
マーケティング
の断捨離
集中し、捨て去り、再構築する。



過去1年半にわたって、キッチンが学校に、リビングル
ームがジムに、ダイニングルームが仕事場になりまし
た。生活の多くの側面、特に私生活と仕事の間の境界
が曖昧になっています。

大きな変化が急速に起きたことで、組織で働く人々は疲弊しています。アク

センチュアがグローバル規模で実施した従業員の意識調査では、従業員

の44%が燃え尽きた状態にあると回答しています 1。また、他の調査では

40%以上が退職を検討していると回答しています 2。この燃え尽き症候群

の傾向は、特にマーケティング組織において顕著です。
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マーケティング上級管理職の約70%が、2020年は 
従業員にとって大変疲弊する1年だったと回答しました。
（日本企業の回答は48%）

彼らの86%は、従業員が「急速に変化する顧客の期待に応える」という

新たな目標に意欲を感じていると回答しています（日本企業の内、同様に

回答した割合は28%）。私たちはこのような企業を「先駆企業」と呼び、

多くのマーケターが燃え尽きている環境でなぜ意欲に満ちているのかを

調査しました。

アクセンチュアは、マーケティングがどのように変化し、リーダーが将来

に何を予期しているかを知るため、様々な業界・国のマーケティング上級

管理職1,000人以上を対象に調査を実施しました。

顧客が自らの価値観やパーパスを根本から見直す中、絶え間ない変化が

何ヶ月にもわたって続いています。すべてのビジネス機能の中でこの影響

を最も直接的に受けているのはマーケティング部門です 3。同時に、

予算の縮小にもかかわらず顧客体験の主導権を握って成長を促進させな

ければならないというプレッシャーの増大がマーケティングをさらに

困難なものにしています。

デジタル革命によりマーケティングのアートとサイエンスに変革が起こり、

マーケティングをめぐる課題は一段と複雑さを増しています。新しい

テクノロジーが常に生まれ、現在は拡張現実（AR）が注目されていま

すが今後はメタバースを追い求める動きが活発化するでしょう。管理

しなければならないチャネルは爆発的に増加し、顧客体験のパーソナラ

イズに欠かせないデータは限りなく存在します。数十年分に相当する

デジタル化は、より多くのチャネル、タッチポイント、ツールをもたらし、

マーケターの仕事は増加しています。

しかし、調査対象の1,000人以上のマーケティング
上級管理職のわずか17%の少数のグループにおいては、
これらの変化や複雑化にもかかわらずマーケティング
組織が活気にあふれていることが分かりました。
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マーケティングの断捨離には大きな見返りがあります。先駆企業のマーケ

ターは、顧客の満足度と生涯価値を向上させる価値ある仕事をしていま

す。そして、特にマーケターが燃え尽きてしまった競合他社と比べ、ビジネ

ス成果を享受しているのです。これらの成果こそ、成長を促すためにすべて

の企業の最高マーケティング責任者（CMO）が必要としているものです。

先駆企業の59%が、2020年にマーケティングを 
新たな発想で考えざるを得なかったことでマーケティン
グ組織が以前よりも強靭になったと回答しています。 
（日本企業の回答は36%）

マーケティングに必要なのは、
断捨離です
先駆企業は世界がかつての状態に決して戻らないことを理解しています。

先駆企業はこの現実を、マーケティングの仕事とその手法、そして企業に 

おけるマーケティングの役割を再定義する機会と捉えています。要するに、

先駆企業は従来の方法を「もはや必要なし（no more）」とするための 

理由としてパンデミックを利用しています。

先駆企業は既存の方法にしがみつかず、複雑さを管理するためにマーケ

ティングを断捨離しています。彼らは顧客の新たなニーズによりスマートに 

応えるために必要なことに焦点を絞るため、本当に重要なことに集中し、 

そうでないものは捨て去り、残りを再構築しています。先駆企業はより 

意味のある仕事を見つけ出しているのです。
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変化する顧客の優先事項を満たすことに対して意欲的

であり、それが成果を上げている理由となっています。

また、顧客の近くにいると感じ、信頼される形で顧客と

つながることに全力で取り組んでいます（日本企業の 

先駆企業の割合は18%）。

顧客に対して、最も積極的で、責任を担い、
近くにいる

顧客に対して、最も消極的で、責任を担わず、
離れている

顧客ニーズを満たすためにある程度の行動力を持って

いますが、顧客の変化に対する認識は限定的。意志は

ありますが、必ずしも方法が正しいわけではない状態

です（日本企業の努力企業の割合は46%）。

顧客の変化と波長が合っておらず、変化が一時的なも

のだと推定しています。対応しようとしていますが「元通

り」を待ち続けているため、現状を維持することがます

ます困難になっています（日本企業の現状維持企業の

割合は36%）。

先駆企業（17%）は意欲的です 努力企業（66%）は忍耐強く取り組んでいます 現状維持企業（17%）は燃え尽きています

「先駆企業」「努力企業」「現状維持企業」
顧客との関係をどのように捉えるかに基づいて、私たちはマーケターを

「先駆企業」「努力企業」「現状維持企業」の3つのグループに分類 

しました。

顧客ニーズの変化にどれだけ積極的に対応するか、1年前と比較して 
顧客ニーズを満たすためにどれだけ責任を担っているか、購入に対する
顧客の価値と動機を理解するためにどれだけ顧客に近づけているかなど
の項目を調査しました。
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高い増収率と収益性を実現してい

る先駆企業の割合は現状維持企

業の1.4倍以上

顧客満足度において優れたパフォ

ーマンスを発揮している先駆企業の

割合は現状維持企業の1.8倍以上

顧客認知度で優れた結果を出して

いる先駆企業の割合は現状維持

企業の2.5倍以上

高い顧客生涯価値を得ている 

先駆企業の割合は現状維持企業

の2倍以上

先駆企業のパフォーマンスは現状維持企業をはるかに上回る

1.4倍以上 1.8倍以上 2倍以上 2.5倍以上
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先駆企業は、大胆に、勇敢に、言い訳せずに道を切り開く方法を知ってい

