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TOPPAN SOLUTIONはトッパンが
提供する総合ソリューションをもとに“発
見”と“解決”を提供するWebサイトです。
サービス、セミナー・展示会、情報誌
ideanote等の情報を随時更新していま
す。サイト内では、幅広いソリューショ
ンを課題別、導入事例別、カテゴリ別
に掲載。貴社が抱える課題をトッパン
のソリューションが解決します。

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内

https://www.toppan.co.jp/solution/

詳しくはこちら！
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12 新技術・メタバース分野

仮想空間メタバースで広がる新たな体験
Case  東京マラソン バーチャル EXPO 2021
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多様化の時代における
これからのCXとは？

P.10

入門編 04

顧客体験価値は
なぜ重要なのですか？

P.6

入門編 02

CXとは、
どのような考え方ですか？

P.4

入門編 01

CXをマネジメントするために
注意することはありますか？

P.8

入門編 03

顧客ニーズの変化や、加速するデジタル環境への対応と相まって、CX（カスタマーエクス
ペリエンス）が多くの企業で重要視されています。また、部門間横断の取り組みも増え、マー
ケティングの視点・知見は部署を問わず求められるようになってきました。私たちは、ど
のような視点でCXに取り組んでいけば良いのか―。サービスマーケティング研究の第一
人者である青山学院大学経営学部の小野譲司教授に教えていただきます。

よくわかる！
顧客体験のはなし

Supervision 〈監修〉

小野譲司さん著書を
抽選で5名様にプレゼント！
応募締切：
8月31日（水）まで

生産性出版　『サービスエクセレンス：CSI診断
による顧客経験 [CX]の可視化 JCSI（日本版顧
客満足度指数）ガイドブック』小野 譲司／編著 
小川 孔輔／編著　森川 秀樹／著

※ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

解説します！

Special
Feature

CX入門編

青山学院大学経営学部マーケティング学科 教授

小
お の

野 譲
じょうじ

司さん
明治大学商学部、慶應義塾大学大学院経営管理研究科博士課
程単位取得後、2000年、博士（経営学）。明治学院大学経済学
部などで教鞭を執り、2011年より現職。サービス産業生産性
協議会JCSI（日本版顧客満足度指数）アカデミックアドバイザ
リーグループ主査。著書に『顧客満足[CS]の知識』（日本経済
新聞出版）、小野譲司・小川孔輔編著『サービスエクセレンス：
CSI診断による顧客経験[CX]の可視化』（生産性出版）。

＼ 簡単なアンケートにお答えください！／
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CX COMMENTARY

そもそもCXとはどのような考え方で生まれ、どのような効果を生むものなのでしょうか。
まずはCXの成り立ちと基本を紹介します。

CXについて
経営学ではどのように
扱われているのですか？

CXに関しては、サービスの品質や
顧客の経験、満足度に関する研究などが、

企業の利益につながる
重要な課題として、さまざまな
テーマで取り組まれています。

CX（カスタマーエクスペリエンス）とは、
どのような考え方なのか？

入門編

01

CXについてはオンラインとオフラインの顧客接点での一貫
した経験をデザインし、実行すること、その経験の中で機能
的な価値と情緒的な価値をどう顧客に提供するかといった課
題を中心に議論されることが多いと思います。それ以外にも、
さまざまな角度から議論がされてきた経緯がありますが、少
し高い視座から見ると、「カスタマーセントリシティ（顧客中心
主義）」の流れをくむ考え方と言えます。さらに、その歴史をた
どると1970 年代の消費者問題や苦情処理などの「消費者不
満の解消」にさかのぼることができます。1980〜90年代には

「CS（顧客満足度）経営」や「ロイヤルカスタマー」といった考え
方が広がり、単に顧客の不満を取り除くだけでなく、ロイヤル
カスタマーやリピーターといった収益の最大化につながる顧
客をいかに育てるかという考え方が生まれました。

2000年代に登場した「CRM（顧客関係管理）」により、マー
ケティングの世界では一つの転機を迎えました。主に通販企
業や金融といった、当時から顧客との取引データを保有して
いる業種の中から広まった手法で、さまざまなデータからロイ
ヤルカスタマーの中でも自社に利益をもたらしてくれる「優良
客」を可視化できるようになりました。また、スマートフォンの
登場により、売場はリアル店舗だけでなくオンラインへと急速
に広がり、企業と顧客の接点が多面的に拡大していきました。

その流れを受けて2010年代には、顧客との新たな関係性
をつくる「CXと共創」がテーマになりました。顧客がどのよう
な経験を経て優良客に育っていくかを分析する仕組みが生ま
れ、顧客が製品やサービスの購入に至るまでのプロセスを旅
に例えた「カスタマージャーニー」や、顧客との関係を深めて
付加価値が高い良好な顧客関係を築く「カスタマーエンゲージ

メント」といった概念が知られるようになります。また、ソーシャ
ルメディアの登場によりクチコミの威力が可視化されました。
自社商品をSNSに投稿したり、拡散してくれたりと、企業にメ
リットをもたらしてくれる顧客の存在です。大切なのは単にた
くさん購入してくれる顧客だけではないことに気づき、ソー
シャルメディアを通した人々のクチコミや推奨によって新規客
を育てることにも、力が注がれるようになりました。以前は単
に苦情として捉えていた声も、今では企業に新しい気づき
や改善点などを与えてくれる貴重な存在と捉えられています。
最近ではユーザーの声を取り入れた商品開発に取り組む企
業が増えています。

時代の変化により顧客との関係性は多様化し、顧客との接
点を点ではなく面で捉える必要があります。そのためには各部
署が保有しているデータを統合し、顧客にとってシームレスな
体験をどう構築していくかが重要になると考えられています。

また、商品やサービスを機能的価値のみで考えると、他社
との差別化が難しくなるだけでなく、模倣されてしまう可能性
もあります。機能的価値の差別化・強化が競争優位の源泉に
つながりにくい今、情緒的価値に紐づく体験を提供すること
は大切な視点です。情緒的価値とはその商品やサービスから
受ける印象のうち、うれしさ、楽しさ、驚き、安らぎなどといっ
た顧客のポジティブな感情を刺激する価値です。サポート体制
の良さや問い合わせへのレスポンスの速さ、商品が顧客の手
元に届くプロセスなど、その関わり方や関わる人も複合的な
ものとなっています。そのため昨今では、商品やサービスに関
わる一連の経験=CXを多くの企業が見直し始めています。

顧客と企業との
関係性が多様化

顧客の評価は
機能的価値から情緒的価値へ
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CX COMMENTARY

CX（カスタマーエクスペリエンス）とは何か

顧客中心主義は、企業経営において顧客に重きを置く考え
方で、「財務志向」「技術志向」と比較して「顧客志向」と呼ばれ
ることもあります。ただし、顧客中心主義は「すべての顧客を
満足させること」を目指す考えではないことに注意が必要です。
戦略的に、対象とすべき顧客セグメントを特定して、そこに重
点を置いてサービスの設計・提供をしていく考え方であると
いう捉え方もあります。時代ごとに見ても、中心となる関心
事や重点課題は変化しています。

例えば、1980年代までは「マイナスからゼロにすること」（不
満の解消）が中心でしたが、1990年代には、ゼロからプラス、

CXは「Customer eXperience」の略語で、「顧客体験」「顧
客体験価値」などと和訳されます。商品やサービスを使用時の
体験・経験だけでなく、商品を知る、購入する、アフターフォロー
を受けるといった企業と顧客とのさまざまな接点から得られ
る一連の体験を対象としています。CX向上に向けての活動は
価格・機能面だけでなく、経験から得られる情緒的・感情的
な価値に着目した取り組みです。CXと似た意味の言葉に、
UX（ユーザーエクスペリエンス）がありますが、CXが一連の
顧客体験全体を対象にしているのに対し、UXはユーザーが
UI（製品・サービス）と接したときの経験を指す傾向がありま
す。また、CXは企業の商品や無形のサービス、ブランドなど
幅広く使われるのに対して、UX はウェブサイト・アプリ・製
品などを指すことが多い傾向もあります。

