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読む前に、読むデータ 顧客体験（CX）編

Special Feature

変わる、顧客体験
Special Interview

より快適で、豊かな顧客体験を通じて
商品・サービスを使い続けてもらうために
梅川 健児

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
コミュニケーションデザイン本部 兼 エンゲージメントサービス本部 本部長
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山下 薫

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
エクスペリエンスデザイン本部 本部長
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次世代小売り店舗「b8ta Japan」との“共創”から生まれるもの

TOPPAN SOLUTION
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CASE_1

AIリモート接客サービス

CASE_2

AIカメラ活用

CASE_3

MyAnchor

CASE_4

感情AI Affectiva

CASE_5

VRショッピングサービス

センシング×ギグワーカーによる、
“Push型”の店頭ソリューションが登場
店舗での商品の「選び方」を捉え、購買を後押しする情報をリアルタイムで提供
マ

イ

ア

ン

カ

ー

顔画像を特定できないようにデータ処理。情報流通プラットフォームで個人情報の流出を防ぐ
ア フ ェ ク テ ィ バ

表情を読み取り、感情を数値化。実用レベルの感情認識AI
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実現の日も近い!?

家に居ながらリアル店舗の売り場を体感

各ソリューションサービスの担当者からのメッセージを紹介

担当者の声

商品機能を伝えるためではなく、
“豊かさを届ける”オンラインイベント

桑原 晋さん カレメル アズサさん
株式会社 資生堂

20

BAUM マネジャー

「TOPPAN SOLUTION」
は、
トッパンの情報コミュニケーショ
ン分野のさまざまなソリューションをご紹介するWebサイトで

す。
展示会やセミナーの開催レポートなど、
各種オリジナルコン

トッパン未来ラボ Vol.11

質感記録再現の技術
22

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内

テンツも充実。
本誌
「アイデアノート」
のバックナンバーもご覧
いただけます。
課題解決のヒントとして、
ぜひご活用ください。

NEWS & INFORMATION
詳しくはこちら！

※「アイデアノート」は、 凸版文久体を使用しています。
※本文中の商号および製品・サービス名称は、各社の商標または登録商標です。
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https://www.toppan.co.jp/solution/

読む前に、読む デ ー タ ｜

顧 客 体 験（ C X ）編

「CX
（カスタマーエクスペリエンス）」
というキーワードがビジネスにおいて存在感を増しています。
顧客が商品やサービスを利用することで生まれる
「体験」にこそ価値があるという考え方で、
企業のブランドイメージにも影響します。
実際に、企業担当者が「CX」
をどのように捉えているのかをご紹介します。

1

Data

企業担当者の約6割が取り組みたいのは「顧客体験
（CX）
の充実」
このほか、
「デジタルトランスフォーメーション
（DX）
の推進」
（33.9%）
、
「ファンマーケティングの実践」
（32.3%）
、
「OMOによるビジネス、コミュニケーション」
（30.6%）
が上位を占めました。
●2020年に取り組みたい・注目しているテーマは?（調査対象：広告・マーケティング担当者、 複数回答可）
顧客体験（CX）の充実

62.9 ％

33.9%

デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

32.3%

ファンマーケティングの実践

30.6%

OMO（Online Marges Oﬄine）によるビジネス、コミュニケーション

22.6%

リテールテクノロジーの進化（店頭、POS、顧客データの連携）
と対応
オウンドメディア施策の評価

19.4%

動画の有効活用およびKPI設定

19.4%
16.1%

マーケティング観点からのSDGʼsの取り組み方

14.5%

Cookie利用の規制に伴うデジタル施策の変化

12.9%

データのクリエイティブ活用（広告のパーソナライズ）

11.3%

決済手段の多様化による顧客行動の変化

出典：コムエクスポジアム・ジャパン株式会社「マーケターアンケート2020」より作成

Data
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顧客体験を重視することで、
ブランドへの信頼につながる
製品体験、顧客体験、社会に与える影響の3つすべてにおいて
「信頼」
を得ることができれば、
その恩恵はさらに増すことが明らかになっています。

製品体験に
顧客体験が加わると、
信頼度が上昇！

64

49

+29
ポイント

+14
ポイント

35

製品体験

を信頼する

製品体験と 顧客体験
を信頼する

製品体験、顧客体験と
社会に与える影響
を信頼する

出典：エデルマン・ジャパン株式会社
「2019 エデルマン・トラストバロメーター スペシャルレポート：ブランドは信頼に値するのか」より作成
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Special
Feature

変わる、
顧客体験
顧客中心の体験デザインへ
デジタルは、企業と生活者の関係を大きく変えました。
ニューノーマル時代の到来がさらにそれを加速させ、 多くの企業が価値訴求の転換を求められています。
世界有数の成功企業は、顧客中心の体験を提供することで、ビジネスの継続的な成長を進めています。
ポイントは、顧客の行動をデータで把握し、そのニーズを先読みし還元していくこと。
より良い「体験」
や「サービス」はその先にあると考えます。
今回、社会に提供する顧客体験を向上させるためのトッパンの取り組みをご紹介します。
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Special Interview

より快適で、豊かな
顧客体験を通じて
商品・サービスを
使い続けてもらうために
いわゆる「新しい生活様式」が求められる今、私たちの生活は大きく変化しています。企業もそれは同じこと。
ビジネスの継続を支援していくために私たちができることとは何か ――。
トッパンのマーケティング事業部の2人に話を聞きました。

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
コミュニケ―ションデザイン本部 兼
エンゲージメントサービス本部 本部長

梅川 健児

事業開発、スペースデザイン、セールスプロモーショ
ンなどの担当を経て、2006年にCRM専門会社である

（株）
BrandXingに参画。CRMコンサルティング、
マー
ケティング戦略立案を推進。2011年に帰任し、2013
年より現職。デジタルマーケティング事業を推進。

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
エクスペリエンスデザイン本部 本部長

山下 薫

入社時に営業配属後、広告代理店への常駐など

主にプロモーション領域のプランニングに従事。
その後トッパンがこれまで取り組んできた印刷

事業の外側にある、新分野のビジネス創出を手掛

けるビジネスイノベーション推進本部長を経て、
2020年4月より現職。
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接点で生まれる価値をエクスペリエンスと捉
えて、継続的な顧客体験価値の創出支援を行
うことを目指しています。つまり、目的は梅
川さんのところと一緒ですね。
――2020年はどのような状況でしたか？
山下 リアルイベントは低迷状態ですが、ラ

イブ配信などのオンライン系は好調です。オ

フィスにオンライン配信専用スタジオをつく
るお手伝いなども請け負っています。イベン
トの場合、リアルからオンラインになって、
例えば 1,0 0 0人しか見られなかったものが
一気に10 0万人が視聴可能になるなど、新た