ます。世界が思わぬ方向に向かいこれまでの常識の多くが変化する中、 

先駆企業はマーケターが長年にわたり望んでいたこと、すなわち、マーケテ

ィングを変革する機会を得ました。

アクセンチュアのグローバル調査では、先駆企業が考え方と行動の両方に

おいていかに道を切り開いてきたかを明らかにしました。その違いは先駆

企業と現状維持企業を比較したときに最も顕著に表れ、私たちの分析も 

そこに焦点を当てています。

本レポートで取り上げるのは、2つの両極端なストーリーです。先駆企業

のグループが困難を切り抜けている一方で、現状維持企業のグループは行

き詰っています。2つのグループを比較することで、意欲に満ちて生産性の 

向上につながる考え方・手法と、活気がなく非生産的な考え方・手法の違い

を明らかにすることができます。

すべてのマーケティング組織にとって、この違いから学ぶことは多いはずです。

現状維持企業は先駆企業を見習うことで状態を好転させることができま

す。そして今日のマーケターの大半を占める努力企業はより効果的な方法

を学び、注力することができるでしょう。

先駆企業は自らに
次のことを問うています

自社のパーパスに
沿っているか？　

顧客のパーパスに
沿っているか？　

マーケターの
働き方を改善するか？
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先駆企業の
取り組み
マーケティングを断捨離
するための5つのルール

顧客との関係を築き直す01

組織全体で差別化する02

変化のスピードに合わせて動く03

誰もやりたがらない仕事を減らす04

自社のパーパスを体現する05
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顧客との
関係を築き直す
顧客の行動はこれまでも変化し続けてきましたが、パン

デミックによってその変化は未知の領域に入りました。

マーケターは変化する顧客の優先事項を理解しようと 

必死になり、その結果、どのマーケティング活動を維持

し、どれを中断し、どれを捨て去るべきかを再検討して

います。変化の激しい世界で成功するため、今こそ本当

に重要なことに集中する時です。

01
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先駆企業の取り組み
先駆企業は、かつて知っていた顧客はもはや存在しないという事実に向

き合いました。同時に、顧客の好みについてこれまで確信してきたこと、 

ひいては顧客とのつながり方が通用しないことを理解しています。

「マーケティングが現在直面している課題は本質的に新たなものである」

と考える先駆企業の割合は、現状維持企業よりも2.5倍以上高くなってい

ます（日本企業は1.9倍）。

変化をありのままにとらえる
大半のマーケティング管理職（70%）は、パンデミックが消費者の心理

や行動に及ぼす影響は短期的なものに留まると考えています（日本企業

の内、同様に回答した割合は72%）。しかし先駆企業の見方は現実主義

的で、課題を新たなものとして捉えるだけでなく長期的になると見越して

おり、半数以上がパンデミックによるマーケティングへの影響は当面の 

間続くと考えています。一方、同様の考えを持つ現状維持企業はわずか

17%に留まっています（日本企業の内、同様に回答した割合は28%）。

17%54%
先駆企業 現状維持企業

「マーケティングが現在直面している課題は本質的
に新たなものである」と考える先駆企業の割合は、 
現状維持企業よりも2.5倍以上高い。
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顧客の今の声に耳を傾ける
顧客ニーズの変化を認識することと、継続的にその変化を理解し応え 

続けることは別です。しかし先駆企業は、特に顧客ニーズの変化が流動

的な中においても顧客の声に耳を傾けることで変化の真相を探り、それ

に向き合っています。

先駆企業は、顧客の声に耳を傾け、交流し、顧客の優先事項を知るため

の情報源に直接アクセスできる方法としてデジタルツールを活用してい

ます。顧客に近づくためには顧客の文脈に寄り添わなければならないこ

とを知っており、ほとんどの場合、位置情報を活用するテクノロジーに

投資しています。また、先駆企業がソーシャルリスニングと現地調査を

実施するためのテクノロジーを導入している割合は、現状維持企業より

も約50%高くなっています。これらすべての取り組みにより、顧客の

今の声に基づいたマーケターと顧客の交流の好循環が生まれています。

先駆企業がソーシャルリスニングと現地調査を 
実施するためのテクノロジーを導入している割合は、
現状維持企業よりも約50%高い。

01  顧客との関係を築き直す
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顧客にとって重要なことを指標にする
先駆企業はすべての活動の優先事項を顧客にとって重要なことに合わ