つまり、「いかに顧客の期待を超える体験を提供できるか」に
重点が置かれます。顧客の「ディライト（感動）」を生み出すこと
に焦点が当てられるようになりました。「普通に満足」を超えた

「極端な満足」というスローガンを掲げた企業もありました。
また、2000年代まではその時点でのリピート率だけを中心

に「優良客」を考えていたのに対し、2010年代には、顧客が生
涯でどれくらい利益をもたらすかという考え方を基に、既存
客と「将来の優良客予備軍」である新規客のバランスを考える
ようになるなど、時代によって中心となる課題が変わり、それ
に伴って戦略や施策がとられています。

2010年代2000年代1990年代1980年代1970年代

消費者不満の
解消 CS経営 CSと

ロイヤルティ CRM CXと共創

新規市場の
開拓

顧客維持と
顧客奪還

ロイヤル
カスタマー育成 優良客 優良客2.0

キ
ー
ワ
ー
ド

コ
ン
セ
プ
ト

出所：青山学院大学経営学部・小野譲司教授作成資料より抜粋

●消費者問題
●苦情処理
●企業責任として
のCS

など

●「真実の瞬間」
●「逆さまのピラ
ミッド」
●権限委譲
など

●「ディライト」
　（感動）
●「Noと
　いわない」
●ワン・トゥ・ワン
など

●RFM／LTV
●カスタマーエク
イティ
●ロイヤルティ
マーケティング
など

●カスタマー
ジャーニー
●カスタマーエン
ゲージメント
●パーソナライズ
など

商品やサービスに
関わる一連の経験

商品やサービスを
直接使う体験

サービスや商品の
使いやすさ

CX
ユーザー

インターフェース
（UI）

ユーザビリティUX

DXなど新たなテクノロジー活用も
顧客の体験価値を向上して、売上・利益拡大に

CS（Customer Satisfaction）【顧客満足度】
商品やサービスで、顧客がどれだけ満足したかを測る指標。1980
年代に顧客のことをよりよく理解し、彼らが求める商品・サービス開
発を目指す顧客志向のマーケティングが重視されるようになった。

ロイヤルティ
企業のブランドや商品・サービスに愛着をもつこと。顧客ロイヤル
ティを向上させることで、長期的に愛着を持って利用してくれる顧客
ができ、継続的な収益の確保が期待できるようになる。

顧客中心主義の歴史・流れ

CXの定義

顧客中心主義は、顧客セグメントが必須

左の図表は、時代ごとにどの顧客
セグメントを中心にマーケティング
施策が展開されてきたか、経営の
重心の推移を整理したものです。
1970年代の課題の中心だった「消
費者不満」が現在なくなったわけで
はなく、今でも多くの企業が抱え
る課題の一つです。時代の変化に
応じて、現代の顧客に合わせた対
応方法が必要となっています。

ワンポイント

知っておきたい！ CX用語集
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CX COMMENTARY

顧客や商品のデータを
どのように活用すれば
良いでしょうか？

顧客行動の可視化や
インサイトの把握に活用し、
商品がどんな価値を

提供できるかを考えてみましょう。

実際にCXを考えていく上で、「行動データ」と「インサイト」の
二つの情報が、大きく分けて必要とされます。
「行動データ」は、現実の顧客の行動を可視化するための情

報です。いつ訪問し、何を閲覧し、最終的に何を購入したかと
いった購買までの一連のデータで、POSデータもその一種です。

顧客の行動データとともに、より良いCXを検討するために
は顧客がなぜ購入に至ったかという「インサイト」の把握も必
要不可欠です。店頭での行動観察も、隠れたインサイトを把
握するための一つの方法ですが、それだけでは取得できる
データが限定的です。そこで活用したいのが、日常的に集まっ
てくるお問い合わせやコメントといったVOC（顧客の声）です。

VOCを扱う時に注意したいのは、声を上げてくれる顧客の
意見が少数の限られた顧客の声である可能性があるという
点です。もちろん、商品・サービスの改善や創造に向けての
仮説を発見するヒントになり得ますが、その声が顧客全体の
意見を反映しているとは限りません。また、自社内部で独自
で行う来店客調査も偏りが出ることもあります。

一つの考え方として、物事の全体像や実態を把握するため
には、適切な調査方法を用いて母集団に近い形の縮図から
データをあぶり出していくことが大事です。

体験価値を強調するマーケティングでは、「情緒的価値」にも
注目が集まります。それは、ポジティブ・ネガティブに関わらず、
感情が高ぶった経験を伴う出来事は記憶に残りやすいという

特徴をもつからです。
例えば、海外旅行で絶景を目にして感動した経験はその後

何年も記憶に残り、「またあの場所を訪れたい」というふうに
プラスの記憶として残り続けます。反対に、ツアーガイドのミ
スで飛行機に乗り遅れた、体調を崩した、といったネガティブ
な経験をすれば「二度と行きたくない」と思うでしょう。楽しい、
うれしい、いい意味での驚きなどといった経験をした顧客は、
ブランドロイヤルティが高まりやすい傾向にあります。私たちは、
旅行で体験した一つひとつの出来事を詳細に思い出して、良
い旅行だったとか、酷い旅行だったと振り返るというよりは、
印象に残った出来事を想起して判断してしまうから、と考えら
れます。裏返して考えると、顧客が特に不満に感じた経験やト
ラブルがあったら、企業ができるだけ早く、適切にリカバリー
をすべきなのは、そうした顧客経験の特徴を踏まえれば、合
理的な対策と言えます。

また「社会的価値」についても注視しておくべきでしょう。 
社会的価値とは、企業が社会の持続可能な発展に寄与する事
業を行うことによって、社会全体が享受できる価値のことを指
します。創造する社会的価値が高いほど、企業ブランドが高ま
り営業利益を拡大できるというものです。

従来から言われているCSR（企業の社会的責任）や昨今の
サステナビリティは、広い意味で社会的価値に関わることです。
例えば、ホテルに宿泊した際のシーツやタオルの取り替え、
プラスチック製の歯ブラシやクシは使い捨てされます。ファスト
フードでドリンクに使うプラスチック製ストローと同じです。人々
が商品・サービスを実際に使う場面も顧客経験の一部ですの
で、地球環境にマイナスの影響を及ぼしそうな行為をできる
だけ控え、プラスの影響をもつような行為をすることで、顧客
はその商品・サービスを通した社会的価値を体験していると
考えられるでしょう。

「行動データ」と「インサイト」を
偏りに注意して把握することが大切

情緒的価値と社会的価値の
向上が事業継続を盤石にする

CXの向上のためにどのようなデータを収集し、どのように活用することが重要なのでしょうか。
また、商品のもつ機能的価値だけではなく、情緒的価値や社会的価値の重要性とは？

顧客体験価値を見極めて
ブランドロイヤルティを高める

入門編
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CX COMMENTARY

情緒的価値がどのように分類できるかは、コロンビア大学
ビジネススクール教授のバーンド・H・シュミット教授が提唱
した考え方が参考にできます。『経験価値マネジメント』（2004）
の著者であるシュミット氏は、顧客経験価値を、どのような感
性や感情に訴える価値かで5つの戦略的モジュールに分類し
ました。「Sense（感覚的）」「Feel（情緒的）」「Think（知的）」「Act