顧客中心で、 サスティナブルな
体験をデザインするために
――まず、各事業本部の主な事業内容から聞かせてください。

な可能性を秘めていると感じています。
梅川 オンラインによって、距離や空間の限界が取り払われ、

確実に同じ体験を共有する人数は増えましたよね。
山下

そうなんです。トッパングループの社内運 動会も、

「eSPORTS FESTIVAL 2021」としてリアルとオンラインを組
み合わせた形で開催することで、全国の従業員が参加できる

梅川 コミュニケーションデザイン本部とエンゲージメント

サービス本部という2つの部門が担っているのは、デジタルマー
ケティングの推進です。例えば、便利なデジタルサービスを提

供し、それをご利用いただくことで、顧客からデータを預かる。
これを統合・解析してニーズを先読みし、さらにサービスを
改善して、継続的に使い続けていただく。そんな、サスティナ
ブルで顧客中心主義のサービスの実現を支援しています。
山下 エクスペリエンスデザイン本部は、昨年までは店頭や販

売促進などのセールスプロモーション領域において、キャン

ようになります。今までにない新たな体験価値が生まれてくる
可能性を感じています。

リアルのデータを可視化することは
企業や生活者にとって価値になる
――実際に、デジタルマーケティングが顧客体験を支えてい
る例を挙げてください。

ペーンやイベント実施などで力を発揮してきた部隊です。しか
し、今般のビジネス環境の変化に伴い、事業部の「Beyond
Sales Promotion」という宣言のもと、企業と顧客のすべての

梅川

株式会社講談社様、株式会社サイバー・コミュニケー

ションズ
（CCI）
様とで、
「株式会社コンテンツデータマーケティ

デジタルマーケティング領域

顧客一人ひとりの“今”を理解し、ニーズに合った“顧客体験”を提供
顧客中心を実現する３つのサービス
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パフォーマンス
マーケティングサービス

データテクノロジー&
プラットフォームサービス

カスタマー
エンゲージメントサービス

顧客の獲得から育成までを統合運用し、
マーケティング成果を最大化します。

すべての顧客体験をIDでつなぎ、
デジタル経済圏を構築します。

顧客のリクエストに寄り添い続ける
サスティナブルなCXチャネルを提供します。

・WEB広告運用
・セールスコンテンツ開発
・マーケティングオートメーション運用
・インサイドセールス運用

・DMP構築
・ID統合、データ運用支援
・オウンドメディア開発
・AI導入支援

・コンタクト運用
・AIチャットボット導入支援
・FAQサイト開発、SNS運用
・マルチコンタクト開発

Special Feature 変わる、顧客体験

ング」を設立しました。データとテクノロジー
を使って、コンテンツの届け方を再構築し、
生活者と最適なコンテンツの出会いを飛躍的
に増やすことで、ビジネス機会を拡大する事
業を昨年、開始しました。多くのコンテンツ
事業者と連携し、コンテンツ事業のDXを推進
する取り組みです。
山下

我々は、ギグワークス株式会社様と、

「A Iリモート接客」システムを共同開発し、
2021年１月にサービス提供を開始予定です。
A Iカメラで顧客の反応を可視化し、そのデー
タをもとにA Iで接客用スクリプトを自動生成
したり、店頭での行動や会話、リアクション
を収集し、購買特性を分析して、顧客体験の
向上施策に反映させることを目指しています。

いろいろある気がします。個人的には勝手にデータをとられる
のは嫌だなと感じることはありますが
（笑）
。

――そうした流れの中で、どのように顧客データを顧客体験
の向上に活かしていくべきだと考えていますか？

梅川 そうなんです。だから、ユーザーに
「嫌だな」
と感じられ

てしまうようなデータのとり方ではだめなのです。例えば、僕

が愛用している大手通販サイトは、いつも本当に僕が欲しいと
梅川 コンビニの店内のようなリアルの場でも、ECと同じよ

思う情報や商品をいいタイミングで教えてくれます。そうした

うに顧客の行動を読み取り、それに合わせて、最適なレコメン

メリットでしっかり返してくれるから、こちらもデータを共有

ドができる仕組みをつくるなどの技術開発を進めています。

してもいいですよ、という気持ちになれるのだと思います。

山下 AIカメラの活用以外にも、感情センシングやアンケー

山下 僕は
「フォートナイト」
や
「あつまれ どうぶつの森」
といっ

ト調査のようなものを発展させるなど、いろいろなやり方を

た、メタバース領域※にも注目しています。みんなリアルでは

探っているところです。

集まれないけれど、そこに集まって会話をしたり、ライブに参

梅川 例えば、自動車ディーラーで営業マンと商談したお客さ

加したり、買い物をしたりしている。今までになかった、ここ

まのSMSに、退店後すぐに、接客についてのアンケートを送っ

での新たな行動データから、リアルの場で感動を生み出す新た

て回答をもらいます。その課題点を店舗にフィードバックする

な体験がつくれる気がしています。

と、顧客体験は大きく改善されます。
山下 ほとんどの人は常にスマホを持って過ごしているので、
移動中も家にいるときも、スマホを通してデジタルの世界とつ

ながっているわけです。そこからデータとして得られることは

※メタバース
イ ンターネット上に構築される仮想の3次元空間。利用者はアバターと呼ば
れる分身を操作して空間内を移動し、他の参加者と交流する（コトバンクより
引用）
。

CXデザイン領域

「受け手」と「送り手」の間に生まれる価値“Experience”を最大化するようデザイン
継続的な顧客体験価値の創出支援

環境分析・戦略策定

・インサイト& ・コアアイデア
ストラテジー ・シナリオプラン

体験価値の創出

体験の演目／演出の提供
・Ad（TVCM、Web動画）

体験づくり

・SNS

・キャスティング

・最新tech ・IPコンテンツ

効果検証／PDCA

・効果検証&
フィードバック

・ストラテジックPR
リアル&バーチャル
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企業活動を
顧客中心主義に変換していく
――今後、顧客体験をさらに向上させていくために、どんな
点に注目していますか。

