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「大衆（マス）」理論のディスラプション（創造的破壊）

19世紀初め、産業革命によって富を手にした資産家た

ちは社会的ステータスを求めるようになり、「貴族的な生

活」を模倣するかのように贅沢品や輸入品などを購入し

始めた。そして庶民もまた産業革命がもたらした恩恵に授

かり、さらなる豊かさへの憧れから、後を追うようにして資

産家と同じ消費行動に走った。これが大衆（マス）消費

の始まりとされている。

日本におけるこのような消費構造は、明治時代（19世

紀後半）の文明開化以降の舶来品ブームや、第二次

世界大戦後のアメリカ製品ブームによって始まった。

消費の引き金が「自分が本当に求めているもの」ではなく

「雲の上の存在への漠然とした憧れ」だったため、商品知

識が不足している消費者には、店員が詳しい説明ととも

に商品を薦めてくれる百貨店や量販店が好まれた。一方、

企業にとってもターゲットとする顧客層を明確に設定でき

たため、シンプルな販売モデルを展開することができた。市

場では「One-size-fits-all（画一的な）」方式の標

準化が進み、長年にわたり大量生産、大量販売、大量

消費のサイクルが回り続けていた。

20世紀末になると日本経済は急成長し、庶民も海外

旅行などの高額なイベントにお金を使えるようになり、異

文化がより身近なものになっていった。20世紀の「雲の上

の存在への漠然とした憧れ」の対象であった貴族やアメリ

カ人、芸能人や有名人に加えて、 21世紀の初めにはデ

ジタル界の有名人も大量に誕生した。消費者の「憧れ」

の対象は多様化し、親しみやすく身近に感じられる人物

も憧れの対象に含まれるようになった。現代の消費者は

「雲の上」から降ってくるトレンドに甘んじるのではなく、「自

分が本当に求めているもの」を手に入れたいと考えており、

消費者ニーズや消費習慣は多様化している。このような

背景の中で、従来「マス」方式で成立していた百貨店や

量販店の需要は激減し、同じようにマス方式の事業を展

開してきた企業の存続も危うくなりつつある。

また、消費者心理の変化に加え、国内の人口減少と市

場の縮小が、日本の従来型企業にとって大きな脅威と

なっている。

そして、当然デジタル化によってその流れは大きく加速して

いき、消費者行動の変化と複雑化をもたらしている。



3Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved

５年前、国内でスマートフォンが爆発的に普及。2010年には約10%だったスマートフォンの利用率は2015
年（5年前）には約70%まで広がった。

調べもの ゲーム

音楽再生
天気予報の

確認

通話
目覚ましの

設定

５年前、

生活に必要なことの多くが指先の

操作だけでできるように

デジタル・AIによる生活の変化（2010年→2015年）



4Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved

デジタル・AIによる生活の変化（2015年→2020年）
更にその５年後、現在の2020年にはスマートスピーカーが台頭。アメリカではすでに成人の25%までスマー
トスピーカーが普及しており、日本でもスマートフォン同様にこれから広がっていくのではないか.

調べもの ゲーム

音楽再生
天気予報の

確認

通話
目覚ましの

設定

その５年後、

生活の中での多くのことが

手すら動かさずにできるように
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デジタル・AIによる生活の変化（2020年→2030年）
10年後の2030年には、やりたいことを考えスマートスピーカーなどに指示する生活から、どこにいても・どんな時でもやりた
いことが予測され実施される、”無意識にデジタルを用いる”生活になるのでは。

空腹を察知し、
レストランへのナビ
を眼鏡に表示

ショーウィンドウ越し
に商品を見ていると、
詳細がガラスに投影

帰り道に向かい始めた
ので、自宅のエアコンが
遠隔で自動的に稼働
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Deception of linear vs exponential

Chaos/ 
Amazement

We are here

Disappointment

2015年
スマートフォンにより
その機能的な価値
がひとつに集約化

2020年
スマートスピーカーにより
機能的価値を使うため
の壁がほとんどなくなる

2030年
自らの考えを予測され

使うことを意識しなくとも
価値が提供されるように

2010年
生活をより良くする

技術が充実し機能的な
価値を得られるように

人は知らず知らずのうちに線形成長で判断するため、指数関数的な成長を看過しがち。水面下で変化は確実に起こっており、
凄まじい勢いになった状態で表舞台に登場する。
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人類の直感的理解を超えたテクノロジーの指数成長

• アメリカの3D Systemsが個
人向けの3Dプリンタ「Cube」
を発売

2年7.5倍

• テスラが走行距離600kmを
越える実用的な電気自動車
「モデルS」を発売

2年7.5倍

結果

• DeepMind社が開発したAI
「AlphaGo」が最強棋士イ・
セドル9段に勝利

2年5倍

テクノロジーの成長 専門家予測

• パーソナルファブリケーションの
ための汎用型個人用小型加
工システムの実用化

3Dプリンタ

• 1充電で500km走行可能な
電気自動車の実現

EV 15年
2010年時点

15年
2010年時点

• AIが囲碁で人間に勝利AI 10年
2014年時点

実際にテクノロジーの進化を見てみると、驚異的なスピードで進化やイノベーションが起きており、専門家ですらテクノロジー
の進化のスピードを見誤ってきた。
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デジタル化によって多様化する消費者行動

インターネットやスマートフォンの普及

が消費者行動の変化と複雑化をもた

らした。そして次に示す3つのサービス

の登場により、ハードウェアの進化以

上に大きな影響を与えつつも消費者

行動の急激な変化を後押ししているこ

とも既知の事実。

01. ブログとソーシャルネットワーキング
2000年初頭に普及したブログやSNS、動画投稿サイトなどの様々なデジタルメディアを用いた
双方向のコミュニケーションを通じて、消費者自身も情報発信の役割を担うようになった。

02. Eコマースショップの拡大
安心と手軽さを実現したECショップの商品・サービスのラインナップが拡充したことに加え、カスタ
マーレビュー機能が定着したことで、事前にレビューを読んで十分に検討してから商品を購入し、
購入後はすぐにレビューを投稿する、という消費者行動のサイクルが確立した。

03. 検索エンジンの性能向上
検索エンジンの性能が向上したことで、実店舗で商品を購入する場合でも、消費者は事前にイ
ンターネットで検索して商品スペック等の詳細情報や商品レビューをチェックし、比較・検討を行っ
てから購入するために実店舗へ足を運ぶという行動が浸透した。

上記３つのサービスが当たり前の世の中になって久しいが、
我々のセールス＆マーケティングの活動は進化を遂げているだろうか
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新興ブランドの台頭

