


新たな日 を々
織り成すもの

Fjord Trendsはアクセンチュア インタラクティブで活躍
する世界中のデザイナーやクリエイターの知見を集結さ
せ、人々と地球、テクノロジー、企業、そして人々同士の
関係を物語るものです。それぞれのトレンドは独立して
いますが、全体としてのつながりが自然と明確に見えて
くるのは例年の通りです。

2021年のトレンドは、パンデミックの衝撃が収まるにつ
れて人々や企業にとって新たな領域の開拓が必要にな
ることを指し示していました。今年は様々な関係性の 
変化に対応すること、すなわち「新たな日々を織り成す」
ことが大きなテーマとなっています。

私たちが次にする選択が、私たちの想像以上に世界と
その構造に影響を与えるかもしれません。それらの選
択は、社会、場所、企業、同僚や大切な人たちとの関係

の変化につながります。人々はまた、自分たちが地球
に与えている影響に向き合いはじめ、自分たちの行為
と自然を切り離して考えることなどできないということ
をようやく受け入れつつあります。

仕事との関わり方が変化したことに伴って人々の主体
性の意識が高まり、兼業・副業や在宅でできる起業の
増加に拍車がかかっています。このように個人の自立心
が高まるにつれて、企業には「集団の一員であることの
メリットをいかに示すか」が問われています。

また、サプライチェーンの課題やより持続可能な生活ス
タイルに対する緊急性の高まりが、人々に考え方を順応
させるきっかけとなり、物質主義に対する人々の意識を
変化させています。

メタバースは、リアルタイムで他者と行動し、創造し、 
体験できる新しい場所を提供しています。その正確な形は
まだ定まっていませんが、人とブランドの関係を変えるよ 
うな文化的進化の舞台になるでしょう。メタバースの 
世界でも現実の世界でも、私たちが何を買うかは、ブラン
ドが適切な価値を適切な方法とタイミングで提供でき
るかに大きく左右されます。

このような変化に企業が対応する際には、ケアが欠か
せません。共感（エンパシー）を示すことを超えて、一握
りの人々だけではなくすべての人へのケアを表現する
ために、デザインは重要な役割を担います。

この2年の間に社会を支えるシステムが破壊され、その
大きなしわ寄せが来ています。困難な時代が待ち受け
ていますが、裏を返せば新しいシステムや新しいあり方
をデザインする絶好の機会だと捉えることができます。

人々や企業、そして地球にとって望ましい生活の基盤
を新たに作るために、あらゆる物事に対して良い関係
を構築する必要があります。集団として個人として、 
どうすればそうした良い関係が築けるか、その方法を
模索する時です。
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テクノロジーの発達により新たな収入源を求めやすくなり、多くの人々が 
兼業・副業に踏み切っています。こうした副業経済の広がりに伴い、主体性 

（自分の人生に対して自ら選択し、自ら責任を取ろうとする態度）に対する
人々の考え方が根本的に変化してきました。このような「me over we（組織・ 
集団よりも自分が主体）」の考え方の台頭は、企業が従業員をどのように率い、 
消費者クリエイター（副業者または顧客から直接対価を受け取る人々）との
関係をどのように築いていくかという点で大きな影響を及ぼします。
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世 界 規 模 のパ ンデミックとの 戦 いは 続 いていま
すが、その中で人 々のライフスタイルに変 化 をも
たらすような「心 的 外 傷 後 成 長（PTG：トラウマを
経 た 成 長）」とも呼 べる時 代 が はじまろうとして
います。より深い人 間 関 係の構 築 、新たな可 能 性
への挑 戦、自 分 自 身の強みの自 覚、より強いスピ
リチュアリティ（ 精 神 性 ）、そして 生きていること
への深い感 謝 など、コロナ禍でのトラウマを経た
成 長を多くの人 々が様 々な形で経 験しています。 
 
人々は自分が何者であるか、自分にとって大切なもの
は何かを自問し、多くの場合、自分らしく人生を生きる
ことに新たな自信を見出しています。

例えば東京2020オリンピック競技大会では、イギリス
のシンクロ高飛び込みのチャンピオン、トム・デイリー

いま起きて 
いること
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が「変な趣味」「かっこよくない」という周りの目を気に
することなく、スタンドで編み物をしている姿が見られ 
ました。中国では、長時間労働・激務カルチャーに疲
弊した若者たちが規範に挑戦する「タンピン（寝そべ
り）」運動が広がっています。働き過ぎることよりも、 
達成できる範囲の目標で満足することを訴えています。

また従業員をとっても、仕事とプライベートの境界が
曖昧になる中「大丈夫ではない」と認めることは「弱
さ」ではないという意識が広まり、職場がより人間味
ある場所になりつつあります。ある調査によると、経営
層の71％が「2020年は仕事上これまでで最もストレ
スが多い年だった」、53％が「職場関係のことで自身
のメンタルヘルス不調に悩んだ」と回答しています。
一方、従業員の76％は「雇用主は従業員のメンタル
ヘルスにもっと責任を持つべき」と考えています。

このように 個 人 主 義 や 自 立 心 が 高 まり、人 々は 
自分の時間や関心をどこにどのように向けるかにつ
いて、より強い主体性を持ちはじめました。2021年
半 ばまでに世界経済が開放されると、雇用市場は
売り手市場へとシフトしました。これはアメリカの
経営学者Anthony Klotz氏が提唱する「The Great 
Resignation（大量離職時代）」の到来によるものです。
パンデミックによるロックダウン中、世界中のあら 

ゆる年齢層の多くの労働者が自分の中の優先事項を
考え直した結果、仕事を辞めました。この現象はビッ
グ・テックを含むすべての業界で見られました。
 
Microsoftの調査では、驚くべきことに全世界の労働
者の41％が2021年に仕事を辞めることを検討して
いると回答しました。アメリカでは、調査対象となった
2,800人以上のIT専門家の約3分の1が数カ月のうち

に新しい仕事を探す予定だと答えています。中国の 
工場では新型コロナウイルス感染症への懸念や優先事
項の変化により、若い労働者の確保に苦労しました。
ドイツでは3分の1以上の企業が熟練労働者の不足を
訴えており、イギリスでは2021年7月から9月までの 
求人数が110万2,000件と過去最高を記録しました。
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リクルーターの中には人材の確保がかつてないほど
困難だと言う人もいます。企業における「競合」はもは
や他社だけに留まりません。副業や、ひいては「雇用さ 
れて働く代わりに人生でやりたいと思うこと」にも 
勝る魅力が求められるようになったのです。

また、テクノロジープラットフォームによって兼業・ 
副業の障壁が下がり、より高い主体性と経済的自由
を求める傾向が見えています。自分自身がビジネスオ
ーナーになれるチャネルやツールのおかげで、主収入
を補ったり代替したりするための選択肢が広がりまし
た。アメリカでは、人々は講師、ブログやニュースレタ
ーの執筆、自宅の貸し出し、フリーランスのプログラミ
ングなど、様々な兼業・副業で年間平均10,972米ドル
の収入を得ています。

多くのプラットフォームがローコード／ノーコード・ツ
ール（ソースコードを書く必要がほとんどまたは全く
ないツール）を提供しており、誰でも自分のものを 
売ったり、独自のオンラインストアを開設したりすること 
ができます。こうした流れを加速させた例はいくつか
あります。2011年に立ち上がったファッションに特化 
したフリマサイトのDepopを、ハンドメイド作品の 
通販サイトを運営するEtsyが16億2,500万米ドルで買収
しました。Shopifyは世界175カ国で170万の小規模

ビジネスに利用されており、急速に成長しているクリ 
エイターエコノミー、つまりクリエイターがファンや 
支援者から直接収益を得ることができる経済モデルを
実現しています。クリエイターエコノミーは現在1,000
億米ドルの価値があると言われており、今後もさらな
る成長が見込まれています。

現在、YouTube、Instagram、Twitchに登録している
5,000万人以上のクリエイターのうち、200万人が広
告、有料会員、商品、ライブやバーチャルイベントな
どの収益モデルによって何十万米ドルもの収入を得
ています。2021年にYouTubeはクリエイターからの
広告収入を300億米ドル近く得ると予想され、この
収入はコンテンツ制作者に分配されます。Meta（旧
Facebook）はコンテンツ制作者にMeta社の数々の
アプリを継続的に使用してもらうため、パフォーマン
スや成果などに基づいて報酬が得られる新たなボー 
ナスプログラムの開発に、2022年末までに10億米 
ドル以上を投資すると発表しました。

Depop
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Fjord Trends作成のために7カ国（アメリカ、イギリス、インド、スペイン、中国、ブラジル、南アフリカ）で
実施したオンラインフォーカスグループ調査より 
参加者合計：585名（2021年9月）

私たちが行ったフォーカスグループ調査で、 
イギリスおよびアメリカからの参加者の約3分
の2が、また中国、インド、南アフリカからの 
参加者のほぼ全員が、仕事におけるパーパス
についての考え方が変わったと述べています。

また、クリエイターが限定コンテンツの提供を通し
てファンから収入を得るプラットフォームも増えてお
り、Substack（ジャーナリズム）、OnlyFans（エンタ
ーテインメント）、AirbnbやYuup（地域体験）などを
例に挙げることができます。ニュースレターを配信で
きるSubstackには現在25万人以上の有料会員が
おり、発行者の上位10人は年間約700万米ドルの収
益を上げています。Substackの共同設立者である
ChrisBest氏は、著名なジャーナリストたちはソーシャ
ルメディアで常に「バズるコンテンツ」を狙わなければ
ならないというプレッシャーに疲れ果ててSubstack
に集まってきていると述べています。

このように仕事や収入に関する機会や考え方が変化
したことは、従来型の雇用にも直接影響を及ぼして
います。チームが力を合わせることではじめて繁栄す 
ることができるシステムのなかで、どうすれば再び 
集団として愛着を育むことができるかが問われているの
です。職場環境のニューノーマルが定まらない中で、 
多くの企業がオフィスを再開しつつも、従業員が安心し
て自ら進んで戻ってこられるようにするにはどうした
らいいのか悩みました。

アメリカではドイツ銀行がリモートワークの廃止を
訴えた一方、オーストラリアの大手テクノロジー企業
Canvaは年に8回だけ出社すればよいという柔軟な
働き方を発表しました。東南アジアでは、ある調査の
回答者の10人に6人がパンデミック後に柔軟な働き
方が認められなければ仕事を辞めると答え、スペイン
では多くの企業で従業員が最終的に職場に戻るかど
うかについて意見が分かれました。このように働く場
所の将来が不透明であるからこそ、代替手段の重要
性が増しています。

