙なバランスを取っている。位置
情報追跡、デバイスリスニング、およびサードパーティクッキーに基
づくおすすめ情報は、スマートテクノロジーは単に詮索好きであるば
かりか、押し付けがましいという不快さを感じさせてしまうことがある
（詳細はトレンド「クッキーのない世界で顧客に出会う」参照）。その
結果、人々は自分たちのあらゆる動きを追跡する企業／ブランドの
考え方には、反発を強めるようになっている。

同時に、この豊富な顧客データにより、組織内にパラドックスが生ま
れる可能性がある。最高情報セキュリティ責任者（CISO）が率いる
サイバーチームが個人情報の保護とプライバシー規制の遵守に取り
組んでいる一方で、同じ組織内のマーケティング担当者は、より良い
顧客体験を生み出すことを期待して、これらの情報を求めている。

それでは、最高マーケティング責任者（CMO）とCISOは、このデー
タを適切に使用して消費者の信頼を築くためにどのように連携すれ
ばよいのだろうか。

詳細を知るために、我々は19カ国において、グローバルの消費者
11,500人を対象に調査を行った。当該回答は、データの使用が有
用だと考える人と、不快だと感じる人のバランスについて理解を深
めるのに役立った。

関係性を最優先にする
個人情報の使用がどのように信頼を構築し、あるいは損ねるのかを
調査するために、消費者と企業／ブランドとの関係を考慮しながら、
消費者が特定のデータのインタラクションをどのように受け止める
かを調査した。

我々の調査では、顧客データを使用する10のブランドインタラクショ
ンを提示し、「不快」から「役立つ」までのスケールで回答者に評価
を依頼した。次に、これらの評価を基に、インタラクションが役立つ
と回答した人と、不快だと回答した人の差を計算し、「役立つ」の正
味スコアを作成した（回答が中立の場合は含めなかった。図1参照）。

たとえば、回答者の68％は、定期的に購入するブランドが商品の
セール時に通知を出すのは役立つと回答した。それに対して、11％
がこれらの通知を不快に感じているため、「役立つ」の正味スコアは
57％（最高スコア）になる。その対極では、デバイスが自分の話を
聞いているように感じた場合に、否定的な反応が返ってきた。たとえ
ば、カフェインが欲しいと友人とチャットしているときに、自分のソー
シャルメディアフィードにコーヒーの広告が表示されるような場合で
ある。このケースに関しては、26％がこのインタラクションは役立つ
と回答したが、53％は不快だと回答した（正味スコアとしては最低
の -27％）。

信頼を育むヒューマンファーストなデータ体験の設計
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関係性あり関係性なし

詳
細
な
追
跡
あ
り

詳
細
な
追
跡
な
し

位置情報追跡によるおすすめ情報
8%

0%

60%

-30%

アクティブリスニング
-27%

お気に入りのブランドからの位置情報追跡によるおすすめ情報
10%

Web履歴を追跡するクッキー
11%

ブランド調査による顧客への電子メール配信
24%

IoTセンサーによるおすすめ情報
35%

ブランド・
リレーションシップ・
セール通知

57%

ブランド再購入通知
36%

お気に入りブランドによる来店オファー
38%

ウェアラブルをベースとした購入のおすすめ情報
13%

図1

顧客は追跡のレベルとブランドとの関係状況に基づいてブランドインタラクションを評価する 
「役立つ」の正味スコア

関係性確立済み　　　　関係性確立済みで詳細な追跡あり　　　　詳細な追跡のみ—関係性なし

我々はすべてのシナリオで、以下のパターンが見られることに気が付
いた。

 • 関係性が確立されていることが前提。私たちは皆、ある程度デジ
タルによって監視されている。しかし、消費者は、サードパーティ
クッキー、位置情報追跡、またはデバイスリスニングを含むシナ
リオを提示された際、ほぼ例外なく、このような詳細な追跡方法
を含まないシナリオより低いスコアを付けた。これらのシナリオ
については、消費者がそのブランドと何らかの関係がある（たと
えば、以前に購入したことのあるブランドやメールアドレスを教
えたことのあるブランド）ことを明示的に知らされていなかった
場合に、特にスコアが低かった。

一方、ブランドとの関係が基礎にあり、詳細な追跡を伴わないシ
ナリオのほとんどが、最も役立つインタラクションとして顧客か
ら評価された。これらのやり取りには、スペシャルオファーや再
購入に関するタイムリーなリマインダーなど、顧客のメリットに
なる案内が含まれていた。当該シナリオに詳細な追跡が含まれ
ていなかったことは、顧客の主体性が重要であることを示してい
る。言い換えれば、これらのシナリオでは、顧客側の条件に基づ
いてデータが展開されているのである。

 • 詳細な追跡の実行は、関係性が確立されていても、綱渡りのよ
うな行為。詳細な追跡を実施するシナリオについては、関係が確
立されている場合には、関係が確立されていないシナリオよりも
総じてポジティブな反応であったが、詳細な追跡をまったく実施
しない場合と比較すると、やはり評価は低かった。確立された関
係と詳細な追跡を組み合わせた3つのシナリオのうち、「確立さ
れた関係」のシナリオと同様の評価を得たのは、「お気に入りの
店舗で商品棚を見て回る顧客にデジタルオファーを提供する」の
1つだけだった（「役立つ」の正味スコアが38％）。
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まとめると、強い関係性を育むことは、信頼を構築し、消費者に価
値と主体性を与えるような、役に立つデータ体験を提供するところ
から始まるということがわかる。

信頼を育むコツ： 
透明性、価値、安全性
信頼は強力な顧客関係を構築するにあたり非常に重要だが、ブラン
ドがこれをうまく行うにはどうすればよいだろうか。その1つの方法
は、信頼を実行可能な要素に分けることである。

意志の力と価値
何が信頼を築くのか、また、信頼により将来の行動がどう予測できる
かについて理解するために、先ごろ我々は7,500人の消費者と従業
員を調査した。この分析により、人間性、透明性、信ぴょう性、ケイ
パビリティという4つのシグナルが信頼の基礎を形成していることが
わかった（詳細は消費財業界における信頼に関するデロイトの記事
参照）1。

信頼されるデータ体験には、透明性と人間性が最も重要である。実
際、ブランドが透明性と人間性を示している場合、製品の改善に役
立つ個人情報を顧客が提供する可能性が2.5倍高くなり、想定より
も多くの価値を受け取ったと感じる可能性が1.7倍高くなる2。

Sixteen Mile Strategy Groupの社長であり、北米随一の大手銀
行でCMOを務めたことのあるChris Stamper氏は、同様のテーマ
が市場にも及んでいると認識している。「データをどのように使用す
るかに関して、透明性と顧客とのエンゲージメントは非常に重要で
ある。次に大事なのは価値の証明である。これは、価値の創造につ
いて、顧客にどう伝えればよいか、そして自社の提供するモノやサー
ビスを顧客にオプトインおよびオプトアウトしてもらうにはどうすれ
ばよいか、ということである3。」

コンピテンシー：企業／ブランドが 
自社の約束を守るのにサイバーが役立つ
最も透明性の高い（心からの善意から発せられた）メッセージであっ
ても、企業／ブランドが顧客との約束を守らない場合には、信頼は
損なわれる。実際、信頼性が高く、能力が備わっていると認識してい
る企業／ブランドに対しては、顧客がデジタル情報を提供する可能
性が1.6倍高くなる4。したがって、信頼を得るためのもう1つの重