せ、完全にコミットしています。そして、顧客のレンズを通して自社の 

パフォーマンスを測ることで、責任を果たそうとしています。顧客満足度

が先駆企業の成功に対する最上位の指標になっているのです。

コストや効率性、競争力が重要なことは言うまでもありませんが、先駆

企業が自らに課す責任の第一の対象は顧客にとって重要なことです。 

つまり、彼らの指標は社内の自己満足のためではなく、社外に存在します。

一方、現状維持企業にとって顧客満足度は最重要項目ではありません。

顧客価値を維持するコストをどれだけ効率よく管理するかよりも低く 

位置づけられています。

先駆企業は思い込みが危険であることを知っています。マーケターが

仮定する“いつもの顧客像”ではなく、現時点で顧客が望んでいること

に基づいてマーケティングを再構築するため、顧客の声に耳を傾ける

ことにこだわります。
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顧客との関係を築き直すには

本当に重要なことに集中する
製品・サービスの開発段階から生活者へのインタ

ビュー等を通して顧客の声を聞き、有意義な方法

で顧客と交流し、顧客をすべての中心に置きまし

ょう。テレメトリー（遠隔情報収集）とフィード

バックの仕組みにより行動の変化を追跡すれば、

データによって示唆される顧客ニーズに基づいて

迅速に行動することができます。

これまでのペルソナを捨て去る
顧客セグメンテーションを人間味のあるものにし、

顧客像を一面的なものから顧客の行動とその理由

に基づいた多面的かつ全体的なものに更新しま 

しょう。その顧客像をペルソナにNorth Star Metric 

（最も重要な指標）として共有、定着させ、すべての

取り組みで活用しつつ定期的に見直しましょう。

測定指標を見直す
ビジネスだけでなく、顧客にとって最も重要な結果

を反映させるよう測定指標を進化させましょう。 

顧客パフォーマンス指標（CPI）で顧客にとって最も

重要なことを測定することで、企業にとって重要な

指標（KPI）についてもより良い成果をもたらすこと

ができます。
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家族のようにペットを大切 
にすることを支援する

パンデミックの間、ペットを家族の一員として迎

える人が増え、ペットの里親あっせんが増加。

米国のナチュラルペットフードのトップブランド

であるBlue Buffaloにとって、ペットの飼い主

との関係を深める好機となりました。Blue 

Buffaloは、飼い主がペットとより幸せで健

康な関係を築くことを支援するよう設計した

新たなエクスペリエンスであるBuddies™を

提供。Buddiesのアプリを通して、飼い主は

ペットを第一に考える仲間とつながり、ペット

の行動を見守り、Blue Buffalo製品を購入

し、特典と交換できるポイントを獲得するこ

とができます。

注目の事例
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組織全体で
差別化する
企業の各部門はそれぞれの優先事項や業務に極度に

集中しています。しかし、差別化と顧客体験を実現す

るには団結とコラボレーションが不可欠です。今こそ、

「全体は部分の総和に勝る」、つまり組織全体で

差別化を実現するため、部門間の競合する目標を排

除しなければなりません。

02
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先駆企業の取り組み
先駆企業は、自分たちマーケターだけでは市場において差別化を図れ

ないことを理解しています。そのため、データを活用して共通理解を 

深め、組織全体で差別化を実現できるよう組織を再構築するのです。 

結局のところ、顧客に対してブランドを差別化することがサイロ化した

各部門の責任に関係なく唯一全員を結びつけるものなのです。実際、 

先駆企業が目標を共有しブランドを差別化するためにデータ活用を重視

する割合は、現状維持企業よりも約40%高くなっています（日本企業

は10%低い）。

共通の目標のもとに団結する
先駆企業は、差別化を実現するにはこれまでのマーケティングの活動の

枠を超え、すべての機能（製品、コマース、営業、サービス、マーケ

ティング）を統合させる必要があることを理解しています。そのため彼ら

は、顧客体験に対するオーナーシップと責任を持つための取り組みを強化

しました。ほんの2年前には、全ての企業においてマーケティング組織が 

顧客体験の戦略に対して持つ影響力はほぼ同水準でした。

しかし現在、企業内でマーケティング組織が顧客体験のオーナーシップを

持つ割合は現状維持企業よりも先駆企業の方がはるかに高くなっています。

先駆企業の74%が「マーケターの意見が顧客体験の戦略に関する意志決定

において重要」と回答しています（日本企業は58%）。一方、現状維持企業

で同様に回答したのはわずか46%に留まります。さらに、先駆企業は顧客体験

が差別化と成長に密接に関連していることを理解しており、彼らが企業の

成長戦略に不可欠な情報を提供する割合は現状維持企業よりも67%高く

なっています（日本企業は60%高い）。

「マーケターの意見が顧客体験の戦略に
関する意志決定において重要」

46%74%
先駆企業 現状維持企業
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先駆企業の91%が部門を横断して頻繁に協働し、
人材を移動させています。これに対して同様の取り
組みを行っている現状維持企業は73%です。

あらゆる場所で影響力を発揮する
組織全体で差別化を実現するには、マーケティング部門の外に対しても影響

力を持って主導することが必要です。先駆企業がオープンで文化的に柔軟で

ある割合は、現状維持企業よりもはるかに高くなっています。通常マーケティ

ングに関係しない分野とのコラボレーションも、先駆企業にとっては自然なこ

とです。ほぼすべての先駆企業（91%）で部門を横断して頻繁に協働し、また 

人材を移動させています。これに対して同様の取り組みを行っている現状維持

企業は73%です（日本企業は68%）。この差は、差別化の実現にはすべての機

能が役割を果たす必要があることを先駆企業のマーケターが理解し、自ら変

化を積極的に主導していることを示唆しています。例えば、「2年前と比較して

アフターセールス戦略に非常に重要な意見を提供している」と回答した先駆企業

の割合は現状維持企業より19%高くなっています（日本企業は4%高い）。

まずは実行し、許しをもらうのは後で
先駆企業はコラボレーションを重視する一方で、合意形成と進捗の妨げ

の間にある微妙な境界線を鋭く認識しています。彼らは自らの活動の内

容と理由をチームメンバーには知らせつつ、経営層とのコラボレーショ

ンには戦略的で「まずは実行し、許しをもらうのは後で」という姿勢

を貫きます。「ビジネスの優先事項や戦略課題に影響を与えるために

CEOや取締役会と協力することが非常に重要である」と回答した先駆

企業の割合は、現状維持企業の2.5倍です（日本企業は1.5倍）。これは、

複雑さを回避しつつ顧客のアジェンダをタイムリーに実現する上で、 

苦労して築いてきた組織内での影響力をいつ行使すべきかを彼らが理解

していることを示しています。

先駆企業のマーケターは組織全体で差別化を実現するため、言葉だけで

なく行動を通して組織全体を活性化します。彼らは、変化を主導するに

は何に重点を置き、誰を集め、成果を上げるためにおさえるべきポイン

トを知る必要があることを理解しており、ビジネスの優先事項に影響を

与えたい場合には直接CEOに働きかけます。
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変化を積極的に受け入れる