（行動、ライフスタイル）」「Relate（社会的）」と定義し、それを
把握することで、製品と企業との関係を戦略的にマネジメント
することを目指しています。

継続的に購入

情緒的な価値

美味しく豊富なメニュー

選べる楽しさ、
カスタマイズの多さが
飽きない！

店舗の雰囲気が好き、
サービスも良い！
SNSで評判をよく見る！

ただし！ 顧客により最適なCXは変わります

潜在意識

商品やサービスが持つ基本的な特徴

機能的な価値 機能的な価値

急いでいるときは
すぐ購入できるお店が一番！

他に同等なものが
あれば離反も

商品やサービスを
買うことで
社会貢献ができる！

他者や社会に与える
価値を評価する
　　　　　　  　も
顧客体験価値を高める
ポイントとなります。

社会的な価値

環境保護活動を
しているから
応援したい

顧客体験価値を
高めるポイント！

ついあのお店で
コーヒーを
買っちゃうな～

人気のコーヒー
チェーンの場合

例

先述のように、商品やサービスが提供する価値は「機能的
価値」と「情緒的価値」の二つに分ける考え方があります。「機
能的価値」は商品やサービスそのものが持つ性能などに由来
する価値で、例えば「豆やミルクが選べる喫茶店」など客観的
な事実や、定量的な基準で他社と比較した優位点を示した価
値です。一方「情緒的価値」は、商品・サービスを利用した顧
客が受け取る感情面への価値で、「都会の中なのに、ゆった
りした時間が過ごせる」といった内容です。

商品やサービスの性能や品質は時間とともに同質化しやす
く、差別化が難しくなります。そのため、商品の持つ機能的価
値だけでなく、どのような情緒的価値を訴求するか差異化を

図ることが重要になります。また、情緒的価値を高めていくこ
とは、企業やブランドへの好意の形成につながり、長期的な
企業の競争力にもなり得ます。

顧客への提供価値の分類は、機能的価値・情緒的価値の
2つの分類以外にもフレームワークがあります。例えば、価値
の一つに「社会的価値」がありますが、これは自分だけではな
く、他者や社会に与える価値を評価したものです。近年では
商品を購入することでその一部が寄付や社会貢献につながる
キャンペーンや企業発信のSDGsビジネスなど、「価値を共創
する」活動は広がり重要視されています。

SENSE

FEEL

THINK

ACT

RELATE

感覚的経験価値

情緒的経験価値

情緒的経験価値

肉体的経験価値とライフスタイル全般

準拠集団や文化との関連づけ

知覚を刺激する体験：美しさ、美味しさ、触り心地といった五感

感情に訴えかける体験：かわいい、楽しい、感動などの感覚・感情

知性に訴えかける体験：興味深い、勉強になる、面白いなど

共感できる体験：自分ごと化、憧れ、やってみたいなど

社会的意義を訴えかける体験：社会的に良いことをしている喜び

その商品が持っている価値は？

経験から得られる価値の分類方法

機能的価値+情緒的価値が差別化のポイントに

情緒的価値の分類

VOC（Voice Of Customer）【顧客の声】
評価、苦情、要望、問合せなどが幅広く含まれる。近年、顧客とのコ
ミュニケーションチャネルを拡充したことにより、VOCの大量収集が
容易になり、各種改善や開発等への有効活用が期待される。

NPS®（Net Promoter Score）
顧客からの推奨度を知るための指標。「対象の商品やサービスを同
僚や友人などに薦めたいと思うか」という問いの回答からスコアを
算出する。

知っておきたい！ CX用語集
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CXを向上させたいのですが、
何から始めれば
良いのでしょうか？

顧客と商品やサービスの接点が
多様化しているので、

全体像を捉えてマネジメントして
いくことが大切ですね。

顧客にシームレスかつ最適な体験を提供するには、企業の部
門間連携は必須です。商品と接している時、顧客はその企業を
営業部、サービス部、製造部といった縦割り組織の部門で見て
いるわけではありません。しかしながら、連携不足によりCXが
うまく機能していないケースは少なくないようです。さらには、一
つの企業でも、社員、派遣社員、アルバイト、あるいはパートナー
企業の社員など、さまざまな価値観を持った人が働いています。
特に、本社の目が行き届きにくいパートナー企業にまで価値観
の統一を図ることは想像以上に難しいものです。

カスタマージャーニーに沿った素晴らしい顧客体験CXを実現
するサービスをデザインしたとしても実行できなければ「絵に描
いた餅」に終わってしまいかねません。それゆえ、組織をどうつ
くるかが重要です。CX部門の新規立ち上げや部門機能の改善
には、本社かつ社長の直轄に近い部門や、全体を見渡せるよう
な場所に部署を配置することが大切です。CX統括の司令塔を 
設けて、部署横断のチームを設けるのも良いでしょう。C Xに関
わる部署が密に連携できるよう、物理的に近い距離での配置や、
IoTを活用したネットワーク構築などが有効です。

昨今のCXの議論において、実際に企業で行うマネジメントの
多くは、ペインポイント（顧客にとっての痛点、つまり、不便、不快、
面倒、苦痛なこと）をできるだけ排除していく動きが多くなります。
改善の効果が出やすいものもペインポイント潰しだと思います。
顧客経験の観点からすると、心地よい、効率的で、流れるような
体験となる一方、良くも悪くも感情が動かないフラットな体験を

提供することになります。機能的な価値を提供する商品やサービ
スでは、ベストなオペレーションかもしれません。一方、情緒的
な価値を訴求する商品やサービスでは、感情が伴う経験を提供
できないため、企業の商品やサービスが記憶に残りにくくなって
しまいます。ペインポイントとは逆に、ゲインポイントをどうつく
るか、何かしらの楽しみやサプライズを加えていく必要がある
というわけです。感動やサプライズというと、少し大げさな仕掛
けをイメージしがちかもしれませんが、それは決して非日常であ
る必要はなく、些細なことでも、顧客の印象に残ったり、ポジティ
ブな感情を生み出しうることを指摘する研究もあります。

例えば毎日行くコーヒーショップで、いつもする注文を店員さん
が覚えてくれて「豆乳に変更ですね」と声をかけることも立派な情
緒的価値を生む体験です。顧客に小さな喜びを感じてもらうこと
で、それまではカフェラテしか頼まなかった人が時 ド々ーナツを購
入するなど、徐々に客単価が上がります。このような小さな積み
重ねが優良客に育てるための上昇スパイラルを生みます。

ただし、人はそれぞれに感動のツボが違うということも理解
しておきたい点です。例えば、経験の少ない顧客（=新規客）には、
ちょっとしたサプライズで感動を与えることができても、経験豊
富な顧客（=常連客）にはそれが当たり前となり、容易に感動を
与えられなくなります。むしろ常連客にとっては、従業員の知識
が豊富であるとか、とっさのときに即座に対応してくれたことが
感動ポイントになりやすいということも研究の結果、分かってい
ます。何よりも、顧客は常に真新しい経験を求めているわけでは
ありません。時と場所によって変化するので判断が難しいところ
です。それらを見極めるには観察力が必要で、これをAIに置き
かえることは容易ではありません。人の観察力や臨機応変な対
応が必要な場面や顧客層に対しては、スキルの高いスタッフが
対応にあたることは、優れたサービスを提供している企業では、
以前から行われていることで、その原則は変わらないのかもし
れません。

統括する司令塔の存在と
関連部門の密接な距離感が重要

パーソナルに対応する
体験を提供することが大事

顧客ロイヤルティの向上に向けて重要となるのが、まずはどのように組織をつくるか。
その上で、具体的なアクションへの考え方を紹介します。

CXをマネジメントする
ためにおさえるべきこと

入門編

03

8



CX COMMENTARY

カスタマージャーニーは「顧客の旅」という意味が示す通り、
顧客が商品やサービスを認知、関心、購入、利用といった一
連の流れを時系列で整理したものです。カスタマージャーニー
マップを描いていくプロセスで、顧客と商品・サービスにはど
のような接点があり、どのタイミングで施策を打ったり、改善
策を検討していくかを関係者間で整理し、認識を共有すること
ができます。