要な要素は、企業／ブランドに顧客データを安全に保つ能力がある
ことを証明することである。

特に経営幹部／リーダーがそういった目標に向けて協力することに
不慣れな場合は、社内全体で信頼を築く必要がある。これは、領域
を分けて、顧客のデータセキュリティを別のチームの責任にする、と
いうということではない。マーケターは企業／ブランドのレピュテー
ションの管理者として、エンゲージメントの初めからサイバーセキュ

リティのリーダーと密に連携することを意味する。

フリトレーのポートフォリオマーケティング、パートナーシップ、
およびメディアのシニアバイスプレジデントであるMarissa 
Solis氏は、変化が起きている、と述べる。Solis氏は、エン
ゲージメント戦略について考えていた数年前はサイバーは最
重要事項ではなかったが、多くのことが変化した今では、「セ
キュリティが消費者の信頼を構築するための当たり前の要素
の1つになっている」ことを認めている。「セキュリティ、情報
システム、またはテクノロジーといった要素は、インフラの基
礎であり重要である。そのため、消費者エンゲージメントの
イメージとビジョンを描く際、私たちは彼らと連携することに
なる5。」

CMOとCISOが協力することで、データ収集という選択がもたらす
影響を理解し、顧客へのリスクを最小限に抑える努力を行うことが
できる。たとえば、サードパーティベンダーが買い物アプリを開発し
ている場合に、CMOはCISOと協力して、そのアプリの開発に包括
的なセキュリティ評価とテストが含まれていることを確認することで、
顧客データが保護されていることを確認することができる。

ブランドとの関係が基礎にあり、
詳細な追跡を伴わないシナリオの
ほとんどが、最も役立つ
インタラクションとして顧客から
評価された。

信頼を育むヒューマンファーストなデータ体験の設計

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200706-hub-trust-hx.pdf


47

2022 Global Marketing Trends

消費者のプライバシー環境をかじ取りしていくことは、ますます困難
な試みとなっている。それでも、透明性に基づいた消費者データの使
用を行い、常にニーズを念頭に置くのであれば、（不快さを感じさせ
ることなく）消費者の意思決定を向上し、全体として有用なブランド・
リレーションシップが達成できることもわかっている。信頼を構築す
るのは難しいが、信頼を育むヒューマンファーストなデータ体験の設
計を開始する方法のヒントについては、図2を参照にしてほしい。

Global Marketing Trends 
調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」
は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オラ
ンダに拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対
象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マー
ケティング責任者、最高情報責任者、最高財務責任者、最高
執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対
し、マーケティング機能の進化を推進するさまざまなテーマ
について考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」
は2021年5月、19カ国において、18歳以上の世界の消費
者11,500人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。

図2

信頼を育むヒューマンファーストなデータ体験の設計
組織が顧客最優先のデータ体験を設計する際の4つの重要な考慮事項 

消費者に信頼されるまでは、
詳細な追跡方法によって
進めることはできない。

主体性は選択に等しい。
選択肢を与えられることで、
顧客は運転席に座り、自分に
合ったデータ体験に調整できる。

成功するプログラムを
計画したければ、できるだけ
早くサイバーセキュリティを
組み込む。

特定の個人情報が必要な理由と
その使用方法を簡単な言葉で伝え、
顧客がいつでもオプトアウト
（個人データの第三者への提供を
本人の求めに応じて停止すること）が
できる選択肢を与える。

1

2

3

4

関係づくりから始める 権限は顧客に与える 初日からプライバシー
チームとセキュリティ
チームを関与させる

「長すぎて読んでいない」
について考える 
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1. Deloitte Digital、A new measure of trust for consumer industries、
2020年。

2. 同上。

3. 2022 Global Marketing Trends調査の一部として2021年5月から8月ま
でに実施されたエグゼクティブ・インタビューから引用。

4. Deloitte Digital、A new measure of trust for consumer industries。

5. 2022 Global Marketing Trends調査の一部として実施されたエグゼクティ
ブ・インタビュー。

Ashley Reichheld | areichheld@deloitte.com
Deloitte Digitalのプリンシパル。消費財業界のカスタマー、ブランド、およびエクスペリエンスプラクティスリーダーを務
める。クライアントによるブランドとエクスペリエンスの再定義を支援し、顧客、従業員、およびパートナーにとって重要な
瞬間を形作ることに20年の経験を有する。HX TrustID™の開発者であり、信頼の構築、ならびに企業が価値創造と人々
や市場との間に強いつながりの構築を実現するよう、熱意を持って取り組んでいる。

Emily Mossburg | emossburg@deloitte.com
Deloitte & Touche LLPのプリンシパル。現在はデロイトのグローバルサイバーリーダーを務めている。デロイトのグロー
バルサイバー戦略を主導し、プラクティスのグローバルリーチ、革新的なサイバー機能、および世界で20,000人を超える
サイバープロフェッショナルチームの継続的な発展と拡大を推進している。また、CIO、CTO、CISOを含む、クライアント
企業のリーダーの信頼できるアドバイザーとして、膨大な数のエンタープライズセキュリティの課題やプログラムの改善に
対応している。

Michelle McGuire Christian | mmcguire@deloitte.com
Deloitte Digitalのプリンシパル。エクスペリエンス・マネジメント・ハイブリッド・アセット事業でナショナルマーケットオファ
リングリーダーを務め、Go To Market戦略、資産運用、および米国のビジネスの全体的成長を担当している。また、最高
マーケティング責任者、最高データ責任者、最高デジタル責任者、および最高体験責任者に対して、広告、マーケティング、
およびコマースのパフォーマンスに関するマネージドサービスとパフォーマンス管理のオファリングを担当している。

Tan Wei Sun | tanwsun@deloitte.com.cn
Deloitte Consulting Chinaのパートナーであり、広告、マーケティング、およびコマースのサービスオファリングを主導し
ている。デジタル戦略、デジタルマーケティング、CRM、データ、およびeコマースといったテーマに焦点を当て、デジタル
トランスフォーメーションジャーニーに沿ってクライアントにサービスを提供することに専念している。

巻末注 著者について

信頼を育むヒューマンファーストなデータ体験の設計



49

2022 Global Marketing Trends



50

End to Endな 
ハイブリッド体験の向上
物理的環境およびデジタル環境を対象とした 
人間中心設計方法
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企業／ブランドが、
変化する顧客の好みに
対応した新たなデジタル
体験を提供している今、
次のステップはハイブリッドな
顧客体験の充実である。
それには人間中心設計が
役立つだろう。

私たちの生活は突如として物理的なものからデジタ
ルなものへと変化したが、驚くべきことに、多く
の企業／ブランドがこのようなデジタル体
験の提供に長けている。遠隔医療のおか
げで、医師の診察を受けるまで数週間
待たずとも、15分のオンライン診療を
すばやく予約できるようになった。多く
のビジネスがリモートワークのメリッ
トを享受し、それを働き方として恒
久化してしまった（トレンド「知的創
造エンジンの構築｜人財」参照）。そ
して、eコマースが主なショッピング方
法として爆発的に普及した。

75%
のエグゼクティブが、

今後12カ月でハイブリッド
体験への投資を増やすと

回答した
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企業／ブランドがデジタルでのサービス提供にうまく対応しているよ
うに思われる今、次の課題は物理面とデジタル面のベストな統合、
言い換えるとハイブリッドな体験を提供することである。実際、1,000
人を超えるグローバルエグゼクティブを対象に調査を実施したところ、
75％が今後12カ月間でハイブリッド体験への投資を増やすと回答
した。図1に示すように、多くのエグゼクティブが、パーソナライズ
（43％）、革新（43％）、顧客とのつながり（40％）、およびインクルー
ジョン（38％）の向上においてハイブリッドに期待している。