以下に、デジタルプラクティスを活用して絶えず変化する消費
者を中心に置いたサービスを展開している新興ブランドや革
新的なビジネスモデルの2つの事例を紹介したい。

ひとつは日本の化粧品／ヘルスケア企業である株式会社I-
ne（アイエヌイー）の事例である。同社の象徴とも言える
シャンプーブランド「BOTANIST」の発売計画に際して、同
社は無名の新興企業が消費者を獲得することは容易でな
いことを十分に承知していた。しかも、発売価格は当時の主
力市販商品の約2倍にあたる1,400円（490ml）という
設定であった。販売を開始するにあたり、同社は SNSとEC
を駆使し、独自のブランド戦略である「ボタニカルライフ」に
フォーカスした情報発信に取り組んだ*1。シーズナリティに合わ
せたプロモーション手法の効果もあってSNSのフォロワーは急
増し、2017年の春には3万7,000ユーザーに達した*1。
「BOTANIST」は、発売からわずか3年半（2015年1月～
2018年6月）で5,000万本の販売を達成している*2。

同社は自社商品のバズ（話題性）を生み出すだけでなく、
独自のプラットフォームで消費者の声を拾い上げ、ビジネスの
意思決定の基盤にしており、また、独自のAI技術を用いた
継続的なデータトラッキングによって、その勢いを維持してい
る。

もうひとつは、スコットランドのベンチャービールメーカー
BrewDogの事例で、デジタルプラクティスを活用して新し
いカスタマーエクスペリエンスを生み出す手法に同社の独
自性を見ることができる。消費者は、BrewDogのウェブサイ
トから「Equity for Punks」と呼ばれるプログラムを介して同
社の投資家になることができ、ブランドを共創するという一
体感を提供している。2009年には投資家1,330人、97
万5,000ドルにすぎなかったファンドが、2019年には投資家
12万人、1,000万ドル以上にまで成長した*3。

*1. 出典: DIGITODAY https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-
strategy-of-digital-marketing/
*2. 出典: Insta Antenna https://insta-antenna.com/botanist
*3. 出典: Forbes 
https://www.forbes.com/sites/kristinstoller/2020/01/14/the-new-beer-
barons-how-two-scottish-kids-turned-wild-flavors-crowdfunding-and-plenty-
of-attitude-into-a-2-billion-business/#4f278b4f29c4

デジタル化により、新興/Smallなブランドに有利な環境が整ったことで、消費者を
深く捉える分析に基づいて開発されたコンテンツや製品を通じ、消費者に共鳴する
ことができる企業やブランドが消費者を獲得し始めている。

https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-strategy-of-digital-marketing/
https://insta-antenna.com/botanist
https://www.forbes.com/sites/kristinstoller/2020/01/14/the-new-beer-barons-how-two-scottish-kids-turned-wild-flavors-crowdfunding-and-plenty-of-attitude-into-a-2-billion-business/#4f278b4f29c4
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COVID-19の影響がデジタル化を促進
消費者の安全と活気を維持するために求められる企業の「デジタル化」

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、

2019年10月に施行された消費税率の引き上げによって落

ち込んでいた日本経済にさらに追い打ちをかけた。特に、上

場企業の多くが2020年度の決算報告を発表した4月末頃

から、日本でもCOVID-19の感染拡大が深刻化し、業績

の大幅な悪化が数字によって明確化した。

さらに、「緊急事態宣言」が発令され、「ゴールデンウィーク」

（4月最終週～5月第1週）に外出自粛を余儀なくされた

ことも、消費者の不安を煽る結果となった（図1）。

このような状況が、 行動する際により慎重な意思決定を行

う、という消費者の傾向を促進し、消費者の安全と活気を

維持するための企業のデジタル化の流れを加速している。
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緊急事態宣言の発令

5/25
緊急事態宣言の解除

総感染者数 不安指数

顧客の不安指数

*図1. 出典: 検査陽性者数 （2020年7月15日時点）-東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
*図1. 出典: 顧客の不安指数（2020年6月20日） Accenture COVID-19 Consumer Research

図1: COVID-19の発生と消費者の懸念

ゴールデン
ウイーク

PCR検査陽性者の総数

https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
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COVID-19の影響がデジタル化を促進
「誰が何を伝えているか」を慎重に選択

外出自粛の期間が長くなるにつれ、あらゆる種類のメディア

に費やされる時間が増加している（図2-1）。31歳以下の

若い世代はSNSをはじめとするデジタルメディアの利用率が

高い（図2-2）。しかし、SNSがもはや若者だけのもので

はないことは明らかである。

COVID-19の最新ニュース*1を入手するために最も視聴さ

れているメディアはテレビであるものの、デジタルメディアの利

用率の高さは、消費者が「どのメディアが伝えているか」で

はなく、「誰が何を伝えているか」を慎重に選択しながら、

様々なメディアを柔軟に利用していることを示している。 52%

59%

52% 55%
52%

41%
47% 46% 47%

44%
38%

32%
37%

44%
39%

28% 28%
32%

38%

45%

22%
19% 19%

29%

37%

18% 18%
24% 22%

54%

18-24 25-31 32-39 40-55 56 -69 70+

30%

35%
31%

39%

45%

37%
34%

39%
43%

51%

33%
35%

39% 39% 38%

April 17th-27th 2020 May 20th-24th 2020 June 16th-22nd 2020

図2-1: メディアに費やした時間（時間別）

図2-2: メディアに費やした時間（年齢別）

*1. 出典: Yahoo News https://news.yahoo.co.jp/byline/sakaiosamu/20200421-00174376/
*図2-1, 2-2. 出典: Accenture COVID-19 Consumer Research

SNS ゲーム ビデオチャット
（FaceTime、Zoom等）

ストリーミング動画コンテンツ
（Netflix等）

テレビ

2020年4月17-27日 2020年5月20-24日 2020年6月16-22日

SNS ゲーム ビデオチャット
（FaceTime、Zoom等）

ストリーミング動画コンテンツ
（Netflix等）

テレビ

https://news.yahoo.co.jp/byline/sakaiosamu/20200421-00174376/
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32%

43%

46%

51%

56%

31%

42%

56%

49%

54%

23%

43%

60%

49%

60%

25%

32%

27%

41%

42%

March 19th-25th 2020 May 5th-11th 2020

June 2nd-8th 2020 June 30th-July 5th 2020

COVID-19の影響がデジタル化を促進
「慎重であり続ける」消費者変化と、より重視される企業の「社会的責任」

コストを意識して買い物をしている／
安い商品を購入している

家族の免疫力を高めるために健康に
良い商品を購入している

買い物の回数が減った

大型チェーン店より近場の店で買い
物をしている

地元の生産物を買っている

感染が拡大するにつれ、消費者は買い物に対してより慎重

になっている。また購入回数が減り、価格に敏感になってい

ることがわかる（図3）。6月に緊急事態宣言が解除され、

感染状況が落ち着いてきたことで、消費者購買は増えてき

たが、COVID-19の発生前ほどには戻っていない。

日本における重要な商戦である夏休みとお盆の期間も、9

割弱の人々が「自宅で過ごす*1」と回答している。その背景

には、7月中旬からの第2波と言われる感染者数の増加が

ある。今後も、消費者が長期にわたり消費に慎重であり続

ける可能性が高いことは容易に想像できる。

また、消費習慣の変化と同時に、消費者が企業およびブラ

ンドを選択する際のポイントも「個人的な願望」から、倫理

観や従業員および消費者に対する適切な待遇など、企業

の 「社会的責任」へと移行している（図4）。

図3: 消費習慣の変化

*1. 出典: 共同通信社 https://www.kyodo.co.jp/life/2020-06-11_2831793/
*図3-4. 出典: Accenture COVID-19 Consumer Research