――2021年、トッパンとしてどのように顧客体験の向上に寄
与していきたいと考えていますか。
山下 先ほど触れたリアルとオンラインのハイブリッド型の体

験開発や、AIでのリモート接客システムなどをはじめ、“make

experienceパートナー”として、企業様と伴走して一緒にサー
ビス開発などを支援していけるようになりたいと考えています。

山下 今、世の中では「CX」
（顧客体験）が盛んに叫ばれていま

そのためには、クリエイティブも非常に重要な要素だと思って

すが、本来のCXは商品に興味を持って選ぶところから、購入、

いますので、部署内にクリエイティブブティックを立ち上げ、

使用、アフターサービス、廃棄までの全工程を網羅するもの。

活動を始めています。

企業は、企業活動のすべてでC Xを評価していくことが必要で

梅川

僕は顧客体験こそが、サービスだと思っています。顧

す。オンライン上での測定は容易になってきていますが、我々

客データを解析し、ニーズを先読みすることで心地良い体験を

の部署では、リアルでもC Xの測定ができる指標づくりを進め

提供する。いってみれば、顧客の要望をいち早く察するホテル

ようとしているところです。

マンのようなイメージです。マーケティングとテクノロジーを

梅川 日本では人口減少が始まり、高齢化も進み、右肩上が

組み合わせることで、世の中の顧客体験をホテルサービスのよ

りの図式は描きにくい状況です。マーケティング戦略も、購入

うに向上させていきたいと思います。ただし、できる限りコス

者を増やすだけの単純な販売促進ではなく、いかに顧客に使

トを抑え、ちゃんと利益が出て、使い続けられる形でなければ

い続けてもらい、ライフタイムバリューを高めるかへ舵を切ら

意味がないと思っています。

なければなりません。そのためには、企業活動を顧客中心主義
にしていく必要があります。2 0 2 0年は、それがより鮮明にな
りましたね。
山下

その通りですね。あらゆる商品の機能が均質化した現

山下

同感です。そのためにも、今後、我々が一層連携して

いくことが大切ですね。
梅川 ええ。サービス開発について、山下さんのところと一緒

に組んで、プロジェクト化をしています。私たちデジタルマー

代では、消費対象はすでにモノからサービスに移っています。

ケティングの部隊と、山下さんのエクスペリエンスデザインの

もはや多くの人を一律に満足させられる体験は難しいでしょう。

部隊が組むことで、冒頭にお話した顧客中心で、サスティナブ

キーポイントはパーソナライズ化。個人のインサイトを発見する

ルな体験を提供していきます。お互いがんばりましょう。

ことや個人の心の満足度を測ることが、重要だと感じています。

●「顧客中心」の実現に向けたトッパンの取り組み
取り組み紹介

1

講談社と凸版印刷、CCIの3社で、コンテンツ事業のDX推進に向けた企業を設立
出版社がコンテンツビジネスで培ったデータやノウハウを、独自のAIやテクノロジーに注入。DMPに蓄積された膨大なデータを解析し、

コンテンツと生活者との出会いを個別最適化するさまざまなソリューションを提供します。
コンテンツ

Content
Data
Marketing

matching

コンテンツと
生活者の出会いを
個別最適化
データとテクノロジーを
使い 、生活者と最適な

生活者
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コンテンツをマッチング

Special Feature 変わる、顧客体験

●「顧客中心」を実現するトッパンのビジネスモデル
トッパンでは、顧客ごとに最適なシナリオを提供する
「パフォーマンスマーケティング」
、顧客の都合に合わせたサポートを提供する
「カスタマー

エンゲージメント」
、データを統合し、顧客ニーズを把握する「データテクノロジー＆プラットフォーム」の連携を通して、横断でトータルコー
ディネートするコンサルサービスを提供しています。

カスタマージャーニーに即したマーケティング運用
検索内容 来訪者に合わせて 顧客の反応を
をもとに
訴求コンテンツ
見て
ターゲティング
を可変
購入特典を提供

WEB広告
運用

デジタル
マーケティング
データ活用により
顧客ニーズを理解し
インタラクティブな
マーケティングを通して
カスタマージャーニーを進める

コンテンツ
発信

MA
運用

商品や
サービス
を購入

インサイド
セールス支援

使い方を
ガイドしたり
24時間質問対応

WEB-FAQ
運用

トラブル時の
安心
問合せ対応

チャットボット
運用

評価をもらい
問題点を
スピード改善

コンタクト
運用

SNS
運用

インバウンド

アウトバウンド
顧客ごとに
最適なシナリオの提供

顧客の都合に合わせた
サポートの提供

【 パフォーマンスマーケティング 】

【 カスタマーエンゲージメント 】

DMP
顧客獲得精度の向上

AI
顧客応対精度の向上

顧客中心
顧客体験の一元化による
データの統合活用

【 データテクノロジー＆プラットフォーム 】

コンテンツ
管理

CXデザイン
さまざまなマーケティングシーンに
合わせてデータ互換が可能な
顧客体験を開発する

行動
管理

ブランド体験装置
の開発

キャンペーン
管理

会員ID
管理

セールスの
非対面化支援

アプリ
管理

EC
管理

SMS
管理

SNS
管理

D2Cチャネル
の開発

SNSコミュニティ
の企画支援

●ブランドサイト

●オンライン商談

●サブスクストア

●SNSキャンペーン

●デジタルストア

●VRショールーム

●ライブコマース

●コミュニティサイト

顧客体験を起点としたマーケティング設計

取り組み紹介

2

ロッテ様の顧客ID統合を支援「LOTTE Membership」
株式会社ロッテ様（以下、ロッテ）では自社オンライン

ショップやファンコミュニティを個別に管理・運用してき

ましたが、顧客の利便性向上と、データ基点のマーケティ

ング活用を図るため、
顧客IDの統合を検討されていました。
トッパンでは、各種サービスを共通の顧客IDで利用でき

る
「ID統合プラットフォーム」
を提供。顧客登録、ログイン、
退会などの基本的な顧客管理の機能に加え、外部連携する
A PI群を実装することで、ロッテが提供する複数のサービ

スへのシングルサインオンを可能にしています。さらに、

共通基盤化することでデジタル広告や店頭プロモーション、

DMP・MAなどの外部サービスとのデータ連携もスムーズ

にしています。

https://members.lotte.co.jp/
https://lotte-land.jp/
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変わる店舗体験

次世代小売り店舗
「b8ta Japan」との“共創”から
生まれるもの
ベ

ー

タ

デジタルガジェットなど、イノベーティブな製品体験を提供することで顧客を呼び込み、
来店客の行動データをマーケティングや製品開発に活かす仕組みを持つ「b8ta Japan」。
トッパンは「b8ta US」への出資と同時に、b8ta Japanとの協業をスタートしました。
共創によって生まれるものとは何か？ その可能性を探ります。

米国発の体験型店舗に出資
トッパンがベンチャー投資＆協業を推進する訳
トッパンは、2万社以上の取引先様との顧客基盤のほか、
ベンチャー企業との共創により、新たな事業創出や新ソリュー

10

といった成長領域への積極的な投資を実行。直近4 年間では
40社以上への出資を行い、協業により支援会社を戦略的パー
トナーとし、企業価値を高める活動を強化しています。その取
り組み例として、
「b8ta US」
への出資と
「b8ta Japan」
との共創
について、ご紹介します。

ションの開発・連携をより一層進めています。現在、独自の

「b8ta」は2015年にシリコンバレーで創業されたRaaS※1の

リソースである「印刷テクノロジー」を軸に、事業の多角化を

先駆けといわれる企業です。社名は製品の「β（ベータ）版」を由

推進するとともに、健康・ライフサイエンス、都市空間・モビ

来とし、米・サンフランシスコのストアオープンを手始めに、

リティ、教育・文化交流、エネルギー・食料資源、グローバル

次々と全米に展開。現在は米国に23店舗、ドバイに1店舗を

Special Feature 変わる、顧客体験

構え、年間300万人もの集客を誇ります。

「b8taテスター」といわれる接客スタッフはいるものの、彼らは

トッパンは、b8ta USへの出資を通じて、日本法人であるb8ta

販売を主目的にしていないため、来店者は購入のプレッシャーに

Japanとの協業を開始しています。RaaSの日本市場拡大と、

さらされません。来店者にゆっくりと過ごしてもらいたいという

新事業の創出を狙いとし、多様化する顧客ニーズに対応した

ストアによる配慮であり、顧客体験を重視しているからです。

次世代小売り店舗ソリューションを提供するためです。また、

このことはb8taがストアを「発見の場」とし、コンセプトとし

トッパンとしては初めて、リテールの売り場を持つことで消費

ていることからもわかります。来店者は思う存分自由に、製品

者の動向を把握し、知見を得ることができるようになりました。

体験に集中できるのです。気に入った製品があればその場で購
入、または後日、出品者のリアル店舗やECサイトでいつでも
購入できます（近日、b8ta Japanオンラインストアがオープン

