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メタトレンド:
原理原則の再考
アクセンチュア インタラクティブにおいて、デザイン＆イノベーショ

一方で、テクノロジーは引き続き変化を生み出しています。例えば、

働く1,200人のネットワークを駆使し、この先1年のトレンドをまとめ

自分自身を証明する一種の署名としての役割を持つようになり、仮想

ンを手掛けるFjord（フィヨルド）は毎年、世界33カ所のスタジオで
ています。2019年には日本やラテンアメリカに新たにスタジオを立ち

上げ、今年のFjord Trendsはこれまでで最も国際的な多様性を備えて

テクノロジーによってお金の形は変化し、私たちの体は、それ自体で
分身が作られるようになりました。

います。各地域に様々な特色や背景があるにも関わらず、アイデアを

2020年のメタトレンドは、まさに原理原則の大規模な再考です。

した。今年ご紹介するトレンドは、世界中の仲間がこれまでになく密

の定義に基づいてビジネスモデル、サービス、製品を革新するまたと

集めている初期段階から、私たちの意見は多くの部分で一致していま
接に繋がって見出したものであり、また、私たちが見据える情勢や将
来の見通しについて包括的に伝えています。

経済と政治、資本主義と資源、テクノロジーと社会は長きにわたって
密接に関連し合ってきましたが、皮肉にも、その結びつきを助長させ
たテクノロジーそのものによって、複雑な絡み合いがもたらした現在
の状況は社会的に大きな関心を集めています。デジタルとインターネッ

トの遍在は、トランプ大統領とグレタ・トゥーンベリ氏、アマゾンと

一見、後ろ向きだと思われるかもしれませんが、むしろ、新しい価値
ない機会が今ここにあると、私たちは考えています。

このメタトレンドを受け入れる勇気のある企業には、超えるべき壁も
ありますが、それ以上に多くの好機があります。例えば、これまで数
十年にわたって、金銭的利益こそがビジネスの成功を測る唯一の考え
方であると捉えられてきましたが、そういった現代の常識に対して、
このメタトレンドは疑問を呈しています。

ギグエコノミー、スマートフォンとテック・ラッシュが注目を浴びたこ

この原理原則の見直しはまた、スタートアップ企業だけでなく、従来

り、シリコンバレーのスタートアップ企業が厳しい目を向けられてい

新を引き起こす可能性もあります。様々な市場においてそれぞれのペ

とと、さらにはWeWorkの新規株式公開（IPO）の失敗が引き金とな
ることの大きな要因（おそらく決定打）となってきました。

金銭的利益を唯一の判断基準として際限なく成長するという資本主義
への疑問を、かつては人々が路上で声高に訴えていましたが、今では
企業の役員室でそれが話し合われるようになりました。プラスチック
への懸念は大規模な環境保護運動へと発展し、今や多くの国で有権者
の最優先事項の一つとなっています。このような問題に対して、巨大

型のビジネスを行う伝統的な企業も協力し、産業全体での象徴的な革
ースで変化が起こるにつれて、二段変速モデルが現れるかもしれませ
ん。新興市場は、際限の無い消費を行う西洋の慣習を飛び越え、バラ
ンスをより強く重視するようになるかもしれません。人々の習慣や行

動も、より一層流動的になり、従来の定量的に計れる属性としては
一見矛盾しているかのようなセグメント間を絶えず行き来するでし
ょう。

テクノロジー企業が膨大な権力を持っていると考えられている一方

どのような方向に変化が起ころうとも、1つ言い切れることがありま

業界と政府間の衝突に多くの人々が懸念を抱いています。

し、世界を取り巻く構造の複雑さを受け入れながらも、長期的な視野

で、誰が取り組みを主導すべきかは曖昧になっており、テクノロジー

2年前、私たちはFjord Trendsのメタトレンドとして「テンション（対
立構造が生み出す緊張関係）」に焦点を当てました。振り返るとそれ
が昨年のメタトレンド「価値の探求」へとそのままつながりました。
その探求を経てさらに今年は、政府、企業、個人がそれぞれの立場
で、この世界における意義を見つめ直すよう進化を遂げてきました。

す。私たちが住むこの世界や社会における自社の存在意義を明確に
を持って、社会にもたらす影響に拘る企業こそが勝ち残るということ
です。

過去何十年もの間、企業の目的はただひとつ、財務的成長であり、それも速け

れば速いほど良いとされてきました。しかし今日の投資家や顧客は、環境、

社会、政治的スタンスなど、金銭面以外の尺度でも企業を評価するよう迫ってい
ます。この動きを、利潤追求へのバッシングと単純に捉えることもできます
が、そうではありません。これは、私たちの生活の質を高めるような成長を
新たに定義しよう、という前向きな呼びかけです。財務的成長の他にも企業が
掲げるべき経営目標があるとすると、それはいったい何でしょう？そして企業
が永続的に存続するために、金銭的利益も引き続き考慮しつつ、新たな目標も
両立して追求するにはどうすれば良いのでしょう？この難解な問いの答えが見
つかれば、新たな成長の公式は、私たちが社会に新しい価値を創出する画期的
な機会をもたらすでしょう。
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グレタ・トゥーンべリ氏は、現在の
子どもたちとその後に続く世代のた
め、地球を治癒し守る行動に同世代
の若者を導いています。

いま起きていること
投資家、顧客、従業員は、企業に対して、世界における自社の立ち位置
を明確化するよう迫っています。社会的価値観の変化、気候変動、天然

資源の枯渇、政治・経済不安などに揺さぶられ、人々は長年にわたり
培われてきた「成長のためにはいかなるコストも許容される」という信念
に疑問を持ち始めています。結果、資本主義はクライシスを迎え、過渡
期にあります。

「新たな成長の公式」のトレンドの中心にあるのはピープル・パワーで
す。高所得者層とその他大勢の貧富格差が1930年代以降で最大となっ

ているこの時代に、人々は変化を強く求めています。1980年代には、
上位40%の人々がその他60%の人々の平均6倍の富を有していました。
この数字は現在、10倍に上昇しています。

そんな中、従来の常識を変えるだけの影響力を持った人々が、こういっ
た問題に耳を傾け、自らも語っています。ビジネス・ラウンドテーブル
（北米の代表的企業から200名近いCEOが名を連ねる影響力ある団体）

は最近自らのミッションを再定義し、大きな変革期を迎えました。
長年、企業の目的は株主第一と公言してきましたが、2019年8月に発表し
た新しい目的では、株主に触れる前にまず「顧客価値」「従業員への投
資」「ダイバーシティとインクルージョン」などへの取り組みが挙げら
れました。

「人々は、資本主義がどれほど良く社会に資するかという根本的な問い
を投げかけています」と、ビジネス・ラウンドテーブルのコーポレート
ガバナンス委員会委員長であり、ジョンソン・エンド・ジョンソンCEO

のアレックス・ゴルスキー氏は語っています。ユニリーバ前CEOポー

ル･ポールマン氏と、セールスフォース・ドットコム会長兼CEOマー
ク・ベニオフ氏も最近、このテーマについて公の場で話しています。

The Financial Times紙が2019年9月に
立ち上げた「新しいアジェンダ」キャ
ンペーンは、財務的成長以外にも幅広
くバランスのとれた成功を追求する、

資本主義の新しい時代についてクロー
スアップしています。
9
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“新しい資本主義の時代が来たのです。より公正で

公平で、持続的であり、全ての人々に実際に資す
るもの、企業が社会から一方的に搾取するのでは
なく、社会にプラスの影響を還元する資本主義
です。”
—セールスフォース・ドットコムCEO
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ニュージーランドは、自国をより住みよく、働
きやすい国にするため、メンタルヘルスサービ
ス、子どもの貧困撲滅、マオリ族の人々の要望
のサポート、病院の近代化を含む一連の目的に
予算を割り当てました。

マーク・ベニオフ氏

ベニオフ氏は次のように言っています。「自社製品が販売されたあとに
どう使われているか知らないとは、もう言っていられません。利益はむ
ろん重要ですが、社会もまた重要です。新しい資本主義の時代が来たの
です。より公正で公平で、持続的であり、全ての人々に実際に資するも
の、企業が社会から一方的に搾取するのではなく、社会にプラスの影響
を還元する資本主義です。」

2019年9月、The Financial Times紙は「新しいアジェンダ」キャンペー

ンを立ち上げました。「自由企業資本主義の長期的な健全性は、目的あ
る利益を上げられるかにかかっています」と同紙は述べています。「大
義と利益の組み合わせは、自社だけでなく顧客および従業員にも還元さ
れます。変化のない企業は、痛みを伴うことになるでしょう。」1ヶ月
後、世界最大の資産運用会社である米BlackRockは、同社初のサーキュ

ラーエコノミー（循環経済）ファンドの立ち上げに向けて、英エレン・
マッカーサー財団とのグローバル・パートナーシップを締結し、他の企
業や投資家に力強い意思表明をしました。

変化の呼び掛けは、企業の内外からなされています。投資家、従業員、
顧客が声を上げています。人々は、自身の雇用主が明確な社会的意義を
持ち、倫理的であることを求めており、それが叶えられないならばスト
ライキや退職も辞さないとしています。例えばアマゾンの従業員は最

近、気候変動問題に対する同社の取り組みが不十分であるとして、不満
表明のためストライキを実施しました。スウェーデンの環境活動家グレ
タ・トゥーンべリ氏は、自分たちの未来のために戦おうと同世代の学生
たちに呼び掛けています。彼女は他の若者15人と共に、気候変動が子ど

もの権利を侵害していることを認めるよう求め、世界を変える可能性の
ある申し立てを国連に対して行いました。
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一方で顧客も、企業に対してこれまでと異なる価値観を求め始めていま
す。最近の調査によれば、成人の70%が、上場企業は株主や顧客を重視

すると同時に、社会的使命も重視するべきだと感じています。同じ調査
ではまた、企業が存在する第一の目的に含まれるべきものとして「世界
をより良くする」を挙げたアメリカ人が、「株主のために利益を上げ
る」と同じ割合（64%）にのぼりました。そして多くの若者も、資本主

義に背を向け始めています。2016年のハーバード大学による調査では、

米国在住の18～29歳のうち51%が、資本主義を支持しないと答えました。
市場からは興味深いシグナルが発せられています。一部の野心的なテク
ノロジー系スタートアップは言葉巧みに成長イメージを描いています

が、それが必ずしも事業成功に繋がらないのではと、人々は疑問の目を

向けるようになっています。Uberは2019年5月に上場しましたが、同年
9月までに株価は公開価格から30%も下がりました。ライバル企業であ
るLyftの株価も、最初のわずか6か月で40%下落しました。スマートバ
イク事業のPelotonの株価が公開初日に10%安となったその同じ週、
Airbnbは上場を2020年まで延期するという決断を下しました。

こういった潮流を最も強く表したのは、9月に起こったWeWorkのIPO
の頓挫です。同社の470億ドルという評価額は広く疑問視されており、

ニューヨーク大学スターン経営大学院のスコット・ギャロウェイ教授

（マーケティング）には「ばかげている」と切り捨てられました。そし
てIPOが正式に中止されると、同社の評価額は数日のうちに300億ドル
以上も下落しました。

2019年8月には評価額が470億ドルだったWeWorkは、

同社に対する投資家の支持不足を受けて9月に上場を断
念しました。

一方で、成長とはもっとバランスのとれた観点を持つべきだと認識し、
将来に向けて布石を打ち始める企業も増えてきています。スウェーデン

のDagens ETC紙は化石燃料企業の広告掲載を禁じ、Walmartは軍用銃
に使われる弾薬の販売を中止しました。彼らは、この決断によって当然
財務的な打撃は受けるでしょう。しかしながら、それよりも重要なの
は、従業員と一般市民の目に映るブランド価値が向上することです。

ニュージーランドが2019年5月に、世界初となる「幸福予算」を発表した

ことも注目に値します。これは自国をより住みよく、より働きやすい国
にするための、新しい経済的目標です。
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次に起こること
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Fjord Trends 2018で私たちは「倫理経済」を唱えました。これは、

はなかったとラワース氏は述べています。経済成長は20世紀型の人間行

表明するというものでした。私たちが指摘したのは、企業は社会的責任

基づく科学でした。「合理的な経済人間」という支配的なモデルが、

多くの人が抱いている懸念や課題に関して、企業が政治的立場を明確に
（CSR）だけでお茶を濁してはいられなくなったということでした。

この色が年々強まり、企業は今、倫理的・政治的関与の範囲を超え、

「財務指標以外の成長指標をどのように事業運営モデルに取り込み、その上
でいかにダイナミックに事業を成功させるか？」と自問しています。
無論、永続的な成長なき資本主義というのは精神的に難しいチャレンジで
すが、決して不可能ではありません。

従業員がその能力を伸ばし、将来の職の見通しが良くなることを重視し
てみてください。従業員にとって会社の提供価値とは、一個人として様
々な側面で成長できる（そしてそれが測定可能である）ことでしょう。

動の科学になるものと期待されたものの、それは人間性の誤った描写に

経済学者の性質を（それ以外の人々の性質より）正確に描写したことで、
明確だった目標が失われ、代わりの目標、すなわち終わり無き財務的成
長へと導かれたのです。

株主は今後企業に対して、環境的で社会的な企業活動を要求するでしょ
う。オックスフォード大学サイード・ビジネス・スクールの客員教授ロ
バート・エックルス氏によれば、株主はそれこそが「成長、市場シェ