このように相互に関連する体験を創出するには、多くの課題がある。
多くのケースでデジタルが期待を上回っているならば、人々はハイブ
リッドな体験にそれ以上を期待するようになる上に、チャネルの急増
により、複雑さがさらに増すだろう。さらに、優れた体験の創出は、
消費者データの分析に依存するものだが、データがどう使われるか
ということに対して人々はより敏感になっており、サードパーティクッ
キーも廃止されつつあることを踏まえると、消費者データの取得は
ますます困難になる（トレンド「信頼を育むヒューマンファーストな
データ体験の設計」および「クッキーのない世界での顧客に出会う」
参照）。

ヒューマンファーストな設計で 
ハイブリッドな体験を 
向上させる
物理的体験とデジタル体験の一番良いところを組み合わせることに
ついては、我々はすでに後戻りできないことを認識している。大学教
育では、現在、米国の学生の大多数がデジタル学習と対面学習の両
方のオプションを望んでいるし1、ドイツでは、大多数の教授が「デジ
タル要素」を使って向上した対面教育等、パンデミックの収束後もハ
イブリッド要素を維持したいと述べている2。別の調査によると、米国
の90％近くの患者が緊急以外では遠隔医療を使い続けたいと考え
ており、半数以上が遠隔医療のおかげで、より気軽に医師の診察が
受けられると述べている3。出所：Deloitte Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。

38%
より包括的な体験を
提供するため

40%
人々がつながりを
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するため

43%
製品／サービスの

パーソナライズを向上させるため

オファリングの革新性を
高めるため

および

図1

エグゼクティブがハイブリッド体験に
投資している理由

End to Endなハイブリッド体験の向上
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それでは、ブランドは何をすべきなのだろうか。これらの体験の向上
という要求を満たすには、まず、人間を最優先させること（ヒューマ
ンファースト）が最善である。つまり、人間中心設計を原則として進
めるのがよいだろう。人間のニーズを中心として、好みの難しい個人
を体験の共同作成者として関与させ、急速なイノベーションを図るこ
とで、ブランドは物理的でもありデジタル的でもある体験を、消費者
が期待するように機敏で柔軟な体験にすることができる。

企業がハイブリッドな体験を向上する一助とするために、選択肢の拡
大、フィードバックの統合、および技術的なインフラストラクチャへの
投資によって、これらの設計原則をどのように実践していくかについ
て考える。

よりパーソナライズな選択を可能にする
顧客を理解し、好むチャネルを介して顧客に出会うことが、彼らの体
験をパーソナライズするのに役立つ。また同様に重要なのは、顧客
が望む場で関わりを持つということだ。たとえば、11,500人を対象
としたデロイトのグローバルサーベイでは、若い世代が新しいチャネ
ルに引き寄せられており、これらの世代では、年配の世代と比較して、
ソーシャルメディア、音声アシスタント、VRヘッドセットを使って買い
物をすることが多いことがわかっている（図2）。

ネブラスカ州のBlue Cross Blue Shieldで最高マーケティング・コ
ミュニケーション・ストラテジー責任者を務めるMalorie Maddox
氏は、健康保険会社として、技術的に熟練した若い保険加入者とは、
アプリ、ソーシャルメディア、ストリーミングサービスを介して関わり
合っていることを明かした。一方で同社は、Medicare Advantage
やMedicare Supplementの一部の加入者が好む、テレフォンバン

出所：Deloitte Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ、2021年5月。

41%

22%

11%
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15%

6%

ソーシャルメディア
プラットフォーム

VRヘッドセット 音声アシスタント

図2

若い世代の方が新しいチャネルを通じて買い物を
することが多い

18~25歳　　　　46歳以上

キングや対面でのやり取りなど、比較的従来型のチャネルを通じても
コンテンツを提供し続けており、同氏は以下のように発言している。
成功の出発点は「自分の地域のデモグラフィックを知ることだ。我々
はネブラスカ州のことを知り尽くしており、特定の郡のそれぞれにお
いて、ネブラスカ州民が直面している健康上の課題を確認することが
できる。そして、彼らが自分の課題に対処できるようにコンテンツを
調整している4。」

顧客に合わせてチャネルを調整することで、ブランドはより包括的な
体験を提供することもできる。その一例として、ある調査によると、
70％のサイトは認知機能障害、視覚障害、聴覚障害のある人がアク
セスできないものになっている5。しかし、チャネル戦略を音声アシス
タントなどの他のオプションにまで広げると、ブランドはさまざまな顧
客のニーズをより適切に満たすことが可能になる。

これらの物理的およびデジタル的オプションは、エンドユーザーと共
同で構築したときに最も役立つものになる。数年前、英国を拠点と
するスーパーマーケットチェーンのSainsbury�sは、店内の買い物ア
プリであるSmartShopを試験的に運用した。当初の意向は、人々
が列に並ばずにモバイルデバイスで決済できるようにすることだった。
しかし、Sainsbury�sは、多くの顧客が依然として対面でのレジ対応
を望んでいることを知ったため、これを学びの機会として、
SmartShopをより適切にパーソナライズするためにアンケートと民
族学的調査を実施した（能力が異なる人々を対象にした有用性テス
トを含む）。Sainsbury�sはパンデミック中に開始した次の段階では、
よりパーソナライズされたショッピングリストを提供し（食事に関する
プロフィールに基づいたおすすめ情報の提供など）、顧客ロイヤル
ティプログラムをより適切に統合するとともに、より直感的なレジ決
済のオプションを組み込むことで、「顧客体験の充実」を試みた 6。
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調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」
は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オラ
ンダに拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対
象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マー
ケティング責任者、最高情報責任者、最高財務責任者、最
高執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に
対し、マーケティング機能の進化を推進するさまざまなテー
マについて考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」
は2021年5月、19カ国において18歳以上の世界の消費
者11,500人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。

迅速なフィードバックを通じて、より良いと思わ
れるものを理解する
ハイブリッドへの投資は選択の自由を提供することから始まるが、
フィードバックを集めることがこれらのオプションの洗練に役立つ。
行動データを分析することは、体験をカスタマイズするためのヒント
を得ることとは別に、ユーザーが望むことについてブランドがユー
ザーから直接理解するのにも役に立つ。

フランスを拠点とする美容とパーソナルケアのブランドであるイヴ・
ロシェでグローバルCEOを務めるGuy Flament氏は、オムニチャ
ネル体験をフィードバックのメカニズムとどのように結びつけるかは、
「カスタマージャーニーのあらゆる地点で同じ水準（同じ強さ）の投
資を行うことは不可能なため、消費者に違いをわかってもらいたい
Moment of Truth（決定的瞬間）はどこか」を特定するところから
始まる、と説明している。Flament氏は、（新規顧客が最初の注文
を行った後に各チャネルにネット・プロモーター・スコアを展開する
など）これらのMoment of Truthは、フィードバックのメカニズム
を実行するための重要な地点であると示唆している7。

スタートアップ企業の候補は、何年もの間、消費者の製品への関心
を測るために「偽のドア」を配置してきた 8。これは、存在しない製
品の広告という形で実行されるのだが、もし十分な数の人々が広告
をクリックしたのならば、そのアイデアが長続きする可能性があるこ
とを、これらのスタートアップ企業は知っていたのである。企業／ブ
ランドは、デジタル環境および物理的環境に同様のフィードバックメ
カニズムを仕掛けることができる。Knox Community Hospitalは、
患者が予約の適時性に満足しているかを把握したかったため、市場
調査会社のHappyOrNotと提携し、構内全体に端末を設置して調
査を行った。調査は、単に、患者がサービスに満足していれば端末

上でクリックするというものであったが 9、これにより、患者はフィー
ドバックを提供し、病院はフィードバックを回収するという行為の双
方が容易に行われ、改善を実行することができた。