トッパンのベンチャー投資＆協業の仕組み

予定です）
。

R&D

※1 RaaS
（Retail as a Service）
サービスとしての小売りのこと

PoC

トッパン
グループ

ベンチャー
企業

事業開発
事業提携

健康
・
ライフサイエンス

都市空間
・
モビリティ

教育
・
文化交流

※2 D2C
（Direct to Consumer）
自社で企画・製造した商品を直接、消費者に販売すること

D2Cブランドが注目する、消費者との接点
「b8taテスター」の存在
エネルギー
・
食料資源

グローバル

トッパンの成長領域
共創するベンチャー企業の新たなサービスと、トッパンの持つ

企画力・技術力を掛け合わせることで、新しい社会的価値、
新事業の創出を目指します。

出品者が b8taに期待することの一つに、製品開発や全国展開
前のテスト販売を目的に、試作非売品を出品し顧客の反応を
見たいというケースがあります。通常、スタートアップやD2C
ブランドがリアル店舗を持つことはコスト面でハードルが高く、
彼らは来店者との接点（タッチポイント）を必要としています。
そこで、活躍するのがb8taテスターの存在です。

詳しくは
TOPPAN CVC JOURNALをご覧ください
https://toppan-cvc-journal.jp

b8taテスターはスタッフとして接客はしますが、販売を主
目的にせず、あくまで来店者の
「新たな体験」
のサポートを重視
します。さらに、来店者の生の声を出品者にフィードバック
する重要な役割も担っています。このため、出品者から直接
トレーニングを受け、製品情報のインプットはもちろん、出品
者とのコミュニケーションを大切にします。

リアル店舗はイノベーティブな体験ができる
「発見」と「出会い」の場

このようにして、出品者はb8taテスターから報告された
定性的な情報をもとにマーケティング強化へつなげることが
可能になります。

b8ta Japanは2020年 8月、東京・有楽町電気ビル1階と新
宿マルイ本館1階に同時オープン。メディアでも話題となり、
コロナ禍にもかかわらず幅広い世代の方々が来店しています。
ここでは、来店者が店舗で実際に試作非売品や新製品に
触れることで、新しい体験や発見を得ることができます。一方
で、各メーカーやD2C※2ブランドは契約した区画（約60 cm×
40 cm / 1区画）に自社製品を出品することで、製品をPRする
「場所」
と同時に、来店客の
「行動データ」
を取得できます。出品
料が月額30万円のみのサブスクリプション型（半年契約以上）
で、売り上げマージンも一切発生しません。b8taは、来店者
とメーカーやブランドの「出会いの場」を提供するリアルなプ
ラットフォームといえます。
b8ta Japanのストアには、斬新かつ独創的な製品がところ
狭しと並んでおり、来店者は“発見の連続”を味わうことになりま
す。150前後の製品が店頭に陳列され、製品情報はタブレット
を使って動画などで確認できます。ストアの内装はいたって
シンプルで、製品をPRするためのPOPはありません。また、

b8taテスターは、来店者の声を引き出し、正確に出品者にフィードバック
するプロ。
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b8taが提供する価値
ブランド・製品と
来店客をつなぐ

1

プラットフォームで
手軽に出品

2

魅力的な出店場所を月額のサブス

出品者はダッシュボードへのアク

オンラインストアもオープン予定

販売まで一元管理が可能です。

クリプションで提供・支援。近日、

セスで、出品準備からデータ分析、

です。

3

4

販売を
主目的にしない接客

来店者の行動データ

天井に設置されたA Iカメラ等に

b8taテスターの最大のミッション

より来店者の属性や行動データを

は来店者の「発見」サポート。快適

可視化。蓄積されたデータは出品

者に還元され、マーケティングや

な店舗体験により、出品者にとっ
て有益な声を引き出します。

データマーケティングの肝は“リアル”
来店者の行動データを取得・分析・活用

製品開発に活用できます。

取得データや来店者の声をいかに分析し、活用するか。蓄
積された行動データは、新たな体験と価値を生み出すための
源泉になるはずです。これまでオフラインの店頭マーケティン

出品者は、出品セットアップから店舗でのパフォーマンス

グを重視してきたトッパンは、b8taでのテストマーケティング

管理、在庫管理までをプラットフォーム上で行います。プラッ

を通じた顧客理解に基づき、より精度の高いメーカー様向け

トフォームに一元管理された来店者の「行動データ」は、ダッ

商品開発やマーケティングを支援していきます。

シュボードに可視化されます。行動データとは、性別・世代と
いった属性データのほか、
「製品の前で5秒以上立ち止まった
来店者数」や「b8taテスターがデモを実施した回数」などの来店
者の行動に関する数値です。日々、蓄積された定量情報で現
状を把握しつつ、PR手法で改善が必要と判断した場合、別の
PR動画に差し替えるなどの改良をオンライン上ですぐさま実
行できます。製品のPRに最適な手法は何か、出品者にとって

ideanote Web SPECIAL
b8ta Japan カントリーマネジャー

北川 卓司さんにインタビュー

次世代小売り店舗b8ta(ベータ)がつくるオフラインの価値

※2021年1月26日公開予定

は実験の毎日になります。

トッパンも2区画で出品中！

トッパンも有楽町ストアに、2区画を出品中です。写真は、スマ
ホに挿すだけで匂いが計測できる「noseStick」
（ノーズスティッ
ストアの天井にはA Iカメラが設置され、来店者の行動動線をデータ化
しています。
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ク）
。新たなビジネスでの活用のために、協業先を募っています。

TOPPAN SOLUTION

Special Feature 変わる、顧客体験

AIリモート接客サービス

CASE_1

センシング×ギグワーカーによる、
“Push型”の店頭ソリューションが登場
店頭に設置したサイネージを通して接客スタッフが遠隔から直接、来店者に声をかけ、双方向コミュニケーションが実現する
「AIリモート接客」。
これにより、店頭イベント・プロモーションの来店者属性や生の声をデータとして可視化することが可能になりました。
AIを活用した接客スタッフのスキル向上や「非対面・非接触」対応を可能とする、高度化した店頭向けソリューションをご紹介します。