「パンデミックの間、これまでのオペレーションの

方法が機能しないことを痛感しました。また、従業

員と顧客に最高レベルのサポートを提供するには

組織全体での緊密な協力がかつてないほど必要な

ことを認識しました。コロナ禍がピークを過ぎても

新たな働き方の模索を続けており、どのタスクを簡

素化し、適合し、あるいは無くすことができるのか

を判断するため、すべての部門において活動を全面

的に見直しています。これにより、すべきことがより

明確になり、組織としてのコラボレーションの在り

方を改善することができます」

Julie Bramham氏

Johnnie Walker, Diageo

グローバル・ブランド・ディレクター

注目の事例
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全員がパーパスに
集中する
ブランドパーパスと仲間意識を土台として、部門を

横断するコラボレーションを強化しましょう。経営

幹部から見習いレベルの従業員まで、組織全体が 

賛同できるパーパスに対して責任を持ち、従業員が

日々の活動を通じてパーパスの実現に参加できるよ

うにしましょう。

古いオペレーションモデルを
捨てる
摩擦を取り除いてより良い職場環境を作りデータに

基づいた意思決定ができるよう、オペレーションモ

デルの進化を先導しましょう。新しいオペレーショ

ンモデルが、組織に根付いた部門のサイロ化を取り

除くよう設計されていることが重要です。

社内のステークホルダーとの
関係を再構築する
マーケティング戦略を、いかに価値創出に貢献する

かという視点で社内のステークホルダー（特に経営

層）に伝えましょう。顧客のアジェンダを実現する

ために企業の各部門が行わなければならないことを

明確にするのです。伝える時には、誠実さ、信頼、

透明性が大切です。

組織全体で差別化するには
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データで部門間の壁を打ち破る

英国の大手保険会社のDirect Lineは、自社のブランドは 

コミュニケーション以上のもの、すなわち顧客体験そのもので

あると考えています。このことこそ、同社がマーケティングと他の

部門の協力関係を改善できた理由のひとつです。アジャイルな

オペレーションモデルへの移行により部門間の壁が取り除 

かれ、Direct Lineは以前よりも速やかに新たな提案を行 

えるようになりました。新たなオペレーションモデルには、 

データのCoE（センターオブエクセレンス）の設立が含まれます。

これにより、あらゆる部門が顧客体験を改善するため企業の 

財産である顧客データにアクセスできるようになりました。

「『マーケティング機能を独占したい』というエゴを捨てる必要

があります。マーケターは本来コラボレーターであり、組織全体

を団結させることを好みます。つまり、マーケターは部門間の壁

を取り除く上で重要な役割を果たすことができるのです」

Mark Evans氏

Direct Line Group

マーケティング&デジタル担当マネジング・ディレクター

注目の事例
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マーケティング組織は迅速に無駄な
く動けるよう必死に努力しています。
顧客や市場の変化のスピードに対応
できるよう、業務のプロセスと労働
集約型の働き方を断捨離する必要が
あります。

03
変化の
スピードに
合わせて動く
今日のマーケティングは急速な変化と共に大きな 

プレッシャーに直面しています。マーケターは四方八

方から押し寄せてくる優先事項に惑わされ、何に集

中すべきかを見失ってしまいがちです。今こそ顧客や

市場の変化に対応できるよう、マーケティング組織を

スピード重視で再構築する時です。
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先駆企業の取り組み
ほぼすべての先駆企業（91%）は過去1年間、顧客の行動がかつてない

ほど速く変化していることを認識しています。彼らは顧客にとって価値

ある存在であり続ける唯一の方法はリアルタイムで迅速かつ積極的に 

行動することであると理解しており、そのためにスピードは妥協できないと

考えています。

スピード重視の
マーケティングへの転換
先駆企業はインサイト、データ、エンゲージメント、対応を含むすべて

の活動を適応させる大規模な転換を行うことにコミットしています。 

つまり、特定の投資やキャンペーン施策をかなり早い時期に確定するこ

とをやめ、代わりに計画と行動を定期的に見直し、必要に応じて変更 

しているのです。

そのための重要な基盤となるのが、迅速かつスムーズな転換を可能にす

るオペレーションモデルとテクノロジーです。変化に対して慌てる必要

がないよう、準備を整えておくのです。先駆企業が「急変する環境に対

してオペレーションモデルを大幅に適応させなければならなかった」と

回答した割合は現状維持企業よりも2倍以上高くなっており、基盤の

構築を優先してきたことが分かります。

先駆企業の91%が顧客の行動がかつてないほど
速く変化していると考えています。
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アジャイルに試行錯誤する
先駆企業のスピードに対する考え方は、努力企業や現状維持企業とは

異なります。彼らはスピードを上げるために従業員をもっと働かせよ

うとは考えません。むしろ正反対で、やるべきことをよりスマート

に・より速く行うことに関心を持ち、顧客の「まさに今の」ニーズを

満たすメッセージ、コンテンツ、エクスペリエンスを提供することを

目的にしています。

先駆企業はより適応力のあるアジャイルな組織を作ることでこれを 

実現しています。顧客の変化を継続的に追っており、顧客に響かない 

施策はすぐに捨て、早期により効果のある施策に焦点を絞っています。

データにより得られたインサイトについても、先駆企業の活用は活動

の最終段階における検証のみに留まりません。代わりに、インサイト

によって初期段階からすべての活動を定義し、予算とスケジュールの

みを重視するのではなく顧客とビジネス成果に重きを置きます。
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最も効果的な手法を拡大する
先駆企業は、アジャイルな手法から最も大きな恩恵を受けるには、マーケティング

