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次世代の顧客接点構築の必要性

多くの日本企業にとって、国内市場における顧客獲得競争は激

化の一途を辿っている。国内の消費人口は減少し、限られたパイ

の奪い合いに頭を悩ます企業も多い。所得・年齢の二軸で捉え

ることができていた顧客は、価値観の多様化が進み、セグメントの

細分化・再構成が進む。顧客の消費・生活行動においても、シェ

アリング・エコノミーやレンタル消費といった新たな消費形態が買

い方や暮らし方を変革しており、消費の全体像を捉えることが益々

難しくなってきている。このような状況下においては、如何に今まで

以上の解像度で顧客を理解し、適切な打ち手を講じていくことが

できるかが企業間の競争力を左右する。

一方、昨今のビッグデータ・IoT等の活用によるデジタル革新は、

消費行動の幅を広げ、顧客に大きな利便性や新たな体験をもたら

すとともに、一人ひとりの顧客の理解においても新たな機会を提供

し出している。無印良品では、リアル店舗と WEBをシームレスに連

携し、「購買前」「購買行動」「購買後」も含めて、個々の顧客とのゆ

るやかなつながりができる「MUJI passport」を構築し、顧客体験価

値を最大化させている。裏側では、顧客の個人属性と購入データ

をビッグデータとして蓄積・分析することで、最新の売れ筋動向を

反映したタイムリーな商品開発にも役立てている。

このようにデジタルを巧く活用すれば、顧客と今まで以上に深く、

頻度高く、リアルタイムに、インタラクティブに、繋がり続けることがで

きる。また、「購買」の瞬間だけでなく、「使い方」や ｢選び方｣といっ

たシーンにも接点を広げ、顧客の理解を高めていくことができる。

リアルの場に加え、デジタルを巧く活用し、顧客との関係・つな

がりを高め、顧客理解の解像度を上げ、一人ひとりにあった商品・

サービスを提供していく次世代の顧客接点を構築していくことが求

められるのである。

デジタル時代の次世代顧客接点の構築

出所：  ローランド・ベルガー

「デジタル」は、圧倒的な量と質の顧客との｢直接の対話｣を可能にした。

企業活動そのものが「真」の顧客起点での活動へと生まれ変わることを意味する。これまでの購買時の一瞬の付

き合いだけでなく、使用といったシーンにも目をむけ、頻度高く、長く、顧客と繋がりを作っていくことがまず重要である。

そして、繋がりの中で、顧客理解の解像度を上げ、顧客一人ひとりにあった “ぴったり”な商品・サービスを提供

できれば、顧客の体験価値を高め、ファンを生み出すことができる。 これらの活動が、成熟市場の中での、企業

活動の競争力や新しい事業を生み出すきっかけになると考える。

顧客との繋がりを通じて得た情報を活用し、
気づきを生む「個客単位の見える化」

頻度高く・長く、日常を通した
「顧客との繋がりの構築・強化」

 一人ひとりの顧客ニーズ・タイミングに応じ
た「顧客にとっての "ぴったり "の提供」
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次世代の顧客接点構築のサイクル
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は、ZOZOTOWN全体の 3割にも匹敵とするといわれる。同時に、