「AIリモート接客サービス」は、店頭

加えて、商品・ブランドのマスコッ

のデジタルサイネージと遠隔にいる接客

トやイメージキャラクターをアバターと

スタッフを連携した店頭販売のソリュ

して活用したり、接客スタッフをアバ

ーションです。遠隔の接客スタッフが

ターとして登場させる仕組みも導入し

デジタルサイネージ越しに来店者に声

ていきます。

をかけ、身振り・手振りを交えながら

従来は、接客スタッフが店頭やオペ

商品をアピールします。遠隔操作では

レーションセンターに待機し接客して

あるものの、生きた会話を通じて、リ

いましたが、アバターとギグワーカー※

アル接客同様のプッシュ型接客を実現。
また、店頭のデジタルサイネージに

の活用により、テレワーク型のオペレー
ションも可能になっていきます。

搭載されたAIカメラとセンシング技術

このサービスは、ギグワーカーの雇

を活用し、来店者の年齢・性別・家族

用を支援するギグワークス株式会社様

構成といった属性や商品に対する反応

とトッパンが共同開発。蓄積された商

をデータとして可視化。そのデータを

品・ブランドごとの来店者データの分

もとに、AIが接客時のトークスクリプ

析を通して、新しい店頭コミュニケー

トを自動生成・随時更新する仕組みも

ションのスタイルを構築していきます。

導入していきます。これにより、接客
経験の浅いスタッフの販売スキル向上
にもつながります。

店

※ギグワーカー
インターネットを通じて単発で仕事を請け負う
労働者

頭

写真は「A Iリモート接客サービス」システム。
デジタルサイネージに映し出されている上半

分は、遠隔にいる接客スタッフ。下半分は、
広告配信や商品PRに使用します。

接客スタッフ
従来：集約型（オペレーションセンターなど）

声かけするサイネージ
声かけ・
情報提供

テレワーク型

AIカメラが搭載されたデジタルサイネージにより、
来店者の情報取得のほか、声かけアクションなど、
接客スタッフとの連携が可能。

効果の最大化

濃密なデータ
収集・分析

ギグワーカー活用

〈 いつでもどこでも接客の仕事を提供できる〉

アバター活用

〈性別・年齢などにかかわらず、接客の仕事を提供できる〉

顧客の会話やそのリアクションを収集、購買特性を分析し、プロモーションに反映
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AIカメラ活用

CASE_2

店舗での商品の「選び方」を捉え、
購買を後押しする情報をリアルタイムで提供
トッパンは、AIカメラ技術を開発するAWL株式会社様とともに、
リアル店舗で「顧客に共感し、察する接客」
を実現するプラットフォームの開発に取り組んでいます。
具体的には、AIカメラで店内外の顧客の行動をトラッキングし行動を予測。
それをもとにサイネージなどで適切な情報を発信し、顧客が心地良く買い物できるサポートを目指しています。

ECでは顧客の行動データを詳細に把

サイネージの映像や音声でリアルタイ

2つ目は「パーソナライズ」
。複数のカ

握して、個々に合ったレコメンデーショ

ム配信。同時に、機械学習によって識

メラで捉えた来店者を、顔認証等の
「個

ンができます。しかしリアル店舗では、

別精度とプロモーションROIの向上を

人情報」
を取得せずに同一人物と認識し

屋外からの集客、店舗内の検討・購入

図りました。すると、A地点では、A I

て店内行動を追跡。属性・行動特性を

のフォロー、ポイントカードやアプリを

カメラ設置なしに比べて購入率が2.5倍。

具体化する
「Person Re-Identification」

活用した顧客の育成など一連の施策を

B地点では約70％がレコメンドを認識

技術の実装に挑戦します。これによっ

つなぎ合わせられず、個別の施策単位

し、うち9％に影響。C地点は、約85％

て、より個人に最適なレコメンドなどに

でのPDCA運用にとどまりがちです。

が認識し、うち45％が興味・購入意向

活用したいと考えています。

AIカメラを活用することで、リアル店

を示し、いずれも購入率や購入検討に

舗での顧客データを収集して活用し、

優位に影響することがわかりました。

オンラインと同等の施策展開を目指す
ことが可能になります。
例えば、2019年10月から実施してい

3つ目は
「データ活用」
。屋外広告に設
置したAIカメラの情報から、店舗外の

今後はさらなる顧客体験のアップ

行動も連携して把握。POSデータでは

デートのため、3つの観点から挑戦を続

わからなかった一連の購買体験のデー

けます。

タを取得し、
「買い方」
「店内行動」だけ
でなく、
「選び方」の行動モデルの把握

る、トッパン内の売店での実証実験で

1つ目は
「リアルタイム」
。AI推理処理

はこんな成果が報告されています。実

をできる限りエッジ処理化することで、

験ではA Iカメラによってユーザを識別

顧客へのサービス提供の時間を数秒以

トッパンは、これからもさらなる技術

し、店内の「A地点」
「B地点」
「C地点」の

内に短縮し、顧客のアクションの直後

改善とサービス開発に努めていきます。

3カ所で、行動特性に合わせた情報を

に最適なレコメンドを提供します。

を目指します。

AIカメラを活用し、顧

客の年齢層や店頭行動
に合わせたレコメンド
を、店頭の端末でリア
ルタイムに配信。

顧客の行動をトラッキングし、
先回り・予測
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顧客が心地良く
買い物をするサポート