ア、利益率といった、自分たちが大切に思っているものの行方を左右す
る」と信じているようです。

採用候補者にとって、それはどれほど魅力的に映るでしょう。また、

天然資源には限りがあり、地球は無限の成長を支えることはできないと

ださい。あるいは、企業の将来性がそれ単体でなく、顧客や自然の生態

る必要性に懐疑的な人々までをも説得しうる、主要な要素になり得ま

企業が地元コミュニティとの絆の深さで評価される状況を想像してみてく
系の一部として測られる状況を想像してみてください。

成長を再定義することはおのずと、意味や指標における新しい考え方に

つながります。それには学び、幸福、地域社会の継続性、健康といっ
た、個人的成長の成果指標も含まれるかもしれません。例として、フー

ドサービス大手のSodexoは、事業成功の測定要素として、食品廃棄物

の減少に取り組んでいます。私たちは、製品やサービスのコストが、

いう論説には説得力があります。成長の再定義や資本主義の作用を変え
す。あらゆる企業が、この普遍的な問題にどう対応していくかを考える
必要に迫られるでしょう。つまりこれは、「持続可能性 対 利益」とい

う対立構造の問題でなく、事業を継続するために本質的に必要となる戦
略なのです。イングランド銀行のマーク・カーニー総裁は、「この状況
に適応できない企業は間違いなく破綻する。一方で、社会の要望と整合

した道をたどれば、大いなる繁栄を得ることも可能だ」と語っています。

その生産のための財務的コストのみならず、しばしば外部性と呼ばれる

そして、さらなる成長はテクノロジーによりもたらされるでしょう。

と予想しています。

デジタルカンパニーは迅速に動くことができます。後者は例えば、再生

サステナビリティの要素を含むよう再定義される転換点が訪れつつある
マリアナ・マッツカート教授（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの
イノベーション・公共目的研究所の創設者兼ディレクター）は、将来、
金融機関が企業や国家を査定する際に、金銭面ではない部分が見られる

物質に依存した企業は、変化への素早い適応力に制限を受ける一方で、
可能エネルギーに切り替える選択を、大きな制約を受けず簡単にできます。
資源が物理的に有限であるのに対して、デジタルの世界では、再生可能
エネルギーで供給できる限り、資源が無限に存在します。

のではと提唱しています。代わりに例えば、海からプラスチックごみを

企業は、従業員のスキルをあらゆるレベルで底上げする必要がありま

になるかもしれないとして、「勝者を選ぶより意思ある者を選ぶように

けたCEOの準備度を査定する報告書を発表しました。報告書の中で同社

除去するような、特定のミッションをもった活動実績に目を向けるよう
なる」と語っています。

経済モデルも進化するでしょう。オックスフォード大学環境変化研究所
で教鞭を取る経済学者ケイト・ラワース氏は、経済のダイアグラムによ
って世界のモデルは形作られており、そのダイアグラムのデザインが乏
しかったため、世界が実際にどう動いているかについての理解が歪めら
れてきたと指摘しています。当初、経済成長は幸福度を意味するもので
15

す。アクセンチュアは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）達成に向
は経営陣への主な要件を特定していますが、その要件には「短期的利益
を超越した目的重視の利益を主唱し、自社の長期的な中核事業戦略、

事業運営、イノベーションやテクノロジーへの投資と他の成長目標と整合
させる能力」も含まれています。変化への備えができている企業は増え
つつあります。フォーチュン500社のCEOの10人に4人が今や、社会問

題の解決が自社の事業戦略の中核の一部を占めるという考えに同意して
います。
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“自由企業資本主義の長期的な健全性は、目的あ

る利益を上げられるかにかかっています。大義
と利益の組み合わせは、自社だけでなく顧客お
よび従業員にも還元されます。”
—The Financial Times紙「新しいアジェンダ」キャンペーン

私たちの地球とその限りある資源
は、際限のない成長を支えることは
できません。私たちは自らの世界を
どのように使うか、そして、いかに
して自らが及ぼす負の影響を減らす
ことができるか再考するよう促され
ています。
17
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Fjordからの提案
異なるステークホルダーに向
けて、成長をどう定義し測定
するかを再定義しましょう。
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考えるべきこと

繁栄に必要な利益を上げながら、自社が提供す
べき新たな価値をどう定義するか？またその

価値は、顧客体験や従業員体験に、どのように
結び付けられるか？
言うべきこと

従業員に、この組織でどんな成長を目にしたい

するべきこと

行動を変えさせるような、財務歴成長に並ぶ新し
い指標の定着に向け動き始めましょう。何を測定
するかが重要です。産業レベルで変化を起こそう
とする意思を持つ人々と連携しましょう。ゲーム

か尋ね、議論を喚起してみましょう。

への参加者が多いほど、有効な変化へのコミット
メントが容易になるからです。異なる価値を適切
に評価するための仕組みをどう作るか、どのよう
にして人々の意識を喚起するかも、忘れずに考え
ましょう。

19
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私たちの、お金にまつわる体験は変化しています。「お金とは何か」というマ
クロな視点と、「お金で何ができるか」のミクロな視点でのお金の捉え方が変
わっています。お金の概念と形態さえも劇的に変化しています。私たちのお金
の捉え方やお金との関係も変化しており、その結果として、物の支払いについ
ての考え方も変化しています。お金は物理的に存在するというのがこれまでの
常識でしたが、クレジットカードの登場で、その考えはかなり前から変わり始
めました。今やお金はデジタルの力によって、目に見えない取引のエコシステ
ムへと進化しつつあります。この根本的な変化によって、単に物を買う以上の
ことがお金でできるようになり、たくさんの新製品やサービスの機会が開かれ
ています。この進化の中でお金は、その貨幣価値以外の情報も伝え、国家通貨
だけでなく様々な形態の価値を意味することになります。同時に、新旧いずれ
の銀行も人工知能（AI）を活用し、個人の現在の家計、そして近い将来のお金
の流れを管理する方法を刷新しつつあります。
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いま起きていること

かつて私たちは、銀行に入ると窓口に列を作り順番待ちをしていまし
た。後にそれはオンラインとモバイルバンキングによって、セルフサー
ビスでの体験になりました。今では多くの国々、特にアジアではキャッ

シュレス化が進んでいます。中国では今やモバイル決済が一般的にな
り、大道芸人やタクシー運転手への支払いも現金ではほとんど行われま
せん。一方で、途上国の何百万人もの人々が銀行口座を持っていないこ
とに変わりはありません。従来とは異なるタイプの金融企業が新たな決
済エコシステムを先駆けて開発しています。スマートフォンや顔認証で
の決済、レジのない小売店での決済など、シームレスでほとんど目に見
えないシステムによって、私たちのお金との関係はより曖昧なものにな

ってきています。CBSニュースによると、最近の買い物で現金を使用し

たことを覚えているスウェーデン人はわずか13%、アメリカでは、特別

な行事がない限り、30%の人々が現金を使わずに1週間過ごしていると
報道されています。

アクセンチュアの予測によると、決済収益は今後年間平均5.5%の成長率
で拡大し、6年間で2兆ドルに達する見込みで、国際決済の規模は非常に
大きくなっています。顧客決済は決済収益全体の58%を占め、2025年ま

でに5.1%の成長率で拡大する一方、残りの42%を占める企業決済は6.1%
の成長率で伸びる見込みです。このことから、5,000億ドルの増分収益
が今や現実のものになりそうです。

しかしながら、決済周りでのスキャンダルや、進化し続ける顧客の期待
に従来の銀行が十分な速さで適応できていないこともあり、特に若者た
ちが銀行のレガシーシステムに対して不満を漏らしています。決済が分
散化している今、スタートアップ企業があらゆる面で高い質の顧客体験

新しいApple Cardの目的は、手数料を無く

プレッシャーが押し寄せられています。個人や企業への送金が、より多

お金の決断をできるよう手助けするよう、

を提供し、それが顧客の期待値を上げ、結果として従来の銀行へ大きな
くのサービスで即時かつ無料で処理されるようになるにつれ、サービス

決済にまつわる1つ1つの「体験の質」こそが極めて重要な差別化要因に

なっています。

23

して用途をシンプルにし、人々がより賢い
クレジットカードの役割を刷新すること
です。
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通信業界で起こったゲームチェンジの波が、エネルギー業界でも見られ
ています。通信業界では、顧客接点の主軸が通信事業者からスマートフ
ォンメーカーへと移りました。エネルギー業界でも同様の変化が起こっ
ており、Nestのような温度自動調節器やイギリスのFlipperのようなエ

ネルギー・アグリゲーションサービスが支持されてきています。お金に
ついても同じです。人々は、セキュリティや使いやすさからApple Pay
やGoogle Pay、海外送金にはTransferWiseやRevolut、あるいは友人

間で利用しているソーシャル上での決済サービスを思い浮かべますが、
そこで銀行はあまり想起されません。

私たちは、決済が無料で即時に、目に見えないところで処理される世界
に直面しており、それを避けては通れません。デジタルブームの波に流
されたくない銀行にとって、これは大きな問題です。

今日では、もともと金融業界でない企業が生活の中でお金の流れを管理

しており、その役割をかつてないほど簡単に担っています。M-Pesaは、
銀行口座を持たない人々が多いケニアで開発されたバンキングサービス
ですが、もとは通信事業を基盤としています。今やその利用範囲はアル
バニアからアフガニスタンにまで渡り、従来の方法とは異なる新しいバ
ンキングサービスの1つとなっています。ユーザーは街角の店で自分の

アカウントに入金し、それを暗証番号で保護すれば誰にでも支払いがで
きます。この一連のサービスに必要なのは携帯電話と通信契約だけで、
銀行口座をわざわざ開設する必要はありません。

Apple CardはiPhoneのWalletアプリと連携した新しいタイプのクレジ

ットカードで、Apple Payが使える場では、デフォルトのカードとして

自然に使うことができます。ユーザーはお金の流れをもっと快適に把握
することができ、決済の度に開くApple Payでの体験が生活に溶け込ん
でいるからこそ、これまで以上にAppleブランドに引き込まれ、競合の

スマートフォンメーカーへ買い替えるモチベーションがどんどん薄れて
いきます。イギリスのMonzo、オーストラリアの86 400やXinjaは急成

長している新しいタイプのネオバンクで、お金をもっと上手に管理でき
るようにしています。Moneseは住所証明を出す必要なく、イギリスポ

ンド（GBP）とユーロ（EUR）の口座を1つにまとめてモバイル上で開

設できます。スウェーデンのKlarnaは後払い決済サービスを提供し、
「今買ってあとで払う」という習慣を作っています。

新たなデジタル通貨がもたらす未来の姿は、他の国でも検討されていま
Moneseは与信調査や住所証明を必

要とせず、モバイル上で数分のうち
にイギリスポンド（GBP）とユーロ

（EUR）用の口座を1つにまとめて
開設できるのが魅力です。
25

す。西アフリカでは、2020年にEcoという単一暗号通貨を15か国で採

用することに合意しました。中国は政府の支援の下、独自の暗号通貨を
来年導入する予定です。Facebookも独自の国際暗号通貨であるLibra
に取り組んでおり、Facebook Payも併せて発表したばかりです。
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伝統的な銀行であるロイヤルバン
ク・オブ・スコットランド（RBS）

はユーザーのお金の管理を手助けす
るパートナーのようなデジタル銀行
「Bó」を立ち上げました。

規制当局、政府、そしてビジネスチャンスをうかがっている企業は
目下、通貨の安定性や顧客保護、プライバシー、犯罪行為などの懸
念にどう対応できるか、デジタル通貨の世界で想定されるリスク対
処について検討しています。代表的なニュースとして、フランスは9月

に、ヨーロッパでのLibraの開発阻止を宣言しました。その1ヶ月後、
PayPal、Visa、MastercardはLibraへの参加支持を辞退しました。これ

らの企業はすべて、Libra協会（Libra運営のためにFacebookが設立し

たスイスの企業連合。大手テクノロジーや金融企業のほか、中南米のデ
ジタルウォレットMercado PagoとXapoで構成されている）の創設メン
バーでありながら、辞退に至っています。

各国の中央銀行は、デジタル通貨がもたらす新たな機会に積極的で、一
部ではすでに中央銀行デジタル通貨の実証実験が進んでいます。2019

年、カナダ銀行（BoC）とシンガポール金融管理局（MAS）は共同で、
2つの異なる分散型台帳技術プラットフォーム（DLT）と中央銀行デジタ
ル通貨を利用して、アクセンチュアと一緒に世界初のクロスボーダー決
済とクロス通貨決済を実現しました。

「モバイルマネー」を意味するM-Pesaは、スマートフ

新しいデジタル通貨の世界は確実にやってきます。そうなれば私たち

の送金、融資、小規模融資（マイクロファイナンス）サ

は、ドルやユーロの送金や外国での両替といった煩わしさをもはや考え
ることなく、写真をオンラインで送るのと同じ手軽さで「価値」を送る

ォンは持っているが銀行口座は持っていない人々のため
ービスです。

という考え方になるでしょう。私たちのお金との関係はどんどん目に見
えないものになり、取引する際の体験はソーシャル上での体験にますま

す組み込まれていきます。SNS上で家族と共有する写真に絵文字を追加

するかのような感覚で、支払いやバウチャーなどの「価値」を簡単に
付加できるということです。

今のところ、ほとんどの決済システムはまだクレジットカードや銀行決
済を前提とした設計になっているかもしれません。しかし、デジタル上
でのイノベーションによって私たちの期待は大いに高まっており、モバ
イル決済にもすでに慣れつつあります。顔認証での決済が当たり前にな
る日もそう遠くはないでしょう。お金がますます目に見えない形態にな
るにつれ、むしろより高い透明性と追跡性、そしてよりシームレスな取
引であることが特徴になるでしょう。