部門のみならず全社的な参加が重要であることを認識しています。ほぼすべて 

（95%）の先駆企業がスピード感を持ってスケールする能力を高めている中、 

同様のことを実現している現状維持企業の割合は65%に留まっています（日本企業

は60%）。先駆企業のテクノロジーへの投資は実現までの時間を短縮していると

言えます。例えば、AI導入率は先駆企業ではるかに高くなっています。彼らはAIを

使って各顧客のプロファイル、行動、コンテクストのデータに基づいて顧客の意図

を予測し、コンテンツやキャンペーンを迅速にローカライズ、パーソナライズします。

そして、予測した顧客の意図を踏まえてエクスペリエンスやサービスを設計するのです。

先駆企業はマーケティング組織のみでアジャイルな手法を活用するだけでなく、

他部門も彼らの手法を採用しエクスペリエンスのすべての側面で迅速に対応でき

るよう影響力を発揮しています。先駆企業が「他の部門がマーケティング組織の

アジャイルな手法を支持し受け入れている」と回答した割合は現状維持企業の

5倍に達しています（日本企業は2.2倍）。

先駆企業は後れを取らないために迅速に行動できるよう組織を再構築し、顧客

の変化をみすみす見逃したりしません。彼らは顧客と同じスピードで変化すること

ができます。

65%95%
先駆企業 現状維持企業

95%の先駆企業がスピード感を持ってスケールする
能力を高めている中、同様のことを実現している
現状維持企業の割合は65%に留まっています。

「迅速にスケールできるよう
マーケティングのオペレーションを改善した」
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変化のスピードに合わせて動くには

より優れた・迅速な意思決定に
集中する
意思決定を遅らせるプロセスを徹底検証しまし

ょう。意思決定者の賛同を得るため、長々とし

たビジネスケースではなく、彼らが知りたいこ

とをすべて伝えるエグゼクティブサマリーを

用意し要点を押さえます。こうすることで、意思

決定者は迅速に計画を承認、却下、微調整する

ことができます。

視野の狭い考えや手法を
捨てる
組織のスピードを向上させるため、一つの方法や

アプローチに過度に依存することを避けましょう。

すべての要素（インフラ、データによるインサイト、

オペレーションモデル、人材確保やパフォーマンス

測定指標）を広い視野で捉えることが大切です。

実験を可能にする組織を
設計する
時には大きな影響を及ぼす可能性がある小さな 

アイデアも重要なことに留意し、すべてのアイデ

アが検討される環境を構築しましょう。投資して 

スケールすべきアイデアを見つけるため、新しい

アイデアのテストを容易にしつつ、変化を受け入

れる準備ができるよう組織を設計しましょう。
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スピーディーな検査を実現

薬局・ヘルスケア大手のCVS Healthが新型コロナウイルス 

感染症の検査キットの提供を開始する中で、同社のマーケティング

組織はパンデミック初期に全速力で対応しました。彼らは迅速

に情報を整理し、同時に人々に検査に関する情報を提供しな

ければなりませんでした。アジャイルなマーケティングのオペレ

ーションモデルのおかげで、48時間でサイトを立ち上げ、メッ

セージを発信し、多様な住民や地域に合わせたコミュニケーシ

ョンを素早く展開することができました。

「私たちがクライアントや会員・顧客とそもそも効果的に 

コミュニケーションができていなかったならば、誰も検査 

について知ることがなかったでしょうからこの取り組みは 

意味をなさなかったでしょう。しかし当社が築き上げていた

オペレーション基盤によって、私たちは必要とされたその 

瞬間を捉え迅速に行動を起こすことができました」

Norman de Greve氏

CVS Health

最高マーケティング責任者

注目の事例
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創造的思考

実験

クリエイティブパフォーマンス

データ入力

コンプライアンスチェック

翻訳

コンテンツ最適化

04
誰もやりたがらない
仕事を減らす
マーケティングのエコシステムは、タッチポイント、テクノロジー、規制に関する

課題、パートナー企業の爆発的な増加により急激に複雑化しています。マーケター

はやるべきことのすべてを管理することに圧倒され疲弊してしまいかねません。

今こそ、マーケターが最高の仕事をするため彼らが意欲を感じる活動に注力できる

余地を確保する必要があります。
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先駆企業の取り組み
先駆企業はすべてのマーケティング業務が同じではないことを理解し、

複雑化する状況を克服しています。退屈な仕事や事務処理を無くすこと

はできませんが、他の方法で行うことが重要なのです。先駆企業が社内

チームや外部パートナーを通じて業務プロセスの自動化・標準化への 

投資を増やしたと回答した割合は、現状維持企業よりも40%高くなっ

ています。

退屈な仕事からやる気を引き出す仕事へ
先駆企業はマーケターがやりたくない仕事や変化の少ない反復的な仕事

を特定し、それらのプロセスオートメーション（89%）やオペレーシ

ョンの標準化（90%）に注力しています。先駆企業のこのような投資

の増加に、現状維持企業は到底及びません。

オートメーション技術が日進月歩で高度化する中、数年前には不可能で

あった高いレベルの業務に対応できるようになっています。先駆企業は

これらの技術により、マーケターをコンプライアンスチェック、翻訳、

コンテンツ最適化などの退屈な業務から解放しています。

65%

62%

89%

90%

先駆企業

先駆企業

現状維持企業

現状維持企業

プロセス
オートメーション

オペレーションの
標準化
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04  誰もやりたがらない仕事を減らす