Special Feature 変わる、顧客体験

CASE_3

マ

イ

ア

ン

カ

ー

MyAnchor

顔画像を特定できないようにデータ処理。
情報流通プラットフォームで個人情報の流出を防ぐ
「MyAnchor™」は生活者の意思で必要

個人認証は顔認証をはじめ、生体認

画像は同一人物に見えるものの、AIで

証が主流へと変わりつつあります。AIで

の顔認証では別人として認識される処

以上の情報を提供しない、保持させな

認証できる生体情報は、大切な個人情報

理を施す秀逸な技術です。

いことを実現します。

また、生活者にとって価値のあるサー

トッパンでは、このプラットフォームを

世界的にも課題とされ、データ利活用

ビス、例えばAIカメラで顔パスサービ

スマートシティ、観光、人材、医療、金

との両立が最重要事項となっています。

スを受けるために、AIの顔認証で認識

融、地域経済活性化など生活者に関わ

そこでトッパンでは、生活者が企業

可能な顔画像を、生活者がオプトイン

るさまざまな分野に展開予定です。同時

となり、問題になるのが情報の流出です。

することで初めて企業に提供する技術

から魅力的なサービスを受けるために、

（D-ID++）
も実装予定です。

希望する情報だけを企業に開示できる

これらの技術を活用することにより、

生活者主体の個人情報流通プラット
フォームサービス「MyAnchor™」を開発
このサービスにはプライバシーソリ

企業

個人情報の
預入

ューションの世界的リーディングカンパ
ニー De-Identification, Ltd.様の技術
であり、AIが顔画像を個人特定できな

Original

いよう非識別化する機能も組み込んで
います。具体的には、人間の目では顔

ア

フ

ェ

たサービスの開発も推進していきます。

生活者

しています。

CASE_4

にトッパンのさまざまなソリューション
と連携させ、プライバシー保護を重視し

・写真非識別化機能
（D-ID社）
・個人情報
保管サービス

同一人物
ではない

利用許諾
オプトイン

Protected

魅力的なサービスを提供

ク

テ

ィ

バ

感情AI Affectiva

表情を読み取り、感情を数値化。
実用レベルの感情認識AI
今やAI技術は人の感情を認識するレ

（Facial Action Coding System）理論」

おり、汎用性が高いことも

ベルにまで達しており、アプリやロボッ

に基づく感情分析が用いられています。

トなどの製品のほか、広告・自動車・

FACSとは顔のあらゆる動きを計測・数

トッパンは、Affectiva

教育・ヘルスケア業界へ導入が進んで

値化を行う分析ツールや、表情理論の

社の唯一の日本販売代理

います。この分野で世界をリードして

こと。Affectiva社では、FACSの認定

店・株式会社シーエー

いるのが、感情認識AIエンジン
「Affdex

資格者であるFACSコーダーが表情を解

シー様とプロモーション

析したデータをディープラーニングに取

分野で協業。この最先

り入れているのです。

端の感情認識AI技術を

（アフデックス）
」を提供するAffectiva社
です。

特長です。

同社の強みは、世界最大級の表情デー

また、Affectiva社では開発者向けの

タベースを所有していること。世界87

感情認識AIエンジン
「Affdex SDK」
も提

ビジネス開発を推 進
しています。

カ国から1,000万人以上の顔画像データ

供。これによってさまざまなシステムに

を収集し、独自のアルゴリズムを用いた

感情認識AIを組み込むことが可能に。

ディープラーニングを使って、表情から

オフライン環境でも利用可能なほか、

正確な感情認識を実現しています。

Windows、iOS、Android、Linuxなど

ディープラーニングには、
「FACS

展開していくために、

メジャーなプラットフォームに対応して
15

CASE_5

VRショッピングサービス

実現の日も近い！？
家に居ながらリアル店舗の売り場を体感
東日本大震災で壊滅的な被害を受けた福島県南相馬市は復興のモデル地域として
大きな変貌を遂げている一方で、過疎化・少子高齢化が進んでいます。
2020年、地域経済の活性化と買い物支援のため、VRショッピングサービスの実証実験がスタート。
まるでリアル店舗にいるかのようなショッピング体験が遠隔からできるようになる日も、そう遠くないようです。

ノ

マ

トッパンと「一般社団法人N oMAラ
ボ」 は、南相馬市のスーパーマーケッ
※1

お だか

ような自然な動作での買い物体験の

ほしい」といったニーズに応えるため、

検証も、実証実験で行っていきます。

リアル店舗にいる店員とのコミュニケー

ト「小 高 ストア」※2 と連携し、買い物

今後は、リアル店舗での買い物体験

支援サービスの実用化を目標に2020年

により一層近づけ、顧客体験価値を高

商品を自分の目で見て買うという行

秋、新たな取り組みを始めました。

ションを実現します。

めるために、
「ずばり購入」やコミュニ

動や店員とのコミュニケーションを再

この取り組みでは、これまでのECサ

ケーションを実現する研究開発を進め

現し、まるで店舗にいるような購買体

イトでの買い物では果たせなかった「自

ていきます。ピンポイントで欲しい商

験をバーチャルで実現していきます。

分の目で商品を見て購入したい」という

品を選択・購入する「ずばり購入」の実

ニーズを実現します。消費者はあたか

現で、消費者の「たくさんのお肉の中

もリアル店舗にいるかのように売り場

から鮮度のいいものを選びたい」という

を回遊し、陳列された商品を見て、購

ニーズに応えていきます。またコミュ

入したい商品を選ぶことができます。

ニケーションでは「魚を三枚におろして

※1 一 般社団法人N o M A ラ ボ は、社会課題解決
事業を共創する官民ネットワークです。
※2 小高ストアは、有限会社丸上青果が運営する
公設民営のスーパーマーケットです。

購入した商品は消費者の自宅まで配送
され、遠隔にいながらリアルなショッ
ピング体験が可能となるのです。

●実証実験の体制

このような体験を実現するため、店

技術開発

運用設計

実証実験実施店舗

舗に設置したカメラで、リアルタイム
な売り場の様子を消費者に配信します。
また、
「V Rグラス」や「ジェスチャー操
作」を利用して、実際に商品を手に取る

商品にポインタを合わせ、
掴むジェスチャーをすることで
商品を選択

VRグラスに内蔵された
カメラが手の動きを検知
し、商品を選ぶことがで
きます。顔の向きを変え
ることで、視点を切り替
えることも可能
16

選んだ商品は
かごに追加される

イメージ画面

担当者 の 声
b8ta

トッパンが提供するソリューションサービスの各担当者に、今の気持ちを聞きました。

Q1

現在の取り組みや企画への想い・こだわりは？

Q2

今後、仕事をしていく上での展望や目標は？

詳細はP.10

AIリモート接客サービス

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部 エクスペリエンスデザイン本部
イベントプロデュース部２T 課長

凸版印刷株式会社
事業開発本部
戦略投資センターPOC部 部長

宮田 智博
市場ニーズの多様化、製品サイクルの短期化、よ
り求められる生活者のプライバシーの保護など市
場環境が猛烈なスピードで変わる現代において、オープ
ン・イノベーションから生まれた技術やアイデアを迅速
かつ本当の価値として生活者に提供できるオープン・プ
ラットフォームを目指して取り組んでいます。

A1

私たちの戦略投資センターでは、主に事業シナ
ジーや新たな開発など、戦略的な活用を見込んだ
コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）活動を行って
います。常に最先端の市場動向を把握し、グループ全体
を含めた最適な投資を行うとともに、自ら新しい持続可
能な既存事業の延長ではなしえない新しい分野へ挑戦し、
破壊的事業創出を目指してオープン・イノベーション活動
を今後も進めていきます。

A2

VRショッピングサービス

詳細はP.16

詳細はP.13

中島 肇
私たちは長きにわたり、ヒューマンリソースを活用
したリアルコミュニケーションを提供してきました。
その中でコロナ禍において実施不可となった案件も非常
に多く、残念な思いをしてきました。そこで非接触の
コミュニケーション開発に着手しましたが、この取り組
みを「リアルの代替手段」で終わらせてはいけないと強く
考えています。最大の武器であるリアルは活かしつつも、
+αの価値を生む新しいコミュニケーション手段となる
よう、新しい店頭の形にまで昇華させたいと思います。

A1

本件を通じて、店頭接客が変わったなと思わせたい
です。販売におけるあらゆる情報を駆使して、便利で
快適な買い物システムソリューションをつくっていきたい
です。従来の差別化が図りにくかった販売支援に、明らか
な差をつけていきます。それにより、店頭販売のトッパン
といわれるための武器として、発展させていきます。

A2

VRショッピングサービス

凸版印刷株式会社
DXデザイン事業部 ビジネスアーキテクトセンター
コンシューマーサービス本部 メディア·サービス開発部
メディア·サービス開発チーム

詳細はP.16

凸版印刷株式会社
DXデザイン事業部
技術戦略センター情報技術研究室

若元 友輔

川野 瑠里子
少子高齢化やコロナ禍によって人々の購買行動は
大きく変化してきました。私たちは最新のVR技術
を活用し、老若男女問わず多くの方の買い物を豊かにする
サービスを目指しています。消費者はまるで店舗に来たよ
うに商品を選択できる、また店舗はカメラを店内に設置す
るだけで遠隔のお客さまにも商品を見てもらうことができ
る、というECとも来店とも異なる新しい購買体験を実現
することにこだわって日々試行錯誤しています。