29%

41%

39%

33%

28%

38%

39%

31%

28%

44%

40%

34%

35%

32%

27%

22%

March 19th-25th 2020 May 5th-11th 2020

June 2nd-8th 2020 June 30th-July 5th 2020

図4: ブランドを選択する理由

従業員への待遇が良く、企業が約束
している価値観とも一致している

ブランドに倫理的な価値があり、あら
ゆる面でそれを具現化している

企業が利益よりもパーパス（存在意
義）を大切にし、消費者、従業員、
社会にとって正しい取り組みを行って
いる

新しいライフスタイルや健康的に生活
するための提案など、個人的な願望
の実現を促進してくれる

社
会
的

個
人
的

2020年3月19-25日

2020年5月5-11日

2020年6月2-8日

2020年3月19-25日

2020年5月5-11日

2020年6月2-8日

https://www.kyodo.co.jp/life/2020-06-11_2831793/
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人々の生活慣習・働き方の変化

購買行動の変化

• 職場が中心・毎日出勤
• 職住接近・首都圏集中
（小さな部屋・高い家賃）

• 生活導線を網羅したリッチな
店舗網での購買

BEFORE COVID-19 AFTER COVID-19

職場

自宅

• 自宅が中心・リモートワーク
• 自宅と職場が遠隔・地方分散
（好きな環境に住める）

• 家にいながらECで買い物
（必要に応じて近隣店舗で受取）

外出制限によるデジタル閲覧の急増
コミュニケーションのデジタル化が加速し、デジタル
上の情報を見る機会が増加

利便性を知ることによるオンライン購買加速
外出自粛により、これまでリアル店舗活用のみ
だったユーザーが、ECやデリバリーサービスを活用

“巣ごもり消費“の常態化
店舗の営業自粛や三密回避心理により、家に
居ながらショッピング/エンタメを楽しむ人々が増加

リッチな店舗網

職場

自宅
リモートワーク オンライン購買

店舗

生活の中心が職場から自宅にシフトすることで、消費者の購買行動が劇的に変化するものと考えられる。
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デジタル化に苦戦する従来型企業

すでに進んでいたデジタル化の傾向はCOVID-

19の発生により加速し、日本の消費者にも定着

した。変化のポイントは、デジタルが全世代で活

用されていることと、買い物の回数が減り、消費

者が情報や企業、ブランドの選択に慎重になっ

たことで、消費全体が慎重になっていることである。

今回の長期的な危機によって消費者の多様化

が加速し、従来の「One-size-fits-all」の手法

が崩壊していくことは想像に難くない。消費者が

急速に変化する世界、しかも現在のような不確

実で危機的な状況下では、企業は適切なタイ

ミングで、適切なメッセージを発信し、消費者に

共鳴することで、数少ない購買機会を獲得して

いくことがより一層重要になる。

大量消費時代の「One-size-fits-all」の手法を

基盤としてきた従来型企業は、中小企業が採用

している規模でのデジタル技術の導入には至って

いない。多層的な承認プロセスを持つことの多い

従来型企業が、従来の方法論から脱却せずに

スピードと競争力を維持するのは容易ではない。

従来型企業が、速やかにデジタル技術を導入し

て駆使しながら、消費者行動の変化に対処す

るスピードを上げていくには何をすればよいのだろ

うか？
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デジタル技術をフル活用するための
3つのポイント

バブル崩壊後、日本の従来型企業はより効率の良い方

法で経済的ダメージの回復に努め、実際に達成してきた。

その結果、コスト削減に長けた人材が上位ポジションに抜

擢されたため、コスト削減スキルに基づく事業経営を行い

続けている企業も多く、デジタルプラクティスを活用した

革新的なビジネスモデル立ち上げへの戦略優先度が低

く設定されがちである。

また、生真面目さと丁寧さという日本人気質によって獲得

した「メイド・イン・ジャパン」という世界的な称号が、

「One-size-fits-all」手法によってもたらされた過去の成

功への固執をさらに強め、結果として、現在のイノベー

ションが促進されづらい空気と企業文化につながっている。

その間も日本人口の高齢化は進み、新しい技術を受容

し、使いこなすことができる人材は少なくなってきている。

しかし、消費者の変化の波を捉えている新しい企業は、

その俊敏さを生かしてデジタルを積極的に導入し、駆使す

ることで、従来型企業との間に大きなギャップを生み出し

ている。また、新興企業は、消費者との直接的なタッチポ

イントを通じて消費者を深く理解することで、適切な製品

やサービスの迅速な提供を実現している。

以降では、従来型企業が新興企業とのギャップを埋める

ために取り組むべき、重要な成功要因である3つポイント

を紹介する。
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テクノロジーと消費者を学習し続ける

データを科学的に分析することで
消費者について学習し、理解する

単なる情報の断片にすぎないデータは、データ
サイエンスを用いて様々な視点から分析する
必要がある。そのためには、従来の成功理論
に頼ることなく、デジタルツールを駆使することが
重要である（事例：株式会社I-ne）。

適切なテクノロジーとプラットフォーム
を選択する

「消費者との直接的なタッチポイントの構築」
や「消費者行動データの収集と追跡」など、テ
クノロジーを導入する目的と期待する成果を
明確にしたい。適切な情報発信のために、適
切なテクノロジーとプラットフォームを選択するこ
とが、消費者に共鳴するための第一歩となる。
“適切な”テクノロジーの選択のために、学び続
けることが必要である。

テクノロジーを駆使し、時と場所を
選ばずにデータを取得する

デジタルプラットフォームは、迅速かつ正確にデー
タを収集するための優れたツールである。
COVID-19による危機の時代を、人間の活動
の多くがデジタルに移行する中でデータ収集を行
うための機会として捉えたい。今日のように不確
実かつ急速に変化する世界では、消費者のマイ
ンドセットや行動を注視することが重要になる。
個々の消費者を不変の「定数」ではなく、常に
変化する「パラメータ」として扱うことが重要である。

01.
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株式会社I-ne（アイエヌイー）
BOTANIST