27
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次に起こること

シー業界に激震が走ったように、あるいはAmazon Goをはじめとする

く、小売業者や従業員、顧客であろうと、金融取引に関わるあらゆる組

ービス体験に昇華できたことです。誰かに送金するために銀行口座や詳

「マネー・チェンジャー」は金融機関やその他決済プレイヤーだけでな

織や個人に影響を及ぼすトレンドです。手の中にあるお札や貯金箱にあ
る小銭といった物理的な物としてのお金の考え方は、追跡かつプログラ

レジのない店舗が小売業界を変革したように、決済のイノベーションは
産業全体の常識を覆すことになるでしょう。両者の成功に共通すること
は、ストレスとなり得る摩擦を徹底的に取り除き、だからこそ新しいサ
細情報を都度入力することは、もはや時代遅れに思えるでしょう。アメ

リカではVenmoがP2Pソーシャルペイメントサービス（個人間送金）

ム可能な転送ファイルとしてのお金に取って代わるでしょう。

分野で数年間主導してきましたが、この流れは加速すると期待できます。

音楽のことを思い出してみてください。私たちはかつて音楽をライブで

企業が、人々の生活の中でお金にまつわるシーンにより簡単に介在でき

トチケットへのリンクなど、音楽そのもの以上の情報を含むデジタルフ

して構築されるものです。「いま、金融サービスの役割はどうあるべき

体験するしかありませんでした。今や、歌詞、バンドの歴史、コンサー
ァイルとして、音楽を体験しています。同様の変化がお金にも起こって

います。1つの物に1つの価格という考え方も進化していくでしょう。
単価に加えて、あらゆる価値を上乗せしたお金の単位を想像してくださ

るようなるにつれ、信用こそが鍵になります。信用とは、体験の質を通
なのか」、「自社のサービスにおいてはどんな決済イノベーションがあ
り得るのか」といった問いを、企業は自身に投げかけ、上質な体験を追

求しなければなりません。Fjordはアメリカで、ある有名な慈善団体と

「簡単な街頭募金」体験の構築に取り組んできました。1回1回の寄付が

い。例えば環境に優しい製品の支払いや、先進的な社会政策を掲げた企

自分の銀行口座に情報として残り、それによって寄付した場所から近い

たせることもできるのです。さらに、ある特定の人々に対しては、会員

験は、支払いの瞬間を超えて広く変わっていきます。

業への支払いには、ブロックチェーン上の取引履歴の中で付加価値を持
割引と同等の価値をお金の単位そのものに組み込むことも可能でしょ

店舗で割引を受けられることを想像してみてください。お金まわりの体

う。もし銀行が顧客の年齢や職業ステータスを把握していて、匿名化し

これからの数年間で変化は加速するでしょう。生体認証機能が組み込ま

支払う際に年齢やステータスを繰り返し証明する必要はなくなるでし

特定できるようになりました。指紋や顔、網膜による「生体認証モバイ

た上でこれらの情報をお金そのものに組み込むことができれば、旅費を
ょう。

各市場の経済状況によって、それぞれの市場への影響は異なります。

途上国では、メッセージサービスによる送金が銀行サービスの代替として
既に機能しています。銀行口座を持たない人々は世界で17億人以上いる

れたおかげで、スマートフォンやスマートウォッチはユーザーを簡単に
ル決済」も、今後もっと広く普及するでしょう。ある調査による
と、2023年には店舗とオンライン両方の決済において、モバイルでの
生体認証による取引が2兆ドル分発生すると予想されており、それは
2018年の同じ取引予測額であった1,240億ドルの17倍に昇ります。

と見込まれていますが、そこに大きなチャンスがあると言えます。ケニ

今日の若者は、節約のために一番良い特典が付く決済サービスを選ぶな

主向けに導入された地域通貨「Bangla-Pesa」は、こういった大きな機

捨て去る最初の世代になるかもしれません。

アのモンバサにある「バングラデシュ」という貧困地区で小規模の事業
会に着目してできた取り組みです。

一方、中規模市場の国々では、人々のお金の流れを管理しやすくする動
きが出てきています。イギリスのロイヤルバンク・オブ・スコットラン
ド（RBS）のような伝統的な金融企業をはじめ、多くの企業が取り組ん

でいます。RBSは「do money better（お金の使い方を賢くする）」を
コンセプトに掲げたデジタル銀行「Bó」を、RBSからは独立した組織と
して立ち上げました。

これらはすべて、企業が従来の決済体験を見直し、その体験そのものが

差別化ポイントになるよう徹底して磨いた結果です。Uberによってタク
29

ど、自分の代わりに考えてくれるデジタル財布の方を好み、革の財布を
企業はこの新たな機会に向けて、まず美しく洗練された体験をきちんと
築き、それをもって顧客からの信用を積み重ね、新たなチャンスを掴み
取る能力があることを示さなければなりません。銀行が些細なポイント
で顧客体験を台無しにして私たちを落胆させる際、私たちは無意識のう
ちに、銀行には新たな体験を作る能力がないと捉えて銀行を信用しなく
なります。お金の形態が変わっていくにあたり、プライバシー、透明
性、完全性などの懸念にきちんと応える製品とサービスが求められま
す。製品を選ぶ際には、特定のニーズを満たし、可能な限り最善の体験
を提供してくれるものが好まれるでしょう。新しいが、それゆえに複
雑と捉えられるアイデアを解釈しやすく、そして使いやすくすることが
大事です。
30
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“ より多くのサービスが個人や企業へ

の即時かつ無料な送金をビジネス化す
るにつれ、決済にまつわる1つ1つの
「体験の質」こそが極めて重要な差別化
要因になっています。”
—Fjord Trends 2020

多くの社会でキャッシュレス化が進み、ATMが過ぎ去っ
た時代の遺物になる日はそう遠くないかもしれません。
31
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Fjordからの提案
イノベーションや競争 優 位性
を生み出す起点になるものと
して、取 引と 決 済 の 体 験 に
ついて見つめ直してみましょう。
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考えるべきこと

れている場合、そこにはどんな可能性があるでし
ょうか？例えばあらゆる決済に顧客情報が含まれ
ていたとしたら、それをどれだけ便利に活用でき
るでしょう？お金にまつわる環境が変わりゆく中
で、自社のビジネスと顧客はどのような影響を受
けるでしょうか？

言うべきこと

なぜ自社は信用できるのか明確に言語化し、

宣言しましょう。新たな金融サービスを構築する

にあたって、顧客からの信用は大きな資産にな
ります。
するべきこと

33

自社の提供サービスが金銭取引の一部に組み込ま

人々のお金との接点に着目し、そこですでに利用
されているサービス（SMSやネオバンクなど）を
深くウォッチしましょう。人々が持つマネー・ゴ
ールの達成を手助けできるような、新しい製品
のチャンスがどこかに転がっているかもしれま
せん。

34

インターフェイスは消滅しつつあります。そして私たちは、個人とその人の
行動特徴を認識する新たなテクノロジーを見出しつつあります。これらの要
素を組み合わせることで、私たちの日常生活をもっとシンプルにするような
素晴らしい変化が作り出されています。インターネットにアクセスする度に

私たちはデジタルの足跡を残すことに（それが好きかどうかは別として）

慣れてきています。今や、顔認識やボディ・ランゲージでの認識も広がり、
私たちは現実世界においても行く場所全てにフィジカルなクッキーを残してい
ることになります。5Gが身近になった今、現実にあるソリューションと拡張

されたエクスペリエンスの実現により、フィジカルな世界でのデータ収集と
パーソナライゼーションという難しさに対応できる新しい製品やサービスが
デザインされる可能性は広がっています。
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いま起きていること

長い間、オンラインでの行動から生成されるデータによって、私たちは
常時追跡されている状態にあります。そして今、現実世界にもテクノロ
ジーが広がることで、フィジカルな世界でも追跡可能なデータが生成さ
れ、私たちは街中で監視されているような感覚になる、より広範なデジ
タルのエコシステムと繋がっています。The Economist誌が最近指摘し

たように、身体的な特徴を機械がより正確に読み取れるようになるにつ
れ、私たちの顔はバーコードのようになり、私たちの身体自体が署名の
ようになるのです。

顔やボディ・ランゲージの認識技術はすでにロックを解除する、メッセ
ージやコンテンツを個人の好みに合わせてキュレーションする、支払い
を行うなどのアクションをシームレスに実行できるレベルに達していま
す。例えば中国ではアリペイ（eコマース大手アリババの金融部門）が、

笑顔を向ければ決済される支払いサービス「Smile to Pay」を導入してい
ます。保険分野ではZurichが、自撮り写真を1枚添付するだけで保険の見
積もりを提示するサービス、FaceQuoteを展開しています。

エンターテインメント分野では、Disneyがアクセンチュア インタラク

ティブと組んでインタラクティブな映画のポスターを試験的に導入しま
した。それは写真と感情認識技術を駆使した人工知能（AI）によって作

り出された体験で、映画「ダンボ」のポスターが見る人の表情に合わせ
て異なるバージョンで表示されるというものです。

各国政府も関心を示しています。インドが世界最大の顔認識システム構
築を計画する一方で、中国では当局が13億人の国民をわずか数秒で認識

できる威力を持つ、世界で最も広範な顔認識データベースを構築しつつ
あります。米国では国防総省が、離れた場所にいる人を心拍（虹彩や指
紋と同じくらい個人によって異なるもの）によって識別できる技術に投
資しています。
37

最新技術がもっと身近に広がると、顔やボディ・ランゲ
ージが追跡可能になり、フィジカルな環境においても個
人にパーソナライズした体験を提供することが可能にな
ります。
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こうした技術発展は必然的にプライバシーへの懸念を高め、イノベーシ

ョンの試みが宙に浮くケースも生じています。2019年5月、サンフラン

シスコでは公民権を擁護する声に応えて顔認識技術の使用を禁じまし
た。動画共有サイトVimeoは、何千人もの視聴者の顔から生体情報を無
断で読み取り蓄積していた疑いが持たれており、米国では訴訟に発展し

ています。また、ImageNet（教育・研究目的での利用に対し公開され

ている1,200万点の画像と2万2千のビジュアルカテゴリー分類を含むデ
ータベース）は、アートプロジェクトによって画像のタグを自動生成す
る同社のAIが人種差別的だという批判を受け、50万点以上の画像を削除

する事態に追い込まれました。またアマゾンのスマート・デバイスの
Echo Frames（眼鏡）とEcho Loop（どこにでも持ち運べ電話も掛けら
れるスマートな「指輪」）は、プライバシーを巡る議論を巻き起こしま
した。

最近の政治抗議活動の中、香港行政府は抗議者の顔認識を容易にするた
め、植民地時代の緊急状況規則条例を発動させ、フェイスマスクの着用

を禁止しました。この決定は市民からのさらなる抗議を招きました。
同様に、生徒の集中度合いをモニタリングし実績データを教師や親に直接
送信するヘッドバンドを中国の学校が試験利用したことに対しても、抗

議が起きました。FacebookのAI研究チームは、映像において顔認識ソ
フトが人の顔を認識できないようにする最初の「認識停止」プログラム
まで作成しています。
アマゾンがスマートスピーカーEchoのシリーズにEcho

Loop（指輪）とEcho Frames（眼鏡）を加えたことで、
プライバシーへの懸念が高まっています。

しかし悪いことばかりではありません。顔やボディ・ランゲージの認識
により、かけがえのない価値を持つ新しいサービスの提供が可能になり
ます。英国のヘルス業界のスタートアップであるBabylonは、AIと人が持

つ医療の専門性を組み合わることで、ヘルスケアへのアクセスをもっと
簡単なものに改善しています。そこでは、AIが患者の症状を診断するサ

ポートをし、また、患者が受け取ったアドバイスを十分に理解している

かどうかを患者の反応から判断する補助をしています。またFacebookは
最近、人の脳を使ってのコンピューター操作を専門とするニューヨーク
のスタートアップのCTRLラボを買収しています。

“5Gモバイルインターネットは2020年には主流

になり、2025年には世界のモバイルメディア収
益の大半を生み出すようになるでしょう。”

—Fjord Trends 2020

5Gのモバイルインターネットは2020年には主流になり、2025年には世

界のモバイルメディアの収益の大半を生み出すようになるでしょう。

そのインパクトは単にデータ接続が速くなるということに留まりません。
4Gは私たちのコミュニケーションの選択肢を一変させましたが、5Gの

最大の威力は機械がどう機能するかに影響し、そしてその影響は現代
生活のあらゆる側面に波及するでしょう。

デバイスとネットワークの間の遅れが改善されることで、数多くの新し

い可能性が生まれます。例えば、フィジカルな空間にリアルタイムで
パーソナライズされた体験を拡張したり、感触さえも組み込んだりするこ
とが可能で、同じ空間にいても人それぞれ異なる体験ができるようにな

るかもしれません。韓国・龍仁市にある新しい病院では、ARナビゲー
ションシステムと隔離されている患者のホログラムを利用して、訪問者
と交流するためのより良い方法を提供する計画です。
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状況に応じた関連するモバイルデータを利用して、外出先にいる人に
優れた体験を提供できれば、非常にクリエイティブな機会が生まれ得
ます。しかし、5Gを実際に使い始めるまでは、5Gが私たちの日々の体
験に対して何ができるかを十分に理解することは難しいでしょう。