先駆企業は次世代のマーケティングオートメーションから利益を得る 

理想的な態勢を構築しています。インテリジェントな機械の進化は速く、

反復が多くやりがいのない仕事を引き受けるだけでなく仕事をさらに 

充実したものにする大きな可能性を秘めています。

AIがコンバージョン率を上げるためにいかにコンテンツ作成を改善でき

るかを見てみましょう。AIツールはデザイナーにブランドガイドライン

やコンプライアンス要件から逸脱しないよう注意を促すためにも使用で

きますが、膨大な数のコンテンツのどの要素がパフォーマンスに影響す

るのか（最初に関心を惹く要素から最も記憶に残る要素まで）を解析す

る「リバースエンジニアリング」も可能にします。さらに、オーディエ

ンスの様々なセグメントにも対応できます。AIによりクリエイティブ

プロセスの早い段階からデータによって得られるインサイトを活用する

ことで、クリエイティブチームは作品を磨き込みながら構想が目標に合

っていることを確認できます。これにより、クリエイターの仕事は優れ

たコンテンツ制作に留まらず、データによるインサイトと創造性の両方

を使いこなす仕事となります。
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自信を持って委ねる
先駆企業はマーケティングの仕事の方法を変えるため、信頼できるパート

ナー企業との協業にも積極的です。彼らはすべてを自分たちで行う必要は

ないことを理解しており、適切なスキルと能力を持つ他のグループやパート

ナー企業に責任の分担を委ねています。

これは、リソースの活用と従業員エンゲージメントの両方の観点から非常

に理にかなったことです。実際、先駆企業（90%）がマーケティング支援

サービス全般の調整とコミュニケーションを改善するために投資を増や

した割合は、現状維持企業（64%）よりも高くなっています（日本企業は

60%）。また、先駆企業（91%）がチャネルパートナーのエコシステムとの

協力方法を改善するために投資を増やした割合も、現状維持企業（56%）

よりも60%以上高くなっています（日本企業は60%）。

斬新な発想を求める
マーケティング業務の一部を機械や適切なスキルを持つパートナー企業に

再分配したことで、先駆企業は当然「ひと」の他のスキルに投資します。 

将来を見据える彼らは、イノベーションに必要なスキルと独創性を身につける

ことに関心があります。同時に、興味深い二面性として、価値の低い業務を

戦略的に自動化するために必要な技術的スキルを持った人材を採用する

ことにも意欲的です。先駆企業がイノベーションと独創性を将来の重要な 

スキルと評価する割合は現状維持企業よりも40%高く（日本企業は67%

高く）、技術スキルは23%高く（日本企業は5%低く）なっています。

先駆企業は現在のマーケティングの本質を理解することで他の企業に 

優っています。目標を達成する方法に対して思慮深くあることは、どのよう

に仕事を断捨離するかを考えることと同様に重要です。

91%の先駆企業がチャネルパートナーのエコシス
テムとの協力方法を改善するために投資を増やし
ており、これは現状維持企業（56%）よりもはる
かに高い割合です。

先駆企業がイノベーションと独創性を将来の重要
なスキルと評価する割合は、現状維持企業よりも
40%高くなっています。
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誰もやりたがらない仕事を減らすには

マーケターの価値と情熱を
重視する
最も意欲を感じ貢献できる仕事や仕事の嫌な部分

を含め、マーケターが自分の考えや意見を共有 

できると感じる環境を整えましょう。

“応急手当”の発想を
捨てる
既存の仕事の進め方を合理化する前にツールに 

投資したい、という誘惑に負けないようにしましょう。

顧客のニーズに応えるため、まずはプロセスの改

善に注力するのです。次にソリューションと改良

プロセスが機能するよう、小さくはじめて反復 

によるスケールを目指しましょう。

将来の働き方に向けて人間と
機械の関係を再構築する
従業員の役割がどのように変化するかを明確にし

ましょう。同時に、顧客が必要に応じて人と人と

のつながりを求められるようにしましょう。優秀

な人材を獲得、教育、定着させるため、わくわく

するような仕事があることを明示しましょう。
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最新のオペレーションの美点

美容業界のリーダー企業である資生堂は、グローバ

ルブランド戦略の現地展開においてデジタル・アクテ

ィベーション・センターを活用し、顧客の需要データ

やその他の重要な指標に基づいて製品プロモーショ

ンとマーケティングキャンペーンを迅速かつ大規模に 

実施しています。同センターにより、マーケターは細分化

された膨大な顧客データの解析に大量の時間を費や

す必要がなくなり、マーケティング戦略に集中できる

ようになりました。データの知見とインテリジェンスの

力を最適化することで、資生堂はリアルタイムでパー

ソナライズされたコミュニケーションとエクスペリエ

ンスを通して顧客と関係を築いています。

注目の事例
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05
自社のパーパスを
体現する
多くのマーケターは「すべての人のすべての期待に応えようとすると

厄介なことになる」と気づいています。そうでなくとも、自分

たちのブランドパーパスの独自性を見失いがちです。すべての

人に対して魅力的であろうとすると、誰にとっても魅力的でなくなる

危険性があります。今こそマーケターはリターンの少ないロング

テールの戦術を捨て、自分たちが主張する価値観を大きく大胆に

表現できるようにすべきです。
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先駆企業の取り組み
先駆企業は顧客に対して自らを表現する新たな機会があればそれを 