デジタル技術を活用したデータドリブン（データ駆動型）
の意思決定

▌ シャンプーとECチャネルの相性や、価格競争によってブラ
ンド価値が低下することのない店頭市場での販売ルート
など、綿密なフィージビリティスタディに基づいた意思決定
を実行*2 。

▌ 企業が想定しないような組み合わせで商品を購入してい
る消費者を見つけ出し、その要因を徹底調査し、新商
品のラインナップにつなげる*3など、ロイヤルカスタマーの追
跡調査を行い、潜在ニーズを発掘し新製品に反映。

▌ SNSやオンラインレビューなどのビッグデータ活用のノウハウ
を注ぎ込んで独自開発した最先端のAIインサイトスコー
プ「KIYOKO（キヨコ）」によるデータ分析サイクルの確
立*4。

2007年に設立された日本の化粧品／ヘルスケア企業で、
2015年に発売したオーガニックシャンプーブランド
「BOTANIST（ボタニスト）」で広く知られている。

販売価格は、当時の主力市販商品の約2倍にあたる1,400
円（490ml）という設定だった。同社はSNSとECを駆使し
て、独自のブランド戦略「ボタニカルライフ」にフォーカスした情報
発信に取り組み、シーズナリティに合わせたプロモーション手法
の効果もありSNSのフォロワーは急増し、2017年の春には3
万7,000ユーザーに達した*1。「BOTANIST」は、発売からわ
ずか3年半（2015年1月～2018年6月）で5,000万本の
販売を達成している*2。

同社は自社商品のバズ（話題性）を生み出すだけでなく、
独自のプラットフォームから消費者の声を拾い上げ、ビジネスの
意思決定の基盤にしている。また、独自のAI技術を用いた
継続的なデータトラッキングによって、その勢いを維持している。

*1. 出典: DIGITODAY https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-strategy-of-digital-marketing/
*2. 出典: Insta Antenna https://insta-antenna.com/botanist
*3. 出典: IMPRESS https://netshop.impress.co.jp/node/5936
*4. 出典: PRTIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000012002.html
*5. 出典: PRTIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000012002.html

データを科学的に分析することで消費者について学習し、理解する

https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-strategy-of-digital-marketing/
https://insta-antenna.com/botanist
https://netshop.impress.co.jp/node/5936
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000012002.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000012002.html
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データを行動に変える

製品およびサービスを通じて消費者に
フィードバックする

消費者から提供されたデータを企業が研究し、
結果が反映されたサービスを目にした時や体
験した時に、消費者は喜びを感じ、データ提
供に積極的になる。これは消費者の信頼を高
め、企業およびブランドを共創するためのカスタ
マーエクスペリエンスを高めることにもつながる
（事例：Stitch Fix）。

データを活用して魅力的なストーリーを
伝える

消費者は「誰が何を伝えているのか」を慎重に
見ているため、どのようなストーリーを伝えるかは
重要なポイントになる。その時点での消費者の
興味・関心は何かを分析し、消費者とのインタ
ラクティブなコミュニケーションのフックとなる魅力
的なストーリーを伝える（事例：BrewDog、
株式会社クックパッド）。

消費者との関係や
「信頼のコミュニティ」を構築するために
データを活用する

インタラクティブなコミュニケーションで収集され
たデータには多くのヒントがある。データを活用
することで、製品およびサービス品質を向上さ
せるだけでなく、透明性の高い企業およびブラ
ンドメッセージを発信して消費者との信頼関係
を構築する。信頼があるからこそ、消費者を巻
き込んだコミュニティーの形成が可能になる
（事例：Drunk Elephant、C‘est qui le 
patron?!、株式会社ビビッドガーデン）。
インフルエンサーの活用は、消費者との信頼関
係の構築に効果的である。企業およびブランド
から発信される情報より、第三者から発信され
る情報のほうが信頼性が高いという「ウィンザー
効果」は心理学でも証明されている（事例：
株式会社フローフシ）。

02.
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Drunk Elephant

SNSを通じた口コミを活用して信頼関係を構築

▌ スキンケアが消費者との信頼関係の上に成り立っている
商品であることを認識した同社は、消費者を代表する意
見として顧客の喜びの声や幸せな体験談などの投稿を
集め、 SNSによる継続的な双方向コミュニケーションを通
じて消費者との信頼関係を築いている。 インスタグラムの
フォロワー数は100万ユーザー*1 に達している。

データを分析して商品に反映することで、ロイヤルカスタ
マーの増加に成功*1

• 誰が投稿を閲覧しているのかを分析し、少年、少女、男
性、カップル、子供、家族など、あらゆる層の人々が商品
のファンだという可能性に気づいた。

• 様々な消費者に共鳴するために、同社では従来使用さ
れていた特定の成分や香料の使用を避けるとともに、消
費者が「女の子向けの（ガーリーな）商品」であるという
固定観念に陥ることのないよう、パッケージやステップをシ
ンプルにすることで、ブランドアイデンティティを発信し続けて
いる。

2013年に設立されたアメリカの化粧品会社。

同社の成功を支えているのは、SNSを通じた魅力的なコミュ
ニケーションと適切な商品の提供で、2018年には収益1億
5,000万ドル*1 と、Instagramのフォロワー数は約50万ユー
ザーに達している*2。

*1. 出典: Business Insider https://www.businessinsider.com/drunk-
elephant-founder-tiffany-masterson-shares-tips-for-success-2019-9
*2.出典: Media Post 
https://www.mediapost.com/publications/article/335787/is-drunk-
elephant-being-pursued-by-unilever.html
Instagram as of 2020 July

消費者との関係や「信頼のコミュニティ」を構築するためにデータを活用する

https://www.businessinsider.com/drunk-elephant-founder-tiffany-masterson-shares-tips-for-success-2019-9
https://www.mediapost.com/publications/article/335787/is-drunk-elephant-being-pursued-by-unilever.html
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C’est qui le patron?!