アクセンチュアの調査レポート『Business Futures 2021: 
変化のシグナル』で紹介しているように、今後、変化や
課題に対応するため意思決定の権限を最前線にいる
従業員に委譲する企業が増えるかもしれません。各自
のパフォーマンスを最適化しながらチームがネットワ
ークで結ばれ、組織化され、業務を推進し、「どうすれ
ば企業目標を達成しミッションを遂行できるか」自分
たちで決定するという考え方です。
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従業員が長期間にわたって物理的に離れた場所にい
ることで、チームだからこそ発揮できる力や協力し合
う働き方、イノベーションが効果的に生まれる仕組み
などが影響を受けており、多くの企業が頭を悩ませて
います。自分の働き方は自分で決めたいという従業員
の希望と、ビジネスに最適な選択についての雇用主
の判断は必ずしも一致しないため、対立関係が芽生
えています。

「me over we」という考え方に基づいた個人主義の
高まりは、職場における同僚への共感をいつも以上
に促したり消費者としての願望を変えたりしながら、
雇用者とブランドの両方に新たな課題と機会をもた
らしています。
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企業は、人々の望みや主体性、ライフスタイルが変化
していることを理解し、それが自らのビジネスにもた
らす影響を見極めて対応する必要があります。ここで
は、人々の「個人のニーズを満たしたいという欲求」と

「自分が属し、頼りにしているコミュニティが健全で
あるために担うべき責任」を両立させることがとても
重要になってきます。

今、企業は雇用主としてリーダーシップの課題に直面 
しています。創造性、多様性、信頼構築が活発な組織
を築くには、個人に対する柔軟性とチームとしての 
ニーズのバランスを保つことが求められるからです。

次に起こる
こと
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また、適切な人材を惹きつけて確保するためには、 
人々が企業に依存せずとも将来の変化に自ら対応でき 
るよう備えようとしていることを受け入れる必要があ 
ります。そのためにも、今日の状況を念頭に置きなが
ら従業員に提供できる独自の価値を見直すことが 
非常に重要です。

まずは福利厚生について。デジタル社会にふさわしい 
特典を用意しつつ、リモートワークをはじめ多様な 
働き方に即しているかを再検討する必要があります。 
従業員が定期的に出勤しない状況で、定期代や社用
車を支給することは果たして魅力的でしょうか。

次に、「チーム」としての独自の企業文化を築くこと。
従業員が自分の企業ならではの価値を見出し、その
一員であることの責任やメリットを理解できるよう、 
企業価値や文化の強化に努めなければなりません。
組織はチームの努力で成り立ちます。そして「私たち」
という意識は、スキルを伝授したり後輩を育てたり 
他者に与えることを通じて芽生えます。管理職の立場に 
ある人はチームで働くことの価値を明確に伝え、エン 
ゲージメント、イノベーション、クリエイティビティには
チームメンバーの存在が不可欠であると強調する 
必要があります。

最後に、従業員体験について。現在起きている変化は
より人間味ある新たな体験を生み出し、それは企業
の構造そのものを変える可能性があります。数々の 
テクノロジーツールにより、仕事はますます単なるタス 
ク処理のようになりました。仕事がノートパソコンか
ら次々と現れるタスクの束のように感じられる今、 
従業員体験を差別化することはとても大きな挑戦です。
それでも、「タスクをいかに生産性高くこなすか」以上
の魅力を業務に感じられるよう、従業員体験のバラン
スを調整しなければなりません。

個人主義の高まりにより生じた様々な対立関係が影
響を及ぼすのは、個人の雇用にとどまりません。共同
体や他者に気を配ることは、社会運動のような大掛か
りなものだけでなく、自分の範囲を超えて思考する全
ての活動においてとても重要です。万人が転職や引越
しの機会に恵まれているわけではありませんし、意思
表示をすることが苦手な人もいることを忘れてはなり
ません。
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より自分でコントロールを持ちたいという人々の欲求
はつまり、「今の自分に見合った買い物か？」を判断す
るためにより詳しい情報がブランドに求められている
ことを意味します。ブランドは情報のレイヤーを整理し 
て適切な情報へ人々を導くことで、彼らのより良い 
意思決定を手助けできるでしょう。このテーマについては
トレンド4「真実の拠り所」で詳しく触れています。
 
また、兼業・副業経済が成長を続けるにつれて、イン
フラへのニーズも高まります。ここで言うインフラは、
デザインやモノづくりの支援、さらにはユーザーへの
リーチまで多岐にわたります。企業は、クリエイター
はただ自社の顧客であるだけでなく、競争相手にも 
協働する相手にもなり得ることを認識し、適宜対応す
る必要があります。

次世代の消費者クリエイターを支援するサービスを 
創造し進化させ続けることが、今後の成長の機会として
見込まれています。新しい働き方に合わせて、従来の
サービスを見直すこともできるでしょう。例えば、正社
員雇用であることを前提として設計されたマイホーム
購入のための資金集め計画の再構築。ヘルスケア領
域では、親も被扶養者としカバーする保険などです。

個人事業主向けのサービスは既に登場しはじめてい
ます。例えばフィンテックMovesは、単発の仕事を 
請け負うギグワーカーが収入を管理したりプラットフォ
ームを提供する企業の株を保有したりすることを支援
し、彼らの経済的な健全性の改善を目指しています。
フリーランス向けのオンラインバンクLiLiなど、今後も
こういったサービスは増えていくでしょう。

次世代の消費者クリエイターを
支援するサービスを創出し 
進化させ続けることが、今後の 
成長の機会として見込まれて
います。
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このトレンドの中心には、個人主義の台頭と集団で
いることの心地よさとの社会的な対立があります。 
この対立関係は世界中に不均一に広がっています
が、誰もが感じられる結果として経済や体験の変化に
表れ、文化を特徴づける議論として今後も繰り広げら
れるでしょう。

左：Depop
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主体性や「me vs we（自分 対 組織）」の考え方の高ま
りが企業にどのように影響するか考えてみましょう。 
この新しい状況の中、どのように人材と顧客を惹きつ
けて確保しますか？

グループ、コミュニティ、そしてチームの価値を言語化
しましょう。そして主体性の高まりを認めつつ集団・ 
チームで働くことをどのように共存させるのか表明し
ましょう。

複数の収入源を持つ人々を受け入れるため、自社 
ならではの提供価値をどのように進化させられるか
クリエイティブに考えてみましょう。組織に弱点が見つ
かったならば、従業員が去ってしまわないようしっか
り対処しましょう。

するべきこと言うべきこと考えるべきこと

FJORD 
からの提案
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飽くなき欲望に
終止符
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原材料や人手の不足、物流の停滞、さらには新たな緊縮財政などによって、
あらゆるものを便利に素早く手に入れられる状態を前提とした「ありきの思
考」が揺るがされています。モノや物流の存在を当たり前と捉えてきた人々に
対し、それらが潤沢に存在しない未来の姿が提起されているのです。こうした
何かが不足する体験を経た私たちは、今こそモノや物流機能は限りあるもの
という前提でビジネスを本質的に好転させるためのデザインを考えなければ
なりません。
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空になったスーパーマーケットの棚や光熱費の値上
がりなど、2021年に多くの人々が日常のサービスが
十分に提供されない事態を経験しました。これまで 
最小限の努力で欲しいものを手に入れられるという 

「ありき」の状態を味わってきた私たちにとって、それはと
てもショッキングな出来事だったと言えるでしょう。

こうしたモノの供給に関する危機はロックダウンと 
共にはじまり、製造業の労働者にも影響を与えながら、
製品およびその原材料、ひいては市場における流通
量に甚大な影響をもたらしました。2021年3月には 
コンテナ船Ever Given号がスエズ運河で座礁し航路
を塞いだことによって、各国の貿易やサプライチェー
ンが数カ月にわたり遮断されました。

いま起きて
いること

1902Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved. 飽くなき欲望に終止符



それ以降、落ち着いてはぶり返すパンデミックの波に
合わせて制限が変化する中、輸入品を集荷するトラッ
ク運転手の数が不足し、世界各地の拠点となる港に
コンテナ船が滞留することになりました。これにより、
様々な商品の原材料、パーツ、部材製品が供給不足
に陥りました。

また、ロックダウン下の生活でコンピューター、タブレ
ット、ゲーム機の需要が急増し、自動車、洗濯機、スマ
ートフォンなど、数百万の製品に不可欠な半導体チッ
プが世界的に不足しました。2021年8月にアメリカの
自動車ディーラーが保有する自動車台数は2019年同
月に比べ72％減少したと推定されており、この背景に
も半導体チップの不足が指摘されています。2021年 
9月時点では、日本の自動車メーカー本田技研工業の
生産台数も部品不足により60％減少しました。

加えてベトナムの輸出業者も同様にロックダウンの
影響を受けてコーヒー豆を含む製品を港から輸出す
ることが困難となり、グローバル規模でコーヒー供給
に懸念をもたらしました。アルゼンチンでは、世界的
な海上輸送の混乱や南アメリカの中心部を流れる川
の干ばつ被害により冷蔵コンテナが不足し、牛肉の
輸出が遅延、イタリアでは缶の不足がトマトの収穫に
影響を及ぼしました。

また、多くの国において人手不足も顕著であり、アメリ
カ、イギリス、ドイツ、スペイン、フランスをはじめとする
国ではトラック運転手が不足したことで、日常のサー
ビス提供に混乱が生じました。こうしたトラック運転
手不足の背景の一つには、これまで看過されてきた
過酷な労働環境がありました。このような事態の中、
アメリカのマサチューセッツ州ではスクールバスの 
運転手として州兵が配備されることもありました。

多くの国で見られたこうした課題は、モノや仕組み 
「ありき」の考え方にブレーキをかけ、「何かがない、

機能しない」ということはもはや人々にとって想定内
のものとなりました。こうしたモノや仕組みの不足は
一部の人々にとっては脅威である一方、多くの人々に
とっては目新しいことではありません。物価の上昇は
貧しい人々に特に大きく影響し、生活を成り立たせる
ことをさらに困難にしています。また世界的に発生し
たエネルギー価格の高騰も、寒い時期の暖房費につ
いて多くの人々を悩ませています。

2002Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved. 飽くなき欲望に終止符



中国でも潤沢にモノや仕組みがあることを前提とし
た考え方が問われています。しかし他国とは異なる 
政治的背景のもと、「高所得者層や企業は社会にもっと
還元すべき」という考えに後押しされ、ビッグ・テック
やエンターテインメント、ゲーム業界など多くの企業・
業界による行き過ぎた活動を規制しようとする議論に
つながりました。