ロンドン大学キングス・カレッジの無線通信科のミーシャ・ドーラー教

授は、運動学上の動きを他の場所に送ることができる「インターネッ
ト・オブ・スキル」の実現に向けて活動しています。例えば、インター
ネットに接続された手袋を身につけた人の動きを、世界の別の場所にい
るロボットがリアルタイムで真似ることができる、といったものです。

ドーラー教授は、「何かに触れる動作、筋肉の動きなどをインターネット

経由で送信することは今はできませんが、低遅延化を実現する5Gを使え
ば可能になるでしょう」「身に持ったスキルを、自分のいない離れた場

所でも発揮できるデバイスの開発を現在始めています」と述べていま
す。モバイル・ワールド・コングレス2019にて、医師が離れた場所から

手術を行える方法を示すことで、出展者はこのコンセプトを実現しました。

次に起こること

デジタルの世界ではすでに親しまれているパーソナライズされたコンテ
ンツ、広告、体験は、今後フィジカルな環境においても主流となってい
くでしょう。Fjord Trends 2018のトレンド「コンピューターにも目が」
では、AIや機械学習により画像を「読み取る」コンピューターの能力が

向上することを強調しました。またFjord Trends 2019のトレンド「空間

の探究」では、フィジカルな空間もデジタル化され、デジタルとフィジ
カルの境目がどんどんなくなってきていると提言しました。ここで言及
しているトレンド「歩くバーコード」では、物理的な私たちの身体とデ
ジタル上で読み取られる身体がさらに融合を進め、周囲の世界との関わ
デルタ航空などの先駆的な航空会社と空港は旅客の搭乗体験を
より迅速かつシームレスにするため、生体情報によるスキャン
を導入しています。

り方が変化することに伴い、空間デザインの新しい可能性を提示してい
ます。

5Gは人、センサー、機会を含むモノを新しい創造的な方法でつなぐ無限
の可能性を秘めています。洗練され、状況に応じて文脈を意識しながら
柔軟に変化する「リビングサービス」は、デジタルの世界からフィジカ

ルの世界に移行します。そして人体とインターネットがつながるInternet
of BodiesがInternet of Things（IoT）に加わり、より有効性の高い広告

が打ち出されたりと、新しいビジネスモデルが促進されていくでしょ
う。そういった広告・体験のパーソナライゼーションがリアルタイムで
機能するような即時性はより一層求められ、業界も変革を強いられるで
しょう。モバイルメディアの年間収益は今後10年間で4,200億USドルへ

と倍増すると予測されています。精神と機械の境界をあいまいにする
脳コンピューターのインターフェイスやその他のデバイスもまた、並外れ
た可能性を秘めています。

一般公開されている動画は新しいサービスの設計のための豊富な研究素
材になります。例えばAI診断における受動的な情報源としてのボディ・

ランゲージや、デジタル表現型検査（ソーシャルメディアまたはスマー
トフォンのデータを使った健康動的特性研究）などが含まれます。しか

し同時に、それはプライバシーや倫理上の「地雷原」でもあります。
極めて難しい課題は、プライバシーの懸念に対する同意をきちんと管理す

ること、そして偏りが生じたり機能が不十分なシステムに対処すること
41
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です。例えば、泥酔者をさえぎるよう設計されたシステムは、バランス

自己管理型のIDソリューションにも多くの支持が集まっています。これ

こり得ます。こうした問題にどう対処するかは大きなチャレンジです。

自身でコントロールできるようにするものです。世界経済フォーラムも

や歩行に問題のある障害を持つ人を誤ってブロックしてしまうことが起
ケンブリッジ・アナリティカ問題を経た現在、一般市民のデータ共有に
対する反発は深刻なリスクです。デジタル環境で起きた失敗から学ぶこ
とが、新しい製品やサービスを開発する際には不可欠です。特にプライ
バシーへの懸念や同意についてはもっと深刻に対応されるべきです。パ
スワードは変えられても指紋は変えられないため、生体情報のハッキン
グやセキュリティ侵害などは、個人へ取り返しのつかないダメージを及
ぼすリスクがあるからです。

一方、人間の行動を理解することは機会創出と問題解決につながり得ま

す。企業は実世界におけるオプトアウト（選択的離脱）を設計する方
法、人々の活動を倫理的に形成する方法、また関連する懸念や制約があ
るかを理解する必要があります。中国では、ビューティ・フィルターの
使用があまりに一般的なため「ネットセレブ顔」という通称があるほど
です。顔認識技術を使ってスキャンした自身の顔を人は醜いと感じると
いう調査結果を受け、アリペイは自社の「Smile to Pay」システムにフ
ィルター機能を追加しました。

監視カメラ（CCTV）が導入されてから何十年も経ちますが、ひっそり
と固定されて設置されていることから、私たちは特段煩わしさを感じて
きませんでした。しかし、私たちを一個人として認識したり、個人の要
望やニーズに応えるようなフィジカルな環境とのインタラクションが始

まれば、自分が周りから見られていることに気づくようになります。
それは必然的に、自分自身と自分の行動に対する意識に変化をもたらすで

しょう。あなたの一日や、その中での仕事や遊びにおけるあなたの最高
の瞬間を編集した映像を見る（そして共有する）ことができると想像し
てみてください。自分がその動画における主役だととしたら、それはあ
なたの行動をどう変えるでしょうか？特に職場では、これを意識するこ

歩くバーコード

は、誰にいつまで情報を共有するか、アクセスを拒否する権限も含めて
主要なイニシアチブとしてこのテーマに重点を置いており、専門家やス
テークホルダーを集めた官民共同コンソーシアムの参加のもと、正しい
デジタル・アイデンティティの未来が模索されています。

玄関のドアやジムのロッカーを開けたり、ATMでの現金引き出しを承認

したりするために顔認識技術が一般的に使われるようになるまでどのく
らい時間がかかるでしょうか？また、顔以外の身体認識ではどんなこと
ができるでしょうか？例えば、高齢者が歩く速度を追跡したり、機械学

習技術を使って体調不良の兆候を見つけ出すといったことが考えられ
ます。

「歩くバーコード」の普及は容易ではないでしょう。しかし私たちは

今後ますます、私たちのデータにアクセスして私たちの行動を学習する、
自動学習システムによって成り立つ環境で生きていくことになります。
それが次第に当たり前になっていけば、キオスク端末のような画面上で
のコミュニケーションが減少していきます。企業はサービス設計時にこ
のことを覚えておかなければなりません。そして、店舗でバーコードの
読み取り機が確認音を鳴らすように、人々は自身の情報の一部を引き渡
した時にそれを示す何らかのサインを求めるようになるでしょう。機械
に情報を引き渡す全ての人々にとって、目に見えないデータの受け渡し
を価値あるものにするような、意味ある人間らしい瞬間を設計すること
に、エネルギーを注ぎ始めるということになるかもしれません。

中国では、ビューティ・フィルターの使用があまりに
一般的なため「ネットセレブ顔」という通称があるほ
どです。

とによって人はより良い、そしてより自然でなく作られた行動をとるよ
うになるかもしれません。

公共の機械で個人を認識されることに懸念を示す人々がいますが、多く
のスマートフォンユーザーは顔認識システムを手に持つことに慣れてき
ているように、代わりに得られるものが何かを理解できれば、今後多く
の人が受け入れるようになっていくでしょう。

音声によって時刻や天気を尋ねるといった簡単なことができるるように
なり、その技術は瞬く間に広まりました。顔認識に関する同様の事象と
して何が挙げられるでしょうか？世界の空港ではセキュリティチェック

に生体認証を利用し始めています。イギリスのガトウィック空港は、
フライト前のIDチェックに顔認識カメラを恒常的に使っていくことを最近
発表したイギリス初の空港です。また、中国の成都双流国際空港では、
旅行者がスクリーンに近づくとパーソナライズされた最新情報を自動的
に表示します。
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“今や、顔やボディ・ランゲージによる認

識も広がりつつあります。それはつまり
現実世界においても、行く場所全てで私
たちはフィジカルなクッキーを残してい
るということになります。”
—Fjord Trends 2020

バーコードのようにスキャンされることに私たちが慣れ
ていくにつれ、プライバシーや信頼の問題はどのように
変化していくのでしょうか？
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ターフェイスを消滅させる新し
いサービスを改めて想像して
みましょう。
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考えるべきこと

もちろん自社の置かれる業界の法規制に沿うこと
が前提ですが、現在提供しているサービスのうち
どれほどが生体情報で解除可能でしょうか？人々
が感じるストレスを軽減するために、顔やボデ

ィ・ランゲージでの認識をどう活用できるでしょ
うか？それらのサービスにおける人々の体験を考
えてみましょう。最も恩恵を受けるのは誰でしょ
うか？人々の同意はどのように得られるでしょう

か？5Gによって機械間のコミュニケーションを
どのように向上させ、新しいサービスの機会をど
う作り出せるでしょうか？
言うべきこと

データ・ミニマリズムに則って、データ利用へ
の同意とプライバシーについて、自社の顧客の
知識を底上げしましょう。生体情報データ侵害
が引き起こす結果ははるかに深刻です。

するべきこと

47

スキャン、トランザクション、同意がいつ行われ
たか分かるよう、見えないものを可視化しましょ
う。また、欧州連合のGDPR（一般データ保護規
則）などのようにプライバシー法規に沿いながら
も、人々が自分自身のためにパーソナライズされ
た体験のキュレーターになれるようにしましょ
う。人々が自身の欲しいものを表現し、発見し、
受け取るためのプラットフォームを構築しまし
ょう。
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私たちは「新たな成長の公式」の中で、社会的価値の変化と人々からのプレ
ッシャーを受けて、狭義の財務的成長ばかりに目を向けてきた企業は再考す
べきタイミングにあり、資本主義がクライシス状態に陥っていると述べまし
た。「流動的な人々」は同じコインの裏側を指しています。それはつまり

人々が、自分自身や日々の暮らし、自分たちを取り巻いている世界への影響に
ついて改めて見つめ直しているという意味です。私たちは皆、顧客であるこ
とや従業員であることの意味に疑問を抱き始めています。消費主義の行き

着く果てには何があるのか？単に生計を立てる手段として働くことの何に意味
があるのか？そういった問いが生まれています。

トレンド4

流動的な人々

トレンド4

流動的な人々

いま起きていること

矛盾したことが起こっています。私たちには相変わらず購買意欲があり
ますが、一方で、物理的なモノで自分たちを定義づける風潮からは遠ざ
かり始めています。私たちは、所有物や職業のようなステータスに表現
を頼らずとも、自分が何者なのかを示す方法を探し始めています。ここ
では「し始めている」と強調していますが、それはもちろん、私たちが
今でもハンバーガーを食べ、気分が良くなる様な服を買い、興味のある
場所へ飛行機で行き、新品のキラキラした物を眺めながらそれを買える
かどうかを考えて（そしてしばしば余裕がないにも関わらず購入して）
いるのが実態だからです。

仕事場でも同じです。私たちは今でも、それほど好きかどうかもわか
らない会社のために一生懸命働き、1日のうちの多くの時間を仕事に
費やすことで自分の価値を見出そうとしています。

しかし、こういった価値観が変わりつつあると私たちは気づいていま
す。企業は、自社の顧客や従業員に対する姿勢を見直し、彼らがより
深いつながりを感じられるように努めていかなければなりません。

消費自体に活気がないわけではなく、変化しているのです。何年もの
間、所有するモノ、運転する車、着る服、食べる物が、その人が何者か
を表していました。職場や社会的な場所では、どこで働き何の仕事をし
ているのかが見られました。そういった考えに対して今、異議が唱えら
れています。国籍、宗教、そしてコミュニティのような、世界でかつて

自分たちの居場所を定義していたあらゆる象徴も、同じことが言えま
す。その背景には、私たちが買うものや働く理由がこれまで以上に流動
的になってきたことがあります。気候変動への懸念や、人として個人の
幸せをより追求する意識が喚起される流れなど、様々な要因によってこ
のような変化が引き起こされています。

すでに多くの人々が意識の高い消費者になりつつあります。彼らは変わ
らず消費自体はしていますが、変わったのは、大義に資するため、ある

いは地球や社会への害を最小限に留めることを重要視していることで
す。彼らにとっては、自らの行動が何に貢献するかが大事であり、それ
がゆえに、消費行動の中にしばしば内在する矛盾を受け入れています。

51

肉食愛好家でも、倫理上・環境上の理由から
Impossible Foodsのように肉を使用しない料理
を選ぶ人が増えています。
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“何を買い、何をするかについて『正し

い』選択をすることが、より強く求め
られています。そして、『正しい』選
択をしなかった暁には批判される傾向
も強まっています。”
—Fjord Trends 2020
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そして、こういった現象に呼応している企業の人気はおのずと高まって
います。例えば、ファッションブランドのEverlaneは、ブラックフライ

デーに、急増している使い捨てプラスチックの量を削減するためにオセ

アニアへの寄付を促すキャンペーンを実施し、人々に支持されています。
昨年のFjord Trendsの1つである「包括性に潜む矛盾」の中で私たちは、

定量的に計れる属性やセグメンテーションに依存した考え方を変えなけ
ればならないと唱えました。1人の人間として適切に扱われたいという
人々の欲求に応え、枠にはまった属性や数値で人を測るのではなく、それ

ぞれの持つマインドセットに注目すべきだと提言しました。それ以降、
多くの人々が自分のアイデンティティと価値を、より流動的な方法で定
義してきた事例が多く見られています。2019年には、従来の性別の概念
に捕われない生き方が主流になり、同じ年の9月には、玩具メーカーの