責任ある事業運営、社会貢献、倫理的生産などのトレン
ドを巧みにキャッチし、オンラインで検証

▌ 社会的なトピックや旬のトレンドに便乗するのではなく、消
費者の意思に基づいたビジネスモデルを構築している。商
品の安全性に加えて、利益の最大40％を生産者に還
元するという、公正な価格設定を徹底して行っている。一
般的な還元率である10％と比較すると驚異的な比率*3

であることがわかる。

徹底した民主主義によるブランドの共創

▌ すべての商品について、生産者や消費者にも商品と価格
を決めるための投票権を等しく付与している。

2016年にフランスで設立されたフェアトレードパッケージ食品ブ
ランドで、最初に販売した商品は瓶詰め牛乳だった。

同社が提供している、社会的責任の高まりに迅速に対応した
新しいカスタマーエクスペリエンスは、生産者、消費者と信頼関
係を構築し、ブランドの共創へとつながっている。

商品の内容や価格を民主的に決めるという独自の手法によっ
て、2016年には当初の目標の5倍となる2,500万本の牛乳
を販売した*1。しかも、これは広告なしで実現された*2 。

*1. 出典: La marque du consommateur
https://lamarqueduconsommateur.com/euronews-whos-the-boss-you-article-
en-anglais/
*2.出典: La marque du consommateur
https://lamarqueduconsommateur.com/e-marketing-cest-qui-le-patron-veut-
forcer-les-marques-a-plus-de-transparence/
*3.出典: La marque du consommateur
https://lamarqueduconsommateur.com/the-conversation-cest-qui-le-patron-
les-limites-de-linjonction-a-la-consommation-responsable/

消費者との関係や「信頼のコミュニティ」を構築するためにデータを活用する

https://lamarqueduconsommateur.com/euronews-whos-the-boss-you-article-en-anglais/
https://lamarqueduconsommateur.com/e-marketing-cest-qui-le-patron-veut-forcer-les-marques-a-plus-de-transparence/
https://lamarqueduconsommateur.com/the-conversation-cest-qui-le-patron-les-limites-de-linjonction-a-la-consommation-responsable/
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株式会社ビビッドガーデン
食べチョク

食材直販の新しいEC形態

▌ 外出自粛期間中の販路に悩む生産者と食品の購入に
困っている消費者をつなぐ、食材直販のECをサポート。

▌ 農薬使用量等の一定の要件を満たす生産者に限定す
ることで、消費者に公正な価格と食品の安全性を保証。

▌ 品質にこだわった商品ラインナップに加え、生産者を選択
するという新しい消費者体験を提供。

生産者が販売者になるための研修を実施

▌ 生産者の年齢層が高いこともあり、ECにおける販売スキ
ルの向上を支援する研修なども柔軟に実施している。

2016年に設立された日本企業が運営するECサイト「食べ
チョク」は、有機農産物や品質にこだわった食材を販売する産
直通販サイト。COVID-19による危機に直面する中で、倫理
的な生産・消費へのニーズの高まりに迅速に対応した事例で
ある。農家への新たな販路（EC）を確保するための迅速な
対応と、効果的な販売に向けた研修なども柔軟に対応してい
る。

*1.出典: Zenbird https://zenbird.media/tabe-choku-provides-c2c-marketplace-
for-farmers-to-sell-online/
*2. 出典: PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000025043.html
*3. 出典: 食べチョク https://andmore.tabechoku.com/

消費者との関係や「信頼のコミュニティ」を構築するためにデータを活用する

https://zenbird.media/tabe-choku-provides-c2c-marketplace-for-farmers-to-sell-online/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000025043.html
https://andmore.tabechoku.com/
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株式会社フローフシ

SNSを活用した巧みなバズづくりと消費者との信頼関係
を構築

▌ 話題にして盛り上がりたいと思わせるような同社の商品や
広告に、消費者が感情的に共鳴するような仕掛けを用
意することで巧みなバズづくりを成功させている。

▌ 「SNS映え」するデザインではなく「妥協のない」デザインで
あれば、消費者は意識的に投稿したくなると分析*3。

▌ インフルエンサーに消費者が信頼できる本音のレビューを
投稿してもらうことで、消費者との信頼関係を構築*3。

2010年に設立された日本の化粧品会社。

消費者がSNSで盛り上がりたくなるような特別な仕掛けを
強みとする企業である。その一例として「LIP38℃」というユ
ニークな商品がある。インパクトのある商品名で、発売から2週
間で7,000件以上のSNSへの投稿があり、年間10万本を売
り上げれば成功だと言われているカテゴリーで30万本の売上を
記録した*1。

同社のもう一つの強みは、消費者との信頼関係の構築と、
SNSを通じたマイクロインフルエンサーの活用にある。同社の特
別な仕掛けと消費者との信頼関係により、2020年上半期に
はアイコニックなマスカラで12のビューティーアワードを受賞して
いる*2 。

*1. 出典: PR TIMES,
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000010744.html
*2. 出典: PR TIMES,
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000010744.html
*3. 出典: Beauty Tech, https://beautytech.jp/n/n509ea5418be9

消費者との関係や「信頼のコミュニティ」を構築するためにデータを活用する

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000010744.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000010744.html
https://beautytech.jp/n/n509ea5418be9
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BrewDog

美味しいビールだけにとどまらないカスタマーエクスペリエン
ス

▌ 独自のクラウドファンディングを通じて、消費者にブランドを
共創する投資家となってもらうためのプログラムを開発。
本プログラムにより、顧客ロイヤルティの向上につながる新
しいカスタマーエクスペリエンスを提供している。

D2Cモデルを活用してブランド独自の世界観を発信

▌ 話題性のあるコンテンツでブランド独自の世界観を伝え、
バズ（話題性）を生み出している。

▌ ビアスクールやビアホテルなどを通じて、ビールを楽しむライ
フスタイルを提案し、ビール愛飲家を魅了する戦略を実
行。COVID-19による危機の最中に開催されたオンライ
ン試飲会では、参加者の自宅に商品を届けることで、一
体感の醸成を促進した。

2006年に設立されたスコットランドのベンチャービールメーカー
で、デジタルを活用して新しいカスタマーエクスペリエンスを生
み出す手法に同社の独自性を見ることができる。

消費者は同社のウェブサイトから「Equity for Punks」と呼ば
れるプログラムを介して同社の投資家になることができ、ブランド
を共創するという一体感を提供している。2009年には投資
家1,330人、97万5000ドルにすぎなかったファンドが、2019
年には投資家12万人、1,000万ドル以上にまで成長した*1。

*1. 出典: Forbes https://www.forbes.com/sites/kristinstoller/2020/01/14/the-
new-beer-barons-how-two-scottish-kids-turned-wild-flavors-crowdfunding-and-
plenty-of-attitude-into-a-2-billion-business/#4f278b4f29c4

データを活用して魅力的なストーリーを伝える

https://www.forbes.com/sites/kristinstoller/2020/01/14/the-new-beer-barons-how-two-scottish-kids-turned-wild-flavors-crowdfunding-and-plenty-of-attitude-into-a-2-billion-business/#4f278b4f29c4
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株式会社クックパッド
クックパッドマート （生鮮食品EC）
‐先払い型ライブコマース ‐

美味しい食事だけではなく「楽しさ」という新たなカスタマー
エクスペリエンスの提供

▌ 生産現場を公開し、生産者の熱意を発信することで、食
を通じて生産者と消費者をつなぐ新しい手法を確立。

▌ 食の安全と楽しさを発信するための最初の試みであるマ
グロの解体ショーはYouTubeでライブ配信され、注文さ
れたマグロは当日中に配送された*1。

▌ 今後の取り組みとして、来年収穫予定の田んぼの区画
販売を予定しており、購入者は田植えや収穫のバーチャ
ル体験に参加でき、また、ライブストリーミングを通じて米
作りのプロセスを学んだり体験したりすることができ、生産
者との交流も楽しむことができる。