カスタマージャーニーマップの作成では、顧客目線で物事を
考えることがポイントです。そのために、まずペルソナを設定し、
利用者像をより具体的にイメージしていく必要があります。次
に、一連の購買行動をフェーズに分類し、フェーズごとにペル

ソナの行動や心理・感情を洗い出し記載していきます。そうす
ることによって、顧客視点で自社のサービスや商品について

「見える化」を図ります。作成したマップを参考にして調査や施
策を実施。KPIや顧客とのコミュニケーション施策の改善を行
い、顧客体験の質向上、ブランド価値向上の活動につなげて
いくことも可能です。

カスタマージャーニーマップに記載する項目やフォーマット
は統一されていませんが、フェーズやタッチポイントごとに、
顧客の行動や心理を洗い出し、把握するプロセスは共通して
いることが多く、顧客の体験を可視化するツールとして、広く
活用されています。

そろそろ新しい
パソコンが
欲しいな

● 30代／会社員／女性
● 都内勤務（電車通勤）
● 一人暮らし
● SNS更新頻度高め
  …など

段階

顧客接点

顧客行動

ビジネス
課題

顧客心理

ペルソナ

ゴール

共有フェーズ

タッチ
ポイント

ユーザー
の動き

思考
と
感情

購入後購買比較・検討興味・関心

●メーカーのサイト
でスペックを確認
●クチコミ確認
●店頭で商品を見る

●ECサイトで購入
●Webキャンペーン
開催中で割引クー
ポンを利用

●セットアップや新
しい機能を、ネッ
トで調べながら
試してみる

●SNSで共有
●レビューを記入
●いいねをもらう

●他社製品と比べ
て評価は？
●価格はどこで買
えば、安い？

●割引クーポンを
利用したから安
く買えた！ポイ
ントももらえた！

●セットアップの動
画が分かりやすい
●機能をもっと使
いこなす方法を
検索してみよう

●自分もレビュー
を書こうかな、で
もちょっと面倒
●周辺機器もこの
ブランドで揃え
ても良いかも

企業側の
対応

●どんなメーカー、
デザイン？
●どんな使い方が
できるものにしよ
うかな～

●広告
●TV・ネットCM

広告、雑誌、店頭、
Web、ECサイト、
クチコミ、SNS

店頭、Web、
ECサイト、
クチコミ、SNS

店頭、Web、
ECサイト

Web、SNS ECサイト、SNS

店頭とECサイトの
在庫検索を可能に

クーポンに気付か
ない層にむけたア
プローチ検討

購入後の体験価値
のため、UX向上

SNSの投稿や反響
を調査

ユーザーの目に留
まる企画を施策・
戦略

ブランド認知、購入。
展開している周辺機器
も合わせて購入。

顧客視点で商品や
サービスとの接点
の全体像や提供価
値を考えて、部署間
の連携や、全体を統
括する役割が必要

広告で自社サービス
に関心を持ってもら
いたい

広報部門

顧客

企業

パートナー企業

商品開発部門
統括者

イベントや店頭の販
促企画などで興味関
心ある顧客を誘導

販促部門
直接顧客とコミュニ
ケーションを取り、購
買までを担当

営業部門
問い合わせの対応
や、新たなサービス
の案内

カスタマーサポート

利用購買比較・検討興味・関心

一人の顧客に対して、
企業のさまざまな担当がタッチ

顧客視点から描くカスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップの考え方（例）

顧客視点から全体をマネジメントする人材の必要性（例）

ゲインポイント
ペインポイントがマイナス要素であるのに対し、ゲインポイントは顧
客にとってプラスの要素。顧客が自覚していない潜在的な要素であ
ることが多く、発見することが難しいと言われている。

ペルソナ
商品のターゲット像について、生活スタイルや年齢・属性などを具
体的に想定し、架空の人物像を描くこと。元々はユングが提唱した
心理学の概念で、「仮面」を意味するラテン語に由来している。

知っておきたい！ CX用語集
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オンライン上の
コミュニケーションが盛んですが、
リアルなコミュニケーションは
縮小するのでしょうか？

リアル、デジタル両方の
コミュニケーションが必要になります。

それぞれの特長や、
顧客のニーズを把握して

活用していくことが重要です。

これまで人がリアルで行っていたサービスに加え、テクノロ
ジーの進化によってタッチポイントが増えています。分かりや
すい例が、オンライン証券・銀行の拡大です。昨今ではメガ
バンクや地方銀行の口座を保有し、なおかつオンライン銀行
や証券の口座を保有する人も少なくないようです。

日本のサービス産業の顧客満足度を継続的に調べている
JCSI（日本版顧客満足度指数）調査によると、人による接客が
中心のリアル店舗より、オンライン専業銀行の満足度の方が高
い傾向にあります。都市銀行は店舗や人手をかけて金融サー
ビスを提供しているのに、なぜオンライン専業の方がユーザー
の評価が高いのか、疑問に思われる方も多いでしょう。興味
深いことに、リアル店舗業態よりもオンライン専業の顧客の評
価が高いのは、銀行に限ったことではなく、旅行代理店、生
命保険、損害保険でも似たような傾向が見られます。その理
由の一つに、人、機械、ロボットに求める期待値はそれぞれ
異なることが考えられます。人間の心理は不思議なもので、
機械はできることが限られているという先入観を持っているよ
うです。それに比べてリアル店舗では、込み入ったことでも人
が何でも解決してくれるだろうという「期待」が高く、それゆえ
に期待はずれの経験をしてしまう人もいるため、満足度の下
げ幅が大きくなる傾向にあると私は考えています。

一方で、最近はオンライン銀行利用における満足度が下降
傾向にあります。その理由は、大手都市銀行をはじめ、リアル
店舗が中心だった銀行がモバイルバンキングのアプリなどを
充実させてきた結果、オンライン銀行自体の差別化が効きにく
くなってきたこともあると思われます。また、都市銀行のATM
や支店の撤廃が進む中で、高齢層を中心としたネットリテラ
シーが相対的に高くない人々のオンライン銀行利用が進んで

いることが考えられます。リアル店舗では難なく手続きできた
ことでも、オンライン銀行では難易度が多少上がるからです。
このことから、オンライン化や機械化によるタッチポイントの
拡大は、どんなサービスを受けられるかを熟知している顧客
にとっては満足度が上がる可能性が大きく、24時間いつでも
どこでも顧客の都合で活用できるサービスは今後さらに増え
ていくでしょう。ただ、一部の顧客の満足度を下げる可能性が
あることも同時に理解し、オフラインとオンラインの良さを
しっかりと整理して、活用していくことが大切です。

顧客のLTV（顧客生涯価値）の最大化を図り、顧客を成功
体験に導くために支援する「カスタマーサクセス」の活動に近
年、注目が集まっています。

教育の世界ではオンライン学習が一例に挙げられます。わ
ざわざ教室に通わなくても AIが提供する学習の効果により

「点数を上げる」という自律した学習体験を提供できます。しか
しながら、「粘り強く考える力を培う」という体験を求める顧客

（本人や保護者）は、実際に講師に教えてもらえるリアルな教
室を求める場合もあります。このように、顧客のニーズに合
わせたインフラやチャネルの使い分けも、カスタマーサクセス
には必要になってきます。また、ターゲットを絞ることも重要
です。ある顧客に最適なCXは、他の顧客には最適であるか
と問えば、必ずしもそうではありません。どのようなサービス
を誰に提供するかを明確にしておきたいところですが、万人
を対象とせざるを得ない商品を持つ企業は大変悩むところで
しょう。その中でも顧客ターゲットを絞りながら、ユニークな
CXの設計やサービスの検討が求められるでしょう。