そして気候変動もまた、人々が「ありき思考」による 
影響を考えるきっかけとなっています。人々はこうした 
思考回路によってこれまで地球に与えてきた打撃に
気づきはじめており、季節外れの洪水や壊滅的な 
山火事など、2021年に起きた一連の自然災害を通じて
影響を実感しました。また2021年7月、国連はマダガ
スカルで3万人が国際的に認められる最高レベルの
食糧難に陥っていると推定し、同国は世界初の気候
変動による飢饉の瀬戸際に立たされています。

コーヒー、大豆、砂糖の世界最大の海上輸送の拠点
であるブラジルは、およそ100年ぶりの大干 ばつに 
見舞われました。

また、2021年の様々な出来事は私たちの商業インフ
ラがいかに相互に接続し、共依存関係にあるかを明ら
かにしました。これは従来、消費者の意識にのぼらな

かったことかもしれません。例えば世界的なガス価格
の高騰によりイギリス最大の肥料メーカーが生産停
止に追い込まれた際には、肥料生産の副産物の一つ
である工業用炭酸ガスの製造量が急減し、その供給
に依存していたプラスチック包装や、それを必要とする
生肉をはじめとした食品の供給が脅かされるという、
多くの人々が予想していなかった事態に陥りました。

アメリカやイギリスなど一部の市場では手に入らな
かった商品在庫が再確保されると、食料品や雑貨を
数分で配達するオンデマンド・デリバリー・サービスの
登場と相まって需要が爆発的に増加しました。また、 

「 事 態 は 悪くなる一 方である」という考え方 へ の 
シフトも顕著だったと言えるでしょう。この影響として、 
典 型 的 なクリスマス・ギフト商 品（玩 具 、化 粧 品 、 
宝飾品など）の需要は例年12月中旬にピークを迎え
るのに対して、「クリスマスには手に入らないかもしれ
ない」という消費者の懸念からチェコの小売業では 
季節外れの9月、10月に高水準に達しました。

同様の事例はイギリスやカナダなど他の国でも報告
されています。
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こうしたサプライチェーン上の不足や遮断は一時的
な課題かもしれません。しかしその影響は残り、とり
わけ自然環境への意識の高まりとも相まって、モノや
仕組みが潤沢にあることを前提とした思考に変化が
もたらされることが予想されます。そしてモノの供給

不足は消費者のモラルに影響を与える可能性があ
り、かくしてブランドは利便性とサステナビリティ両者
に対する顧客の期待に応えていくための準備が必要
です。 Fjord Trends作成のために7カ国（アメリカ、イギリス、インド、スペイン、中国、ブラジル、南アフリカ）で 

実施したオンラインフォーカスグループ調査より 
参加者合計：585名（2021年9月）

私たちが行ったフォーカスグループ調査では、 
参加者の約半数がサステナビリティのために
これまでと同量の服や靴、家具を購入すること
をやめたい、または既にやめたと回答しました。
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手に取りやすい価格と 
サステナビリティのバランスを 
考慮したデザインが求めら
れる時代において、企業は
イノベーションを「新しい」
という概念から切り離して
志向していく必要があるの
です。
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2021年のトレンドのひとつ「流動的なサプライチェー
ン」で、私たちはサプライチェーンが価値を創出する 
新たなポイントになると予測しましたが、本年のトレンド 
では主に次の2つの点でその考え方を進化させてい
ます。

1点目は、ブランドの評判を守り支えるために、マーケ 
ティング、カスタマーサービス、サプライチェーンの 
統合が急務であるということです。価格や配送リードタ 
イムの変動、希望する商品が手に入らないなど、サプ
ライチェーンの課題は購買体験に大きな影響を与え
ます。欲しいものが手に入らないと人々がそれについ 
てネット上で言及することにつながるため、企業は 
この課題に丁寧に取り組む必要があります。

次に起こる
こと
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2点目は、手に取りやすい価格とサステナビリティの 
バランスを考慮したデザインは、ブランドにとって新境地 
を切り開く次なる大きなチャンスになりうるということ
です。多くの顧客が、地球のためになることと家族にと
っての必需品を入手することを天秤にかけて購買の
最終的な意思決定をするようになるでしょう。両者の
最適なバランスを理解することが、短期的にも長期的
にもブランドによる「サステナブルなイノベーション」
の中心にあるべきです。

この取り組みを前に進めるには、イノベーションを 
「新しい」という概念から切り離す発想の転換が必要に

なるでしょう。今の行動を変えなければいけないとい
う主張はしばしばされますが、常に他の様々な影響
を受けている状態でそれを実行することは困難です。
サステナブルな行動を定着させるために、ブランドは
これまでとは違った考え方をしなければなりません。

例えばその一つの方法として、少々改善もしくはアッ
プグレードされた新商品への買い替えを促し、まだ
使えるはずの製品を捨てさせる代わりに、すでにある
製品の寿命を延ばすようなサービスを通じて顧客に 
新しい価値を提供していくことなどが考えられます。

実際にファッション業界ではH&Mグループが衣料品 
レンタルプラットフォームGemme Collectiveと提携し、 
自社ブランドWeekdayと & Other Storiesのコレクシ
ョンをレンタルするサービスをストックホルムで展開
しています。高級ブランドのレンタルサービスは珍しく
ないものの、季節のトレンドに合わせて頻繁に服を買
い替えることを前提としたビジネスモデルのブランド
がレンタルサービスを展開することはとても興味深い
事例といえるでしょう。

多くの場合、修理のための便利なソリューションがな
いことが新しいものを購入する動機になりますが、 
顧客や政府に変化の兆しが見えています。例えば、製品 
寿命を意図的に短縮する計画的陳腐化が組み込まれ
た電子機器に対抗する「修理する権利」を求める動き 
が盛んになってきています。また2021年9月には、 
欧州委員会が既存の充電器の再利用を促し廃棄物を 
減らすために携帯電話や小型電子機器の機種を問わず
汎用的に使える充電ソリューションを作ることをメー
カーに指示するような措置を提案しました。イギリス 
では「修理する権利」規則が施行され、メーカーが 
電化製品を購入する顧客に対してスペアの部品を提供 
することを義務付けています。このような変化に応え
る新しいサービスを提供することで、ブランドは課題
の解決に貢献できるかもしれません。
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サプライチェーンの脆弱性が露呈した今こそ、企業は
循環性を織り込むためにサプライチェーンを分析し、
再定義の余地や機会領域を見出すことができるので
はないでしょうか。私たちは、従来の「調達―製造―廃
棄」というモデルを循環型のアプローチに置き換えた 

「再生型ビジネス」が台頭すると予測しています。 
具体的には、需要に応じて価格を変動させるダイナミッ 
クプライシングや、省エネルギーを実現するマイクロ
ファクトリー、輸送上のリスクや二酸化炭素排出量を
軽減する製造プロセスのハイパーローカリゼーショ
ンなどの新たな取り組みが模索されるでしょう。実際
に、オンデマンド形式で生産を行うブランドやプラット
フォームがすでに台頭しており、スペインのファッショ
ンブランドAlohasは顧客が注文した分だけを生産す
る受注生産に取り組んでいます。

再生型ビジネスの規模やモデル、形態は様々ですが、
いずれもビジネスを行う過程で自然生態系の営みと
生産性のバランスを取ることで世界をより良い場所
にすることを目指しています。最近ではディスカウント 
ストアLidlが小売業界をリードするプロジェクトとし 
て海岸に漂着したプラスチック廃棄物を包装材に 
再利用する「Prevented Ocean Plastic」に取り組んで 
おり、鮮魚を包装する素材のリサイクル性を向上させ
ています。

またエコシステム全体が健全になるように資源を再
分配することも、再生型ビジネスの大事な原則です。
例えばアメリカの大手食品会社General Millsは2030
年までに、調達先全体のうち100万エーカーの農地で
再生可能な農業を推進することに取り組んでいます。
同社は今後10年間で温室効果ガスの排出量をバリュ
ーチェーン全体で30%削減すると約束しています。

ビジネスにおいてモノや仕組み
が「ありき」の思考や前提を 
問い直す時、「減らす」ことは 
必ずしも「失う」ことと同義では
ありません。
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今後、地球と社会のレジリエンス（回復力）を高め、 
自然がこれ以上失われることを食い止めながら回復さ 
せることを促す「ネイチャー・ポジティブ」の動きは 
勢いを増すでしょう。世界経済フォーラムの「自然とビジ 
ネスの未来（The Future of Nature and Business）」
レポートは、自然界における損失の約80%を占める
食料、インフラ、エネルギーという3つの経済システム
を変革することで10兆米ドル相当のビジネスチャンス
が創出されると報告しています。

企業がこのようなチャンスを現実のものにするために
は、負の影響を和らげる以上の取り組みが必要です。
つまり企業には地球環境の回復力を後押しするよう
な取り組みが求められており、その過程では人々が 
現在依存しているシステムの抜本的な見直しが伴う
可能性があります。

ビジネスにおいて「ありき」の前提に立った思考を 
問い直す際、「減らす」ということは必ずしも「失う」こと 

と同義ではありません。豊かさの基準を見直すことが
最初の重要なステップとなるでしょう。そしてその次の
ステップとして、すべてのものが相互に関係している
ことを認識した上で、エコシステムを共有する他者と 
協力しながら、私たちの最も差し迫った課題である 
気候変動に取り組んでいく必要があるのです。
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このサプライチェーンの混乱は自社のビジネスや 
顧客にとって何を意味するでしょうか。既存の製品の 
寿命を延ばすことで、新しいビジネスモデルを生み出す 
ことはできるでしょうか？

イノベーションチームや製品開発チームに、イノベー
ションとは必ずしも「新しい」を意味するわけではない
と伝えましょう。最も創造的なソリューションは、しば
しば制約の中から生まれます。

ビジネスと顧客をカーボンニュートラルに、ひいては
自然に良い影響をもたらすネイチャー・ポジティブに
導くための「サステナビリティ・ロードマップ」を作りま
しょう。

するべきこと言うべきこと考えるべきこと

FJORD 
からの提案
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次なる開拓地
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メタバースは今やその源流であるゲームの世界を超えて、さらなる発展の
可能性を示しはじめています。人々とブランドにとってメタバースは、交流、 
創造、消費、収入を得るための新たな場となっており、その中では新たなデジタ 
ル文化が育まれています。メタバースには未だ多くの疑問があるものの、それ
を巡る様々な動きを見ると、私たちは新たな価値を生み出す大いなる可能性
を秘めた次なるフロンティアの入口に立っていると言えそうです。
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世界では今、メタバースフィーバーとも呼べる状況が
広がっており、新たな可能性と興奮、そしてまだ答え
のない問いに満ち溢れています。