1998年に開設されたレシピ共有プラットフォーム「クックパッド」
を運営する日本企業。ECサービス「クックパッドマート」では生
鮮食品の販売を行っている。
同社は、COVID-19による危機下において、迅速かつ機敏
な経営判断を行うことで消費者と共鳴し合うサービスを提供し
ており、「クックパッドマート」ではライブコマースによる消費者の
興味・関心とリンクしたストーリーテリングを実現している。

*1. 出典: Cookpad: https://info.cookpad.com/pr/news/press_2020_0601

データを活用して魅力的なストーリーを伝える

https://info.cookpad.com/pr/news/press_2020_0601
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Stitch Fix

消費者が積極的に情報提供したくなるパーソナライゼー
ションサービスの構築

▌ フィードバックすることで、実際にパーソナライゼーション（レ
コメンド機能）の精度が上がっていくことを消費者が体感
できるようにサービス開発を行っている。そのため、消費者
の行動によってサービスが向上するという好循環を生み出
している*2 。

人間によるフィードバックとデータの循環によって継続的な
サービス改善を実現

▌ デジタルによるレコメンドだけでは応えきれないニーズを補う
ために、必要に応じてレコメンドのアルゴリズムを改善する
人間のスタイリストが常駐し、100人以上のデータサイエ
ンティストを雇用している*3 。

▌ 収集したデータは契約デザイナーと共有し、ニーズに沿っ
た商品とサービスを拡充している。デザイナーは同社で仕
事をすることで得られるメリットを認識しているため、ブラン
ドに参加できることを好意的に捉えており、良好な関係*1

を構築できている 。

「Stitch Fix」は、広範なスタイル調査に基づいて衣服、靴、
アクセサリーなどを選定し、クライアントに郵送するオンラインの
パーソナルスタイリングサービスとして、2011年に設立された。

320万人の消費者と、ブランドを信頼して取引が続いている
1,000人のパートナーの協力で、AIによるパーソナライゼーショ
ンサービスを改善していくという健全なサイクルを生み出してい
る事例で、2016年には7億3,000万ドルだった同社の収益
は、2019年には16億ドルへと急増している*1 。

*1. 出典: Stitch Fix https://investors.stitchfix.com/news-releases/news-release-
details/stitch-fix-announces-fourth-quarter-and-full-fiscal-year-2019
*2.出典: Forbes 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2019/09/09/stitch-fix-a-useful-
case-study-for-retails-digital-transformation/#5acf03c87d4c
*3.出典: Harvard Business Review: https://hbr.org/2018/11/curiosity-driven-
data-science

製品およびサービスを通じて消費者にフィードバックする

https://investors.stitchfix.com/news-releases/news-release-details/stitch-fix-announces-fourth-quarter-and-full-fiscal-year-2019
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2019/09/09/stitch-fix-a-useful-case-study-for-retails-digital-transformation/#5acf03c87d4c
https://hbr.org/2018/11/curiosity-driven-data-science
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これまでにない迅速さと俊敏さで
実行する

迅速であること

今日の急速に変化する消費者と市場への対
応には、タイミングが非常に重要になってくる。
先述した2つのポイント（「1.テクノロジーと消
費者を学習し続ける」「2.データを行動に変え
る」）を実行して得られるアウトプットを活用し
て、これから起こりうる変化の全体像を素早く
捉え、迅速にビジネスの意思決定を行うことが
重要である（事例：株式会社I-ne、Stitch 
Fix）。

俊敏であること

物事は決して計画通りには進まない。一つの危
機が去ったとしても、いずれまた別の形で次の危
機が訪れる。だからこそ、新しい技術を実装し、
突然の変化にも柔軟に対処できるよう、俊敏で
あり続けることが大切である。現在置かれている
状況から最高のものを得るためには人材の育成
も必要になる（事例: Forest Cabin、 株式
会社ビビッドガーデン）。様々なデータ分析に基
づいた複数の戦略を策定し、十分に準備してお
くことが重要である。

03.
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Forest cabin
林清轩/ Linqingxuan

危機の収束後も、従業員の迅速な再教育を継続

▌ タオバオ大学のライブコマースオンライン講座を活用し、社
内ライバー（Liver）の育成に成功。

▌ ライバー（Liver）がそれぞれ独自の方法でブランドを表
現して配信した結果、ライブコマースでファンになった顧客
の多くがロックダウン解除後に実店舗を訪れた。オンライン
とオフラインの融合の成功事例である。

データドリブン・マネジメントの実践

▌ すべてのライバー（Liver）のパフォーマンスを定量的に
評価することで、PDCAサイクルを高速化している。

2003年に設立された中国のスキンケアブランド。

突然のCOVID-19のパンデミックに対処するために迅速な人
材の再教育を実施し、本来の実店舗ビジネスを強化した点が
同社の強みとなった。ロックダウン期間中に90％減と予想され
ていた売上高は145％増となっている*1 。

*1. 出典: China Daily: 
https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202002/19/WS5e4caa53a3107bb6b57a0b2
2.html

俊敏であること

https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202002/19/WS5e4caa53a3107bb6b57a0b22.html
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大企業による新たな試み

*1. 出典 : I – Global Intelligence for Digital Leaders : https://www.i-
cio.com/strategy/big-data/item/asahi-tapping-into-the-beer-lovers-of-
the-future-with-the-aid-of-ai
*2. 出典 : 日本コカ・コーラ「Coke ON」：https://c.cocacola.co.jp/app/
*3. 出典 : INDIEGOGO：https://www.indiegogo.com/projects/the-
heated-razor-by-gillettelabs-sold-out#/

大企業はデジタル化への対応に

苦戦しているものの、リスクを最

小限に抑えるために複数の手法

で、デジタルツールやプラット

フォームを活用している事例もい

くつかある。例えば、アサヒビール

株式会社*1では、AI（人工知

能）を活用してデジタルマーケ

ティングを効率的に運用しており、

日本コカ・コーラ株式会社では、

スマートフォンアプリ*2を活用して

消費者との直接的なタッチポイン

トを構築している。

またP&G（「Gillette」 *3 ）、

ライオン株式会社、The 

Coca-Cola Companyなど

の大企業がメリットを得るために

活用している重要なプラット

フォームの一つとして、クラウドファ

ンディングが挙げられる。

クラウドファンディングは一つのアイ

デアのカタチにすぎない。問いは、

「テクノロジーと消費者を学習し

続け、データを行動に変え、迅

速かつ俊敏に行動するためには

どうしたらよいか？」

クラウドファンディング活用に見られる
大企業の狙い

ニッチ市場における勝算を精度高く把握可能/リスク軽減
（マス市場は縮小傾向であるものの一気に“シフト”は難しい）

イノベーター/アーリーアダプターの投資対効果の高い
テストマーケティング

（ 「誰よりも早く手に入れて意見をいいたい」層からのインサイト）

消費者タッチポイントの確保
（直接的なタッチポイントは実は持っていない）

データと結果を迅速に直接把握することが可能
（俊敏さに欠ける企業でも俊敏に動くことがきっかけに）

https://www.i-cio.com/strategy/big-data/item/asahi-tapping-into-the-beer-lovers-of-the-future-with-the-aid-of-ai
https://c.cocacola.co.jp/app/
https://www.indiegogo.com/projects/the-heated-razor-by-gillettelabs-sold-out#/
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アサヒビール株式会社
LINEキャンペーン ＋ AI