多様なタッチポイントを
戦略的に提供することが必要

最適なチャネルからの体験が
LTVの最大化につながる

テクノロジーの進化によりタッチポイントが変化しています。また、近年注目されている
「カスタマーサクセス」において企業が取り組む際に留意するポイントは？

多様化の時代にフィット
するこれからのCX

入門編
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カスタマーサクセスとは「顧客の成功」を意味する言葉です。
カスタマーサクセスの取り組みは、顧客ロイヤルティを高め、
成功体験へと誘導してLTVの最大化を図り、継続的な関係を
築いていきます。顧客を最適なタイミングで成功体験に導くた
めには、デジタル上で接点を持ち、データを活用して顧客一人

ひとりに応じた適切な方法で、能動的な支援を行う必要があ
ります。

顧客が継続して課金を行うサブスクリプション型ビジネスモデ
ルが増え、顧客との継続的な接点が生まれたことで、「カスタ
マーサクセス」を担当する部署を新設する企業も増えています。

企業と顧客とのタッチポイントは、オンライン・オフラインを
またいで多岐にわたるようになりました。IoTなどテクノロジー
の発展により、顧客情報を取得できるデータの幅が広がり、
それを活用することで、顧客サポートやビジネスの在り方を
大きく変えることも可能になりました。

情報発信の面ではこれまでテレビや新聞といったマスメ
ディアが中心でしたが、近年ではスマートフォンの普及によっ
て、SNSなどオンラインでのタッチポイントが多様化。購買行
動に合わせて新たなタッチポイントでの施策が必要となって
います。商品のクチコミやWeb広告、オウンドメディアなど顧
客自身が多様な情報に触れて、比較検討できるようになった
ことで、タッチポイントごとのコミュニケーションの質の向上や
情報の一貫性などが、より重要となっています。商品の購入
前・購入時だけでなく、購入後のタッチポイントでの施策で顧
客体験を向上・維持させることで、顧客ロイヤルティを高めて
いくこともポイントとなります。

また、新型コロナウイルスの流行で非対面・非接触でのコ
ミュニケーションが必要となり、オンライン施策の強化やタッ
チポイントの活用が加速しています。実際に、自社のECサイ
トを活用した「D2C」での展開、SNSを使ったファンの獲得や
交流、AI やロボットを活用したコミュニケーション支援など 
さまざまな施策が進んでいます。

テクノロジーとタッチポイントの変化

カスタマーサクセスで継続的な関係を構築

カスタマーサポート カスタマーサクセス
目的 顧客の満足 顧客の成果・成功

指標 効率 成果

業務 アフターケア、
問い合わせ対応

成果管理、
ユーザー指導・教育

テックタッチ
デシタル接点
SNS

問い合わせ
メルマガ

ロータッチ
人・場所接点
セミナー
集合研修

ワークショップ

ハイタッチ
人接点
商談

契約更新
電話

カスタマーサポートとカスタマーサクセスの比較 顧客と企業のさまざまなタッチポイント

LTV（Life Time Value）【顧客生涯価値】
顧客がブランドや企業に対して、生涯でどれだけの利益をもたらすの
かを算出した指標。購買頻度が多く、継続期間が長くなるほどLTVは
向上するので、既存顧客を維持していくことが重要とされている。

カスタマーサクセス
顧客が自社の製品・サービスを使って成功し、望ましい結果を得る
ことを支援すること。自社のサービスを販売する時点だけでなく、
利用していく中で成功に導き、顧客との関係を構築していく。

盗難防止GPSをオプション
サービスとして提供するが、
浸透せず。

IoT センサーを標準装備。
稼働状況の見える化で、故
障が起こりやすい時期前の
メンテナンス訪問、買い替
え時期の把握が可能になり、
顧客ロイヤルティが向上。

Before

After

CASE 建設業界の場合

テクノロジーによるタッチポイントの変化

テクノロジーでタッチポイントが生まれる
顧客の生産性の向上につながるサポートを実現

テクノロジーを活用することで タッチポイント増顧客のLTVを最大化 継続的な関係の構築へ

知っておきたい！ CX用語集
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メタバース領域 参考事例

ギリシャ語で「超越した」という意味の「メタ」と、宇宙を表す「ユニ
バース」を組み合わせた合成語、「メタバース」。3D仮想世界に
アバターを用いて、空間的な制約を超えて人々が集まり、コミュ
ニケーションやサービスの提供、空間内における商品の売買な
どの経済活動が展開されていくことが想定されています。現在では
特にエンターテイメント分野での活用が浸透しています。

今後は活用の幅を広げ、さま
ざまな分野で新たな体験・生活
ができることを目指し、開発が
進んでいます。

東京マラソン 
バーチャル EXPO 2021

トッパンは「東京マラソン2021」のオフィシャルパートナーとして、大
会開催前の2022年2月18日から公開されたメタバース上のイベント

「東京マラソンバーチャルEXPO 2021」の運営を支援。コロナ禍でも
世界中の人が東京マラソンの雰囲気を楽しめるイベントを開催しまし
た。イベントでは、会場として東京マラソンのスタートエリアの空間を
リアルに再現し、バーチャルだからこそ体験できるコンテンツを提供
しました。
「ミニチュアマラソンコース」は、実際に東京マラソンのコースに沿っ

てアバターを操作できる体験コーナーです。３Dモデル化した街並み
の中をアバターが他の参加者と共に、同時に走ることができます。
雷門や東京ドーム、東京駅などコース沿いに並ぶランドマークであ
る建物は、デフォルメして設置。多くの参加者がコースの下見や疑似
マラソン体験を楽しみました。

また、マラソンのスタート合図を疑似体験できるコーナーも用意。
アバターのエモート機能※を使って、自分のアバターが手を上げてス
タートの合図をすると、紙吹雪が舞い、ランナー姿のアバターが出走。
現実ではできない、メタバースならではの体験を提供しました。

テクノロジーの進展に伴い、
デジタル上での顧客との新
たな接点創出や長期的な関
係構築を図る活動が広がっ
ています。３つの分野に分
けて、トッパンのCXサービ
スをご紹介します。

ト
ッ
パ
ン
の
C
X

サ
ー
ビ
ス
紹
介

仮想空間メタバ  ースで広がる新たな体験
【メタバース（Metaverse）】とは？

2022年 2030年

導入期

2030年頃には
社会インフラとして

定着が期待されています

バーチャルだからこそ楽しめる企画を実現

メタバース市場の発展

新技術・
メタバース分野

P.12

エンゲージメント
分野

P.20

ファンベース
マーケティング分野

P.18

※キャラクターの動きで、さまざまな感情を表現できる機能

12



実際のイベントの
様子はこちら▶ミニチュアマラソンコースでは、コースの下見や疑似マ

ラソン体験ができる 

「東京マラソンスタートエリア」に「ミニチュアマラソンコース」を設置

大会会長しかできないスタート合図を
模した「号砲体験」

仮想空間メタバ  ースで広がる新たな体験

リアルイベントでもバーチャル
技術を使った体験を提供

専用筐体で
3Dアバターを生成

ランニングマシンに連動
してアバターが走ります

2022年3月3日〜5日まで、東京ビッグサイ
トで開催された「東京マラソンEXPO 2021」
では、自分の体の動きに合わせて、アバ
ターに東京マラソンコースを走らせること
ができる体験ブースを出展しました。

トッパンのMiraVerse®戦略 

相互連携

アバターの生成、
認証、管理の統合環境

圧倒的なリアリティと
信頼性を有する

コミュニケーション空間

アバター ワールド

サービス間連携

本人
TOPPAN

ID認証サービス

安全にワールドへ入場

AVATECT®が
本人のアバターで
あることを保証

アバター認証

自分の
アバター

MiraVerse®による
リアルで信頼性の高い
ワールドで活動

ヘルスケア・
医療

防災・減災 都市計画

製造・設計

プロモー
ション

観光
文化

教育

スポーツ

暮らしを
豊かに

ビジネス
展開

社会課題
解決

地域
活性化

トッパンは、高度化するデジタルコミュニケーション社会に
おいて、メタバースを構成する二つの要素、「アバター」と「デ
ジタル空間（ワールド）」をプラットフォーム化し、現実空間と
シームレスにつながる安全で安心なデジタル空間を構築。
MiraVerse®（ミラバース®）と題して日々の暮らしや経済活動を
進化させた体験・意思決定の場を提供する事業を展開します。
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01ECサイトだけでは味   わえない
「ショッピングの楽し   さ」を提供