Mattelが世界で初めて、男女の区別の無い人形を発売しました。働き方

の面でも、フリーランスに転向する人の数が急増しました。人々が、

生計を立てるためではなく自分たちのライフスタイルを確立するために、
柔軟にキャリアを築きたいと考えるようになった結果と言えます。

人々はこれまで常に、ある特定の事にはより多くのお金をかけるという
選択をし、そこまで重要でないと捉えた事にはお金をかけないという選
択をしてきました。このようなトレードオフが今、より一般的に受け入
スウェーデンでは周りからのプレッシャーによって、
飛行機による旅行が減少し、列車による旅行が増加し
ています。

れられ、人々の行動に目に見えて現われてきています。例えば、多くの
肉食愛好家は、平日の夜はあえて肉を食べずにいます。サスティナビリ
ティを支持するファッションバイヤーの中には、相変わらず飛行機で移
動する人もいます。多くのグローバル企業の従業員は業務外に、コミュ
ニティ支援プロジェクトで活動しています。重要なことは、私たちがこ
のような矛盾をオープンに受け入れているということです。私たちは

今、消費行動による喜びや、地位や所有物といったステータスではなく、
もっと多くの異なる価値を求めているのです。数十年にわたって

マーケターたちが追求してきた「付加価値」の形は今、自己実現という、
予測不能であり重要な形態に急速に変化しています。

企業もこのトレンドに追随し始めています。植物性食品メーカーのブラ
ジルのスタートアップ企業Beleafは、かつてはVegan Jáという名前で知

られていましたが、肉食愛好家にもその価値を届けるために、ブランド
名を変更しました。アメリカにおいては、肉の代替食品ビジネスを手掛
けるImpossible Foodsの顧客の約95%が肉食愛好家です。ヴィーガンは

今やイギリスで最も急成長しているテイクアウトフードですが、最近の
YouGovのリサーチでは、フレキシタリアン（緩やかな菜食主義）の
食事が、近いうちにイギリスのスタンダードになるかもしれないと言われ
ています。
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今も変わらず、使い捨てプラスチックは差し迫った問題

であり、Everlaneのような様々な企業が、その影響を軽
減する活動をしています。

何を買い、何をするかについて『正しい』選択をすることが、より強く
求められています。そして、『正しい』選択をしなかった暁には批判さ

れる傾向も強まっています。スウェーデンでは「flygskam」（飛行機の
利用は恥ずべきである）と「tågskryt」（列車の利用は誇るべきであ

る）という考えから、飛行機の利用者が8%減少し、列車の利用者が200

万人増加しました。環境への影響を理由に、5人に1人がこの1年間での

飛行機の利用回数を減らしたことが、スイスのUBS銀行が行った調査に
よって分かりました。この動きの加速によって、搭乗者数の伸びは現在
の半分になることも予想されます。

雇用主たちは一方で、従業員の流動化する期待を受け入れなければな
りません。長年に渡って顧客に対して満足度を測ってきたように、
従業員に対しても同様のことを行い、従業員体験の向上に取り組む必要

があります。作家のミヤ・トクミツ氏は、「『自分が本当に好きなこ
とをする』というのが、今の時代の仕事に対する信条であることはも
はや疑う余地がない」と語っています。この潮流にまだ対応できてい
ない企業は、これから入社してくる若い世代の期待に応えるために、
採用、人材確保、福利厚生プランの目的と完全性の担保を最優先に

取り組まなければなりません。あるコメンテーターが「アメリカ人を
惨めにする宗教」と表したように、私たちはワークイズムについて疑問

を抱き始めました。人々は、複雑さと矛盾が内在する総体としての個
人として理解されたいという欲求があります。そして、その欲求は今
後も引き続き強まります。スターバックスはこういった流れを受け

て、従業員の福利厚生の一環でメンタルヘルスサービスを提供すると
決断しました。

Mattelは2019年に、男性・女性のど

ちらでもなく、どちらでもある、男女
の区別の無い人形、Creatable World
を世界で初めて発売しました。
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ことによって、従業員自身にとってもはるかに高い満足度が仕事で得ら
れるかもしれません。キャリアをスタートさせたばかりの若者の60%

は、社会に影響を与える様な仕事に就きたいと考えています。将来の労
働力についての議論が活発になっている波を受けて、例えば、エネルギ
ー会社の従業員が生活者のエネルギー消費を削減するといった目標を設
定してもいいのではないでしょうか。あるいは銀行員が、顧客がもっと
貯蓄できるようサポートする動きをしてもいいのではないでしょうか。

もちろん全ての人が貯蓄したいわけではありません。人々の欲求は絶え
ず変わり続けるのです。製品・サービスを提供する企業は、彼らを真に
理解するために新しい方法を取り入れ、人々が自分は何者なのかを見つ

次に起こること

「流動的な人々」とは、企業の新たな成長の定義によって生まれた副産

物ではなく、もっと個人的で深いものです。初めのうちは先進西洋諸国
で注目されそうなトレンドですが、時が経つにつれてその影響は拡大し
ていくでしょう。機能が欠落している製品や無駄と捉えられる製品が分

類し直されるのに伴い、やがて価値そのものが改めて見直されるのです。
私たちは倫理的不安についてもっと耳にすることになるでしょう。これ
はオックスフォード英語辞典の、2020年を象徴する「今年の単語」に

さえなるかもしれません。「この製品はどれだけ遠くから運ばれてきた
のか？」「どのように製造されたのか？」といった理性的な観点を持ち
つつ、自分自身の欲求は素直に満たしたいと思う際、意思決定の背後に
倫理的不安のトレードオフが存在するでしょう。Fjordのあるデザイナ

ーはプラスチック消費量削減活動に取り組んでいますが、彼女の同居人
の男性は、ヴィ―ガンであることで「自分はすでに十分に取り組んでい
る」と考え、その活動に参加することを断ったという話があります。
時には熱心な活動家であり、時には自分の欲求を優先させるといった風

に、都合によって顔を使い分けるという意味で、人々は流動化している
と言えます。

今のところ、意識の高い消費主義はごく一部の人のもので、万人受けし
ないかもしれません。しかしそれが新しい社会的通念になるにつれ、
一定のマーケットでは主流になるでしょう。企業は、そうなった時に即座
に対応できるよう、備えておかなければなりません。

このトレンドではまた、顧客体験と従業員体験の線引きはもはや意味を
なさず、これらは密接に融合されるものであると提言しています。もし
顧客と従業員が似たような目的のもと動いているのならば、両者を結び
つけてみるべきではないでしょうか。顧客に新たな付加価値を提供する
57

けられるように、ひいては良い決断をできるように促す必要がありま
す。各個人それぞれが大事にしていることや不安に思っていることを理
解するだけでなく、どのような価値が共通しているかも理解しなければ
なりません。
2019年から2050年の間で、世界中で65歳を超える人々の数が2倍にな
ると予想されています。急速に高齢化が進んでいる先進諸国では、一部

の定年退職者が生きがいを探し求めている現象が、今後もっと大きな懸
念になるでしょう。ヨーロッパでは、2016年には5億1,100万人だった

総人口が、2070年には5億2,000万人まで増加すると見込まれています
が、一方で、労働人口は同時期で3億3,300万人から2億9,200万人へと
大幅に減少すると予想されています。2030年になると、アメリカの高
齢者人口が、アメリカ史上初めて子どもの人口を超えると見込まれてい
ます。
「いまや定年退職後の時間は人生の中年時代と同じ長さになり得るが、
そこで新たな生きがいを見つけられるかは大抵本人任せになっている」と、
書籍『How to live Forever：The Enduring Power of Connecting the
Generations』の作者であるマーク・フリードマン氏は述べています。
彼はさらに、「多くの人がこの新しい世界で、感情的にも実際にも孤独を感
じている」と加えています。
定年退職後の高齢者が新たなアイデンティティを探求する際に拠り所とな
るような製品・サービスを開発することが、企業にとってのチャレンジで
あり、新たな機会領域です。同時に企業は、年齢やライフステージを基に
勝手な憶測を立てないよう、慎重でいるべきです。意識の高い消費や、
負の影響を世界に与えない製品・サービスや仕事は、10代や20代の人たち
と並んで、30代や40代の人たちにも同様に好まれるでしょう。
このトレンドは世代交代を表しているのではありません。つまり、単に
ミレニアル世代のことではないのです。自分自身について、そして自分
たちが住む地球への責任について、私たちがより一層深く考えるにつれ
て、全ての年代の人たちにとって親和性が高くなるでしょう。これはつ
まり、あらゆる世代の顧客や従業員のためにどのように取り組み、どの
ように彼らとコミュニケーションをとるか、すべての企業が十分に考え
なければならないということです。
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“『自分が本当に好きなことをする』と

いうのが、今の時代の仕事に対する
信条であることはもはや疑う余地がない”
—作家

ミヤ・トクミツ氏

人々は以前に比べて長寿になり、より健康な生活を送
り、65歳以上の人の数は増え続けています。彼らは、
定年退職後の新たな生きがいを探し求めているのです。
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Fjordからの提案
意識の高い消費主義の時代に
自社は何が提供できるか、
改めて問うてみましょう。
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考えるべきこと

どんな影響を与えられているでしょうか？所有す
るモノや仕事、収入などのステータスに頼らずと
も自己表現できるでしょうか？あなたのビジネス
では、「顧客」と「従業員」という枠を超えて人
々のことをどのように考えていますか？

言うべきこと

「消費者」という言葉を頭の中の辞書から消しま
しょう。人を単純な「消費者」と見るのではな
く、誰もが自らのアイデンティティを柔軟に

広げ探求できるような選択肢を用意しましょう。
するべきこと
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自社ブランドは、人々のアイデンティティ形成に

「顧客」調査ではなく、人間の根源的なインサイ
トを深堀りしましょう。特定の行動をしている人
の数よりも、その人たちが意思決定に至るまでの
文脈に着目することです。倫理的な選択肢には不
安が付き物ですが、人々がその不安を乗り切れる
ように促しましょう。
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人工知能（AI）は日進月歩の発展を見せて
います。これまでのAIは主にオペレーショ
ンションの自動化による効率性向上のため

に用いられてきましたが、これからのAIは
人間の創意工夫をサポートすることや、

新たな価値を付加することを目的にしたもの
が増えるでしょう。人間が持つスキルとAI

を効果的に融合するシステムがデザインさ

れることで、AIの応用範囲は革新的な事業
戦略の策定や、複雑化する業務オペレーシ
ョンの効率化、ひいては生活における様々
な体験にまで広がることでしょう。

トレンド5

知性のデザイン

いま起きていること
AIはもはや新興技術ではありません。むしろ今日においてAIは私たちの
日常生活により深く組み込まれながら、さらなる発展を遂げています。

そして、企業によるAIの活用は主に3つの方向性をもって観測すること
ができます。

1つ目は、私たちの生活に馴染み深くなりつつある、人間をサポートする

機械としてのAIです。例えばスマートフォン上の写真を自動的に分類す
るアプリや、生活をより良くするためにあらゆる情報を教えてくれるア
プリ、わからないことを質問するとすぐに教えてくれるアプリ、ホーム
エージェントを介して様々なデバイスを自動で制御してくれるアプリな

どは、こうしたAI活用の事例に該当します。また、こうした機械による
人間のサポートは一般的に「見る・聞く・提案する」という3つのカテ
ゴリーに区分されます。

2つ目は、人々の生活では必ずしも表層的になっていないAIです。例え
ば、Stitch Fixのようなスマートサービスでは、背後でAIとアルゴリズム
が人間のスタイリストと協働し、ユーザー1人1人に異なるファッション

アドバイスや商品提案を行っています。また、アイルランド税務署では

高度な対話型エージェントを活用し、24時間年中無休で人々の質問に回
答する体制が実現されています。

そして3つ目は、製品やサービスが存在する裏側で重要な役割を担いなが
らも、私たちが特に利用体験として意識することのないAIです。例えば
スタートアップのAtollaは一人ひとりの顧客の肌特性に
ぴったり合った美容液を調合しています。
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Rolls-Royceは、航空機エンジンにインターネット接続されたセンサーを備え付

け、エンジンの摩耗・破損の兆候データを収集・分析し、メンテナンス予測を立

てるAIを活用しています。オンラインショッピングサイトASOSでは、オンライ

ンショッピングの顧客行動に基づき、顧客生涯価値（LTV）の予測を行なってい
ます。またアメリカの株式市場では、すでに80%の取引がアルゴリズム取引エー
ジェントを用いて行われています。

コンサルタント兼モバイルアナリストのベネディクト・エバンス氏は「2013年

以降、IT産業は機械学習を中心に大きな潮流が生じた」と述べています。同年以
降、Fjord TrendsでもAIとその周縁の進展については考察を重ねてきました。

2017年の「AIの感性」では、対顧客レベルのインタラクションとして人間の顔
や音声をAIに認識させることについて、2018年の「機械による意味の探求」で
は、人間とAIの協業に関する新たなダイナミズムについて提言しました。

これまでAIは、多くのビジネスにおいて自動化という課題に対して成果をあげ
てきました。その結果として、AIを増やすことで人件費が削減されるという偏
った論調が生じ、AIと自動化が同義のごとく認知されてしまいました。しかし
昨今では、多くの企業がAIの限界性を正しく認識し始めていることも事実と言
えるでしょう。具体的には、AIが予測不能な物事の解決には向かない点や、絶
え間なく変化するシステムとの協調が難しい点、またこれらに起因する人々へ
の影響を推測することが難しいという点などです。