最小限のコストでデジタルマーケティングを最大化するため
のAI活用

▌ 同社ではAIを活用して、消費者の年齢や性別、地域、
自社のSNSアカウントをフォローした時期、過去のキャン
ペーンへの参加有無といった情報を分析し、どのような消
費者が自社の商品を購入する可能性が高いかを判断し
ている。そのため、反応を示す可能性の高い消費者に
フォーカスし、反応する見込みの低い消費者へのマーケ
ティングコストを削減している。

▌ AIによって「購入する可能性が高い」と評価された消費
者のレスポンスは、マス広告のレスポンスの約18倍にも上
り、高いROAS（広告費用対効果）を証明している。

1889年に設立された日本のビールメーカーから派生した企業。

同社は、従来型のデータ活用から脱却することを目的として、
デジタルキャンペーンに反応する可能性が最も高い消費者を
予測するためにAIを導入したことで、不特定多数に向けたマ
ス広告と比べ約18倍のCVR（コンバージョン率）を達成し、
無駄なコストの削減に成功している。

*出典: I – Global Intelligence for Digital Leaders: https://www.i-
cio.com/strategy/big-data/item/asahi-tapping-into-the-beer-lovers-of-the-
future-with-the-aid-of-ai

https://www.i-cio.com/strategy/big-data/item/asahi-tapping-into-the-beer-lovers-of-the-future-with-the-aid-of-ai
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日本コカ・コーラ株式会社
アプリ経由でのつながり

公式スマートフォンアプリ「Coke ON」で新たなタッチポイ
ントを実現

▌ 消費者はアプリと自動販売機を連携させることで購入に
応じてスタンプを獲得し、貯まったスタンプをドリンクチケット
として利用できる。

▌ 天候に合わせて熱中症予防のためのドリンクチケットを配
布し、消費者に新たなカスタマーエクスペリエンスを提供
*2 。

▌ 企業側は購入データに加え、アプリサービスを介して消費
者のアクティビティ情報を収集できる。

言うまでもなく、コカ・コーラ（The Coca-Cola Company）
は1892年にアメリカで設立された飲料会社である。日本法人
は1957年に設立された。

CPG（消費財）企業の多くは、多様な流通チャネルの中で、
消費者との直接的なタッチポイントの確立に苦戦している。

同社は、自動販売機の利用者に着目し、スマートフォンアプリ
を介してユーザーと接点をつくることで新しいカスタマーエクスペリ
エンスを提供し、アプリの利用を促進している。同社は、
2,000万ユーザー*1がダウンロードするアプリを通じて、経営判
断のベースとなる豊富なデータを収集している。

*1. 出典: Coca Cola https://c.cocacola.co.jp/app/
*2. 出典: IMJ https://www.imjp.co.jp/works/cocacola/

https://c.cocacola.co.jp/app/
https://www.imjp.co.jp/works/cocacola/
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P&G
Gillette Heated Razorのクラウド
ファンディング

クラウドファンディングの特性を生かした戦略

▌ 蒸しタオルを使った理髪店のような体験を、美しいフォルム
のデバイスで提供する、という明確なコンセプトに基づいて
プレミアムブランドを立ち上げた。

▌ プレミアム価格帯の消費者はマスマーケットゾーンではなく、
新しい技術に敏感なイノベーターやアーリーアダプターが
ターゲットになるのではないかという仮説を立てた。クラウド
ファンディングは、ターゲットとなる消費者を見つけるために
最適なプラットフォームであった。

データ収集から商品化につなげる力

▌ クラウドファンディングに参加した消費者は、商品レビュー
を投稿することを条件に商品を購入*2。

▌ 顧客レビューを分析し、プレミアム価格帯のコンセプトが特
定の消費者に響くという確信のもと、商品化につなげてい
る。

Gillette（ジレット）は1901年に設立された独立系企業で、
2005年にP&Gに買収された。

同社では、高価格帯のプレミアムブランドの新規立ち上げに際
し、クラウドファンディングでコンセプトが受け入れられるかどう
かを検証を行った。商品が資金調達の目標額を492％上回
り、6日以内に完売したことで*1、このコンセプトが特定の消費
者に響くと確信し、ニッチ市場への参入を決定した。

*1. 出典: INDIEGOGO https://www.indiegogo.com/projects/the-heated-razor-
by-gillettelabs-sold-out#/
*2. 出典: PHVNTOM https://phvntom.com/gillette-launches-premium-division-
with-first-heated-razor/

×

https://www.indiegogo.com/projects/the-heated-razor-by-gillettelabs-sold-out#/
https://phvntom.com/gillette-launches-premium-division-with-first-heated-razor/


32Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved

ライオン株式会社
VISOURIRE向けのクラウドファンディ
ング

クラウドファンディングのプラットフォームを利用して、新しい
カテゴリーの商品テストを実施

▌ 従来とは流通経路の異なる新しいカテゴリーの商品の顧
客受容性を入念に調査*2。

▌ プラットフォームをマーケティングツールとして活用し、美容
分野での新しい挑戦をアピール*3。

従来型のデータ分析から構築した仮説を検証*3

▌ クラウドファンディングを開始する前に、従来の手法で消
費者を対象とした受容性調査を実施。同社ではクラウド
ファンディングを、仮説検証と実現可能性をダブルチェック
するためのプラットフォームとして活用している。

トイレタリー市場を中心に事業を展開する日本の消費財メー
カーにおけるクラウドファンディングの活用事例。

同社は、従来とは異なる流通経路を持った新しいカテゴリー
（美容機器）の商品を発売する前に、クラウドファンディン
グを活用して実現可能性の再確認を行った。最終的に資金
調達額が目標を392％も上回る成功を収めている*1 。

*1. 出典: Makuake https://www.makuake.com/project/visourire/
*2. 出典: Newswitch https://newswitch.jp/p/14408?from=np
*3. 出典: Lion https://www.lion.co.jp/ja/company/press/2018/2650

×

https://www.makuake.com/project/visourire/
https://newswitch.jp/p/14408?from=np
https://www.lion.co.jp/ja/company/press/2018/2650
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3つのポイントを実現する
ために必要なアセット