01

02

03

04

05

バーチャルショッピングモールアプリ「メタパ®」内、「ベータ ジャパン株式会社」メタパ店

ネットショッピングが幅広い世代で
拡大するなど、小売業では非対面で
のチャネル利用が増えています。オン
ラインショッピングは、好きな時間に、
好きな場所で買い物ができる一方で、
従来リアル店舗では可能だった家族や
友人と一緒の買い物や、立ち寄った店
での思いも寄らない商品との出会い、
店員との気軽な会話などのリアルなら
で は の 楽しさを感じることは 難しく
なっています。
「メタパ®」は、そんな「ショッピング

の楽しさ」をメタバース上で体験しても
らうことを目指してつくられた、リアル
とバーチャルを融合したショッピング
モールです。

メタパ®では、仮想空間上に複数の
店舗をショッピングモールのように1つ
に集約しています。音声通話やテキス
トチャットをしながら、遠隔地にいる家
族や友人と同時にショッピングを楽し
むことができます。

メタバース上で、既存のECサイトよ
りも多様なコミュニケーションが図れ
るタッチポイントとして注目を集めてい
ます。実店舗を中心として販売展開を
している業界だけでなく、ネットを顧
客接点の中心にしている企業が、ブラ
ンドや商品を伝える場所として活用す
ることも可能です。

スマートフォンから仮想空間上の
店舗へアクセス

1つのアプリで複数の店舗を
周遊させることが可能
仮想空間に出店している企業のバーチャ
ル店舗をめぐって、お客さまに買い物をし
ていただくことが可能です。

友人・家族などグループでの
ショッピング体験を提供
遠隔地にいる家族や友人と同時に接続し
て、空間内にいる人と音声通話やテキスト
チャットができます。

バーチャル上の
ユーザー行動分析が可能
アクセス人数／商品閲覧数／ECサイト遷
移数などのデータを収集・分析して活用
できます。

VRやARで商品の設計や
使用イメージを提供
3DCG化された商品をさまざまな角度か
ら確認できます。AR機能で商品を実際に
利用する時のサイズ感を確かめられます。

商品のみ・店舗ごと、選べる出店方法
商品単位で出展する方法と、オリジナル
デザインの個別店舗で出展する方法が選
べます。

バーチャル店舗を一つの仮想空間に集めたアプリで
バーチャルとリアルを融合した新しいショッピング体験

＼詳細はこちら／
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ECサイトだけでは味   わえない
「ショッピングの楽し   さ」を提供

桃太郎 JEANS Metapa店がオープン

コロナ禍でお客さまが直接児島に来て、地域産業や商品を見て
いただくことが難しくなる中、非対面で新しい体験の提供が必
要であると考え、出店を決めました。Metapa店内に並んだ商
品は私たちのこだわりがリアルに再現され、「バーチャル体験」
では購入の決め手となる経年変化の過程も伝えられたと感じて
います。桃太郎ジーンズ初のファンミーティングでは、全国
各地にいるお客さまが同時に参加され、児島を楽しんでいた
だき、とても好評でした。今後は専門知識を持ったスタッフ
アバターの音声通話など、さらなるバー
ジョンアップを共に取り組んでいきたい
と思っています。

メタパ®では、3Dアニメーションなど、商品の特長をバーチャ
ルならではの表現で伝えることができます。桃太郎 JEANS 
Metapa店では、「ジーンズの色落ち」を3Dアニメーションで 
再現し、動画とは異なる方法で商品を見る楽しさを提供して
います。他にもファンミーティングの開催や、店舗にある複
数のドアから、観光地情報や360度画像が見られるコンテンツ
を実装しました。メタパ®はブランドを伝える場として「ショッ
プ」とは別の見せ方や体験が可能です。「買い物」だけでなく、

イベントや観光、教育など新領域での体
験を提供できればと考えています。

株式会社ジャパンブルー様
が運営する「桃太郎ジーンズ」
のMetapa店が2022年2月3
日、バーチャルショッピング

モール「メタパ®」内にオープンしました。同店
は、岡山県倉敷市にある「桃太郎 JEANS 児島
味野本店」の外観や店内内装などを基に作成。
実際に行かないと感じることができない本店
の雰囲気を、アプリを通じていつでも、どこ
でも体感することができます。オンライン上で
も実店舗にいるような体験をしていただくこ
とを目指し、商品のCGは細部にこだわり、忠
実に再現。ジーンズの繊維の方向や桃太郎
ジーンズにしかないネームラベル・裏地もリ
アルに仕上げました。また、バーチャル店舗
内には自動で歩き回るアバター店員を配置。
マスコットキャラクターが立っている場所に応
じて、商品やブランドの情報を伝えます。今
後はチャットボット形式で自動応対可能な機
能の拡充などを予定しています。

離れた場所に住んでいるお客さまにも
ブランドを知っていただく機会に

ブランドや商品を伝える場として、
新たな体験の提供を目指す

株式会社ジャパンブルー
桃太郎ジーンズリテール課長

渡
わたなべ

邉 啓
けいすけ

介さん

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
未来イノベーションセンター 事業創発本部
研究企画部 第一企画室

稲
い な じ

地 隆
た か し

志

オリジナルキャラクター「桃ちゃん」を
基にしたアバターが商品や企業の情
報を発信

桃太郎ジーンズの
ラベルや裏地を高
精細CGで再現。
実 際 の 買 い 物さ
な がらの 体 験 が
可能に

実店舗を
3DCGで
再現！

新型コロナウイルス感染症拡大から始まった「新しい生
活様式」により、オンライン経由の購買が増加傾向にあ
ります。従来のECサイトでは提供できない、友人・家
族と一緒に物を選んだり、店員に商品の詳細を気軽に聞
いたりするなど、オンラインで「買い物を楽しむ」機会を、�
トッパンは提供します。

新技術・メタバース分野 採用事例

担当者インタビュー
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02

服装

体型

低解像度、モノクロ写真でも生成可能

メタバースの活用は今後、ブランディ
ングやPR、研修などビジネスでの活
用や、ショッピング・観光などの体験、
働き方改革や医療格差解消への対応
など、幅広い分野・シーンでの利用拡
大が期待されています。それに応じて
アバターも利用するシーンに合った使
い分けが求められるようになると考え
られます。

たとえば、企業が提供するセミナー
や説明会などのビジネスシーンやパブ
リックな用途での使用が想定されるア
バターは、人物が 不特定なものやデ
フォルメしたアバターよりも、フォトリア
ルで人物の顔が分かるアバターが望ま
しいと考えられます。
「MetaClone®Avatar(メタクローン®

アバター)」は、手軽 にフォトリアルな
3Dアバターを自動生成できるサービス
です。アバターは、自分の顔写真をアッ
プロードし、身長・体重を入力すれば
約1分程度で完成。まばたきや口を開
くこともでき、自然な表情を見せること
ができます。

また、３Ｄアバターの製作にはディー
プラーニングなどのAI 技術を活用して
いるため、従来は製作が難しかった低
解像度の写真やモノクロ画像からも修
復・補完して生成することが可能です。
他にも肖像権フリーの架空人物のアバ
ターやデフォルメしたアバターの作成
などの機能を備え、さまざまなケース
に合わせて、アバターを作り分けるこ
とができます。

元画像の品質が悪い場合でも、メタクロー
ンプラットフォーム上で提供しているさまざ
まなAIを組み合わせて利用することで、高
品質なアバターを安定的に生成できます。