掴み、自分のものにします。彼らはブランドパーパスを言葉で表現する

だけでなく、自らの行動で体現するのです。先駆企業が「差別化を実現

するために顧客体験においてブランドパーパスを行動で示している」と

回答した割合は、現状維持企業よりも2倍以上高く（日本企業は1.3倍 

高く）なっています。

顧客に共感する
先駆企業は、すべての人ではなくターゲットとなる顧客に焦点を当てる

ことで自分たちのブランドパーパスを本物の形で体現しています。彼ら

は顧客と接する時、顧客が大切にされていると感じられるようにするこ

とにはるかに大きな責任を感じています。

2020年に自らの考え方と行動を変えた顧客の72%が、自分が選択する

ブランドがニーズの変化を理解し対応するためにコミットすることを

期待しています4。先駆企業のマーケターはこれを実践する最適な態勢 

を築いています。先駆企業は顧客と最も深くつながっていると感じており、 

70%以上が大部分の顧客がさらなる共感を必要としていると考えて

います。一方で、同様の考えを示した現状維持企業の割合は50%程度 

です（日本企業は60%）。

先駆企業が「差別化を実現するために顧客体験 
においてブランドパーパスを行動で示している」 
と回答した割合は、現状維持企業よりも 
2倍以上高くなっています。
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15%34%
先駆企業 現状維持企業

より意味のある方法でつながる
顧客の変化に自社の成長の可能性を見出すと考える割合は、現状維持企

業よりも先駆企業の方がはるかに高くなっています。先駆企業がパンデ

ミックにおいて生じた顧客の価値観の変化をマーケティングの役割を 

再考しブランドパーパスを再定義する機会と考える割合は、現状維持企業

の5倍です（日本企業は3.5倍）。

この考えは、顧客にとっての最優先事項にブランドパーパスを合わせる、

という思考に基づいています。先駆企業は、顧客一人ひとりに合わせた

ケアやサービスを提供するようマーケティング手法を調整した経験が 

現状維持企業の約2倍あります（日本企業は1.2倍）。また、信頼性を重視

する顧客に合わせてマーケティング手法を調整した経験も、現状維持企業

の2倍以上あります（日本企業は2倍）。

これらの領域で顧客に価値を届けるため、先駆企業はチャネルやタッチ

ポイントの最適化に留まらずブランドパーパスに沿った大胆な行動に 

注力しています。「いつも通りのやり方」を超え、マーケティング活動

をこれまでとは異なる次元に進めようとしているのです。

ある銀行が顧客に価値を提供するため、パンデミックの最中に実践した

革新的な方法を紹介しましょう。同社はオンライン上に強固なバンキン

グプラットフォームを有しデジタルマーケティングに注力したおかげで、

ロックダウン期間中に支店に足を運ぶことなく銀行サービスを利用でき

るという安心を顧客に提供することができました。

「信頼性を重視する顧客に合わせて
マーケティング手法を調整した」
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最も大切なものを守る

オーストラリアの保険会社NRMAは、契約者

のリスク軽減から危機に瀕しているコアラの

生息環境保護までのあらゆる取り組みを通

してブランドパーパスを実践しています。人々

はこれに応え、顧客数と利益の増加、ブランド 

評価と認知度の大幅な上昇をもたらしました。

注目の事例
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垣根を越えたイノベーション
先駆企業は、顧客とのつながりを築くには革新的な思考と大規模な実践

の両方が必要なことを理解しています。

彼らはビジネスの優先事項に影響を与えブランドパーパスを実現するには、

最高イノベーション責任者（Chief Innovation Officer／CINO）

がコラボレーションすべき最も重要な経営幹部であると考えています。

現状維持企業でこのコラボレーションを同じように重視している割合は

半数未満です。先駆企業は、成長を支える革新的な製品・サービスを

顧客満足度の次に重要な成功要因と見ています。一方、現状維持企業は

イノベーションをマーケティングの成功指標のはるか下位に位置づけて

います。

ブランドパーパスを体現し、共感と信頼で顧客とつながり、顧客が重視

する価値を提供することで、先駆企業は顧客の嗜好が変化する中でも 

揺るがない関係の基盤を築いています。
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自社のパーパスを体現するには

ブランドパーパスの代弁者として
の従業員を重視する
ブランドパーパスを伝える最高の代弁者として、 

全社の従業員を集結させましょう。誰もが体現でき、 

表現できる共通の志を育むため、パーパスについての

活発な社内コミュニケーションを共創するのです。

うわべだけの約束を
捨てる
どのブランドにも当てはまるようなありきたりなブラ

ンドパーパスや心を込めることなく感情に訴えよう

とする宣伝文句はやめましょう。響きが美しいだけ

の言葉の羅列ではなく、ブランドパーパスが組織に

とって確かに意味があり、かつ独自性が高いもので

あるようにする必要があります。

想像力を刺激する文化を
再構築する
反対する余地があり、期待を超えることを日常と 

捉えられるオープンで創造的な文化を育みましょう。
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注目の事例子育てへの大きなサポート

現代の親にとって価値ある存在であり続け、彼らのさらにデジタル化する行動に寄り添う

ため、ベビーケアブランドのHuggies®はすべての市場に対応した新たなグローバルブラ

ンドプラットフォームを構築しました。同プラットフォームはHuggiesの新たなブランドパ

ーパス「Helping Navigate the Unknowns of Babyhood（乳児期の子育てをサポー

トする）」に息を吹き込みました。新たなパーパスは母親を含む多くの人々 の感情に訴え、

称賛の声が寄せられると同時に、インプレッション数は13億に達し、ソーシャルエンゲー

ジメントは410を超え、ブランドのネットセンチメントは11ポイント上昇。Huggiesは過去

3年間で初めてオーガニック検索のカテゴリーリーダーになることができました。

「私たちは新たな世代の親と子どもたちに対して存在感を高めることに全力で取り

組んでおり、Huggiesの新たなブランドパーパスはこの精神を体現していると考え

ています。世界規模のパンデミックの中で、手探りで行わなければならない乳児期の

子育てがいかに難しいかを理解しています。そこで、500万枚のおむつをNational 

Diaper Bank Networkに寄付し、新生児集中治療処置室（NICU）のスタッフを 

支援するために非営利団体のHand to Holdと協力しています。私たちの活動のすべ

ては乳児の成長をサポートするためにあります」

Craig Christenson氏

Kimberly-Clark

グローバル乳児・幼児ケア バイスプレジデント
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集中し、捨て去り、再構築する。価値提供のための先駆企業の5つのルール。