メタバースとは物理世界とデジタル世界の新たな 
融合体であり、私たちも過去のトレンドで考えてきた物理 
世界とデジタル世界の交差点に関して次なるステージ
を示すものと言えるでしょう。より具体的に、メタバース
とは人々が出会い、交流し、デジタルアセット（土地、 
建物、アイテム、アバターから名前まで）を創造、そして
売買することができる場所です。この全く新しい場所の
仕組みは、人々のデジタル上での行動や文化を変容させ 
るでしょう。またこうした場所でブランドが成功するに
は、メタバースという新しい世界に自分たちの顧客が 
存在しているのか、もしそうだとしたら人々はその世界で
どのように過ごしているのかを理解する必要があります。

いま起きて
いること

オンラインゲーミングプラットフォームRobloxにGucciの
デジタルアイテムが期間限定で導入された
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この「場所」という捉え方は重要です。人々はアプリや 
ウェブサイトを「訪問」することはあっても、どこかに 

「出掛ける」という感覚はないでしょう。しかしメタバー 
スでは、独 自の建 築 的・空 間 的 なロジックを持つ 

「場所」にバーチャルで赴き、そこで何かを体験する 
ことができます。これは、これまでとは大きく異なる 
メンタルモデルであり、様々な影響をもたらすでしょう。 
つまりメタバースは、3Dである現実世界に新たな 
階層を作り出すだけでなく、人々が実際に赴くことの 
できる広大な空間を作り出しているのです。これは 
ブランドにとって無限の可能性を生み出すものと言えます。

メタバースにとってゲーム業界はその黎明期をリード
する存在です。ゲーム心理学によると、人々は競争や
達成感を得るため、コミュニティと交流するため、そし 
て一種の現実逃避のためにゲームをするとされてい
ます。実際に最近では多くの人々がロックダウンを 
過ごす自宅で一息つく方法として、ゲームを楽しみまし
た。その中でも特にオンラインゲームプラットフォーム 
の人気は顕著であり、Robloxはパンデミック時に 
人気が急上昇。2021年度第2四半期には1日当たりのア
クティブユーザー数が4,320万人に達しました。

こうしたゲームコミュニティにおいてメタバースの 
大規模な利活用が行われている他方、異なるあり方で
メタバースを体験している人々もいます。その例とし
て、メタバースは一部の人々にとって、収入を得る新 
たな場になってきています。クリエイターエコノミーが
拡大する中、メタバースは将来的に様々な種類の 
雇用を生み出すでしょう。素材を提供するクリエイター、 
リアルタイムでコンテンツを作るパフォーマー、物理
世界とデジタル世界をつなぐブリッジャー、体験を 
設計し構築するビルダー、そして探索する参加者や交流
するコミュニティなど、様々なプレイヤーがメタバース
には存在しています。ゲームや学習コンテンツなどを
通じてお金を得ている人々もいます。

実際に、ゲーム、クリエーション、ソーシャルネットワー 
キングの要素を融合したRoblox Studioは利用者を 
急増させており、そのプレイヤーはTwitchやYouTube
にストリーミング配信することで収益を得ています。
またこうした創作活動でお金を稼ぐ人々がいる一方、 
プレイしながら、そして学びながらお金を稼ぐ人も存在
します。このようにPlay-to-earn（プレイしながら稼ぐ）、 
Create-to-earn（作りながら稼ぐ）、 Learn-to-earn 

（学びながら稼ぐ） などは自分の情熱をそのまま仕事
にしているモデルと言えるでしょう。例えば人々がゲー 
ム開発そのものに関与することができるAxie Infinity
はPlay-to-earnの代表格と言えます。そしてこのAxie 
Infinityは2021年に5％の急成長を果たしています。
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またクリエイターやアーティストは、動画や音楽、イベ
ントチケット、ジェネラティブアートなど価値のあるデ
ジタルアイテムをNFT（非代替性トークン）の上で作り
出しています。NFTはそうしたデジタルアイテムの所
有権を証明するとともに、そのコピーができないよう
にする仕組みでもあります。したがってNFTはクリエイ
ターと顧客の間で結ばれ続けるある種の約束であり、
その価値は将来において増加する可能性を持つ資産
になるのです。デジタルアイテムに希少性を与え価値
を高めるこのような仕組みは、今までにはなかった 
存在と言えるでしょう。

実際にNFTを利用した美術品のオークションはコレク
ターの間でも大きな話題となっています。2021年8月
にはロンドンの12歳Benyamin Ahmedが制作したク
ジラを描いた一連のピクセル・アート作品がNFTとし 
て販売され、29万ポンドの値段がつけられました。 
またアルゼンチンのデザイナーAndrés Reisingerがオン 
ライン・オークションに出品した10個のNFT（すべてバ
ーチャル3D空間で使用するデジタル家具）は、最も 
高い物で7万米ドルで落札されています。そして2021年
の初め頃には、グッチのデジタル専用ハンドバッグが
現実世界のハンドバッグよりも高い値段で販売されま
した。

顧 客とクリエイター の 境 界 線 が 日 々曖 昧 に なる
中、Patreon、Twitter Blue、YouTube上のJoin、Twitch
などのプラットフォームに後押しされることで、C2C 

（消費者間取引）経済が花開こうとしています。そして 
顧客やクリエイターはコンテンツ制作者としてのキャ
リアを継続していくため、ブランドとのパートナーシッ
プに着目しています。

また2021年を通して、人々はゲーム以外のアクティビ
ティでも複数人で楽しむことができる体験を求めて
いることが分かりました。例えば、Netflixでは離れた
場所にいても一緒に映画や番組を見られる新機能を 
提供しています。またAppleではGroup Activitiesという 
APIを介して体験を共有できるSharePlay機能を拡張
しました。

ハードウェア技術の進化によって、3Dや拡張現実
（AR）での刺激的な体験が可能になったこともこれ

に加えられるべきことでしょう。AR、バーチャル・リアリ
ティ（VR）に関わらず、これらの技術によって私たちは
これまでとは異なる形で場所を体感することができ
ます。こうした中、Meta（旧Facebook）はVRに多額の
投資を行い、メタバース企業への進化を目論んでいる 
ことも話題となりました。またアメリカ陸軍では2021年 
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にMicrosoftのウェアラブルデバイスHoloLensを 
訓練に採用しましたが、このことからもAR/VRが主流
になりつつあると窺い知ることができるでしょう。この
HoloLensヘッドセットは身に付けることで、煙中や曲
がり角での見通しを確保することや視界に3Dマップ
を映し出すことができます。Microsoftはこれを「複合
現実」と呼んでおり、2021年9月に導入を開始し、今後
12万人の米軍兵士の訓練に利用される予定です。

さらに、ポケモンGOを運営するNianticではARを 
活用し「物理的な世界をより良くする」ことを目指して 
います。具体的には、著名な劇団であるPunchdrunk
と合同でゲームと演劇が交差するインタラクティブ
な未来の観客体験をARで作ろうとしています。そして
Snap Inc.もARグラスの最新版「Spectacles」を発売
し、Snapchat上でARエフェクトを制作するクリエイタ
ーが新たな体験を模索し実験的に使うことが期待さ
れています。

メタバースの特徴のひとつは、その場所で自分をどう 
見せるかについて、自分自身で決められることでしょう。
着 せ 替 えしたりアクセサリーで着 飾ったりして、 
クオリティの高い自分だけのアバターを人々が楽しめる 
ようになる日も近いでしょう。また今日では、Unreal 
Engine の MetaHuman Creatorによって開発者、グラ
フィックデザイナー、テクニカルクリエイターがリアル
な動きを捉えた様々な写実的なキャラクターを簡単か
つ短時間で作り出すことが可能になってきています。

つまりメタバースはユニコーンやドラゴンが登場する
空想世界に浸ることではなく、物理的な障壁から解き
放たれた「実生活の延長」もしくは「もう一つの実生
活」としてバーチャル空間で過ごすことを意味していま
す。言い換えれば、メタバースはいつでもどこでも楽し
めるオンデマンドコンテンツとは一線を画し、リアルタ
イムで何かの一部となれるような場であるわけです。

Fjord Trends作成のために実施したオンラインフォーカスグループ調査において、 
5カ国（アメリカ、スペイン、中国、ブラジル、南アフリカ）415名がメタバースについて議論。

デジタル体験の未来について、約75％の 
人が心配するよりむしろワクワクしており、 
その理由として、「人と人とのコミュニケー 
ションの改善」、「情報アクセスの向上」、 

「より便利な生活」などが挙げられています。
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すでにこうした場を取り込もうとしているブランドも
存在します。その一つであるバーバリーでは、Mythical 
Games社のマルチプレイヤーゲームBlankos Block 
Party内で初のデジタルコレクションを発表しました。
また全米自動車競争協会NASCARは、デジタルレー
スプラットフォームZED RUNで自社ブランディングの 
デジタルの競走馬をリリース。アメリカのラッパーMegan 
Thee StallionはAmazeVRと契約し、会場と配信で 
同時に楽しめる没入型コンサートを開催しています。
またVisaは商取引の歴史的コレクションとして自社
初のNFTアートを購入し、TikTokではイベント開催の
ためのバーチャルプラットフォームTikTok Worldが立 
ち上げられ、その最初のイベントとして自社のB2B 
イベントが開催されました。これらはすべてほんの数週
間の間に起こっています。

このように、メタバースは今後さらなる展開が注目さ
れます。メタバースが最終的にどのようなものになる
のか現時点では答えよりも疑問の方が多くあります
が、私たちが目にした初期の姿から日々進化していく
ことは確かです。

デジタルキャラクター画像から構成さる 
NFTアート「CryptoPunks」
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メタバースはユニコーンや
ドラゴンが登場する世界で
はなく、物理的な障壁から
解き放たれたもう一つの 
生活空間になっています。

Micah Johnson for Visa 
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ルネサンス期のフィレンツェ、1900年代のウィーン、 
活気あふれる1960年代のロンドンなど、歴史上の大き 
な文化的転換はひとつの「場所」から起こりました。 
次に新たな文化が生まれる拠点はメタバースになるで 
しょう。人々がアート、音楽、映画をどのように体験す
るか、そしてその中でブランドとどのように関わるか 

（ブランドがどのように人々の目に映るか）について、
メタバースは大きな影響を及ぼします。具体的にどの
ような形に変化していくかはまだ予測できませんが、
変化は確実にもたらされています。

例えば「メタバース」と呼ばれる以前まで振り返って
みると、当初考えられていたのは「1度のログインで 
様々な場所を巡れる」という世界の実現でした。しかし 
200を超える企業が独自の入口を設けている今、 
当時目指していたものとは異なるものが作り上げられ 

3DアーティストAndrés Reisingerがデザインしたアームチェア 
「Hortensia chair」は大きな話題となり、実際に生産されるに至った

次に起こる
こと
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ています。当初の狙いは後々に達成されるかもしれま
せんし、このままどんどん遠ざかっていくかもしれま
せん。