今後、企業／ブランドはさまざまなチャネルにQRコードを展開する
ことで、消費者からフィードバックを受けたり、前述のスタートアップ
企業の例のように、将来どのチャネルやサービスを希望するかを（消
費者に）示してもらったりすることができる。

まとまりのある体験のためのインフラストラク
チャを構築する
ハイブリッドな体験を可能にするには、顧客体験のすべての側面に
つながりとまとまりを持たせるインフラストラクチャも必要である。
Kedsの前最高マーケティング責任者であるEmily Culp氏は、次の
ように説明している。「それは、すべてのタッチポイントを一つの物語
のチャプターとして捉えることである。各チャプターはそれ自体で成
り立ち、読者を魅了し、没頭させることができるはずだ…各チャプ
ターは特別なものだが、他のチャプターと合わせるとはるかに完全
な物語になる10。」

これは、カスタマージャーニーという見晴らしを完全に把握すること
から始まる。この見晴らしはサードパーティクッキーが減少するにつ
れて曖昧になっていくため、ブランドは、顧客の行動を捉え、すべて
のタッチポイントにわたって分析するようなインフラストラクチャに投
資する必要がある。その一例は、クラウドベースの顧客データプラッ
トフォームであり、ブランドは、これらのプラットフォームにより、オム
ニチャネルデータを捉え、カスタマージャーニー全体をマッピングし、
顧客が明示的に、またはさりげなく求めるソリューションをより明確
に設計できるようになる。

人間が主導権を握る
システムとインフラストラクチャはハイブリッドな体験を実現するにあ
たり一定の役割を果たすが、始動するのはやはり人間である。ブラン
ドは、消費者のニーズに合わせて体験を調整し、消費者に選択肢と
いう権限を渡すことで、システムを組み入れる前であっても、体験を
向上させるための適切な道に乗っていくことができる。

54

End to Endなハイブリッド体験の向上



55

2022 Global Marketing Trends

1. Lindsay McKenzie、�Students want online learning options post- 
pandemic�、Inside Higher Ed、2021年4月27日。

2. David Matthews、�Germans expect to keep some teaching online 
this autumn�、Times Higher Education、2021年4月2日。

3. Sykes、�How Americans feel about telehealth: One year later�、
2021年4月。

4. 2022 Global Marketing Trends調査の一部として2021年5月から8月ま
でに実施されたインタビュー。

5. Jakub Lewkowicz、Report: Majority of websites are inaccessible 
to blind users、SD Times、2019年8月15日。

6. 次の記事からの事例。Valeria Paur、�From research to roadmap�、
Medium、2021年1月20日。Grocer、�The winners for The Grocer 
Gold Awards 2020�、2020年11月13日。

7. Deloitte Global Marketing Trendsのインタビュー。

8. Meg D-K、�3 ways to validate your startup idea without building a 
damn thing�、Medium、2017年9月21日。

9. HappyOrNot、�How Knox Community Hospital uses instant, 
quality feedback data to increase patient satisfaction scores�、
2021年9月2日アクセス時点。

10. Deloitte Global Marketing Trendsのインタビュー。

Amelia Dunlop | amdunlop@deloitte.com
Deloitte Digitalの最高体験責任者およびDeloitte Consulting LLPのプリンシパルとして、企業がイノベーション、創造
性、デジタル戦略を組み合わせた勝てる戦略を開発するサポートしている。マーケターの立場からは、「私たちの焦点は顧
客体験からより人間的な体験の創出に移っており、すなわちロイヤリティと信頼を獲得する時機を得た」と述べている。著
書にElevating the human experience:Three paths to love and worth at workがある。

謝辞
著者はこのトレンドレポートの作成に貢献してくれたAndrew Jolly（英国）およびEmily Wernerに感謝申し上げたい。

巻末注 著者について



56

カスタマーサービスの 
AIによる練磨
真のエンドツーエンド顧客体験を引き出すために 
AI戦略再考する方法



57

2022 Global Marketing Trends

人工知能により、
適切なタイミングで適切な
オファーを顧客に提供し、
優れたアフターサービスを
提供するという2つの
マーケティング戦術を統合し、
顧客体験をさらに向上させる
ことができる。

すべてのブランドにとって、顧客のニーズに応えることで顧客が購入を決定できるようにすることは
最優先事項である。だがそれは思っているほど簡単ではない。顧客の期待の高まりとともに、デジ
タルチャネルやオンラインとオフラインのハイブリッドなジャーニーが急増する中で、顧客が最も必要
とするときに適切な情報とインセンティブを提供するような、ダイナミックな体験を創出し、提供した
いというブランドの欲求も複雑化している。

購入を後押しするのに最も役立つ戦術は、

タイムリーな
オファー
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デロイトは、さまざまな製品やサービスのカテゴリにおいて購入を決
定する際にどのような情報を最も役立つと考えるか、ということにつ
いて理解を深めるために、グローバルの消費者11,500人を対象に
調査を実施した。その結果、タイムリーな提供と知識豊富なカスタ
マーサービスという2つの戦術が突出した（図1）。実際、8つのセク
ターで「タイムリーな提供」の回答が最も多く、6つのカテゴリで「知
識豊富なカスタマーサービス」が2番目に役立つオプションとして挙
げられた。これら2つの側面は、カスタマイズされたおすすめ情報、
無料のトライアルとサンプル、面倒でない返品とキャンセルポリシー、
および拡張テクノロジー（バーチャル・ショールームなど）を繰り返
し上回っている。

このようなフィードバックを踏まえ、ブランドのマーケターと顧客体験
リーダーは、次のことを問う必要がある。顧客が最も必要としている
ときに、最高のオファーを提供するにはどうすればよいのか。また、
サービスエージェントを通して顧客の最善の購入決定を支援する
サービスを提供できるようになるには、どのようにしてサービスエー
ジェントに適切な情報を提供すればよいのか。

その答えは、顧客体験において人工知能（AI）を最適化することで
あり、人がやるべきことと機械の能力との調和を実現することだと
考える1。

出所：Deloitte Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ、2021 年 5 月。

面倒でない返品／ 
キャンセルポリシー

タイムリーなオファー

知識豊富な
カスタマーサービス

無料のトライアル／ 
サンプル

テクノロジーのおかげで
詳細を簡単に理解できた

カスタマイズされた
おすすめ情報
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図 1

タイムリーなオファーと知識豊富なカスタマーサービスが購入拡大に役立つ
次のどの項目が購入の決定に役立ちましたか。
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ダイナミックな顧客体験の設計
顧客にとってダイナミックな体験とは、希望するときに、希望する場
所で、希望する方法で必要な支援と情報が提供されることを意味す
る。この方法の一つは、企業／ブランドがよりパーソナライズされた
クリエイティブなマーケティング資料を提供し、顧客の行動を予測す
ることを可能とするAIの利用である。顧客が必要なときに支援を行
うAI戦略を設計して展開することは、カスタマージャーニーのどの時
点においても適切なオファーが顧客に確実に届くようにするための
最も効果的な方法かもしれない。

しかし、AIだけでは不十分である。たとえば、ライブサービスのない
セルフサービスのチャットボットを展開した場合、顧客は、会社は利
便性よりもコスト削減を優先しているというメッセージを受け取るか
もしれない。そこで、コンタクトセンターの人間的な側面の出番となる。

ダイナミックな体験の一環として顧客エージェントを起用することに
より、ブランドは2つの目的に寄与することになる。これは、カスタ
マージャーニーの中に人間性を組み込み、顧客サービスの考え方を
販売時点以上に拡大する機会をもたらす。たとえば、顧客とのやり取
りが発生するたびにエージェントはアップセルの対象となる「囚われ