こうしたAIへの理解が進むことで、アルゴリズムが人々の社会的思想を偏重させ
てしまうアルゴリズミックバイアスが懸念されています。保健・医療における人
種差別や、求人におけるジェンダー不平等などがその具体的なシーンとして想定
されています。また自動運転と手動運転の切り替え時に発生した交通事故など、
自動化が人々にもたらす過度な安心感もまた、アルゴリズミックバイアスとして
捉えることができます。企業がさらなる自動化の開発に邁進している場合です

ら、私たちはアルゴリズムに並存する負の側面に遭遇する可能性があるのです。

過去には、ネット上でのいじめを阻止しようとした結果、LGBTQ擁護者が不正に
投稿資格を失ったり、コンテンツを削除されたりする事例も発生しました。

こうしたAIがもたらすプラスの効果とマイナスの効果が明らかになるにつれ、

企業と人々の間ではAIについて異なった方向の見方が顕在化してきています。現在
では80%の企業が、何らかの形でAIを開発中だと報告している一方、その顧客や

従業員は、自分たちの暮らしや働き方にAIが与える影響を懸念するようになって
います。実際にアメリカ人の82%が、AIとロボットについて慎重に管理する必要
があると答えており、またアルゴリズムで労働管理されている労働者たちから
は、その働き方について不満が高まっているというエビデンスもあります。

こうした人々との異なる見解に折り合いをつけるため、企業はAIに対して「自動

化」というマインドセットを脱却し、従業員がより優れたビジネス価値を生むた
めのダイナミックなツールとして捉え直す必要があります。これを実現するに

は、より適切なツール選定やテクノロジーの導入がもたらす経済的・社会的影響
について、一層注意深く考慮することが求められるでしょう。AIのためのデザイ

ンは、人間の知性のためのデザインであり、人間と機械の関係を最適化すること
を意味するのです。
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次に起こること
私たちは機械による人間のサポートが「見る・聞く・提案する」という

旧来の枠組みを越境していくと考えています。先駆的な企業ではすで

に、自動化から価値創造へとAIを用いる目的を拡張させており、来たる
未来に向けたビジネスモデルの変革さえ、AIの活用範囲として想定して
います。

企業が人間とAIの協業が持つ潜在能力を最大限解き放つには、新たな体
系的アプローチが必要です。私たちはこの点について2018年に、「どう
機械と接するべきか？機械とどう協働すべきか？機械は私たちからどう
学ぶのか？双方向コミュニケーションをどう実現するのか？」という問

いを投げかけましたが、いまだにその明確な答えは見つかっていません。
Fjordでは、The Dock（アイルランドのダブリンにある、アクセンチュア
の研究開発センター兼グローバルイノベーションセンター）と共同で、

先の問いかけや、人間とAIの協業にまつわるデザインの役割について研
究をしてきました。そして、今後数年において劇的な価値創造に寄与し

うる人間とAIの協業領域として、「人間の能力の拡張」、「一層複雑化

する業務の支援」、「新規製品・サービス創造」の3つを定義しました。
AIが適切に設計されていることが前提条件ですが、AIは単なるパーソナ
ライズのためのツールではなく、私たちの能力をも拡張するような体験

をつくり出せます。これが1つ目の機会領域です。拡張された私たちの視
覚能力によって、生物学者は生体細胞をより細部まで見ることが可能に
なったり、人間の目だけでは見過ごしてしまうような森林破壊やバイオ
マスの減少を認知することが可能になったりするのです。そしてAIはこ

れだけでなく、私たちの理解そのものを押し広げることも可能かもしれ

ません。例えば最新鋭のGoogleレンズがもつ画像認識機能は、誰でも簡

単に外国語を読むことができる機能からはじまり、今では生えている

植物をすぐに認識できる機能へと発展を遂げています。こうしたAIは、
私たち人間の学習能力そのものを向上させることを予感させています。
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AIによる価値創造が期待される2つ目の機会領域は、複雑性に対する

サポートです。デジタルトランスフォーメーションとグローバリゼーシ

ョンの折り重なりにより、事業インフラはより早く、大規模で複雑な
ものへと拡張を遂げています。これにより、多くの大企業織は、事業
を継続改善する社内のデータサイエンスチームを立ち上げています。
このチームが導出したインサイトを具体的なアクションに変換させる
ために、これまでになく複雑性や流動性が増したシステムを扱う従業
員をサポートするようなAIが期待されています。

こうした領域について輸送分野では、東京の公益財団法人鉄道総合技術
研究所（RTRI）とスイス連邦鉄道（SBB）が、ニューラルネットワーク

とAIアプリの活用研究に取り組んでいます。この研究では、運行担当者
や管理者がAIと連携し意思決定を下すことで、電車の遅延件数を削減

し、複雑なネットワークにおける運行計画を最適化するとともに、最新
の情報を乗客にも公開しています。医療分野においては、Moorfields
Eye HospitalとDeepMindが眼病診断に関するプロトタイプを開発し、
網膜スキャン画像を分析して眼科医が十分な情報に基づいて診断を行える
よう支援しています。

またIT分野では、仮想インフラを用いて、困難と思われてきた業務オペ

レーション課題に取り組もうとしています。データとITシステムは無形

であるがゆえに、複雑に相互依存をさせながら拡張させることが可能で
す。そうした特性を生かし、Dynatraceのようなアプリケーションパフ
ォーマンス管理会社（APM）は、AIがクラウドインフラストラクチャを

監視し、運用担当者にシステム異常のアラートを知らせるだけでなく、
その根本原因の分析結果を送信しています。

そしてビジネス分野では、セールスフォース・ドットコムCEOのマー
ク・ベニオフ氏が、Einsteinという同社のAI製品を役員会議で使い、計画

を立案する際にもダイナミックにデータを活用しています。マサチュー
セッツ工科大学（MIT）スローンビジネススクールの研究者たちは、「極
めて複雑で変化が早い今日のビジネスでは、経営陣やCEOが優れた意思

実際にITエンジニアリングのオンラインコースを提供するPluralsightのIris
は、自然言語処理と機械学習を駆使し、コースコンテンツの提案や、

ユーザーフィードバックの回収を通じた難易度調整、技術評価基準の設定
を行なっています。

AIはさらに、人々が健全にコミュニケーションし、人間の良心を呼び起

こすことも担保しています。例えばInstagramはAIを用いて、潜在的な

有害コンテンツを検知し、投稿者に本当にそれを投稿したいのかを問うこ
とで、いじめの発生防止に取り組んでいます。またAIは、私たちの家計

管理についてもサポートしています。自動債務管理アプリTallyはその
最たる例としてあげることができます。

また東京の公益財団法人鉄道総合技
術研究所では、運行担当者や管理者
がAIと連携し、列車遅延を少なくす

るための適切な意思決定を下せるよ
うサポートしています。
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決定を行うために、インテリジェントシステムの活用が不可欠である」

フィリップ・スタルク氏とKartellが

と述べています。

このようにAIが私たちのビジネスへの理解をサポートする一方で、デザ

知性のデザイン

手掛けた「A.I」チェアは、人間と機

械が協業した場合に何ができるのか
をフィジカルに表現しています。

インは私たちがAIを理解することをサポートするでしょう。あらゆる業

界の多くのビジネスで、アルゴリズムを用いた意思決定が行われている
中、これはとても重要な事です。実際にAIを活用する組織の中にはすで
に、先に述べたようなAIがもたらすバイアスに対する取り組みを研究し
ているところもあります。

例えば、アクセンチュアのアルゴリズム公正ツールは、機械学習を使っ

Levi’s、Madewell、Allbirdsが活用する意思決定エンジンのMakerSights

ています。Share Labのような独立研究機関では、デジタルエコノミーに

る顧客の欲しい商品と、顧客が実際に欲しい商品とのギャップを判断しま

て潜在的に偏向した訓練データを検知し、それを調整する方法を提案し
おけるデータの役割を明確化するため、インターネット上のプライバシ
ーや透明性、さらにはオンラインプラットフォームの持続可能性を含む

各種テーマについてデータ調査を実施しています。AIの論理回路を可視
化し、人間の指示をうまく取り込めるインターフェイスをデザインする
ことや、システム間の関係性をマッピングすることで、データに対する
人々の信頼を高めることができます。

そして3つ目の機会領域は、おそらく最も大きな価値創造が期待できる

ものです。シミュレーションや意思決定そのもの、ひいてはイノベーシ
ョン創造など、複雑なプロセス・行為にAI開発の焦点が大きく移ること

が予想されるでしょう。いくつかの企業ではすでに、新しい製品やサー
ビス、さらにはビジネスモデル全体さえをも対象としたデザインやイノ

は、売れるスタイリングと売れないスタイリングを捉え、ブランドが考え
す。またスタートアップのKlydoでは、戦略チームによるイノベーション

機会の特定や優先順位付け、さらには承認まで、AIを用いて行なってい
ます。

医療・医薬品の分野では、Nuritasが新たな生理活性物質（炎症を抑える

ことでトレーニング後の回復を早める物質）の発見にAIを役立てていま
す。スキンケア製品のスタートアップAtollaのスキン・ヘルス・システム

は、テスティングキットで顧客の肌特性を正確に測定した後、顧客別の
肌質に沿った美容液を調合して提供しています。アメリカに拠点を置く
Freenomeは、癌の早期発見と治療の最適化を目指し、AIで潜在的なゲノ
ムパターンを解析しています。

ベーションを、AIで加速させようとしています。

これらの事例の多くは、人間が特定の問題とそのゴール、そこに至るま

Finchは、建物の寸法をパラメーターとして調整すれば、建物内のフロ

リックデザインが使われています。しかしパラメトリックデザインは、

アプランを自動的に生成できる新しい建築用ツールです。このツールを
活用することで、シニアアーキテクトは様々なコンテクストに適応でき
るデザインシステムを設計することが可能になります。また、デザイナ
ーのフィリップ・スタルク氏はKartellと共同で、人間とAIの協業によっ
てデザインされた初のチェアを制作しています。

での制限、プロセスを設定し、AIが最適解を見つけるといったパラメト
パズルの欠けたピースを推測できる人間とは異なり、すべての情報が揃
った完全情報に強く依存しています。一方、遺伝アルゴリズムを応用し
た人工ニューラルネットワークは、研究者が問題解決の達成目標を設定
し、AIがその達成方法を解明するアプローチとして知られています。

もし不完全情報で問題を解決できるようになれば、AIを実際のビジネ

ス課題にもより活用できるようになるでしょう。例えば、AlphaStar

（DeepMind社によるAI。複雑なビデオゲームStarCraft IIでプロのプレ
イヤーに勝ったAIとしても知られる）はその最たる先行事例です。

このAIは、最初は不完全な情報でゲームを開始しつつ、ゲーム内を探索
しながら、勝利のための多様な戦略を生み出すのです。

AIと人間では世界の見方が大きく異なるため、AIをイノベーションに

活用すれば、思いがけないアイデアを生み出せる可能性があります。
AlphaStarは不完全な情報をもとに、
複雑なビデオゲームStarCraft IIでプ

ロのプレイヤーに勝つ戦略を生み出
69

します。

また、この急進的な特徴を人間の社会認識と合わせることで、これまで

想像のできなかった規模や複雑性の問題を解決できる可能性があります。
すなわちこれは機械との競争ではなく、機械との共創なのです。
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“実際のところ、インテリジェントシ

ステムを使わずに役員会やCEOが適
切な意思決定を下すには、ビジネス
が複雑になりすぎていて、その変化
も速すぎるのです。”
—マサチューセッツ工科大学（MIT）スローンビジネススクールの研究者

AIのための適切なデザインは、AIを中心とする人間の

知性のためのデザインであり、人間と機械の関係から最高
のものを得ることを意味しています。
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Fjordからの提案
価値の創造という次の段階に
進むために、人間の知性のた
めのAIをどのようにデザイン
するか、もう一度考えてみま
しょう。
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考えるべきこと

戦略上の意思決定プロセスの一部にするにはど
うすべきでしょうか？業務プロセスのうち、人
間がより多くの価値を提供しうるのはどんな分
野であり、AIがより向いている業務はどういった
ものなのでしょうか？AIという同僚に、人間のど

んな能力を託すか？人間と機械をつなぐインタ
ーフェイスと、両者間の引き継ぎをいかにうま
く管理できるか？考えてみましょう。
言うべきこと

AIについてシンプルな言葉で話してみましょう。

その際「コンピュータービジョン」のような技
術用語を用いるのではなく、AIにできること（見

る・聞く・提案する）を基準に話してみましょう。
するべきこと
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AIを、単なる個別タスクの自動化ツールでなく、

AIに本格的に投資する前にまず、意思決定をサポ
ートするAIデータを信頼し、AIのプロトタイプを
作ってみましょう。AIに関するプロトタイピング
の障壁は、オンラインプラットフォームのおかげ
で格段に低くなっています。
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3Dやデータモデルのようなデジタルツインは、製造業の現場や産業界では
既に確立されています。今、それはもっと個人的なものになりつつあり、

私たちのバーチャル版を作る動きが出てきています。その動きに乗じてまず
最初に、パーソナライズされた娯楽コンテンツが提供され、程なくして他の

サービスとも結合したサービスが提供されるようになります。やがて最終的に
それは私たちが（少なくとも理論上では）管理できる、私たちのあらゆる

データのバーチャルホームとなるでしょう。ブランドや公共サービスは、こう
した新しいデジタルダブルのためのデザインを学ぶ必要があります。
そして、デジタルダブルを実現できる者こそが最大の勝者となります。
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自分たちのオンライン行動やデータ
が、自ら管理するデジタルダブルに
すぐに反映されるようになる日もそ
う遠くはないかもしれません。