VRを用いた遠隔からの買い物を実現するにあたり、
売り場を見まわす、商品を掴む、といった普段店
舗で買い物をするときと同じ頭や手の動きを操作の中に
取り入れました。この方法により、パソコンやスマート
フォンの操作に慣れていない方や、普段ECサイトなどを
利用されない方でも直感的に扱うことが可能で、まるで
今店舗に並んでいる商品をその場で選んで購入している
かのような体験を提供することを目指します。

私の所属するDXデザイン事業部コンシューマー
サービス本部では、トッパン独自の生活者データ
を取得・蓄積することをミッションに、メディアやサー
ビスの事業開発を行っています。今回のVR買い物支援
サービスの研究開発もその一環です。生活者視点を基点
とした事業開発を進めデータを取得し、ユーザー主権の
世の中で社会や得意先の皆さまに貢献できるトッパンの
マーケティングソリューションにつなげて参ります。

今回の実証実験を通じて、ユーザーの操作や指示
がネットワークを介して現実に作用する仕組みが、
これからの生活様式により深く浸透していく可能性を感
じました。一方、ネットワークを介したことで、人と人
との関係性やコミュニケーションが薄くなっていくので
はないかという懸念もあります。
今後はそれらを補足する、
あるいはより強化するような仕組みを取り入れていきた
いと考えています。

A1

A2

A1

A2
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株式会社 資生堂様

商品機能を伝えるためではなく、
“豊かさを届ける”
オンラインイベント
「樹木がくれる、美しい世界のはじまり」
をブランドスローガンに掲げるスキン＆マインドケアブランド
「BAUM（バウム）」
。
従来のオンラインイベントとは一線を画する、オフライン環境を巻き込んだ体験イベントを提供した意図について、
BAUMマネジャーの桑原晋さんとカレメルアズサさんのお2人に話を伺いました。

――まずは、新ブランド
「BAUM」
について、ご紹介ください。

桑原

発売開始が6月17日で、コロナ禍により、通常のPR発

表会やイベントなどが何もできず、代わりに何かできないかと
カレメル ここ数年、“サスティナブルビューティー”や“クリー

考えたのがきっかけでした。ただし、商品機能を伝えるという

ン”を追求したブランドが伸びを見せる中、これまで資生堂の

より、豊かな時間を届ける、樹木をより身近に感じていただ

プレステージ領域にそうしたものがなかったことから、約3年

ける形を考えていました。そんな折、カリモク家具さんの秋田

をかけて立ち上げた、
スキン＆マインドケアブランドです。テー

工場を見学させていただく機会があり、背景に森が見える資材

マは「樹木との共生」
。樹木の恵みにより肌をきれいにするだけ

置き場の風景を拝見して、この場所からピアノ演奏を配信でき

でなく、例えば、商品パッケージの一部にカリモク家具さんの

ないだろうかと思いつき、企画を組み立てていきました。

家具製造工程で発生した端材を再利用するなど、循環性を
重視しています。

――イベントの概要をお聞かせください。

桑原 ターゲットは20〜30代の男女で、ジェンダーニュート

ラルなスキンケア商品が中心です。何かを購入する際、ただ

消費するだけが目的ではないという考え方は、今、世界的潮流

桑原

オンライン配信はフリーアクセスで、
「木の日」である

10月8日（木）の20時スタートとしました。カリモク家具さんの

となっています。BAUMも「スキン＆マインドケア」を哲学と

秋田工場からチェリスト徳澤青弦さん、ピアニスト阿部海太郎

し、主に、都市で働いている方々で、日々の行動や活動に意味

さんによる、それぞれのオリジナル曲のソロ演奏、および、都

合いを見出し、新しい豊かさを求めている方々を想定して、ブ

内スタジオからBAUMのプロダクトデザインも務めたデザイ

ランドを展開しています。

ナー熊野亘さんとアーティストの諏訪綾子さんによる樹木を
テーマとしたトークライブを組み合わせた、約 1時間の内容
です。豊かな時間を過ごしていただきたかったので、ハイクオ
リティで、ゆとりあるプログラムを目指しました。
カレメル 配信を楽しみながら、樹をもっと身近に感じていた

だくために、
「BAUM BOX」を作り、1,000名様限定で事前に

送付しました。これは、商品サンプルとブランドのエコバッグ、
カリモク家具さんの家具製造工程で発生する数種類の木の端
材、粗さの異なる２種類の紙ヤスリなどの詰め合わせです。
桑原

端材は、視聴者の方々に、実際に木の感触や香りを感

じていただくためにセットしました。ヤスリをかけると、木の
樹木は、厳しい環境の変化にもしなやかに調和しながら何百年も生き続
ける。BAUMは、
「貯水」
「成長」
「環境防御」の３つのはたらきに着目。

香りがたち、手触りも変化します。とても良いメディテーショ
ンの時間になるのではないかと考えました。
――「BAUM BOX」送付対象者様と、そのご招待方法をお聞

感性に訴えかける体験を通じて
ブランドのファンになっていただく

かせください。
カレメル まず、
「BAUM」のインスタグラムアカウント＜＠
baum_global＞のフォロワーの方の中から、共感性の高い投稿

18

――昨年実施されたイベント「TREEDAY 2020」の開催背景

をされている300名様ほどを選ばせていただき、
ダイレクトメッ

をお聞かせください。

セージをお送りして、ご参加を募りました。それから、以前

Special Feature 変わる、顧客体験

オンラインでは体験できないことも参加者に提供したい、という想いのもと「BAUM BOX」を製作。BAUMの香りと、テクスチャーを感
じられるサンプル、商品パッケージに使われているカリモクの木材に直接触れることができる端材、紙やすりなどが入ったB O Xを事前に
送付し、申込者の期待感を高めます。写真
（右）
はカリモク秋田工場の資材置き場。

タイアップ記事を掲載いただいた雑誌「Casa BRUTUS」さん

カレメル これからも、BAUMに興味をお持ちくださった方々

の会員の方にも、イベント告知のメールをお送りし、参加者を

とは、コミュニティのメンバー同士のような、あまり一方通行

募集しました。おかげさまで、わずか2、３時間で規定数に達

ではないコミュニケーションを続けていけたらと考えています。

しました。

そうすることで、いわゆる顧客データのように数値化したとき
には出てこない、質の高い関係性が生まれ、それがブランドの

自宅でくつろぎながら、
樹木を身近に感じていただく

財産になるのではないかと感じています。
桑原

今回、私たちが企画を立て、トッパンさんには、動画

制作配信と、BAUM BOXの製作から送付までをお願いしまし
た。私が改めて感じたのは、モノがつくれるというのは、トッパ

――今回の企画を通しての手応え、今後トッパンに期待する

ンさんの大きな強みだということです。私たちとしては企画に

ことなどをお聞かせください。

思い入れが強いだけに、ちゃんとモノをつくった経験がある
方々と アイデアをすり合わせながら、密に組んで動画や制作

桑原 オンラインとオフラインのバランスが非常に良く、ご自

物をつくっていけるのは、非常にありがたいことでした。今後、

宅でくつろぎながら、樹木を身近に感じていただくという、

物事はどんどんバーチャルになりがちだと思いますが、だから

豊かな顧客体験をご提供できたのではないかと感じています。

こそ、手触り感が求められてくると感じています。ですから、

体験者の方々からも、非常に好意的なご感想を多数いただき

私たちはこれからも、全方位的な新しいブランド体験をつくっ

ました。インスタグラムに関連画像を上げてくださった方も

ていかなければいけないと思っています。

多かったです。

株式会社 資生堂
BAUM マネジャー

桑原 晋さん

株式会社 資生堂
BAUM マネジャー

カレメル アズサさん
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トッパン
未来ラボ
TOPPAN MIRAI Laboratory