の聴衆」を得る。デロイトが実施した直近のコンタクトセンターサー
ベイでは、コンタクトセンターを単なるコストセンターではなく収益
源と考えるブランドが増えており、多くの企業にとって投資戦略の誘
因となっていることも明らかになっている。実際、戦略的最優先事項
に収益を挙げた回答者の数は、今後24カ月で2倍になると予測さ
れている。（同時に、コスト削減は同期間で32％減少することが予測
されている）2。

期待できるのは、AI戦略とコンタクトセンター戦略は互いに排他的
である必要はないということである。

2つの戦術が重なるところ
企業／ブランドは、タイムリーなオファーを特定するためにデータを
使用するなど、AIソリューションを利用する際に特定のカスタマー
サービスに焦点を合わせていることが多い。しかし、AIを目的と計画
とともに体験全体の重要な部分に組み込むことでタイムリーなオ
ファーを行い、コンタクトセンターに関連するインサイトを提供すれ
ば、より総合的なカスタマーサービスソリューションを構築すること
ができる。

したがって、マーケターは、AIとコンタクトセ
ンターをそれぞれ限られた目的を持つサイロ
化された投資対象として扱うのではなく、顧客
により良いサービスを提供し、従業員をサポー
トするために、機械と人の間でより統合された
業務の引き継ぎを行うことを目指していく必要
がある3。それはどのような状態だろうか。

理想としては、企業／ブランドはAIを使用してカスタマージャーニー
全体にデータインサイトを組み込み、最も関連性の高いオファーを作
成する。パーソナライズを一層高めるにあたり、AIを「エージェント
のアシスタント」として機能させることが可能である。AIに人間中心
設計を施せば、サービス担当者が顧客の適切な決定を支援するにあ
たり、AIから関連する情報の提供を受けられるようになる。

素晴らしいカスタマーサービスで定評のある、旅行およびホスピタリ
ティのあるグローバル企業における顧客との典型的なやり取りを見
てみよう4。AIおよび統合データにより、サービスエージェントは顧客
の旅程（サイト上で予約を完了する際にトラブルが生じたかもしれな
い点、当該旅行中に参加予定の体験学習や小旅行に関する情報）を
すぐに知ることができる。また、顧客のトラブルに対処した後に、適切
であれば、クロスセルまたはアップセルを行う機会が与えられる。

この企業はアーリーアダプターと見なされるかもしれないが、このよ
うな企業はそのうち珍しくなくなるだろう。コンタクトセンターの調査
結果によると、コンタクトセンターのリーダーの79％が、今後2年間
でより機能に優れたAIに投資することを予定している5。

B2Bテクノロジーのグローバル企業であるVMwareを見てみよう。
同社では、顧客に対してはタイムリーなセキュリティ更新についての
よりカスタマイズされた推奨事項を提供し、カスタマーコールセン
ターの従業員に対してはより明確なガイダンスを提供するなど、AIが、
VMwareの顧客体験を総合的に提供する方法を変えている。しかも
最高マーケティング責任者（CMO）のCarol Carpenter氏は、「こ
れは、テクニカルアドバイザーやカスタマーサクセスのスタッフの業
務を補うためのものであり、彼らに取って代わるものではない」と述
べている6。

その答えは、顧客体験において
人工知能（AI）を最適化することであり、
人がやるべきことと機械の能力の調和を
実現することだと考える。

https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/customer-led-marketing/digital-customer/elevating-customer-service.html
https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/customer-led-marketing/digital-customer/elevating-customer-service.html
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点と点をつなぐ
ダイナミックなエンドツーエンドの戦略を導入するには、現在の顧
客体験について、その改善の機会を含めて現実的に理解する必要
がある。

企業／ブランドはまず、さまざまなソースから収集された膨大な量の
データを統合可能な顧客データプラットフォームを使うなどして、顧
客像を明確に把握する必要がある。

次に、マーケターは、データインサイトが現状どのように活用されて
いるのかを確認する必要がある。心強いことに、これらの機能を自
社の組織に導入するにあたり、データサイエンティストである必要は
ない。多くのエンタープライズSaaS（Software as a Service）プラッ
トフォームでは、製品スイートにAI機能が直接組み込まれているし、
複数のベンダーからクラウドベースの機械学習機能が提供されてい
るため、マーケターはテクノロジーについて考えるのではなく、カス
タマージャーニーを変革するためにテクノロジーを戦略的に応用す
ることについて考えることが可能である7。

オーストラリアを拠点とする旅行およびホスピタリティ企業のCrown 
Resortsも、同様の変革を経験した。CMOのNic Emery氏は、カ
スタマージャーニーの計画においてどのポイントが顧客体験に最も

大きな違いをもたらすかを理解することから始めた。その一部は、規
模を拡大して優れたパーソナライズを提供するために適切なテクノ
ロジーが導入されていることを確認するのに役立った。Emery氏は
このプロセスは、対象のデータを1つの場所に置き、その上にクラウ
ドベースの顧客関係管理システムを重ねて、「顧客対応スタッフに今
日必要なやり取りの重要箇所を提供する」ところから始まる、と説明
している。そうすることで、Crown Resortsは、ひいきの顧客が
Crown Resortsのどの施設を訪れてもその顧客の誕生日を認識し
ているなど、「顧客の体験を大きく変えるような」ような「小さな機会」
を見いだしている8。

顧客体験とその潜在的な弱点に対する理解を深めるために、次の3
つの重要なタスクを考慮しよう。

 • 体験の戦略を理解する：カスタマージャーニーに沿って各チャ
ネルとタッチポイントを特定する。

 • それらがつながっていることを確認する：チャネルとタッチポイ
ントから、顧客にとって矛盾のない体験が創出される必要がある。

 • 人間中心の要因を最前線に置いて設計する：顧客、人財、およ
びサードパーティのサービスプロバイダーを含め、サービス体験
全体を検討する。

健康保険会社のAnthemでCMOを務めるBill Beck氏は、デジタ
ルのセルフサービスツールからコールセンターまで、Anthemが同
社のすべてのチャネルにAIをどのように組み込んでいるかを説明し
ている。「当社では、保険の加入者が当社に電話をかける理由と、電
話がかかってきたときにどのようなサービス提供ができるかを把握す
るためにAIを利用している。たとえば、保険金に関する質問の場合、
電話を受ける前にそれを予測して、迅速に対応できるようにする9。」
また、そうすることで、糖尿病のリスクが高いと思われる個人に栄養
計画を勧めるするなど、社員がより積極的な方法で加入者にサービ
スを提供する時間的余裕もできる。

結論として、マーケターとカスタマーサービスのリーダーが人による
サービスとAIをシームレスに融合するエンドツーエンドの顧客体験
を作成する支援として、AIツールを利用することができる。そして、
それにより、顧客により良いサービスを提供することと、最終収益を
改善することが可能になる。

カスタマーサービスの AIによる練磨
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Global Marketing Trends 
調査について
「Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ」
は2021年4月において、米国、フランス、日本、英国、オラ
ンダに拠点を置くグローバル企業の経営幹部1,099人を対
象に実施された。本調査では、最高経営責任者、最高マー
ケティング責任者、最高情報責任者、最高財務責任者、最高
執行責任者、最高法務責任者、および最高人事責任者に対
し、マーケティング機能の進化を推進するさまざまなテーマ
について考えを尋ねた。

「Global Marketing Trends コンシューマーサーベイ」
は2021年5月、19カ国において、18歳以上の世界の消費
者11,500人を対象に実施された。