いま起きていること

個人情報の集約化は新しいアイデアではありません。マイクロソフト

の.NET Myサービスは2001年に、連絡先、カレンダー、そしてEメールへ

のアクセスを可能にしようとしましたが、プライバシーや反競争的な懸
念から、完全には実現されませんでした。Gmailを基盤とするGoogleの
一連の製品群は、これを実現した最新版であると言えます。しかし、

次に来るのは静的データを一元で管理するアクセスポイントだけには留ま

りません。何が可能になるかを私たちが理解する上でメタファーの力が
解き放たれ、それがきっかけとなって革新的なサービスの受容が促され
るからです。実のところ、自分のためのデジタルダブルについて理解す
ることは簡単です。これから必要になるのは、他者とインタラクティブ
に利用するためにより有用かつ安全で、使いやすくすることなのです。

今現在、私たちはデジタルツインをフィジカルなプロセス、製品あるい
はサービスのバーチャルモデルとして認識しています。バーチャルとフ
ィジカルが組み合わさることで、データ分析やシステムのモニタリング
が可能になり、実際に問題が起きる前に防ぐことができます。デジタル
ツインは製品あるいはシステムのライフサイクルの過程で自己最適化が
可能なため、様々な企業や業界でバーチャルプロトタイプや実証基盤と
して利用されることが増えています。例えば、イギリスのスタートアッ
プSenSatは、人工知能（AI）を活用してインフラストラクチャープロ

ジェクトの実際の現場をデジタル化し、中国の多国籍コングロマリット
であるTencentから最近巨額の投資を受けました。

Gartnerは、2021年までに大企業の半数がデジタルツインテクノロジ
ーを活用するようになるという予測をつい先日発表しました。Juniper

Researchによると、デジタルツインの売上は今年の98億ドルから2023
年には130億ドルまで増加する見込みです。さらにGrand View Research
は、2025年までに世界のデジタルツイン市場規模は260億7千万ドルに

達すると予想しています。

Eternimeは、亡くなった大切な人

との思い出を保存してアクセスでき
るようにし、亡くなった後も永遠に
アバターとして存在させることがで
きます。
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The Diigitalsは、ShuduやGalaxiaのような合成モデルの
マネジメントを専門とするモデルエージェンシーです。
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最近、デジタルツインは業界を超えて、新しい領域に参入しつつありま
す。金融サービス、ヘルスケア、職場など、その他の様々な分野でその
可能性が見出されています。

ソーシャルメディアは、今やデジタルセルフで溢れていて、自分の姿を
合成またはフィルタ加工して交流することがごく普通になっています。
ビューティーフィルターの技術的な不具合が原因で、中国のビデオブロ
ガー乔碧（Qiao Biluo）氏の加工前の姿が公開されたことはニュースで話
題になりました。10代の若者やインフルエンサーの多くは、「finstas」
と呼ばれる偽のソーシャル・アカウントを含む2つのアカウントを活用し

ています。1つはより多くの人を対象にして公開するために、もう1つは

親しい友人に限定して公開するよう、プライバシー保護の目的からそれ
ぞれ使い分けています。

ゲーム業界では、男性ゲーマーからのハラスメントを避けるために「ボ
イススキン」機能を使い、自分の声を変えてチャットする女性ゲーマー
が増えています。こうした匿名化ツールにより、インターネットを安全
と感じるようになる可能性がある一方で、ユーザーの説明責任が問われ
なくなるリスクを指摘する人もいます。リリース後ほんの数週間で700万

回のダウンロードを記録したSnapchatの性別変換ARレンズ機能が、Tinder

で男性を狙ったなりすまし詐欺に利用されました。こういった匿名だか
らこその悪用は防げていません。

エンターテイメント業界では、Mackevisionがコンテンツを制作する際に

自動車、航空機、あるいは物理的な製品のデジタルツインを作成してい
ます。新しいテクノロジーをいち早く取り入れることが多いポルノ業界
で、Camasutra Industriesは、VRポルノで使用するために、アダルト映

画俳優の高解像度3Dスキャンを製作しました。ファッション業界では、
「合成人間」のマネジメントを専門とするデジタルモデルエージェンシ
ーThe DiigitalsからShuduやGalaxiaのようなデジタルスーパーモデルが

誕生しています。またスタートアップ企業のDNABlockによって、高解像

度3Dスキャンから自分のアバターを作成することができ、代理店でその
アバターの許可を取ることができれば、人々はアバターを職場に置くこ
とができます。「人がデジタルでできると考えられることなら何でも

アバターが代わりにすることができます」とDNABlockの共同設立者クリス
ティーン・マルザノは語っています。

“人がデジタルでできると考えられる

ことなら何でもアバターが代わりに
することができます。”
—DNABlock共同設立者クリスティーン・マルザノ
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デジタルツインは、ブランドがユーザと関連性が高そうなソリューショ
ンを、ユーザーにオファーが最も受け入れられそうなタイミングで紹介
するための非常に有効なツールとして認識されていて、未来の顧客ロイ

ヤリティにおいても重要な役割を担うとされています。その一方で、
エモーショナルなチャットボットサービスを提供するReplikaは、ユーザー

が人生の出来事を伝えたり、共有できるパーソナルAIを開発していま
す。Eternimeは、ユーザーの亡くなった大切な人のオンライン上のデー
タを収集し、その人のデジタルレプリカを作成しています。

雇用主は従業員のデータを収集して、生産性を改善し離職を積極的にモニ
タリングしています。アクセンチュアでは、「Decoding Organizational
DNA（組織DNAの解読）」というレポートで、責任あるデータ戦略は

従業員との信頼関係を構築し、持続可能な収益成長を達成するのに有用であ
る点を示唆しています。IBMは、社内の人事スタッフの30%をAIに置き換

えていますが、広範な従業員データを使用して、従業員が新たなスキルト
レーニング、教育、昇進、昇給などの機会を特定できるようサポート
し、95%の精度で退職を予測するのに役立てています。

昨年の本レポートでは、AIが生み出すリアルとバーチャルが混在した現
実として「合成現実」を発表しました。デジタルツインや合成現実の融
合がさらに進むと、自分のデータや文脈と外部情報を融合させるデジタ
ルダブルのような、本人に取って代わるような次世代サービスが出現す
るでしょう。
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Living Heart Projectは、医療機器を現実の世界でテストする
前に、バーチャルの世界で設計し安全にテストすることがで
きないかを模索しています。
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次に起こること

近い将来、人々は自ら所有するアルゴリズムを使って、企業ではなく自
分の利益を最優先にするエコシステムを設計して管理するようになるで

しょう。「パーソナライズや個人化はさらに進んでいきます。なぜな
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AIは、病状が徐々に悪化する患者の生活のクオリティを高めています。
ピーター・スコット・モーガン博士は自身が運動ニューロン疾患と診
断された際、サイボーグになろうと決意した話があります。医師や技

術者、デザイナーのチームと協力し、博士はAIと人間のインタラクショ
ンの限界を超えていく生きた実験台となりました。

ら、あなたが求めているバケーションは、私が求めているバケーション

新しいタイプのデジタルツインであり、新種の「エージェントサービ

が何を望んでいるかを理解し、あなたのために働きます。そして私のデ

で生じているプライバシーや安全性の懸念に対応してくれるサービス

とは全く違うかもしれないからです。あなたのデジタルツインはあなた
ジタルツインは私のために働きます。」と、Forresterの副社長兼カスタ

マー・エクスペリエンス・プリンシパルアナリストを務めるリック・
パリッシュ氏は述べています。

真のデータポータビリティが継続的に存在しないことは、独占状態を許
し、労働者に損害を与えていると非難されています。人々はソーシャル

ス」が現在開発されています。これは、現代世界が複雑になったこと
です。AI主導のPolisisは、複雑なプライバシーポリシーを読み込んで
くれるサービスで、人々は自分で長文のポリシーを読む必要がありま

せん。また、NDA Lynnは秘密保持契約をユーザーのためにレビューし
てくれるAI弁護士です。一方でAwarioのように、特定のブランドへの
言及を追跡するサービスもあります。

メディア会社、検索エンジン、オンラインリテーラー、官公庁や銀行の

自動バンキングなどの日常的なサービスがデジタルツインのデータイン

けています。デジタルダブルは、こうした仕組みを書き換えようとして

とめて管理したいと思うようになるでしょう。形のない、抽象的なクラ

サービスを利用するための対価として、生成した自分のデータを渡し続
います。企業と連携してユーザーに最適なソリューションを還元するこ
とで、デジタルありきの生活の門番役になり始めるでしょう。

デジタルダブルとは、最終的にはあなたのために、そして生活のあらゆ
る場面であなたの代わりとなって働くべきです。デジタルダブルが旅行

テリジェンスと融合し始めると、人々はますます全てを1つの場所にま
ウドに保管されている自分のデータを探すのに苦労するのではなく、

完璧なメンタルモデルを持つデジタルダブル内にすべて保管し、そして
「たまごっち」のように育てていくことでその能力を拡張していくこと
ができるかもしれません。

の予約をしてくれることを想像してみてください。自分の好みだけでな

企業は、ビジネスと人の両方の観点からデジタルダブルを理解する必要

配事も減らし、まさに求めていた体験や喜びを与えてくれるかもしれま

タルダブル）が当初はユーザーに迷惑電話と間違えられるといった、

く、未来のスケジュールや予算までも把握して、節約しながら手間や心
せん。デジタルダブルは、スパムまがいの製品宣伝メールや広告を除外
し、次から次へと押し寄せてくるおすすめ情報から人々を守り、予算や
地球環境に配慮しながら、ライフスタイルや好みに合わせる形で人々を

導くべきです。もちろん、このようなシナリオはまだ遠い先の話です

があります。Googleは現在も開発が続くDuplex（プロキシによるデジ

受信側の混乱を招いた体験からこの教訓を学びました。こうしたフィード

バックを受け、GoogleはDuplexをレンタカーや映画チケットの予約を
サポートするためのものと明確に位置付けて発表しました。

が、実現に向けた動きは確実に進んでいます。

企業は、人々とデジタルダブルがどのように関係しているか、そして

Data Transfer Projectは、一個人のデータ全てを1つの場所に格納するた

デジタルダブルの存在が人々自身のイメージをどのように変化させる
かを理解する際に注意が必要です。デジタルダブルをどうビジュアル

ョンを促進することにより、2つのプラットフォーム間でデータをシーム

ダブルが急激に増えてしまうと、数年前に写真加工を巡って論争があ

めの第一歩です。大手テクノロジープラットフォーム間のコラボレーシ
レスに、直接自分で移管することを可能にする共通のフレームワークを
構築しています。

医療・医薬品の分野でデジタルツインは研究段階にありますが、最終的

には投薬や手術による結果の予測、および検証に使用されるでしょ
う。Living Heart Projectは、自動車、航空宇宙、エネルギー、そしてテ

ック業界で使用されている高度なシミュレーション技術を再利用し、
患者の健康状態を分析して治療や手術計画を立てることを目指していま
す。同様の意図で、オークランド大学はバーチャル肺を開発しました。
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化させるかも重要になります。理想化、または客観化されたデジタル
ったように、間違いなく私たちの自己イメージに悪影響を及ぼすでし
ょう。

人々が考えるべき重要なことは、自分のデジタルダブルの管理者として
誰を信頼できるのか？ということです。一方で企業は、自分たちが信頼
できる管理者として選ばれるために、信頼や安全性をどう確立するか考
えなければなりません。個人のデジタルダブルの体験は、魅力的で透明
性が高くシームレスに設計することが重要です。インターフェイスやイ
ンタラクションはメンタルモデルとマッチするべきで、シンプルで明確
でなければなりません。
84
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“ 企業は、人々とデジタルダブルがど

のように関係しているか、そしてデジ
タルダブルの存在が人々の自身のイメー
ジをどのように変化させるかを理解す
る際に注意する必要があります。”
—Fjord Trends 2020

自分のデジタルダブルの管理者とし
て誰を信頼しますか？
85
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Fjordからの提案
人々の自己表現方法を改めて
考えてみましょう。
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考えるべきこと

デジタルダブルによって、どんなインタラクショ
ンが姿を変えるでしょう？3つのユースケースを

念頭に置きながら、デジタルダブルに関する戦略
を策定しましょう。

①あなたのタスクを委任する
②あなたの分身を作る

③あなたの行動または将来をモデリングする
言うべきこと

人々に対して、自分のデータは他の誰でもなく
自分自信が管理できるものだと明確に伝えまし
ょう。顧客と従業員両者の信頼を獲得するため
に、自社が提供するプラットフォームは信頼に
足り得ることを示しましょう。

するべきこと
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データの信頼性を担保しながらも、データに過度
に依存せず常に「ありのままの現実」を受け入れ
ましょう。ゲーミフィケーション（ゲーム手法の
利用）の罠に陥らないようにしながら、確立され
ていないことが多い新しい領域であることを理解
し、楽しみながら試していきましょう。
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今年のトレンドでは、企業が金銭的利益だけでない新しい
成長のあり方をどのように定義づけようとしているのか、
人々が所有物や職業で自身のアイデンティティを定義する
ことからどう変わろうとしているのかを考察しています。

こうした状況の中で、desirability（魅力性）、viability（成
長性）、feasibility（実現可能性）における人々の焦点が、

「me（私）」から「we（私たち）」に移りつつあることが
明らかになっています。これが加速するにつれ、ユーザー
中心のデザインはもはや自己中心的な印象を与えるように
なり、生きる全ての生命のためのデザインという考え方が
支持される方向に、デザインの重点は切り替わっていくで
しょう。
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いま起きていること