成功要因である3つのポイントすべてを実現するた
めには、企業の目的に合った人材と適切な仕掛け
が不可欠である

これまで、20世紀のビジネス構造を踏襲したかのような「One-size-fits-all」

理論に基づいて、人材とツールも大量消費されてきた。以降では、従来型企

業がこの重要な3つのポイントを実現し、急速に変化する不確実な世界で、

競争力を維持し続けるために必要な、適切な人材と適切な仕掛けを確保す

るための方法を紹介する。
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3つのポイントを実現するために必要なアセット
人材～ワークスタイルの選択肢を提供する

図5: エンゲージメントのレベル（2014-2016年合計）優秀な人材の確保

▌ 日本の労働者のエンゲージメントは極めて低く、
無気力な社員が7割を占めている（図5）。多く
の日本人にとって仕事はただの苦役でしかないのか
もしれない。

▌ 従業員のエンゲージメントを向上させるためには、
信頼関係を構築し、消費者を取り込むという一
般的な手法を用いるべきであろう。

新しい働き方の定義

▌ 昨今のトレンドでは、リモートワークが働き方の最適
解であるかのような意見も増えているようだ。しかし、
そのような一辺倒の考え方は従来の「One-
size-fits-all」 （画一的）と何ら変わりがない
ことに気づかねばならない。

− アメリカの企業では、YahooやIBMが、これまで
推奨してきた在宅勤務を減らす方向にシフトし
ているケースもある。技術革新が進んでも、メン
バーが顔を合わせて集中的にブレーンストーミン
グなどの知的生産作業を行う場合など、ある一
定の生産性はオフィス特有の環境により生ま
れることは間違いない。

▌ デジタルやオンラインツールを最大限に活用しつつ、
業務部門や管理部門がそれぞれの業務に適切
なワークスタイルを選択できるよう、働き方を定義
していくことが大切である。

6%

32%

6% 7%
15%

70%

51%

75%
67%

67%

24%
17% 19%

26%
18%

日本 アメリカ 中国 韓国 世界

エンゲージ 非エンゲージ 積極的な非エンゲージ

*図5. 出典: Gallup “The state of the Japanese Workplace”
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図6: 人材育成への投資額 （対GDP比）新たな働き方に合わせた新しい
評価制度
▌ 社員のエンゲージメントの低さは、旧来の評価制
度に起因している。年功序列制度に加えて、時
間拘束型の（就業時間内にオフィスにいれば「仕
事をしている」とみなされる）働き方も原因のひと
つである。

▌ 評価制度を最新化し、リモートワークを有効に活
用するためにも、企業は人材との透明性の高い
双方向のコミュニケーションを促進し、人材の役
割と評価を再構築する必要がある。

人材育成の必要性

▌ 日本企業の人材育成に対する投資額は先進国
の中で最も低い（図6）。その背景には、OJTを
重視する日本の企業文化がある。しかし、OJTは
仕事を通じて経験したその企業や業務特有のス
キルが身につくだけで、不確実性の高い時代にお
いて、創造力豊かな発想でプロジェクトを牽引し、
未来の戦略を構築できる人材を育成するために
は適していない。

− 例えば、先に触れたクラウドファンディングは人
材育成のプラットフォームとしても活用すること
ができる。これは単なるアイデアコンテストやシ
ミュレーション研修以上の成果が得られる。例え
ば、バーチャル事業部の責任者として事業化プ
ロセスを疑似体験させてみるなど、企業側のリス
クを抑える形の研修も可能になる。

2.3%

1.7%

1.5%

2.3%

1.1%

0.4%

2.1%

1.9%

1.2%
1.1% 1.1%

0.1%

アメリカ フランス ドイツ イギリス イタリア 日本

1995-2004 2005-2012

3つのポイントを実現するために必要なアセット
人材～人材評価制度の再構築

*図6. 出典: 経済産業省、第四次産業革命に向けた産業構造の変化と方向性に関する基礎資料
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適切な人材には、3つの重要なポイン
トをサポートするための適切な仕掛け
が必要である。それぞれの重要なポイ
ントをサポートするツールを紹介する。

獲得
急速に多様化する
消費者との直接的
なタッチポイントの
確保

エンゲージ
適切なコンテンツを
適切なタイミングで
適切なターゲットに

学習
複数データを統合
して消費者を分析

行動
消費者の視点をバ
リューチェーン全体
に拡大

3つのポイントを実現するために必要なアセット
仕掛け

▌ 広告

▌ ソーシャルメディア

▌ 消費者と共創するコ
ミュニティー／プラット
フォーム

▌ D2Cサイト

▌ カスタマーエンゲージメ
ントセンター

▌ マスコミュニケーション

▌ マイクロマス（セグメン
ト化）マーケティング

▌ 1 on 1コミュニケー
ション

▌ コンテキストコミュニ
ケーション

▌ リアルタイムコミュニ
ケーション／パーソナラ
イゼーション

▌ 消費者とのコラボレー
ション

▌ CDP（顧客データプ
ラットフォーム）

▌ 顧客の一元管理

▌ 分析（定性／定量）

▌ ロイヤルカスタマーと支
持者の獲得

▌ R&Dおよびセールスに
おけるデータ活用
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環境適応力を上げる

今日の不確実かつ不安定な状況は何か月も続く可能性が高く、消費者は消

費を控えて慎重に行動し続ける。

消費者が今すぐ行動できなくても、様々なタッチポイントで消費者との信頼関

係を構築・維持しておくことで、状況が落ち着いたときのビジネスチャンスにつな

がる。

COVID-19による危機が去ったとしても、新たなパンデミックや自然災害などを

きっかけに、過去の成功体験が突然役に立たなくなる時は必ずやってくる。

どれだけデータを活用しても、リスクをゼロにすることはできない。

その時置かれている環境で常に成功できるように、人材と仕掛けを強化し続

け、環境適応力を上げる必要がある



38Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved

ご静聴ありがとうございました。
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アクセンチュアについて

アクセンチュアは、ストラテジー ＆ コンサルティング、インタラク
ティブ、テクノロ ジー、オペレーションズの領域で、すべてにデ
ジタルの力を組み込んだ幅広いサービスを 提供する世界最
大級の総合コンサルティング企業です。世界最大の規模を
誇る先端技術と インテリジェント・オペレーションセンターの
ネットワークに裏打ちされた40を超す業界 に向けて、豊富
な経験と専門スキルを生かしたサービスを提供しています。ア
クセンチュアでは、世界120カ国以上のお客様に対して、51
万3,000人の社員による継続的なイノ ベーションによって、
お客様のパフォーマンス向上と、永続的な価値創出を支援
しています。

アクセンチュアの詳細はwww.accenture.comを、アクセン
チュア株式会社の詳細はwww.accenture.com/jpをご
覧ください。
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