今までは、「購入」という接点を起点とした情報しか見えなかったの

が、洋服選びや使い方といった「利用」データも組み合わせること

で、より解像度を上げてカスタマージャーニーを分析することがで

きるようになったのである。

②　気づきを生む「個客単位」の見える化
顧客との繋がりを通じて情報を取得したら、次に重要なのは、「個

客」単位での見える化を行い、一人ひとりが持つニーズ /タイミング

の気づきを得ていくことである。あらゆる行動データを「個客」単位

で一元化させていく。そして、一人ひとりの顧客を多面的な視点で

見える化することで今まで気づけなかった傾向・特性を発見できる

のである。

集めたデータについて、様々な切り口から分析・解析することに

意義がある。 ここで言う切り口とは、打ち手につながる「気づき」が

得られる切り口である。例えば、次のような切り口が考えられる。「顧

客の購買パターン」、「顧客セグメント毎のニーズ」、「顧客毎の欲し

いタイミング」、「カスタマージャーニーにおける行動パターン」、「カ

スタマージャーニーでの空き時間」、「顧客のニーズ・タイミングと

サービス提供のズレ」、「ライフステージにおける消費」等である。こ

うした分析・解析をすることによって、“誰が、何を、なぜ、いつ、どこ

で”求めているのかということが把握でき、まさに「個客単位」の見え

る化になるのである。

尚、見える化を加速させるためには、新しい技術や外部企業との

活用も視野にいれるべきである。解析能力が高いベンチャー企業

との提携・委託、パブリック DMPのような外部データとの組み合わ

せによるデータ補完、判断や予測をしていくためのサポートとして

の人工知能の活用といったことにもチャレンジしていくことで、よりイ

ノベーティブな切り口の考案に、集中していくことができる。

③　顧客にとっての "ぴったり "の提供
理解が高まった結果、それぞれにぴったりな商品・サービスやコ

ミュニケーションをし体験価値を最大化していくことができるようにな

る。先述のアパレル ECの事例に当てはめて考えると、高級靴をよ

く履くユーザーに対するお手入れ方法のコミュニケーション、顧客

の購入頻度や着こなし状況に合わせたリコメンデーション、コーディ

ネートパターンの変化によるトレンドの先読みと商品のタイムリーな

提供等ができるだろう。更に、見えてきた気づきを束ね、例えば、

洋服借り放題・シェアリングといったように新しい事業を生んでいく

ことも可能になる。

これは、企業にとっては、顧客にぴったりを提供し関係を深める

ことができると共に、活動の効果や生産性を高められるようになるこ

とを意味する。 そして、時間軸として先を見据えるようになるため、

顧客が求めるタイミングを起点としたエンジニアリングチェーンに組

み替えられるということでもある。企業活動そのものが「真」の顧客

起点での活動へと生まれ変わることが出来るのだ。先述の無印良

品では、販売・マーケティング部門だけでなく、企画・生産等のあ

らゆる部門が「MUJI passport」から生成された顧客一人ひとりの情

次世代の顧客接点構築のサイクル

　次世代の顧客接点の構築は、既存ビジネスの頑健性を担保

することにつながる。 顧客一人ひとりを理解し、商品・サービス

全体での価値を上げれば、顧客のエンゲージメントを高め「ファ

ン」を生み出す。 新規顧客の獲得コストは既存顧客との関係を

深めるよりも 5〜 10倍かかると言われている中、ファンとなった顧

客が、アンバサダーとなって顧客開拓にも貢献してくれる。そして、

顧客理解が深まると、新たな事業進化・機会を生み出していくこ

とにもつながってくる。

では、次世代の顧客接点はどのように構築するのか。それには、

大きく 3つのステップが存在する。

① 頻度高く ・長く、日常を通した 
「顧客との繋がりの構築・強化」

② 顧客との繋がりを通じて得た情報を活用し、 
気づきを生む「個客単位の見える化」

③ 一人ひとりの顧客ニーズ ・タイミングに応じた 
「顧客にとっての "ぴったり "の提供」

そして、このサイクルを何度も回し、スパイラルアップさせていくこ

とが、顧客との関係を太いものにし、ファンを増やし企業活動を成

長・進化させていくのである。 　　A、 B

①　顧客との繋がりの構築・強化
日常を通じてできるだけ頻度高く、長く、顧客と繋がっている状態

を作り出すことが、顧客理解の解像度を高める情報取得に結びつ

く。顧客のエンゲージメントを高める第一歩である。

これまでの商品・サービスの提供の瞬間だけでなく、「使用・消費」

や「認知・検討」といった顧客の日常のシーンに対して視点を拡げ、

どの様な繋がりを持ちうるか、どこに体験価値の向上の余地がある

のかを思い描き実現するのだ。

そこから得られた情報によって、これまで ｢点 ｣でしかとらえられ

なかった、顧客一人ひとりの行動が把握できるようになり、顧客の

ニーズ・タイミングが見えるようになる。

顧客との繋がりはリアル /デジタル双方で構築していくべきもの

であるが、特に、デジタルの活用は、それを強化するだけでなく、量

と質で、顧客理解の解像度を上げていくための武器となりえる。

例えば、好事例として、アパレル ECサービスの ZOZOTOWNを

手がけるスタートトゥデイが展開しているアプリサービスの「WEAR」
が挙げられるだろう。 メイン機能は、ファッションコーディネート投

稿とその閲覧であるが、自分が持つアイテム、またお気に入りのモ

デル・一般人を登録することで、アイテム・ブランド・ショップ・

ファッショニスタ等、様々な軸で自分好みのコーディネート画像を

楽しめ情報収集にもなる。更に、他人のコーディネートを参考にし

ながら、そのまま ZOZOTOWNで購入することもでき、顧客にとっ

ての利便性は高い。 顧客にとっての「洋服のコーディネート」とい

うシーンを切り取り、日々の顧客との繋がりを構築すると共に、顧客

の体験価値を向上させているのである。 ｢WEAR｣経由の売り上げ
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2