Vol.11

高精細なCG映像により
モノの“質感”が視覚情報に！

［質感記録再現の技術］

従来の写真やCGではわかりづらかったモノの「質感」。トッパンでは、
モノの価値を表す素材感に注目し、実物を忠実に再現するCG映像技術
を開発し、活用しています。
トッパ ンの技術で
未来を明るくする！

VRグラスをかければ、
まるで本物の商品を見ているかのように
高級品の繊細さやきらめきを感じることができるでしょう。お財
布の紐がゆるくなってしまうかも……。

普段ならお目にかかれない、深海生物の透明感や手触り感に
きっと魅了されることでしょう。地球上の同じ住人として、動物
や生物への関心が高まるかもしれません。

ミュージアムに出掛けなくても、一生に1度は見てみたい、
あの芸
術作品を身近に感じられる日がすぐそこまで来ているかも……。
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光沢感・柔らかさ・透明度……。“素材感”が、価値判断を支えている
モノの魅力を知るために必要不可欠な「素材感」。例えば、

同じ部分でも見る角度で印象が変わる

いちごを見て「おいしそう！」と思うのは、つやつやした表面
やそのみずみずしさから鮮度を感じるからではないでしょう
か。同じように、油彩画を見たときに「美しい！」と感じる
のは、その凹凸感から力強さを感じたり、見る角度によって
絵の印象が変わる様が面白いからなどの理由があるはずです。
このようにさまざまな素材感をよりどころにして、私たちは

いちご

日々、モノの価値を判断しています。

色と凹凸を感じる

光沢を感じる

CGを用いて、
まるで本物のように再現
金箔は一見、平面状ですが、よく見ると表層の部分の凹凸

ジメント技術を用いて「見え」※を再現します。このようにデ

感や光沢感が照明や観察する方向によって変わってきます。

ジタル複製することで、これまで伝えることができなかった

質感記録再現技術では多方向から照明を当て、高解像度カメ

物体の持つ“質感”を視覚的な情報にして、デザインシミュ

ラで撮影することで、入射光に対する反射光の変化を余さず

レーションやデジタルカタログなどに活用しています。トッ

取得します。このデータをトッパン独自のアルゴリズムで解

パンでは、計測に基づいて実物の質感を記録し、忠実かつリ

析し、物体の持つ質感の要素
「色」
「凹凸」
「光沢」
を記録します。

アルタイムなCG映像として表現する技術を開発しています。

質感再現の際には、解析したデータおよびCGやカラーマネ

※CGを用いて本物のように再現した映像表現のこと

「質感記録再現」の工程図

多方向照明撮影

データ解析

デジタル複製

照明条件
再構成

要素分解

微細
凹凸

さまざまな照明条件下での「見え」

色※

再現結果

リアルタイムCG
カラーマネジメント

光沢
特性

※金属は色素を含まないため、色成分はなし

文化財特有の質感をVRで再現する、
デジタルアーカイブ技術
質感記録再現技術を応用し、東京国立博物館所蔵の重要文

この質感データを活用することで、光の変化に応じた屏風の

化財
「風神雷神図屏風」
のデジタルアーカイブを実施しました。

「見え」
など、これまで困難とされてきた文化財特有の質感を

この技術を用いることで、照明環境や観察する方向に依存

VR上でより忠実に再現することが可能になりました。

せずに、文化財そのものの質感データを精確に保存できます。
照明角度を変えて撮影

解析結果

詳しくはこちら
VR作品『風神雷神図のウラ
ー夏秋草図に秘めた想いー』
監修：東京国立博物館
制作：凸版印刷株式会社

環境光（室内の光）による
金箔の光沢再現の動画は
こちらからご覧いただけます。
色

微細凹凸

光沢特性
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Atte

トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
Scale:2020.9.25
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

VI_font

非アウトライン化

アウトライン化

カラーパレット

ニューノーマル時代の新オフィス
「Atte（アッテ）
」
をオープン

Atte
Atte トッパンは、多様で柔軟な新しい働き方を実現し、イノベーション
Atte 創出を今まで以上に推進する新オフィス「Atte」を飯田橋駅前に開設
しました。
「直接会って対話する価値」をコンセプトに、リアルな場だ
Atte
からこそのイ
ノベーションを創出させる、ニューノーマル時代に対応
Atte
した新たなオフィスです。
Atte
Atte 全席フリーアドレス制を採用し、コワーキングスペース／リラクゼー
Atte ションカフェを併設することで、組織に捉われずコミュニケーション
Atte を図ることができます。また、トッパンが提供している、映像·音·香
「Your
サブロゴ（仮）
Atteり·照明を活用し、集中力を高める空間演出ソリューション
Space™」を導入した 会議室を設置。打ち合わせメンバー全員のパ

1

オフィス

新オフィス
「Atte」
コワーキングスペース

フォーマンス向上を促します。

さらに、トッパン開催のウェビナーやプレゼンテーション、インサイ

ドセールスに活用でき、提案・営業活動のオンライン化を加速させ
るLIVE配信スタジオを完備しました。

オフィス内には、キズ・汚れへの耐性を高める「Smart NANO」

仕様の化粧シートが採用されたワークテーブルや、電源のオン・オフ

で透明・不透明が瞬時に切り替わる液晶調光フィルム
「LC MAGIC」

をはじめ、トッパンのさまざまな商材を導入。快適な環境を構築

 オフィスは、新型コロナウイルス感染拡大防止 の 観点から、所属部署以外 の
本
利用は、現時点では不可となっております。

することで、従業員のエンゲージメント向上を期待しています。

「世界のブックデザイン2019-20」開催

展示会

印刷博物館P&Pギャラリーでは、
「世界のブックデザイン2 019 -

20」展を開催中です。本展では、2020年3月に発表された「世界で

最も美しい本コンクール」の受賞図書1 1点のほか、4カ国（ドイツ、

スイス、カナダ、中国）のコンクール受賞図書を加えたおよそ90点

を展示しています。

主な展示内容：
● ドイツ「Die schönsten deutschen Bücher 2020」28点の受賞図書
● スイス「Die schönsten Schweizer Bücher 2019」14点の受賞図書
● カナダ「Alcuin Society Awards for Excellence in Book Design in
Canada」11点の受賞図書
●中国「中国最美的书2019」25点の受賞図書
●世界で最も美しい本コンクール「Schönste Bücher aus aller Welt 2020」
11点の受賞図書
会
期：2020年12月12日～2021年4月18日
会
場：印刷博物館 P&P ギャラリー 入場無料
開館時間：10:00～18:00 ※入場はオンラインによる事前予約制

そのほか最新情報はホームページをご覧ください
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