一般的に、顔の情報を再現したフォトリアルな3Dアバターを製作するためには、CGクリエイ
ターによる高度な技術と製作機材を要するうえ、長期間の製作工程や高額なスキャンマシン
が必要とされています。今回のサービスを活用することで、顔写真1枚をアップロードすれば、
約1分程度でアバターを生成することが可能となりました。

写真を1枚アップロード、約1分で3Dアバター生成特徴1

特徴2

◯�ピンボケ・低解像度の写真
◯�ノイズがあり不鮮明な写真
◯�モノクロ写真　◯�絵画　◯�古い写真

バーチャルショールームにてお客
さまをご案内したり、バーチャル
オフィスに出勤したりすることで、
自宅にいながら営業活動や会議
に参加することが可能に

正面を向いている画像を 
1枚準備

元画像から得られない情
報はAIが自動生成

バーチャル学校では、自分そっく
りのアバターで授業を受けたり、
バーチャル校庭で友達と一緒に
遊んだりも

元画像 生成された3Dモデル

身体的特徴も
設定可能

写真を1枚
アップロード

「メタクローン®
アバター」で
3Dアバター
生成

AIと3D復元技術を組み合わせて
リアルなアバターを写真１枚から短時間で自動生成

もっと容易に安全なメ   タバースを
体験してもらうための   取り組み

＼詳細はこちら／
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3Dアバターのデフォルメも

多様なプラットフォームに対応

架空の3Dアバターを生成

トッパンはアバターに対し、唯一性を
証 明 す る ア バ タ ー 生 成 管 理 基 盤

「AVATECT®（アバテクト®）」を開発し、 
試験提供を開始しました。

AVATECT®は、アバター本体の管 
理や本人認証に加え、アバターにNFT
や電子透かしを付与するサービスです。
アバターの不正利用やなりすましを抑
止し、メタバース上でのプライバシー
や著作権の保護を実現します。

現実世界と連動した安心・安全なメ
タバース空間を構築することで、社会課
題の解決やサービスの創出につながる
新たな環境を提供していきます。

今後メタバースコミュニケーションにおいて、アバターは重要な要素の
一つになると考えています。
メタクローン®アバターをメタバース上の自分の分身として活用いただき、
時間や空間を超えたメタバース空間における新たな体験の提供を進めて
いきます。メタバースの活用範囲を広げて大きなビジネスにつなげ、本人
の肉声を再現し発話できるようにする、知識をAIで再現するなど、さらなる
アップデートを予定しています。
本人と一緒にアバターが活躍できる未来社会を目指し、サービスを提供し
ながら、さまざまな企業と連携・協業していきたいと考えています。

リアル・バーチャルの壁を超えた未来社会を目指して

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
未来イノベーションセンター
先端表現技術開発本部 ミラバース事業開発部

部長 張
ちょう

 平
へい

（左） 多
た だ

田 汐
し お り

里（右）

顔写真からアニメ調のイラスト
に変換するアルゴリズムを用い
て、デフォルメされた3Dアバター
を生成することが可能です。

3Dアバターの出力形式をFBX・GLB・glTF・
VRMから選択することが可能であり、さまざまな
既存のプラットフォーム・サービス・ライブラリでメ
タクローンを利用することができます。

特徴4

特徴5

担当者インタビュー

本人認証に加え、アバターにNFT※や電子透かしを付与し、
メタバース上でのプライバシーや著作権の保護を実現

付与
結果

付与
指示

付与
結果

付与
指示

NFT
データ

アバター
情報

アップロード

NFT付与システム
アバターDBのアバターに
NFTを付与

電子透かし付与システム
アバターDBのアバターに
電子透かしを付与

トークンの発行

NFT発行機関

サービス環境
● アバターDBの
  アバターを利用
● アバター管理
  システムと連携
  して利用アバター
  の真正確認

アバター
ダウンロード
　　＋
認証コード発行

1

真正確認
（認証コード
入力）

2

真正確認
結果通知

3

アバター生成
画像情報から
フォトリアル
アバターを生成

アバター生成管理基盤
「AVATECT®」

アバターDB＊

アバターの保存

アバター管理システム
● アバターDBの動きを
  管理・監視
● アバターDBのアバター
  に電子透かし／NFTの
  付与を指示

＊データベース

GAN※を用いた人物生成アルゴリズムを利用して、
肖像権フリーな架空人物の3Dアバターが生成可
能です。

特徴3

※GAN（敵対的生成ネットワーク）生成モデルの一種で
生成ネットワークと識別ネットワークの2つのネットワー
クで構成されており、データから特徴を学習することで
実在しないデータを生成したり、存在するデータの特徴
に沿って変換したりすることができます。

※Non-Fungible Token（ノン-ファンジャブル 
トークン）非代替性、デジタルデータ上で代替不
可能なデータ単位や、替えが効かないデジタ
ル証明されたアイテムを指す。

※ 写真は「メタクローン®アバター」で撮影しました。

もっと容易に安全なメ   タバースを
体験してもらうための   取り組み

メタバースは、時間や空間の制約を超えたコミュニケー
ション方法として、ビジネスの場でも活用が期待されて
います。トッパンはフォトリアルなアバターを生成する
サービスや、セキュリティ環境の構築など、メタバース
世界を安心して活用してもらうための取り組みを進めて
います。
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03-04

マーケティングプロセスごとの課題を「消費行動研究室」が調査分析

トッパンではさまざまなお客さまの課題に対して、印刷だけでなく、制作や企画運営支援、デジタル
マーケティングなど多様なジャンルの施策に取り組んでいます。それぞれ異なる課題に合わせた適切
な提案や施策の効果向上のため、顧客視点で物事を考え、その時に合った調査を実施しています。

＼詳細はこちら／

トッパンの消費行動研究室は1968年に設立。当チームでは、
さまざまなビジネス課題を解決するために、生活者の声をマー
ケティングリサーチし、お客さまが効果的で有効な施策を立案
するための支援を行っています。

調査手法は効果測定だけでなく、戦略策定、商品開発、店
頭や顧客の開拓・維持の段階まで各プロセスで最適な調査を
ご提案。施策立案等の次のステップへの橋渡しをしています。

これまで実施してきた調査内容は多岐にわたり、例えば、オ
ンラインによるブランドイメージ調査、コンテンツ改善のためのグ
ループインタビュー、実店舗での顧客の行動や販促ツールの効
果を確認するためのアイカメラによる視線解析などがあります。

近年では、顧客の体験価値（CX）がどのような価値であった
かを5項目の情緒的価値とNPS®で測る「GXスコアリング®」に
よる評価も実施しています。

TOPIC

ユーザー同士のコミュ   ニティの力で
ファンと共にブランド　を育てる

「fancierge™（ファンシェルジュ™）」は、
ファンコミュニティを形成・運営するこ
とにより、既存ファンの育成や新規ファ
ンの獲得をねらうことができるソリュー
ションです。ファンシェルジュ™では、ま
ずファンの声を傾聴することからスター
トし、共感・愛着・信頼を深めることで
LTV（顧客生涯価値）の向上を図ります。
さらに、ファンの中でも熱量が高い「伝
道師」たちが、ブランドをファン以外に
も発信することで、新たなファンを生
み出す好循環を形成。一連の活動で、
ファンコミュニティによる継続的な顧客
との関係性を構築します。

また、マスコミュニケーションが新規
客獲得に向けて広く浅く認知度を高めら
れるのに対して、伝道師などのファンか
らの発信や推奨は、それだけでは届か
ない人たちに向けて、ブランド愛のある