複数のプラットフォームをつなぐブリッジの構築も 
必要です。そもそもの設計が異なる場合、プラットフォー 
ム間でデジタルアセットをどのようにやりとりできるで
しょうか？例えばSandbox上でjpegで制作された靴
は、リアリティ高いビジュアルが特徴のUnrealで作ら
れた世界では浮いて見えるかもしれません。このよう
な場合には、統一するための基準が必要となります。
 
しばらくの間は、そこで何が実現できるかを問い、 
学び、実験する期間が続くでしょう。メタバース上で事業 
展開を行いたいブランドやクリエイターは、エンドユ
ーザーの体験に焦点を合わせながら試行錯誤を繰り
返す覚悟が必要です。人々は物理的に存在する商品
と同等の価値をデジタルプロダクトにも見出すのか、
疑問も絶えません。ブランドはこうした問いを追究し
ながら、自社のデジタルプロダクトやデジタル・エクス
ペリエンスにどんな消費価値があるのか定義しなけ
ればなりません。

ブランドにとって、メタバース上での試行錯誤にはリス 
クが伴います。メタバースに限らずとも何か新しいこ
とをはじめる際はいつだってそうですが、見返りも 
保証されていません。しかしテクノロジーは常に進化し
ていると考えると、リスクを取る価値はあるかもしれ
ません。リスクを取らないという選択はまた、新たな
常識ができた際に取り残されてしまう可能性にもつ
ながります。

ゲーム・コミュニティの外にいる人々を新たにメタバ 
ースに惹きつけるには、ユニークな体験が鍵となりま
す。ブランドにとっては、メタバース上で自社ブランド 
の場所を新たに構築する方法と、ビッグ・テックが 
提供するサービス・プラットフォームに参加することでメ 
タバースに参入する方法があります。現在はウェブサ
イトが一般的にブランドを代表する「場」となっていま 
すが、メタバースはそれ以上の特性を持つ場として、
細かなニュアンスまで高度に表現できる自由度の 
高い交流の場になっていくでしょう。

バーチャル世界の構築およびコンテンツの制作にお
いては、デザイナー、デジタルプロダクトデベロッパ
ー、クリエイター、テクノロジストが中心的な役割を 
果たすでしょう。より多くの3D体験がオンラインに登場
するにつれて、ゲームの開発手法がその他のサービス 
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開発においても主流になっていくでしょう。例えば、 
品質や体験についてフィードバックを得るため一般発売 
前にゲーマーにテストプレイしてもらうことも、ゲーム
の開発手法の一つです。

新たなサービスや体験を設計する際、倫理観を最初
から組み込んでデザインすることも忘れてはなりませ 
ん。倫理について語らずして、次に何が起こるかを 
語ることはできません。現在インターネット空間で人  々
にもたらされている弊害は看過できないものです。 
企業は今度こそ、倫理にかなう世界を作ることが求めら 
れており、その際に透明性を保つことは不可欠です。
過去の失敗からの学びを生かすことがとても重要で
す。テクノロジーによって意図せざる結果が時として 
人間性に影響を及ぼしている中、このような影響を 
オープンに取り扱うことがメタバース上での信頼を構築 
することにつながります。特にメタバース上での行動
のコントロール、サステナビリティ、アクセシビリティに
関しては、倫理観をもって取り組みましょう。メタバー 
スに投資しようとするならば、「そこにいる人々はどん 
な人なのか」「人々はメタバースの世界で何をしようと
しているのか」から深掘り、そこで大事にされるべき 
倫理観についてオープンな議論をすると良いでしょう。

メタバースの行く先をとりまく疑問は多岐にわたりま
す。データはどのように活用され保管されるか？扇情
的な見出しでユーザーにクリックさせようとするリン
クをブロックするアルゴリズムはどのように開発でき
るか？意見の二極化による対立とネット上の荒らしを
阻止するアルゴリズムの開発は可能か？どのようにし
たらメタバース上で子供を保護する仕組みを入れら
れるか？こうした質問は絶えないでしょう。

誰でもアクセスできるようにすることは新たな文化や
新たな経済圏を生み、これまでにない豊かさを人々
にもたらすかもしれませんが、何をするにも「責任あ
るイノベーション」が根幹にあるべきです。

新たなサービスや体験を設計 
する際、倫理観を最初から 
組み込んでデザインすることも 
忘れてはなりません。倫理に 
ついて語らずして、次に何が 
起こるかを語ることはできません。
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環境への影響も無視できない要素です。メタバースを
運用するには膨大なエネルギーが必要となるため、
現在、環境に与える影響についても大きな懸念があり
ます。例えばNFT。ある試算によると、平均的なNFTを
1つ作成すると200kg超の温室効果ガスが発生するそ
うですが、これはアメリカの標準的なガソリン車で500
マイル運転した場合の排出量と同等です。

人々の生活が急激にデジタル化したパンデミックの 
最中に、メタバースは勢いを増して普及しました。メタ 
バースがここからどのように発展していくか、その 
可能性は未知数です。この勢いのまま成長を続けるか
もしれませんし、別のものに形を変えるかもしれませ
ん。人々がメタバースに価値や自身との関連性を見出
さなければ、泡のように消えゆくことも考えられます。

私たちは今、新しい文化が生まれる時代の入口に 
立っているのかもしれません。もしそうだとしたら、 
次なる文化的転換はメタバースによってもたらされる
でしょう。何が起ころうとも、メタバースは企業が探索
し、テストし、イノベーションを起こせる新世界として
無限の可能性を秘めています。そして、それはとても
エキサイティングなことです。
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メタバース上に存在する自社製品の姿を想像してみ
てください。顧客の目にどう映り、どのように購入さ
れ、どこでどう使用されるでしょうか。メタバースは 
単なる1つのチャネルではなく「場所」です。そう捉える
と、製品やブランド、体験のライフサイクルについての
考え方を完全に転換させる必要があります。

人 （々特に若い層）に、プレイしているゲームや自らの
アバターのために購入している服について聞いてみて
ください。彼らがオンライン上の友達と体験している
ことについて耳を傾けることが、メタバースの可能性
を把握する第一歩となるでしょう。

好奇心と遊び心を持ってメタバースに触れてみてくだ
さい。もちろん、誠実さと倫理観、気配り、そしてその
場への敬意は常に持ち合わせて付き合いましょう。

するべきこと言うべきこと考えるべきこと

FJORD 
からの提案
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真実の拠り所
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人類は進化するにつれ、迷信をはじめとする呪術的な思考の時代から科学
的な思考の時代へと移り変わってきました。そうした中、私たちは今「質問の時
代」に生きているとも言えます。何かを質問すればすぐに答えを得られることが
ごく当たり前となり、私たちはそれを期待するようにもなっています。他方、企業
にとっては、顧客から寄せられる質問の幅やその質問が届けられるチャネルの
数が拡大し続けることで、こうした質問にいかに答えるかがデザイン上の大き
な課題となってきています。こうした課題にうまく応えることができれば、ブラン
ドは顧客からの信頼とブランドとしての競争力を得ることができるでしょう。
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Googleの創業から24年が経ちました。同社がもたら 
した大きな影響のひとつは、「人々と質問との関係」を
進化させたことでしょう。ボタンひと押し（あるいは 
音声アシスタントとの短い会話）で質問ができ、その答え 
を即座に得られることが日常の一部となり、もはや 
人々はこのことを特段意識することはありません。この
ように簡単に質問ができ、その答えを迅速に得られる
ようになったという事実は、人々がより多くの質問を
することを意味します。

一方ソーシャルメディアをはじめ、答えを得られる 
情報源が増えるに従ってフェイクまたは誤解を招く情報 
が氾濫し、人々は自らがたどり着いた答えに対して 
疑いを深めています。

いま起きて
いること
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実際に人間は、見知らぬ他人よりも自身に身近な 
社会集団内の人々を信頼する傾向があります。とりわ
けパンデミック以降では、雇用の確保や個人の安全、
自律性、また社会問題をめぐる不安が増す中、情報の
信頼性は一層見極められることとなりました。その結 
果、あらゆる情 報に対する信 頼が極 めて低くなる 

「情報破綻」の状態が発生しており、多くの人々は答えの
情報源にさえも質問や疑問を投げかけるようになっ
ています。

この一例として、2021年に盛んになった新型コロナウ
イルス感染症ワクチンの安全性に関する議論が挙げ
られます。個人の副反応の体験（非常に稀だったり、 
ワクチンに誤って関連づけられたりしたケースも含まれ
ていました）に関するソーシャルメディアの投稿も議論 
をさらに過熱させ、自身のリスクを懸念するあまり 
専門家の科学的意見やエビデンスに基づく研究データよ
りもこのような投稿に説得力を感じる人もいました。

扇動的な言葉、誠実さの欠如、フェイクまたは誤解を招く 
情報や、あらゆる物事が政治的に扱われることにより、 
専門家や政府に対する信頼はさらに低下しています。

また情報の不足は時になんらかの実害をもたらすこ
とがあります。例えば本レポートの作成時点でイギリ

ス国内で入院している新型コロナウイルス感染重症
者の32%は妊婦であり、これはワクチンが妊娠に与え
る影響について早い時点での決定的なエビデンスを
欠いたこと、そして誤った情報が出回ったことなどが
原因とみられます。なお現在イギリスでは、妊婦に対
してもワクチンの接種を推奨しています。

このように信頼は非常に重要であり、これは健康とい
う面に限られた話ではありません。求める答えの情報 

源（教育者、銀行、介護士、保険会社、技術士、小売店
などを含め）が信頼できるものであってほしい、そうあ 
るべきだと誰もが考えています。十分に情報を得た上
で購入を決めたい顧客にとってもまた、提示される 
選択肢が信頼できるものであるということは購入の 
大前提となります。しかしEdelmanの調査によると、 
買い物客の81%が購入の意思決定に信頼が影響すると 
答えた一方、購入先のブランドを信頼していると答え
た顧客は3分の1に過ぎませんでした。
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従来、顧客の意思決定に影響を与える要素は製品
の仕様や価格など機能的なものが中心だったため、 
どちらかといえば単純なものでした。しかし今や顧客に 
よる意思決定の因子は購買体験全体に及んでおり、
その範囲はワンクリック決済や後払いの選択肢が 
あるかなど支払いシステムにまで広がっています。

また近年ではエシカルやサステナビリティの価値観
にも重きが置かれるようになっており、人々が持つ 
感情的、倫理的な関心が購買プロセスをより一層複雑
なものにしています。実際、2020年には日用消費財
の36分野においてサステナビリティが意識された 
製品・サービスの市場の成長率はそうでないものを上回
り、2021年には全分野において上回っています。