デザインは、多分野にわたって、このマイン
ドセットをあらゆるビジネスに浸透させてい
く重要な役割を担います。

私たちは皆、自分たちのバランスを調整しています。デザインもそれに

応じて重点をシフトさせなければなりません。「生命中心デザイン」
は、人間だけではなく、生きるもの全ての生命のためにデザインすると

いう、作家ジョン・サッカラ氏による理論から着想を得ています。こ
れは今年のトレンド全体を通して言えることですが、とりわけ「新たな
成長の公式」に強い結びつきが見られます。

政治的局面や社会全体でも「me（私）」から「we（私たち）」へと意
識の移ろいが見られる中、デザインもユーザー中心から人間中心、そし
て今や生命中心へと進化しています。私たちは、一人のためのデザイン

から、コミュニティ、ひいては地球全体のためのデザインへと舵を切

り始めているのです。desirability（魅力性）、viability（成長性）、
feasibility（実現可能性）のベン図の中心にくるものの価値は、私たち
のデザインが生命中心へ進化することに伴い、根本的に変わりつつあり
ます。

つい最近まで、desirability（魅力性）とは、ユーザーまたは顧客が何を

“ desirability（魅力性）、viability

（成長性）、feasibility（実現可能性）
がバランスよく満たされれば、サステ
イナブルであり、かつ収益性も見込め
る製品・サービスになります。”
—Fjord Trends 2020

求めているのかという視点が基本的な考え方でした。しかし今では、
サステイナブルな生活や貿易戦争において誰に肩を持つかなど、政治的
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観念を超えて同じ信念を共有することを意味するようになりました。アメ
リカのスキンケア・コスメ会社のBeautycounterは、自社製品では使用
しないと約束した有害物質リスト「The Never List」を公表しています
が、これもdesirability（魅力性）が再定義されていることを示す一例で

す。また、ワシントンD.C.の金融機関City First Bank of DCは、融資の

80%は十分なサービスを受けていないコミュニティに優先して行うと公
約に掲げていますが、これも同様です。フランスの食品大手ダノンは

Danone Manifesto Venturesを立ち上げ、型破りな発想を持つ起業家と
提携し、健康でサステイナブルな食の未来の創造に注力しています。

お肉に関しては良く知られている例があります。かつて、人々は28日

間乾燥・熟成させた贅沢なバーガーを味わい、その品質に至るまでに費

やされた時間と労力を評価していました。しかし今では、Impossible
Burger（植物肉）を食べ、地球にとって良いものを食べていることに喜
びを感じています。これはまさにdesirability（魅力性）の再定義であ

り、新しい原材料の登場や食品技術の進化、投資によって急速にイノベ
ーションが進むシリコンバレー流のビジネスモデルによって実現されま
した。そして最終的には、誰もが分かりやすいストーリーを届けること
desirability（魅力性）、viability（成長性）、feasibility
（実現可能性）の交差点は進化しています。私たちは
皆、自己中心から生命中心に変わりつつあるのです。

よって支持されています。

feasibility（実現可能性）は、かつては原材料の制約やデジタルによる生
産が可能かという観点で決められていました。それが今では益々、環境
のライフサイクルや社会的な影響に左右されるようになっています。

デジタルによって世の中で実現できることが大きく広がりましたが、フィ
ジカルの世界においても、新しい原料の発見や社会的行動の変化によっ
て急速に変化しています。

例えば、インドのSaathiはバナナ繊維を利用し、生分解性100%の生理
用ナプキンを世界で初めて開発しました。女性1人あたりの生涯換算で

60kg分のナプキンごみが出ると言われていますが、同社はそれを削減
できると主張しています。Fairphoneは、製品の製造過程に関心があ
る人向けに、環境への影響を最小限に抑えたスマートフォンを開発し
ています。彼らはスマートフォンを製造する従業員の労働条件を改善
し、地球に良い原料を使用しています。ユニリーバは、パッケージの
所有権を顧客から製造業者に移すモデルをベースにした詰め替えパッ
クを試験的に導入していますが、これは最近ローンチしたグローバル

Eコマースリテールプラットフォーム「LOOP」によって実現したもの
です。

顧客が罪悪感を抱かなくて済む体験を提供すれば、ブランドには大きな
機会が生まれます。その一例として、リセールは従来のリテールと比較

して21倍の速さで飛躍的に成長しています。Stuffstrは、顧客が着なくな
った衣料品をお気に入りの小売業者に売り戻すことを可能にするスター
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トアップであり、re-commerce（リコマース）を日々の小売活動の一環
として位置付けています。デニムブランドNudie Jeansは、修理永久無料
サービスを提供しています。カルト的人気を博すデンマークのファッシ

ョンブランドGanniは、レンタルをベースとするGANNI Repeatを最近ロ
ーンチしました。

これらの事例は、短期的な投資回収率と株主価値を提供したからこそ成

長しました。viability（成長性）は、世界のより広い目的への貢献度に
よって形作られるようになっています。アウトドアブランドでB Corp認

証（公益のために存在する会社に与えられる認証）を受けているCotopaxi
は、金銭的利益と人々の利害は相互に恩恵を受ける関係にあるという考
えに基づいて設立されました。その寄付モデルから企業文化、持続可能
な製品デザインに至るまで、同社は自らの事業を、社会にポジティブな

影響を与えるものと捉えています。別の事例として、資産運用会社の
BlackRockが環境・社会・ガバナンス（ESG）の課題をテーマとする
2つのファンドを立ち上げました。これからは、ESGを考慮したビジネ
スモデルのみが成功を収めるようになるでしょう。

誰かと共有できる信念によって、顧客をより大きなコミュニティと結び
つけるデザインは、生命中心デザインの一例です。持続可能な素材を先

駆けて追求しているデンマークのデザイナー集団Materは、リサイクル
プラスチックやアルミニウムを様々な家具に取り入れることにより、多
くの人々をサステイナブルな生活に誘い、その一方でデザイン過程の透
明化を図っています。

desirability（魅力性）、viability（成長性）、feasibility（実現可能
性）がバランスよく満たされれば、サステイナブルであり、かつ収益性
も見込める製品・サービスになります。例えば、靴ブランドのドクター
マーチンは、合成素材から作られたビーガンラインをローンチし、利益
を70%伸ばしました。他にも、世界的な建設会社Snøhettaは、近隣の

コミュニティ向けに、彼らが消費する倍の量の太陽エネルギーを生み出
す建物「Powerhouse」を開発しました。

ドクターマーチンは、ビーガンラインの靴をローンチ
し、倫理的に製造された製品を求める顧客に支持され
ています。
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作家のジョン・サッカラ氏が指摘した通り、世の中にある全ての物事は

次に起こること

何らかの形で互いに影響を与えるので、組織が複雑な問題解決に取り組
むためには、システム思考がますます必要になってくるでしょう。シス
テム思考とは、生活を中心に据えて目的と人を結び付けたもので、長年
の実践や習慣によって養われるものです。デザインは多分野にわたって
エネルギーを有効に活用する建物
としては世界最北に位置する
Powerhourse Brattørkaiaaimsは、

建設時から解体までの総消費量より
も多くのエネルギーを作りだすこと
を目指しています。

価値を結びつける役割を果たしているため、デザインはこの思考をあら
ゆるビジネスに展開する、うってつけの立場にいます。世の中が目まぐ
るしい速度で変化している今、デザイナーも進化していかなければなり
ません。

通常、デザインはテクノロジーの影響を強く受けるものです。特にツー
ルの進化やデジタル技術革新は抽象的概念をもたらし、1つの機能やプ

ロダクトから体験へと、私たちの視点を広げました。これまで、新たな
デジタルサービスをデザインする場合、デザイナーは自らがデザインし
たものが、どんなデバイスでどういった状況で利用されるのかを理解す
る必要がありました。今後は、生きる全ての生命のためにデザインする
ようになっていくので、デザイナーはシステム全体を俯瞰するために、
さらに広範な理解が必要になってきます。

持続可能な生地であるピニャテックスを発明したメーカー、Ananas
AnamのCEOを務めるカルメン・ヒホサ氏は「デザインは人と経済と環

境を繋ぐツールです。こうした繋がりから、新しいアイデアや製品に対
する理解、そしてリスペクトが生まれるのです」と話しています。

長年、多くの人々から支持されてきたユーザー中心と人間中心のデザイ
企業は、顧客が信じる価値の急速な変化に必死に追いつこうとしていま
す。進化し続ける価値に効果的に対応する必要に迫られています。フィ
ジカル・プロダクトを製造する企業は、社会に良い影響を与える製品・
サービスを求める声に応えるため、複雑なサプライチェーンや製造プロ
セスを改革しなければならないでしょう。デジタル企業は、エンゲージ
メントとセルフサービスを追求するビジネスモデルから脱却し、人々が
求める人と人との繋がりや気配り、1人の時間を取り戻せるモデルに転
換する必要があります。

デジタルとフィジカルを融合させてデザインし直している例がありま

す。IKEAはイギリスで、人工知能（AI）システム会社のWinnowと提携し、

食料廃棄物量を自動で算出し示唆を提案することで廃棄物を減らし、
効率性を高める未来のキッチンを開発しています。これにより、IKEA
店内の食料廃棄物量を50%削減することに成功しました。
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ンは、しばしば人々とエコシステムを切り離してきました。今では、

人間を全てのものの中心ではなく、エコシステムのあくまで一部として捉

えなければなりません。これは、個人とコミュニティの、それぞれ異な
る2つの価値のためにデザインすることを意味します。デザイナーとク

ライアントは共にこの複雑さに正面から向き合い、システム思考とデザ
インを最も適したバランスで組み合わせる必要があります。新しいシス
テムへの移行もデザインする場合、過渡期のデザインフレームワークを
ますます使用するようになるでしょう。

願望と利便性、健康や喜びと容易性など、発生するトレードオフの折り
合いは注意深くつけていく必要があります。今後は、これまでと異なる
観点で結びつきを感じられる体験を提供し、倫理的懸念について賢い判
断を促すブランドが勝ち組となるでしょう。言葉を実行に移せなかった
り、大義を行動で示せなかったりして、ESG基準値を上げてしまうよう
なブランドは苦戦するかもしれません。手短に言えば、デザインは今や
そのエコシステムの域を超えて発揮されなければならないのです。
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“ デザインは人と経済と環境をつなぐツールで

す。こうしたつながりから、新しいアイデアや
製品に対する理解、そしてリスペクトが生まれ
るのです。”
—Ananas Anam CEO カルメン・ヒホサ博士

地球に対する人々の姿勢は進化しているため、企業は

環境、社会、およびガバナンス上の課題に優先的に取り組
まなければなりません。
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Fjordからの提案
2 0 2 0 年におけるデザインの
役割を考え直しましょう。
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生命中心デザイン

考えるべきこと

自社のビジネスにおける「desirability（魅力性）、

viability（成長性）、feasibility（実現可能性）」
を再定義しましょう。デザインを活用することに
より、視界から消えた削除済みアイテムに新しい
命を吹き込むことはできるのでしょうか？イノベ
ーションや変化の目的を定義するための中心的な
ツールとして、デザインをどう活用することがで
きるでしょうか？

言うべきこと

自然、政治、および社会のエコシステムを同等
に考えていることを世に伝えましょう。リップ
サービスではなく、あらゆる分野で「害を及ぼ
さない」活動を実践しなければなりません。

そして生命中心デザインはあなたにとって、単な

るプロジェクトではなく新しい基準であること
を示しましょう。
するべきこと
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システム思考を用い、自身のデザインスキルセッ
トをアップデートしましょう。科学者、技術者、
未来学者など、他の領域の人々と協力し、リソー
ス削減を人々に奨励するシステムを積極的にデザ
インするのです。
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Fjord（フィヨルド）は、世界33カ所にあるスタジオに1,200人以
上のデザイナーを擁し、様々な文化圏で人々に愛される体験を生

み出しています。2013年にアクセンチュア インタラクティブの傘
下に入り、デザインとイノベーションのコンサルティング業務を

行っています。Fjordが目指すものは、人々が魅力を感じる、有益
で効率的な、価値のあるサービスの構築です。デザインの力を駆
使し、世界の一流企業とともに、複雑なシステムをシンプルで洗

練されたものへと変える取り組みを行っています。2019年11月に
はFjord Tokyo（フィヨルド東京）を開設。日本の心と世界最先端
の視点を合わせ持ったデザイナーたちが『日本の生活をより良く
する』という情熱のもと集まり、お客様企業と共に、生活者にと
って有意義で持続的な体験を創出しています。

Fjordの詳細は、www.fjordnet.comをご覧ください。

アクセンチュア インタラクティブは、顧客体験を起点とした変革
支援サービスを世界有数のブランド企業に提供しています。デザ
イン、マーケティング、コンテンツ、コマースにおける専門性を
組み合わせることで、体験価値を高める新たな手法を生み出し、

企業を成功に導きます。アクセンチュア インタラクティブは、Ad
Age誌が発行する最新のAgency Reportで世界最大のデジタル・
エージェンシーであると4年連続で評価されました。また、Fast

Company誌の「2019年世界で最も革新的な企業」に選ばれました。
アクセンチュア インタラクティブの詳細は、
www.accenture.com/jp-ja/interactive-indexをご覧ください。

アクセンチュアは、ストラテジーおよびコンサルティング、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、50万9,000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。

trends.fjordnet.com