両調査に関する詳細は「はじめに」参照。
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Andy Haas | andyhaas@deloitte.com
Deloitte Consulting LLPのマネージングディレクターであり、Deloitte Digitalのサービストランスフォーメーションプラ
クティスを主導している。グローバルコンタクトセンター、フィールドサービス、およびオムニチャネルエンゲージメントを変
革することにより、企業がカスタマーサービスを提供する方法を改革し、体験を向上させる支援を行っている。チームでは、
デジタルに対応したサービス機能の構想、設計、提供、実行により、パーソナライズされたエクスペリエンスと効率的な運
用を提供している。

Michelle McGuire Christian | mmcguire@deloitte.com
Deloitte Digitalのプリンシパル。エクスペリエンス・マネジメント・ハイブリッド・アセット事業でナショナルマーケットオファ
リングリーダーを務め、Go To Market戦略、資産運用、および米国のビジネスの全体的成長を担当している。また、最高
マーケティング責任者、最高データ責任者、最高デジタル責任者、および最高体験責任者に対して、広告、マーケティング、
およびコマースのパフォーマンスに関するマネージドサービスとパフォーマンス管理のオファリングを担当している。

Ravouth Keuky | rkeuky@deloitte.fr
Deloitte Digitalのカスタマー＆マーケティングプラクティスのパートナー兼責任者（Deloitte Consulting Franceの
ExComメンバー）であり、戦略から導入までエンドツーエンドのデジタルトランスフォーメーションを専門としている。過去
10年間、Fortune 100企業のエグゼクティブに対し、CPG、銀行、小売、航空、公共部門など、さまざまな業界のデジタ
ルトランスフォーメーションに関してアドバイスを提供している。

1. Jim Guszczaおよび Jeff Schwartz、Superminds, not substitutes: 
Designing human-machine collaboration for a better future of 
work、Deloitte Insights、2020年7月31日。

2. Deloitte Digital、Elevating customer service: From cost center to 
experience hub、2021年7月。

3. GuszczaおよびSchwartz、Superminds, not substitutes。

4. デロイトのクライアント業務からのインサイト。

5. Deloitte Digital、Elevating customer service。

6. 2022 Global Marketing Trends調査の一部として2021年5月から8月ま
でに実施されたデロイトのインタビューから引用。

7. Alex Kelleher、Better together: Improving human experience 
with AI、Deloitte Digital、2020年、2021年9月2日アクセス時点。

8. Deloitte Global Marketing Trendsのインタビュー。

9. 同上。

巻末注 著者について

カスタマーサービスの AIによる練磨
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変革にはデロイトのインサイトが役立ちます。課題に対処するための
新しいアイデアをお探しの場合は、私たちにご相談ください。

Jennifer Veenstra
デロイトのGlobal CMO Programにおいてエグゼクティブリーダー
を務め、CMOのリーダーシップの中でも特に顧客体験、戦略の推進、
デジタルトランスフォーメーションに焦点を当てている。複数の業界
に従事し、CMOが企業の成長を引き出し、パーパスを起点として顧
客とつながる支援を行っている。デロイトの顧客体験の変革をリード
した経験を有する。

Jennifer Veenstra
Global CMO Programリーダー
マネージングディレクター
Deloitte Consulting LLP
+1 415 783 4223
jveenstra@deloitte.com
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日本の視点
キートレンドのうち、
日本企業・組織が特に重視す
べき「パーパス｜成長への指針」
「知的創造エンジンの構築｜人財」
「クッキーのない世界で顧客に
出会う」「End To Endなハイ
ブリッド体験の向上」に焦点を
当てる

INTRODUCTION

デロイトグローバル（以下、デロイト）が発行する
Global Marketing Trendsは、創刊から3年目を迎
えた。当レポートは、Deloitte Digitalが世界に有する
約21,500名のコンサルタントの知見や、以下の独自の
市場調査に基づき構成されている。

1）  Global Marketing Trends CxOサーベイ（世界
550社1,099名の企業経営層（CXO）への調査）

2）  Global Marketing Trendsコンシューマーサーベイ
（世界19か国11,500名の生活者への調査）

3） 世界18名のエグゼクティブインタビュー

日本からは今回100名のCxOの皆様に調査へのご協
力を頂いた。また、エグゼクティブインタビューには、
楽天グループ株式会社 常務執行役員 CMO 河野奈保
氏、NVIDIA日本代表兼米国本社 副社長 大崎真孝氏、
株式会社カオナビ 代表取締役社長CEO 柳橋仁機氏
にご協力を頂き、当レポートで示されているキートレン
ドについて、深い洞察を頂いた。この場をお借りして、
御礼申し上げたい。

コロナ禍の過去18か月は、企業やブランドにとって、
前例のない複雑かつ不確実な環境をもたらし、顧客と
のエンゲージメントの在り方を再構築する必要に迫ら
れた。今年のレポートでは、7つのマーケティングのキー
トレンドと共に、こうした環境下でも成長を続ける企業
がどのように業界をけん引しているのかを明らかにして
いる。

本章「日本の視点」では、このキートレンドのうち、日
本企業・組織が特に重視すべき「パーパス｜成長への
指針」「知的創造エンジンの構築｜人財」「クッキーの
ない世界で顧客に出会う」「End to Endなハイブリッ
ド体験の向上」に焦点を充て、3社の見解や取り組み
と共に私たちの考察をご紹介したい。
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パーパス｜成長への指針
今回の調査結果では、成長率の高い企業ほど、パーパスを（1）従
業員の意思決定の指針としている、（2）CSR投資戦略を推進する
存在として重視し、（3）パーパスを測定するためのKPIを導入して
いることが明らかになった。特にパーパスを従業員の意思決定の指
針とする企業は、低成長の企業との比較で約2倍に上る。

しかし、多くの場合、企業や組織が掲げるパーパスを全従業員に浸
透させることは容易ではない。企業規模が大きくなればなるほど、

経営陣の想いを従業員に直接伝えるのが難しくなるためだ。また、
人財の流動性が高まることで、文化も薄まっていく。いかに組織に
パーパスを浸透させるか―― 3社の取り組みからそのヒントを探る。

楽天は、日本の地方の商店街が活気を失っていく中、インターネット
を通じて社会を元気にしたいと考え「楽天市場」を事業化したこと
から始まった。創業時のこの考えを反映した『イノベーションを通じ
て、人々と社会をエンパワーメントする』というパーパスを浸透させ
る取り組みの一つが、「シェアリング」だという。

「シェアリング」でパーパスを全社に 
浸透させる
楽天は、毎週月曜の朝に三木谷浩史代表取締役会長兼社長
自らが全従業員に向け、経営指標の共有や社員との質疑応答
を行う。創業時から20年以上欠かさず実施されている。

さらに、ミドルマネジャーはトップのメッセージを自分の言葉
に咀嚼し、チームに浸透させていく。このように、経営陣の想
いや言葉を直接聞く機会と共に、実際の業務に反映させられ
るよう、レイヤーごとに自分の言葉に置き換え、各社員に伝え
ていく「シェアリング」が文化として根付いているのだ。

組織構造自体をフラットに
一方、「フラットな組織構造」をグローバル共通のパーパスが
浸透する理由のひとつに挙げているのが、GPU最大手として
知られる米・半導体メーカーのNVIDIAだ。同社は、「他社が

できないことで、科学技術を推進すること」をパーパスとして掲げ、
科学技術を高めて社会課題の解決に取り組んでいる。

同社の組織階層は非常にフラットで、創業者 /CEO Jensen Huang
氏が �Mission is your boss.� と語るように、ミッションを達成する
ためには階層関係なく、一丸となって取り組む組織文化がある。フ
ラットな組織構造ゆえに創業者の「志」や「想い」が全ての従業員に
届きやすく、浸透度にも大きく影響しているという。また、Jensen氏
の考えを聞く機会も高頻度に設けられ、まさに「2万人のベンチャー
企業」を体現している。