こうした中、顧客が自らの選択がどれだけエシカル
な消費であるかを買い物の最中に確認できるよう
手助けをしている企業も多く存在しています。例とし
て古着のリサイクルショップをオンラインで展開する
thredUPでは、人々のクローゼット内の衣服がどれだ
けの二酸化炭素を排出したのかを示すツールを提供
しています。

このように価値観主導型の消費の存在感が増してき 
ていることは、特筆すべき重要な変化と言えるでしょう。 
これは言い換えれ ば、人々は「良い買い物をした」 
と思えるよう、購入する前に「労働者や動物に対して
十分に配慮されているか」「フェアトレードが行われて
いるか」といった質問への答えを求めているというこ
とです。   

4604Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved. 真実の拠り所



そこでファッション小売業のEverlaneでは、人々が 
持つであろうこうした価値観を起点とする質問に商品 
ページ上で答えることで、徹底的に透明性を高めてい
ます。例えば、商品が製造されている工場の詳細や 
写真、生産過程でリサイクルされる水の量、自社が掲げ
る高い倫理基準に工場が沿っているかどうか、価格設 
定に関する詳しい情報（素材や機器にかかる費用、 
人件費など）が掲載されています。

ブランドとは企業が顧客や社会に対して提供する 
価値の「約束（プロミス）」を束ねた集合体です。そして 
顧客は今、これまで以上にそのプロミスの詳細を知りた 
がっており、さらにブランドによるプロミスへのコミッ

私たちが行ったフォーカスグループ調査の 
参加者10名のうち9名は、商品の購入前に 
もっと情報が必要だと思うことが「しばしば」
あるいは「時々」あると答えています。

トメントが、正しいタイミングかつ方法で実現される
ことを期待しています。したがってブランドは顧客が
購入を検討している瞬間、そしてそれを購入する瞬間
に、こうした質問への答えを顧客に提供する必要があ
るのです。

顧客による情報の要求に応じることは、企業の透明
性を示し、そして信頼性を高めることにつながります。
そしてブランドは、開示する情報の範囲や階層の深さ
をもって顧客に自社のパフォーマンスを明確かつオー
プンに示すことができるでしょう。 Fjord Trends作成のために7か国（アメリカ、イギリス、インド、スペイン、中国、ブラジル、南アフリカ）で 

実施したオンラインフォーカスグループ調査より 
参加者：計585名（2021年9月）
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ブランドは今後、開示する 
「多層的な情報」を通じて 
競合していくことが想定され
ます。つまり、あるブランド
が開示しないと決めた 
情報があれば、ライバルブラ
ンドがその開示を決めると
いった競争が生まれていく
ということです。

thredUP
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情報の階層を販売接点で模索することは、重要である
と同時に複雑です。ここでの課題は、多層的な情報を
伝えるにあたって空間が限られていること、そして人々
が関心を示す短さにどう向き合うかということです。

私たちはデジタル化以前にあった、企業が顧客よりも
多くの情報を有する「情報の非対称性」がある状態か
ら、ポストデジタルに突入し「解釈の非対称性」がある
状態へと移行しました。解釈の非対称性とは、顧客が
ブランドから与えられた情報をどのように解釈するか
が問われている状態にあるということです。

次に起こる
こと
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かくしてブランドは信頼を構築するために、情報をい
かにデザインし、タッチポイント全体の中へ落とし込
んでいくかという戦略的な思考が求められます。ブラ
ンドが示す情報は、アクセスしやすく、最も適切な形で 
透明性とともに届けられる正しいものでなければな
りません。そのためにもブランドは、場所やインターフ 
ェース、そして変わり続ける人々のニーズの変化に合 
わせて、適切な情報を必要な分だけ示せるような 
設計に取り組む必要があります。例えば私たちは、とき 
にはインテリアデザイナーとして、ときには子を持つ
親として、あるいはアマチュアのアスリートとして、 
同じ1人の人間でもその場面に応じて違う立場で買い 
物することがあるでしょう。同じ顧客でも、できる限り 
安価なものを求めている時もあれ ば、贅沢したい 
気分の時もあるため、顧客の状況も併せて考慮に入れ
ることが大切なのです。

またウェブサイトの「当社について」で掲げられている 
ようなブランドパーパスは、そのページだけでなく、 
ブランドが提供するあらゆるコンテンツの隅々にまで 
宿されている状態でなければなりません。なぜならブラ
ンドに求められているのは、単なるガイドラインでは
なく、あらゆるレベルで一貫した「ストーリー」だから
です。自社ブランドに訪れた際に顧客は何を知りたが

っているのか想像すること、そしてそれに対する回答
を購買体験の中でどのように提供できるかといった、
コンテンツのデザインが鍵を握ります。

こうしたコンテンツのデザインにおいては、人間の 
自然な行為である「会話」を型取ることができるでしょ 
う。人は会話を通して情報を得たり共有したりするこ
とで、自己を形成し、成長し、そして学びを得ていきま
す。そこでブランドと顧客のコミュニケーションもまた
そうした「会話」として捉えて進化させることで、適切
な答えを適切なタイミングと方法で提供するという 
チャレンジを構造的に乗り越えることができるでしょう。

こうした文脈においては、すでに対話型AIがチャット
ボットとして基本的な質問に幅広く対応しています。
しかしこうしたアプローチを洗練させる余地はまだま
だ大いにあると言えるでしょう。これはつまり汎用的
な案内を効率的に行うボットではなく、顧客が求めて
いる情報をよりリッチに、そして深く提供できる存在に
育てていくということです。こうした対話型AIは今後ま
すます、顧客が求める特定の情報を適したタイミング
で、そしてパーソナライズされた形で提供するように
進化していくでしょう。

5004Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved. 真実の拠り所



なかでも個別カウンセリングや専門知識を持つバー
チャル・ラーニングは、顧客が在宅での生活を余儀な
くされたパンデミックのなかで増加し、今後より一層 
発展すると思われます。最近ではBobbi Brown Cosmetics 
とPerfect Corpがタッグを組み、ARやAIを駆使しておす
すめの商品を提案するなど、顧客ごとにパーソナライズ 
したオンラインでの美容カウンセリング体験を提供し
ています。他ブランドもこうしたテーラーメイド型の 
アプローチからインスピレーションを得るべきでしょう。

これに加え、音声による対話型AIが組み込まれた 
アプリやウェブサイトも今後増加すると見込まれます。
こうした仕組みは視覚だけでなく五感に訴えかけつつ、 
多層的な情報をコントールした量で段階的に伝えな
がら、人々がリアルタイムでのサポートを受けられる
ような体験を作っていくでしょう。

例えばウェブサイトに組み込まれたボイスボットは、 
道案内や製品・サービスに関する情報提供などのサポー 
トを、リアルタイムで素早く顧客に行えるようになって
います。また、必要に応じて顧客をセールス部門からカ
スタマーサポート部門につなぐなど、担当チーム間の
連携も簡単に行うことができます。このようなサービス 
は、会社の製品・サービスを知り尽くし顧客体験を 
案内するバーチャルアシスタントのように機能します。

また情報だけでなく、多層的にデザインされたインタ
ーフェースも今後重要な役割を担います。例えば物理
的なものにデジタルとしての情報を付加させスマート
グラスなどのスマートデバイスを組み合わせれば、より
感覚的な体験を提供することが可能になります。これ
にとどまらず、インターフェースを多層的にデザインし
ていけば顧客の状況に合わせて必要な情報をカスタ
マイズして提供していくこともできるようになります。

ブランドと顧客のコミュニケーション 
を「会話」として捉えて進化させる
ことで、適切な答えを適切な 
タイミングと方法で提供すると 
いうチャレンジを構造的に 
乗り越えることができるでしょう。
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こういった例として、Mastercardがスウェーデンの 
シンクタンクDoconomyと国連の気候変動事務局と 
共に考案したクレジットカードDO Blackが挙げられます。 
このカードはユーザーの買い物に伴う二酸化炭素の
排出量を計算し、年間の排出限度を超過すると使用が 
停止されるようになっています。こうした例から、自分の 
購買行動が環境へもたらす影響を買い物する前に 
可視化し、顧客の行動変容を促すような次世代アプリ
なども考えていくことができるでしょう。

今日では顧客は何かを購入する際、こうしたエシカル 
面の評価、ひいては金額との釣り合いに至るまで、 
幅広い検討事項を第三者のレビューやニュースなどの 
情報源から調べあげ、その後に店舗で購入することが
当たり前になっています。今後AIが統合型ソリューショ
ンとして、そのようなデータやブランド・製品に関する 
情報を取りまとめ、購入時に顧客に提供できれば、 
あらゆるサイトや情報源を行ったり来たりする必要もな 
くなるかもしれません。

またブランドにとっては、環境に配慮した買い物をする
顧客に対しては、リワードを与えることで、彼らのロイ
ヤリティを引き上げることが可能になるでしょう。サス 
テナビリティを意識した購買行動をとる顧客には、 
単なるリワードだけでなく、そのコミットメントの継続に 
応じてベネフィットを提供していくこともできるのでは
ないでしょうか。言い換えれば、ブランドがサステナビリ
ティを見据えて自社のロイヤリティプログラムを再構 
築するということです。さらにコミュニティとしての 

要素をプログラムに組み込めば、顧客による自身の努力 
が見える化され、自分以上の何かに貢献している実感
を与えることもできるでしょう。どんな情報をどのよう
な形で階層として組み込むかという選択を通じて、ブ 
ランド間の競争は激しさを増すことになるでしょう。 
それはつまり、あるブランドが組み込まないと決めた 
情報があれば、ライバルブランドはその情報を体験に
組み込んで伝えていくかもしれないということです。開示
する情報の取捨選択を含めたデザインとしての細や
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かな意思決定は、今後戦略としてより直接的な影響力 
を持つものになるでしょう。したがってデザイナーの 
役割はこれまで以上に複雑なものになると言えます。

階層的な情報のあり方に関する検討およびその設計
についてはデザイナーが役割を担う一方、このタスク
の影響は組織全体、特にブランド、マーケティング、カス
タマーサービス、オペレーションにまで及ぶことになり
ます。なぜならトレンド2「飽くなき欲望に終止符」でも
述べたように、商品やサービスを提供するサプライチ
ェーンは今やその他のタッチポイントと同様にフロン
トとなる顧客体験の最前線にあると言えるからです。