B
次世代の顧客接点構築のポイント

出所：  ローランド・ベルガー

 > 個客それぞれにぴったりなサービスやコミュニケーションで

体験価値を向上

 > 顧客が求めるタイミングを起点としたエンジニアリングチェーン

の組み換え

 > 顧客との関係深化と生産性の向上を実現しつつ、顧客接点

深化の好循環を回す

 > あらゆる行動データの「個客単位」での一元化による

見える化の実施

 > 打ち手に繋げる「気づき」を得るための切り口で、一人ひとり

の顧客を理解

 > 新しい技術や外部企業の活用もしながら、切り口の考案に

集中

 > 日常のシーンまで視点を拡げ、顧客と頻度高く、長く、

繋がる状態を創出

 > 特に、デジタルの活用は、繋がりを強化するための武器

 > エンゲージメント向上と顧客理解の解像度を上げる情報

取得を実現

1

3 顧客にとっての

"ぴったり "の提供

気づきを生む

「個客単位」の見える化

顧客との繋がりの

構築・強化
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報を起点した活動へと進化させている。

ぴったりな製品・サービスの提供が顧客との関係性をより強固な

ものにしてくれる。エンゲージメントが高まった顧客は、更に積極的

に自社の活動に関わってくれるようになり、更に幅広い情報を取得

可能となり、好循環が回っていくのである。

終わりに

「デジタル」は、圧倒的な量と質の顧客との ｢直接の対話 ｣を可

能にした。 オンラインプレイヤーや流通プレイヤーだけでなく、直

接の顧客から遠ざかっていたメーカーにもそれができるのである。

こうした中、企業の競争力の源泉は、顧客との対話を積極的に進

め、顧客一人ひとりを起点に活動し、ぴったりな価値提供ができ

ているかということに移行していく。そして、その活動の蓄積によっ

て、生み出されたファンの数こそが、勝敗を分けていくのではない

だろうか。

R&Dチームのご紹介

ローランド・ベルガーでは、「ものづくり企業の革新」を目指し日々活動しています。日本企業の体質を変えること。

それを通じて、日本を元気にすることが、弊社の世界観です。

こうした世界観を実現していくべく、社内 R&Dセンターを開設いたしました。付加価値起点での企業革新を実現

すべく、新たなテーマへの挑戦や発信を続けていきたいと考えています。

お客様起点

お客様起点（ものづくり企業とお客様との心理的・物理的・時間的な距離を縮める）

すべての現場のベクトルを合わせていく、日本固有のチェンジマネジメント

現場同士、現場とお客様が「ぴったり」となるよう上手く「つなぐ」）

非競争領域での効率化

(プラットフォームでみんなを「つなぐ」 )

活動のつながり、成果、
ナレッジ蓄積の見える化

（PDCAを「つなぐ」）

日本のものづくり企業の革新

競争領域での

「選択と進化」そして、共創

（強い者を生み「つなぐ」）
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ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案と

その実行支援に特化した経営コンサルティング・ファームです。1967年の創立以来、成長

を続け、現在2,400名を超えるスタッフと共に、世界36カ国50事務所を構えるまでに至り

ました。日本におきましては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経

営上の課題解決に数多くの実績を積み重ねております。製造、流通・サービス、通信業界

等数多くのプロジェクトはもとより、5～10年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学

術機関との共同研究などを行うことにより常に最先端のノウハウを蓄積しております。
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ORDER AND DOWNLOAD
www.rolandberger.com

STAY TUNED
www.twitter.com/
RolandBerger

LINKS AND LIKES
www.facebook.com/Roland
BergerStrategyConsultants

Tablet version

DOWNLOAD OUR
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"Roland Berger" in the 
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App Store or at Google 
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Download the Kiosk 
App
for free.

A detailed insight into current thinking at Roland Berger is 
available via our new microsite at new.rolandberger.com

ローランド・ベルガー 既刊Think ACTスタディのご紹介 

視点 114号 
 デジタルによる「対話」の革新

欧本スタディは、企業における日本型の新しいコミュニ
ケーションの在り方について論考しています。

1. 「企業人間性」という前提の確立 
デジタル革新により対話の質が向上。 
企業としての「人間性」が問われる時代へ

2. 新たな「対話」モデルによる視点追加 
ユーザーを属性だけでなく場面で捉え、 
「側にいつもいて欲しい」相手へ

3. 「経営システム」から「人」への重心移動 
「企業」が主語から「ユーザーや従業員」が主語へ
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