製品・サービスの社会的提供価値と 
パーパスを結びつける
タレントマジメントシステムで日本シェアNo1※のソフトウェアサービ
ス会社であるカオナビのパーパス「�はたらく� にテクノロジーを実装
し、個の力から社会の仕様を変える」は、「組織でなく、個人の働き
方や才能に焦点を当てた考え方を社会に浸透させる」というものだ
が、これが浸透している理由は「製品提供そのものにパーパスを反
映しているから」だという。

そして、社会への提供価値、製品コンセプト、従業員の働き方のそれ
ぞれに対してパーパスを紐づけられている点がポイントであり、結果
として従業員ひとりひとりがパーパスを自分事として捉えられている。

各社ともパーパスの重要性を認識しており、社内への浸透は十分と
いう状況だ。現在は、パーパスの認知を社外に広げるというフェーズ
に入っている。

�『イノベーションを通じて、
人々と社会をエンパワーメント
する』という志の高いパーパスを
掲げている。このパーパスは、
70以上の事業に拡大した
現在でも変わらず、2万5000人
以上の全従業員に浸透している�
（楽天 CMO 河野奈保氏）

※出所：ITR「ITR Market View：人材管理市場2021」人財管理市場 -ベンター別売上
金額シェアで6年連続1位（2015～2020年度予測）

日本の視点
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Key takeaways
 •  成長率の高い企業ほど、従業員や社会との関わりの中で
パーパスを統合的に活用し、競争優位性を獲得

 •  パーパスを浸透するには、一人ひとりが自分事化するため
の企業文化、組織構造の設計が重要

EXECUTIVE SURVEY: Q11. In your opinion, which of the following statements reflect what company purpose means to your organization? 
The organization's purpose...? N = 100
出所：Global Marketing Trends エグゼクティブサーベイ、2021年4月。

企業の社会的責任に基づく
投資戦略を推進する

製品とサービスの提供に
インスピレーションを与える

ブランドメッセージの基礎である

従業員の意思決定を導く

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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86%
68%
68%

57%
25%

16%

29%
51%

56%

パーパス｜成長への指針

高成長企業は組織全体でパーパスを重視している
多くの企業ではパーパスを「製品とサービスの提供にインスピレーションを与える手段」と捉えているが、
高成長ブランドでは、従業員の意思決定の指針とする、CSR投資戦略を推進する存在として重視している

マイナス成長　　　　成長率1-10%　　　　成長率10%以上
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知的創造エンジンの構築｜人財
マーケターに必要なスキル・マインドセットは大きく変化している。
従来は世界的にクリエイティブなスキルが注目されてきたが、ビッグ
データと人工知能の台頭により、分析的なスキルも重視されてきて
いることが明らかになった。

しかし、これらは右脳的VS左脳的スキルという1：1の比較ではなく、
複合的なスキルやケイパビリティが求められることを示している。世
界のCMOおよび日本のエグゼクティブの言葉を借りるなら「私たち
の創造性の源と創造的思考がどこから来るかについてのパラダイム
は変化している」のであり、「左脳的・右脳的問わずオールラウンド
なスキルセットが必要」なのである。

そして世界のエグゼクティブが重要と考えるのは、こうした多様なス
キルを持つ人財やハイブリッドな就労環境下での強力なコラボレー
ションスキルである。

この状況について、カオナビ 柳橋氏は「デジタルマーケティングが普
及する中で、マーケターが数字に触れる機会が大幅に増えたため、
数字を扱うスキルはベーススキルとして必須となった」と分析する。

「マーケターの役割は、まず「経営を知る事」と、「VOC（顧客の声）」
を見る事。分析力など左脳的なスキルは基礎スキルとして持ちつつ、
様々な部署や媒体に刺さるようにコーディネートするコミュニケー
ションスキルやインボルビングスキルが必要になる。

また、近年マーケターに求められる新たなスキルは倫理観。AIなど
のテクノロジーが進化し、チャネルが増える中で、消費者に適切に伝

わる言葉選びができる人財を重視する」と語るのは楽天 河野氏。コ
ミュニケーションスキルの重要性については、NVIDIAの大崎氏も
「NVIDIAのマーケターは、テクノロジーを理解し、誰にでも理解で
きる言葉で伝えることが必須。そのため、左脳的・右脳的問わずオー
ルラウンドなスキルセットが必要と考えている」と証言する。

将来を見据えたマーケターの人財戦略
しかし、各社CMOが期待する分析力と表現力を兼ね備えた人財は
希少だ。人財の採用や育成が大きな課題となるが、各社はどのよう
な方針で取り組んでいるのだろうか。

採用について楽天では「職務記述書の人財要件を提示することすら
困難な状況で、複合的なスキルを持つ人財の採用は難しい。以前は
職種を変えて新しい領域にチャレンジする人が限定的だったように
思うが、現在では戦略立てて様々なことを経験してきた人財が評価
される傾向にある」（河野氏）

�クリエイティブスキルを
先天的に持つ人に
分析スキルを学ばせることで、
自社内での育成を行っている�
（カオナビ CEO 柳橋仁機氏）

人財育成の観点では、各社異なるスキルやロールを戦略的に経験す
る機会を創出している。NVIDIAでも各部門間のジョブローテーショ
ンを実施し、オールラウンドなスキルを持つ人財の育成を行っている。
効果的なマーケティングを行える人財は、国内外を問わず、製品の
販売経験も有する傾向があるという。実務面でもマーケティング担
当が営業や顧客の課題を深く理解することで、コンテンツ作成のリー
ドタイム短縮にもつながっているという。

また、特定の専門スキルが不足する場合、専門性を持つ外部企業を
活用してカバーしている企業もある。

Key takeaways
 •  マーケターには左脳／右脳の複合的スキルに加え、多様
なスキルを持つメンバーやハイブリッドな就労環境下での
強力なコラボレーションスキルが求められる

 •  両方を併せ持つ人財は希少であり、戦略的な採用、人財
育成が必要

日本の視点



クッキーのない世界で 
顧客に出会う
サードパーティクッキーが廃止される中、高成長企業はいち早く
ファーストパーティデータ戦略に移行している。より良いデータプラ
クティスを通じて、顧客との信頼を育み、取得したデータに基づいて
いかに価値を創造しながら、顧客体験を高められるのかが鍵となる。

複数のB2C事業も展開する楽天では、ユーザーのプライバシーに配
慮しながら、楽天経済圏内で最大限のデータ活用を行っている。

「自社だけで多彩な情報を取得できる。中にはフィンテックなど活用
範囲が限定的なデータもあるが、ポテンシャルユーザーの特定や広
告販売などに活用している」と河野氏。ポテンシャルユーザーがわか
ることで、数年後の事業規模が推定できるため、新規事業立案や、
事業開始の加速時の大きな力となっているという。また、ポイント付
与やコンテンツのパーソナライズ等でユーザーへの便益を提供でき
るため、データ活用に対する理解を得られやすいのも特徴だ。

B2Bビジネスを展開するNVIDIA、カオナビでは、もともとファース
トパーティデータを活用しているため、サードパーティクッキーの規
制による大きな影響は今のところないという。

NVIDIAでは、年次で「NVIDIA GTC」というテクノロジーカンファレ
ンスを開催し、2021年はオンラインで20万人以上を集客した。創
業者であるJensen氏の基調講演など、注目度の高いコンテンツを
盛り込み、技術者とビジネス層の両方に刺さるテーマを取り上げる