しかしながらARを介して情報を多層的に配置し、より
多くの情報を提供すべき場面もあれば、毎週のスーパ 
ーでの買い物のようにそうしたあり方が適さないこと 
もあります。こうしたケースでは、顧客が知りたいこと 
を捕まえ、限られた時間そしてスペースの中でその 
答えを示すことが重要なスキルとなります。反対に、 
新製品のワイドスクリーンテレビのような高額な商品と 
もなれば、顧客はより多くのことを知りたがっている
と想定されます。「顧客が知りたいと思っていることを
どれだけ把握できるか」は、それ自体お金になるほど
の価値があると言え、こうしたトレンドは今後も拡大
し続けるでしょう。

人々は何らかの裏付けをもって、ある情報が「真実」で 
あると判断します。しかしすべての顧客が自ら示され 
た情報の信頼性や信憑性を吟味することには、いさ
さか無理があるでしょう。ブランドは顧客に調べる 
負担をかけるのではなく、むしろ情報を適切に設計する 
ことで多層的に伝えていくべきです。すなわち十分な
裏付けなしに真実であるように見せてしまった場合に
は、それは「足りない」という印象を持たれてしまうの
です。

人々の質問に答えるべきという企業のプレッシャーは 
重みを増す一方、新たな情報の見せ方や届け方を 
模索することは、顧客との信頼をより強く築くための 
絶好の機会とも言えます。言い換えれば、多層的な情報 
を上手くデザインできればできるほど、顧客から得ら
れる信頼は強くなるということです。
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自社業界の内外で顧客がどんな質問をしているか 
リサーチをしましょう。自社や自社製品に関する情報を 
どこで得ているか、そして人々がそこへ行かずに済む 
にはどのように多層的な情報を設計すればいいか 
考えてみましょう。

自社の製品を買う際、顧客には自分の意思決定に 
自信を持って購入してもらいたいのだと明言しましょう。 
そしてそのために、より多くの情報を提供し透明性を
高めましょう。

顧客やコミュニティとの信頼関係を築くために情報の
内容とその見せ方を見直しましょう。そして販売チャネ
ル内外で顧客が製品やサービスについて知りたいと
思っている答えを簡単に見つけられる形で提供する 
というコミットメントを果たしましょう。また顧客が 
求める多層的な情報のあり方について、データを活用し 
ながら可能な限り深く理解しましょう。

するべきこと言うべきこと考えるべきこと

FJORD 
からの提案
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「ケア」を大切に
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「ケア」に注目が集まり、私たちはあらためて親切や思いやりの大切さを 
感じています。あらゆる「ケア」の形が露わになり、ケアすることの難しさやケア 
ラーの負担についてもより広範に議論されるようになりました。これにより、 
ヘルスケア業界に留まらずあらゆる業界の雇用主やブランドにとってチャンス 
と課題が生まれています。多様な側面を持つ「ケア」をいかにデザインするか
が、他社との差別化と今後の成功において重要な鍵となるでしょう。
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ケアや思いやりは人間の本質に根付いています。「人
間らしさ」を決める特性と言っても過言ではないでし
ょう。思いやるということは、他者を気遣うという心配
りとその行為を指し、それは共感を超え信頼を育むも 
のです。例えばセルフケア、他者に向けたケア、ケアサ
ービス、ケアを届けるための（デジタルと物理的な） 
チャネルなど、「ケア」はそのすべての形態で2021年に
殊更に際立つ存在となりました。

まず、セルフケアの重要性の高まりがあります。パン
デミックは世界中でメンタルヘルスへの甚大な影響
を引き起こしました。これは、私たちがFjord Trends
を編集する過程で見えた世界的に最も顕著なシグナ
ルのひとつでした。イギリスでは人事責任者の87％が

「メンタルヘルス関連の問題を打ち明ける従業員の 

いま起きて
いること
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数が増加した」、82%が「孤独を感じると訴える従業
員の数が増加した」と回答しています。

それぞれが抱えるメンタルヘルスの問題について 
労り合い支え合う手段のひとつとして、対話への意欲が 
高まっています。数多くのセレブリティが自身の脆さを
受け入れることに前向きな姿勢を示し、世界レベルの
アスリートが注目を集める状況で自身のメンタルヘ
ルスを優先しました。アメリカの女子体操選手、シモ
ーネ・バイルズが東京2020オリンピック競技大会で 
一部の種目を欠場したのもその一例といえます。

次に、家族へのケアです。パンデミックにより家族のケア
を支援するサービスへのアクセスが減少あるいは遮断
されました。ケアを行う立場にある人は、パンデミック以
前からもすでに十分多忙な生活を送っていたにも関わ
らず、子供たちの教育や病院予約のサポート、両親の代
わりに買い物に行くなど、さらに多くの責任を負うよう
になりました。こうして追加された「タスク」は、ビジネス
の取引とは異なり感情的な負担を伴うことから、パンク
寸前だった人々にさらに負荷をかけるものでした。シン 
ガポールでは、子育ても親の介護も両方する世代 

（35歳から54歳）が、金銭面および自身の健康に対しての 
しかかった新たな責任を抱えて苦労しています。同様の
ことが世界各地で起こっていると言えるでしょう。

「ケア」は感情が伴う労働です。医師、看護師、救急救
命士、介護施設職員、その他職務内容の中心がケア
である労働者が、パンデミックの中であまりに多くの
重体患者の対応を続けたことで疲れ果ててしまう事
例が急増しました。2021年3月時点で21カ国における65
の研究を分析した結果によれば、医療従事者の20％
超がパンデミックに起因する不安、鬱、PTSD（心的外
傷後ストレス障害）を訴えています。

最後に、ケアは家族以外にも広がっています。例えば
同僚のウエルビーイングについても、多くの人が今ま
で以上に時間と関心を向けるようになっています。 
メンタルヘルスであれ、嘆きや悲しみであれ、病気によ
って中断されてしまったことであれ、個人が感じてい
る困難に対する同僚同士の思いやりや受容が、職場 
において当たり前のものとなっています。
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職場における生産性へのプレッシャーの上にさらにこ
のような精神的負担が加わったことで、限界点に達し
転職を考える管理職が出てきています。

2021年の経過とともに、オフィスを一週間閉鎖するこ
とで従業員のメンタルヘルスをサポートしようとする
動きがNike、Bumble、LinkedIn、Hootsuiteなど各
企業の間で広まりました。アクセンチュアも例外では
なく、2021年に従業員のウエルビーイングへの投資
に注力し最高健康責任者（CHO）としてDr. Tamarah 
Duperval-Brownleeを迎えています。従業員ケアは
もちろん倫理的に重要ですが、従業員のウエルビーイ
ングは業績や業務上のレジリエンス、持続可能性に
直結します。この事実が、職場でケア文化を醸成する
ことの重要性を高めています。

人々が自身を含む身近な人々をケアするにあたり、 
テクノロジーは重要な役割を担ってきました。パンデミ 
ックの間、多くの人々にとってテクノロジーはビジネ
スを継続し、買い物を可能にし、家族とつながるため
のライフラインでしたし、ケアにおいても現在も中心
的な役割を担っています。例えば、Careologyというア
プリはがん患者と患者をサポートするネットワークを 
つなぐサービスです。治療プランや最新情報を常に 
容易に把握できることで、患者が治療体験に主体的に
向き合うことを支援しています。

パンデミックによって、ヘルスケアやウエルビーイング
向けテクノロジーの大規模な導入と受容が進み、テク
ノロジーはケアのための新しいチャネルかつソリュー
ションとなりました。近年急速に推し進められてきた 
遠隔医療はリモート環境での診察を可能にし、多くの人
々にとって医療への容易なアクセスを実現しています。

新たな方法でケアを提供することへのニーズと緊急 
性の高まりを受けて、健康状態をモニタリングする 
サービスが急増しています。スマートフォン、FitBit、Oura 
リングなどのデバイスは心拍数や体温などのバイタ
ルサイン、血圧、血中酸素濃度のモニタリングに広く
使われ、これまであまり知られていなかった心拍数変
動などの指標への関心が高まっています。不安やスト 
レスに対処するアプリやウェアラブルデバイスへの 
欲求は当分尽きることはなさそうです。

さらに、人々はデジタルとフィジカルのサービスを 
組み合わせて使うことに慣れてきており、ハイブリッド型 
の提案で応える企業も見受けられます。Lululemon 
はパーソナルトレーニングクラスをライブかつオンラ 
インで提供するMirrorの買収によって、中核事業であ 
るフィットネス用アパレルビジネスを補完しています。

Oura スマートリング
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多くの国において新型コロナウイルス感染症のワク
チン接種証明書の使用が不可避となったことにより、
ケアのためにテクノロジーを積極的に利用する態度
が急速に広まりました。特に社会的な弱者に対する
集団的な責任として、人々はレストラン、劇場、空港な
ど公共の場所を利用する際にスマートフォンを使って
自らのワクチン接種状況に関する健康情報を交換し
はじめています。これは、これまでは「プライベートな
もの」と見做されていた健康情報を公に共有するとい
う、もうひとつの重要な行動変容も示唆しています。
このような情報を共有することをどれだけ許容する 
かの程度は人により異なりますが、大多数が行えばコミ
ュニティにおけるリスクが最小化されることを意味し、 
その安心感から次第に周りの人も自信を持って情報
を公開できるようになるでしょう。

ケアへの注目はヘルスケア業界を超えて拡大してお
り、異業界のビジネスやサービスも、顧客へのケアを
どのように示すか新たな方法を模索しはじめていま
す。自身や他者をケアすること、そしてケアラーをケア
することが重要な焦点となっているのです。

Fjord Trends作成のために7カ国（アメリカ、イギリス、インド、スペイン、中国、ブラジル、南アフリカ）で 
実施したオンラインフォーカスグループ調査より 
参加者：計585名（2021年9月） 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 
証明書が社会活動を再開する解決策として 
広く受け入れられる一方で、私たちが行った 
フォーカスグループ調査の参加者からは、 
テクノロジー企業が健康データへのアクセスを 
拡大することやその利用方法、また、責任ある 
形で利用されるか、安全に管理されるかに 
ついて不安を感じる声も上がりました。
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ケアへの注目はヘルスケア
業界を超えて拡大しており、
異業界のビジネスやサー
ビスも、顧客へのケアを 
どのように示すか新たな
方法を模索しはじめて 
います。
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自身や他者をケアすることにどんな責任が伴うかと
いう観点は、今後も高く優先されるでしょう。この観点
が十分に考慮されているかどうかが、ブランドや雇用
主が切望していた「顧客や従業員と感情面で深くつな
がる」ことができるかを左右します。きちんと目に見え
る形で顧客をケアすることが、ブランドへの信頼構築
につながります。

これはつまり、顧客にとって重要な瞬間に寄り添うこ 
と、そういったサービスを創造すること、そしてその 
目的のためにテクノロジーを適切に活用することを
意味します。世界でおよそ73%の人々が、「ウエルネス」
は全てのブランド戦略において不可欠な要素のひと
つだと考えており、ケアを求める声が高まっています。