54%
先駆企業の54%がパンデミッ

クによりもたらされた顧客の

変化は長期的なものになると

考えています（現状維持企業

で同様に考える割合は17%、

日本企業は28%）。

01 
顧客との
関係を築き直す

74%
先駆企業の74%はマーケタ

ーが顧客体験のオーナーシ

ップを持っており、重要なビ

ジネス上の意思決定において 

彼らの意見が不可欠であると

述べています（現状維持企業

で同様に述べたのは半数以下、

日本企業は58%）。

02 
組織全体で
差別化する

5倍
先駆企業が他の部門が彼ら

のアジャイルな手法を支持

し受け入れていると回答し

た割合は現状維持企業の5倍

に達しています（日本企業

は2.2倍）。

03 
変化のスピードに
合わせて動く

90%
先駆企業の9 0 %は複雑化

を全体的に軽減するために 

マーケティング業務を標準化・

効率化していますが、同様の

ことをしている現状維持企業 

は6 2 %に留まっています 

（日本企業は62%）。

04 
誰もやりたがらない
仕事を減らす

5倍
先駆企業がパンデミックにお

いて生じた顧客の価値観の 

変化を、マーケティングの 

役 割 を 再 考 しブ ランド

パ ーパ スを 再 定 義 す る

機 会と考 える 割 合 は 、 

現状維持企業の 5倍です 

（日本企業は3.5倍）。

05 
自社のパーパスを
体現する
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間違った仕事を減らし、
正しい仕事を増やす
過去1年間あまり、多くの時間を自宅で過ごすとともに自由な時間も 

これまでよりも増えたため、人々は身の回りの片づけをはじめました。

片づけコンサルタント・近藤麻理恵氏に触発され、多くの人が不必要 

なものを箱に詰めチャリティーに寄付し、がらくたを最寄りのゴミ捨て

場に運びました 5。

マーケティングの世界でも断捨離が起きています。

先駆企業は自らのルールに従って一歩ずつ着実にマーケティングの断捨離 

を主導しています。維持すべきことは、チームに活力を与え、顧客の期待 

に応え、企業に価値をもたらす責任とタスクです。先駆企業は仕事の

方法を変えたり捨てたりすることでより大きなリターン、さらなる 

成長や意味、そして喜びを得られることを発見しました。だからこそ 

彼らは燃え尽きることなく、マーケティングを変革する掛け声を生き生

きと上げているのです。
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グローバルマーケティングサービス・リード
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ルフィアを拠点にしています。
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本調査について
本調査は2020年の1年間にマーケティング管理職が顧客・消費者の変化に対してどのように感じ、対応したか、およびこのことがマーケティング組織のレジリエンス
（およびビジネス成果）にどのように寄与したかを調査するために設計されました。

2021年6月～7月
アクセンチュアリサーチと
アクセンチュア 
インタラクティブが調査

対象国

米国

シンガポール

スウェーデン

ノルウェー

オランダ

メキシコ

日本

イタリア

英国

フランス

フィンランド

スペイン

デンマーク

ドイツ

中国

カナダ

ブラジル

オーストラリア

アラブ首長国連邦

19%

5%

2%

2%

4%

4%

5%

5%

8%

5%

3%

5%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

対象業種

医療技術/機器

生命保険

化学

損害保険

旅行・観光

エネルギー

自動車OEM

メディア・エンターテインメント

消費財・サービス

ユーティリティ

産業機器

医薬・バイオテック 

医療提供会社

医療保険会社

銀行

ソフトウェア・プラットフォーム

エレクトロニクス・ハイテク

通信

小売

3%

3%

4%

4%

11%

6%

6%

5%

9%

6%

7%

3%

4%

4%

7%

3%

4%

5%

6%

対象者

最高マーケティング責任者（CMO）
またはマーケティング最高幹部 49%

最高デジタル責任者（CDO） 5%

コミュニケーション責任者 4%

最高事業成長責任者（CGO） 0.3%

その他のバイスプレジデント（VP）
ディレクター 31%

デジタル責任者 4%

最高執行責任者（CCO） 4%

ブランド責任者 3%

1,022人
全世界の1,022人のマーケ
ティング上級管理職が対象

カ国

本調査は

19

業種をカバー

および

19
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アクセンチュアについて
アクセンチュアは、デジタル、クラウドおよびセキュリティ領域において卓越した能力で世界をリードするプロフェッショナル 
サービス企業です。40を超える業界の比類のなき知見、経験と専門スキルを組み合わせ、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、オペレーションズサービスを、世界最大の先端テクノロジーセンター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を活用して提供しています。アクセンチュアは67万4,000人の社員が、世界120カ国以上
のお客様に対してサービスを提供しています。アクセンチュアは、変化がもたらす力を受け入れ、お客様、社員、株主、パート
ナー企業や社会へのさらなる価値を創出します。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en 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。

アクセンチュア インタラクティブについて
アクセンチュア インタラクティブは、体験を通じてビジネスを再構築します。企業のパーパス（存在価値）とイノベーション 
が両立する意義深い体験を創出することで、企業の持続的成長を支援します。人やビジネスに関する深い洞察とテクノロジ
ーを結びつけることで、生活をより便利に、より生産的でやりがいのあるものにするような体験を設計し、具現化して構築
し、コミュニケーションを通じて広め、ビジネスを継続的に支援します。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評価され、Fast Companyの「a Most 
Innovative Company」に選出されました。日本でもCampaign誌の「Japan Digital Agency of the Year」を3年連続
4回受賞しています。

詳細は www.accenture.com/jp-ja/interactive-index をご覧ください。
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