Key takeaways
 •  サードパーティ規制に対応できるようファーストパーティ
データにより注力する。ファーストパーティデータの戦略
的活用は、いかに顧客との信頼を育み、取得したデータ
から価値を提供できるかが鍵

ことで、多くの集客に成功しており、こうした自社イベントの参加者
データ、つまりファーストパーティデータを用いてナーチャリングを
行っている。

カオナビも、そもそも自社プロダクトでしっかりとファーストパーティ
データを取得しているためサードパーティーデータ規制による影響は
ないという。プライバシーに配慮しながら、「働き方を示唆する巨大
なデータベースを作成する」ことをテーマにしている（柳橋氏）。
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End to Endなハイブリッド 
体験の向上
多くの企業が、今年以降オンライン／オフラインのハイブリッドな顧
客体験（CX:Customer Experience）の提供に向けて投資を拡
大し、新たなパートナーシップへの参入を計画している。各社では
CXやその高度化についてどのように考えているのだろうか。

楽天では、サービスによって求められる体験価値が異なることから事
業ごとにカスタマージャーニーを作成しているが、Oneプラットフォー
ムでジャーニーを揃え、顧客体験の向上を目指すことにも取り組みた
いという。特に楽天市場については、「コロナ禍以降、ユーザーの囲
い込みがより難しい世界になったことで、楽天に出店するブランドの
担当者からはオンライン to オフラインのシームレスなプラットフォー
ムとしての価値を求められてきている。決済サービスや楽天ポイント
などオフラインのデータを利用したターゲティングなど様々なPoCを
実施し、シームレスな顧客体験の提供を目指している」（河野氏）

NVIDIAでは、CXの高度化を図るため、オンラインゲーム分野で、
「GeForce NOW」というプラットフォームを提供している。このプラッ

トフォームは、いつでもどこでもゲームが可能だ。オンライン／オフラ
インでの新たな顧客体験の提供と、当プラットフォームを利用するテレ
コム企業などを巻き込みながらのエコシステム創造に取り組んでいる。

またAIの活用はNVIDIAの得意分野。レコメンダーシステム、自然
言語、AIが対応するチャットボットなどを活用している。また、必要
なソフトウェアやデータをコンテナ化、パッケージ化したAIツールの
提供も行っている。

カオナビでは、従来のカスタマーサポートに加え、カスタマーサクセ
スとして、顧客同士がカオナビの利用方法などを学びあえる場をオ
ンライン／オフラインで提供するサービスを検討しているという。

新たなマーケティングチャネルの活用
様々な技術革新が進む中で、新たなマーケティングチャネルの活用
についても各社検討を行っている。

「ソーシャルメディアやビデオゲーム、音声アシスタントに注目してい
る」と語るのは楽天の河野氏。楽天モバイルユーザの閲覧データを
分析すると、ソーシャルメディアや動画サイトへの高い興味・関心傾
向が表れており、こうしたチャネルでのマーケティングに特に注力し

ているという。

また、昨今『ながら』行動が増える中での音声
アシスタント関連のPoC（概念検証）を今後さ
らに加速させていくという。

カオナビでは、ARゴーグルを掛けると対象者の
スキルが分かる等、将来的にはVR/ARを取り入
れたサービスを提供したいという。（柳橋氏）

おわりに

Deloitte Digitalが総力を上げて制作しているGlobal Marketing 
Trendも創設以降3年目となった。

7つのキートレンドは毎年項目の入れ替わりがありつつも、普遍的
になつつある「パーパス」や、新しい「ハイブリット体験」など非常に
示唆深い内容となった。

特に「パーパス」は商品や情報に溢れる2022年において、さらに
COVID19を経たことで人間回帰が加速され、より本質的な企業の
存在価値が強く求められるようになっている。

そして日本の視点においては、今回100名のCxOの皆様に調査への
ご協力を頂いた。また、エグゼクティブインタビューには、楽天株式
会社常務執行役員 CMO 河野奈保氏、NVIDIA日本代表兼米国本社
副社長 大崎真孝氏、株式会社カオナビ 代表取締役社長CEO 柳橋
仁機氏にご協力を頂き当レポートで示されているキートレンドについ
て、深い洞察を頂いた。この場をお借りして、改めて御礼申し上げたい。

これらの示唆が日本企業のマーケティングの更なる発展に寄与する
ことを願う。

Key takeaways
 •  パートナー企業含めたエコシステム、ユーザー同士のコ
ミュニティ、オンライン／オフライン等End To Endな体
験設計が重要になる

�オンライン／オフラインでのシームレスな顧客
体験の提供と、当プラットフォームを利用する
テレコム企業などを巻き込みながら、新たな
エコシステム創造に取り組んでいる�（NVIDIA
日本代表兼米国本社副社長 大崎真孝氏）

日本の視点



エグゼクティブインタビューにご協力頂いた、楽天グループ株式会社 常務執行役員 CMO 河野奈保氏、NVIDIA日本代表兼米国本社副社長 大崎真孝氏、
株式会社カオナビ 代表取締役社長CEO 柳橋仁機氏に改めて御礼申し上げるとともにプロフィールをご紹介したい謝辞

楽天グループ株式会社
常務執行役員 CMO
河野 奈保 氏

SBI証券を経て2003年に楽天（現楽天グループ）入社。
楽天市場事業にて要職を歴任し、執行役員、上級執行
役員を経て、2017年当時楽天史上最年少且つ初の女
性常務執行役員に就任。

現在は楽天グループ株式会社ならびに楽天モバイル株
式会社の常務執行役員 兼 CMO（チーフマーケティン
グオフィサー）として、グループ全体のマーケティング・
ブランド戦略を統括、楽天ならではのアセットであるポ
イントやデータ、楽天エコシステムを最大限活用し、顧
客の獲得育成を推進している。Campaign Asia-
Pacificの「パワーリスト：APACベストマーケター50」
に2020年、2021年の2年連続で選出される。

NVIDIA
日本代表兼米国本社副社長
大崎 真孝 氏
大学卒業後、1991年に日本テキサス・インスツルメンツ株
式会社に入社。大阪でエンジニアと営業を経験した後、米国
本社に異動し、ビジネスディベロップメントを担当。本社勤務
を含め20年以上、DSP、アナログ、DLP製品など幅広い製
品に携わりながら、様々なマネジメント職に従事。

2014年、エヌビディアに入社。エヌビディア ジャパン代表と
して、パソコン用ゲームのグラフィックス、インダストリアルデ
ザインや科学技術計算用ワークステーション、そしてスーパー
コンピューターなど、エヌビディア製品やソリューションの市
場およびエコシステムの拡大を牽引し、日本におけるAIコン
ピューティングの普及に注力している。

首都大学東京で経営学修士号（MBA）を取得している。

株式会社カオナビ
代表取締役社長CEO
柳橋 仁機 氏

アクセンチュアにて教育機関や官公庁の業務改革プロ
ジェクトで業務基盤の整備や大規模データベースの開
発業務を担当。

その後、アイスタイルにて人事部門責任者として人事
関連業務に従事。

2008年に当社を設立し、代表取締役に就任

2022 Global Marketing Trends
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熊見 成浩
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 Deputy Lead

外資系コンサルティング会社を経て、現職。約20年
間コンサルティング業界に身を置き、数百件のコン
サルサーヴィスを提供。「マーケティング」領域に専
門性をもち、深い顧客インサイトの理解と、プロダク
ト&サーヴィス、価格＋インセンティヴ、コミュニケー
ション、複合的チャネルなどを統合的に考えること
で顧客価値を最大化する。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）
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