次に起こる
こと
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すでに、Spotifyはヨガや睡眠などケアの時間に寄り
添うプレイリストをWellness Packagesとして提供し 
ています。Nikeは自社ウェブサイトで、アスリートや 
顧客を対象にセルフケアの重要性についてのコーチン 
グを提供しました。Unileverはコミュニケーションに
おいて「見た目の良さ」より「心地良さ」を強調するよ
うシフトしており、例えば美容・パーソナルケアブラン
ドのコミュニケーションから「ノーマル（普通）」という
言葉を取り除いています。

Pelotonはコネクテッドフィットネス製品を通じて 
フィットネス体験を再構築し、誰にでも開かれたウエル
ネスコミュニティを育んでいます。「誰もがフィットネ
スにアクセスできるようにする」という目標に向け、
個人向けに加えて法人（アクセンチュア インタラクテ
ィブも含む）従業員向けのプレミア福利厚生プログ 
ラム、Peloton Corporate Wellnessを立ち上げました。 
Zwiftは自宅でサイクリングを楽しむという趣味を 
同じくする人々が一緒に「バーチャル・ツール・ド・フラン
ス」など数多くの魅力的なルートを走ることができる
体験を届けています。ケアの要素は製品・サービスに
組み込まれつつあり、ここで挙げたのはほんの一例に
過ぎません。

思いやりや労りを示すことがビジネスチャンスとなる
今後に目を向けつつ、デザインの役割について考えて
みましょう。デザインを通してケアにおける新しい価値
を創造する方法は数多くあります。

まず、よりアクセスしやすくすることです。ブランドは 
自らが定義する「アクセシビリティ（アクセスのしやすさ）」 
が本当に十分かどうか考え直す必要があります。 
特に、よりケアを必要とする人々にとって数々の障壁が
あるからです。

今日、世界人口（12億人）の15%が何らかの障害を 
抱えています。2020年に遠隔医療の導入が飛躍的に
進んだにも関わらず、健康関連のデジタルサービスの
多くは彼らがアクセスできない状態にあります。例えば、
特定の障害を持つ人々の利用を可能にする機能を 
備えたウェブサイトは全体の10%未満です。そんな中、
障害を持つ人々のデジタルアクセシビリティをめぐる
訴訟の数は増加の一途にあります。
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本稿執筆時点で、トップ100万のウェブサイトのうち 
アクセシビリティの基準を満たしているものは3%にも
達しません。

ケアが行われる場所がデジタルに大きく移行する中、
ブランドは自社チャネル、製品・サービスをアクセシビ
リティの視点から見直すべきです。

二つ目に、メンタルヘルスと安全を優先させることで
す。デザインにおいて人々のメンタルヘルスと安全を
重視することは新しい話ではありませんが、デジタル
上の行動に影響を及ぼそうとするダークパターン（ユ
ーザーが必ずしも意図しない行動に誘導するUX/UI）
がしばしば無責任に利用されることから人々の目が
厳しくなっています。ユーザーにとっての便益やリスク 
とそれぞれの関係を測定するKPIをデザインすること 
は、配慮深い企業であることを示す差別化要因にな 
るでしょう。TikTokは自社のセーフティセンターに 
ウエルビーイングのためのガイドを掲載し、摂食障害な
どに関する情報や専門家のアドバイスにつながるリン
ク集を紹介、また、望ましくないコンテンツを予期せず 
視聴することを防ぐためオプトインを表示するなど 
対策を講じています。

三つ目は、インクルージョンを実現する多感覚デザイ
ンの模索です。多感覚デザインは、わかりやすいもの
から繊細なものまで、意識的あるいは無意識的に 
人々が製品・サービス、環境を体験し反応する方法は 
多様であることを理解する、共感性の高いアプローチで 
す。多感覚デザインは、これまで優位を占めてきたビ 
ジュアルデザインを超えて嗅覚や触覚など他の感覚 
にも訴えかけます。ケアに関してはとりわけ音声に 
大きな可能性があるでしょう。視覚以外に聴覚や触覚などで

知覚できるよう設計する「多感覚
デザイン」は、人々が製品・ 
サービスを体験し反応する方法
が多様であることを認識して 
いるという点で、共感性の高い
アプローチと言えます。
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音声はニュアンスや文脈、感情的な心地良さをもた
らします。「音声SNS」と呼ばれるソーシャルオーディ
オは今、共通の関心事についての会話を通して人々
をつなげています。パンデミックの間、スクリーンから
離れてつながりたいという欲求に押され、ポッドキャ
スト、音声アシスタントの利用、ワイヤレスイヤホンの
ような関連機器の売上を含めて音声サービスは活況
を呈しました。アメリカでは毎月6,700万人がポッド
キャストを聞き、オーディオストリーミングは前年比で 

32％増加、41%の人々が音声検索を毎日利用してい
ます。最近ではTwitterがライブ音声サービスSpaces
の機能を強化し、会話をより簡単に見つけられるよう
にしました。

最後は、新たな視点で従業員体験を細部まで見直す 
ことです。多くの企 業 が古いプロセスの省 力 化や 
効率化に取り組んでいることは、アクセンチュアの最新
CMOリサーチ『マーケティングの断捨離』で指摘した 

通りです。この調査は、マーケターが日々の仕事から
いかに無駄を取り除いて断捨離しているかに着目し
ています。

従業員の精神的負荷を減らすよう社内プロセスやル 
ールをデザインすることは、地味なようでもケアを 
示す重要な方法です。「金曜日には会議を設定しない」
だけでは不十分で、取り組みをさらに進化・深化させ
る必要があります。例えば、購買ツール上でのクリック

右：Oura スマートリングとアプリ
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やページの数を減らしたり、承認階層を最小限にした
り、コラボレーションツール上の通知数を大幅に減ら 
すこと。これらは全てノイズを減らすためのもので、 
無意識のうちに従業員に与えているストレスの軽減に 
役立ちます。雇用主は仕事のあらゆる側面で無駄をな
くし、煩わしい体験をなくすか容易なものに変えるこ 
とで、従業員が本当にすべきことに集中する余地を 
与えることができます。

ケアを示すことはまた、顧客データを保護するために
できることをすべて行うことも意味します。ケアがより
デジタル上で行われるようになるにつれて、健康デー 
タのセキュリティに関わるリスクも増加しています。 
さらに、トレンド4「真実の拠り所」で紹介した内容と重な 
りますが、ケア製品・サービスを提供する企業はあら
ゆるタッチポイントにおいて、ケアに関連する新たな 
情報を求める声に対応する必要が出てくるでしょう。

ケアは常に人間の本質の重要な一部を占めてきまし
たが、今まで以上に目に見えるものとなり、より重い
価値が置かれオープンに議論されるようになりまし
た。これはポジティブな変化です。共感や思いやりを 
示すだけに留まらず、ケアを行動で示したい企業にとっ 
て、デザインは有用かつ効果的なツールとなるでしょ
う。ケアについて語るだけではなく、デザイナーと企業
は共にケアを体現できる余地を作る必要があります。
意図を持ってケアをデザインし、システムに組み込む
ことを目指すべきです。
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フォーマルとインフォーマルの両側面からケアを考え
ましょう。ケアは重要かつ感情面で負担の大きい仕事
だと認識することが大切です。その上で、毎日の仕事
としてケアを行う人々のニーズに沿った製品・サービ
ス、そして関連するKPIをどのように開発するか考えて
みましょう。

ケアはビジネスの取引とは違うことを明確にしましょ 
う。自社にとってケアが何を意味するのか定義し、 
それをデザインワークとコミュニケーションにおける 
指針にしましょう。

従業員や顧客にフラストレーションを与える要因を 
組織から取り除いてください。コミュニケーション、社内 
プロセス、製品・サービスなどでノイズを最小限に 
抑える方法を探し、人々が本当に重要なことに割ける
時間と余地を確保できるようにしましょう。

するべきこと言うべきこと考えるべきこと

FJORD 
からの提案
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アクセンチュア インタラクティブの知見を集約
 
アクセンチュア インタラクティブのデザインコミュニテ
ィに所属する2,000人以上のデザイナーやイノベータ 
ーは、影響力を持ちうるシグナルやトレンドに常に 
注目しています。翌年に向けたレポート作成は前年から 
準備をはじめ、世界40ヵ所以上で開催するワークショ
ップ（6月～8月）、そこで練られたアイデアの編集チー
ムへのプレゼン（8月～9月）を経て磨き上げています。

専門家によるトレンドの検証
 
トレンドの編集後、人材・組織管理、サプライチェー
ン＆オペレーションズ、テクノロジー、サステナビリテ
ィ、研究開発など、アクセンチュアの各専門家による
検証を実施します。

調査支援会社Remesh.ai
 
各トレンドのテーマを検証するため、7カ国（アメリカ、
イギリス、インド、スペイン、中国、ブラジル、南アフリ
カ）で一連のオンラインフォーカスグループ調査（オン
ライン、参加者総数 585人）を実施し調査を社外まで
拡張しました。

Fjord Trends 2022 編集チーム
 
Mark Curtis, Martha Cotton, Nick de la Mare, 

Talya Fisher, Katie Burke, Jussi Edlund,  

Michael Honeck, Quezia Soares,  

Lucia Ciranova, Elisabeth Edvardsen,  

Morgan Smith, Helen Tweedy, Meg Carter.

作成方法

Fjord Trends 2022 調査チーム
 
Agneta Björnsjö, Jhaharha Lackram.

日本版監修チーム
 
Baba Ryoko, Goto Erika, Honma Minatsu, Ito 

Kento, Kim Dohee, Kim Taeheon, Kitani Shizuka, 

Komachi Yoko, Kranz Eduardo, Murakami 

Tomoka, Ohtsuka Mariho, Sakurai Nana, 

Shimizu Haruki, Uesu Yuko, Watanabe Kosuke
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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69万9,000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 accenture.com/us-en を、  
アクセンチュア株式会社の詳細は accenture.com/jp  
をご覧ください。

アクセンチュア インタラクティブは世界をリードする
ブランドのパートナーとして、顧客体験が牽引する 
今日の経済において持続的に成長するための変革を
支援しています。カスタマージャーニー全体を通して 
顧客体験を再創造できるよう、デザイン、マーケティング、 
コンテンツ、コマースの各領域を横断するケイパビリ
ティを提供しています。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
世界最大かつ最も急成長しているデジタル・エージ
ェンシーであると評価され、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。

詳細は下記をご覧ください。

ウェブサイト: accenture.com/jp-ja/interactive-index

Fjord note: https://fjordnet.jp/
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