ファンの共感・愛着・信頼を深めてLTVをアップ！
クチコミを活かして新たな顧客やファンの獲得も

深い情報を伝達することが可能です。
コミュニティの構築に当たって、ファン

シェルジュ™ではブランドごとに異なる
課題に対して、最適なファンコミュニ
ティシステムを選定。専任のコンサルタ
ントが立ち上げや運営、その後のプロ
モーションまでをワンストップで支援し
ます。ファン同士のチャットやミーティン
グ等の交流にとどまらず、ブランドと

ファンとの交流や共同商品開発などさ
まざまな施策を展開します。

また、プロモーションなどを開催し
た後の効果測定については「G Xスコ
アリング®」を活用して、今後の課題を
見つけることも可能です。トッパンでは
中長期的 に続くファンコミュニティを
トータルで支援し、継続的な顧客体験
価値創出をお手伝いします。

＼詳細はこちら／
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アンバサダー
コミュニティ

無料
ファンコミュニティ

有料
ファンコミュニティ

熱狂的なファンを
束ねるコミュニティ

無料で気軽に
参加できるコミュニティ

有料で深い関係が
築けるコミュニティ

活動の
場所

SNS コミュニティサイト コミュニティサイト

コミュニティ
タイプ

狭く濃いつながり
企業主導型

無料

広くゆるやかなつながり
ユーザー主導型

無料

狭く濃いつながり
ユーザー主導型

有料（毎月サブスク型）

参加層 SNS好きのコアファン ライトファン〜コアファン コアファン

KPI SNSの盛り上がり 会員数・会話量 新たな収益

マッチする
業界・ブランド

飲食業界
消費財・流通全般

小売店
消費財・流通全般

出版業界
出版社／金融系／エンタメ／

会員制・D2Cブランド

マスコミュニケーションとファンコミュニケーションの関係
施策後はGXスコアリング®

で情緒的価値を数値化

統一した指標で体験を相対
的に比較することが可能にな
り、改善点などを顕在化させ、
次回の施策へ活かすことが
可能です。

GXスコアリング®とは、体験
者が感じる良い経験（Good 
Experience）を5つの情緒的
な価値に分類し、スコア化す
ることで、顧客体験の提供価
値を見える化させる考え方
です。ファンコミュニティの特徴

【CASE1】
現状のカタログ誌面の効果
的な点や問題点を整理し、
コンテンツとクリエイティブ
の両面で参考情報を得たい

グループインタ
ビュー、パーソナ
ルインタビューな
どの定性調査を
実施

アイカメラの
視線解析で
検証・調査

ニューロマーケ
ティングで、【注目】
や【価値判断（思
考）】といった脳の
機能の働きを観察

【CASE2】
チラシの中のクーポンがど
の程度注目されているか、
その有用性を確認したい

【CASE3】
店頭ツールの効果を、従来
の調査と異なる手法で調
べたい

多種多様な課題に対して、それぞれに合った調査でマーケティング活動を支援

ファンシェル
ジュ™では
すべて支援
可能

ユーザー同士のコミュ   ニティの力で
ファンと共にブランド　を育てる

ファン同士のクチコミから新たな顧客を発掘・
育成していく「ファンベースマーケティング」は、
コロナ禍で顧客との直接的な接点が減少する中
で、新たな施策として注目を集めています。
トッパンの総合型ファンマーケティングソリュー
ション「ファンシェルジュ™」をご紹介します。

マスコミュニケーション
＝�トップダウン

ファンコミュニケーション
＝�共感・推奨・共創

●  広く浅い認知
●  認知には強いが行動喚起は弱め
●  新規客に直接リーチできる
●  社会的信頼の獲得
●  ファンの実態はわかりにくい
●  一方向性なコミュニケーション

進
化
・
発
展

●  狭く深い認知（ファンからの推奨）
●  認知から行動への移行率が高い
●  ファンが新規客を呼んでくる
●  ファンのエンゲージメント向上
●  ファンの実態が把握できる
●  双方向のコミュニケーション

マス
広告

ファン
ベース
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05
購買前体験

購
買
後

体験 購買

体
験

ファン
化

評価
共有

購入

選択

検討認知

Web
サイト

Web
広告

販促
ツール

体験
イベント

SNS運用

顧客
EC/店頭

Web接客

チャットボットカスタマー
サービス

コミュニティ

MA運用

カスタマー
エンゲージメントの強化・

優良顧客の増加

カスタマー
エンゲージメントの強化・

優良顧客の増加

市場において製品・サービスの差別化
特性がなくなったことや、顧客の購買基
準の変化などにより、新規顧客開拓だけ
ではビジネスの成長が困難になっていま
す。そのような状況の中、企業ではより
持続的な発展を目指してLTV重視にシフ
トし、既存の顧客を育てていく施策が広
まっています。一連の顧客体験を効果的
でより良いものにするためには、デジタ
ルチャネルを導入して継続的に接点を確
保することや、各チャネルから取得した
データを施策に活かせるようにプラット
フォームを構成・運用するなどの施策が
求められています。

トッパンのカスタマーエンゲージメント
サービスは、顧客中心設計の考えのもと、
カスタマーセンターを高度化し、顧客情報
の一元管理体制を構築します。Webでの
接客や、AIチャットボットなどの各チャネ
ルから得た顧客データの統合管理により、
一人ひとりに合ったシナリオでのフォロー
や情報発信など、各フェーズで必要な施
策を展開し、ロイヤルティの向上や、新た
な顧客取得の施策につなげていきます。

また、AIなど最新のマーケティングテク
ノロジーと、人によるきめ細かなカスタ
マーサービスを併用することで、コンバー
ジョン（CV）率※の向上を促します。お客
さまへ必要な人的リソースやデジタルデ
バイスを提供し、購買前から後までの体
験をトータルで支援。施策の実行・改善
サイクルに伴走していきます。

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 デジタルマーケティ
ングセンター エンゲージメント
サービス本部 プロデュース部

河
かわまた

股 孝
たかふみ

典

購買／
フォロー興味／比較・検討中期興味／比較

検討初期認知フェーズ

MA運用
有人
チャット
運用

チャット
ボット運用

Web接客
ツール
運用

提供
サービス

Web
サイト
制作・運用

広告運用

必要
機能

・チャネル最
適化
・広告費最適
化

・ＣＭＳ
・コンテンツ
制作
・ＰＤＣＡ運用

・シナリオ設
計
・ツール設定
・PDCA運用

・シナリオ型
メッセージ
出し分け
・Web行動
に応じたシ
ナリオ発動

・Web行動
及びボット
ログから
トークシナ
リオ実行

・購買履歴や
行動履歴を
活用した
マーケティ
ングオート
メーション
運用

ワンストップ体制で支援

顧客中心設計で購買プロセス全領域のサービスを提供

顧客体験のプロセス全体で連動したサービスを提供してCV率向上

トッパンはEC事業の運用やその後の顧客関係の構築を見据え、
お客さまの事業パートナーとして、事業の成長に合わせて伴走
しながら、継続的・複合的なビジネスの拡大を支援します。

EC事業の運営も支援します

最適なエンゲージメントサービスをお客さまと
伴走しながら実現

※Webサイトに訪問した人のうち、目標としていたアクションを起こした人の割合

エンゲージメントサー   ビスで
顧客価値向上を統合的   に支援する

＼詳細はこちら／
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エンゲージメントサービス 採用事例

その他のCX関連サービス 顧客の接点づくりや継続的なコミュニケーションをサポートするツールなど、
さまざまな場面で顧客体験価値の向上に役立つサービスをご提案します。

マルチスタンプ・クーポン

遠隔体験用デバイス 「IoA Neck®」

バーチャルフィッティング

Social Media Live!

V-MESSE

BotFriends® Vision

お店のクーポン・回数券を簡単にデジタル化

首にかけるだけで遠隔地と体験共有

デジタル上で試着が簡単にできるサイネージ

クチコミの分析で、SNSマーケティングを強化

「オンライン展示会」で新たな顧客接点づくり

AIアシスタントキャラが多言語で施設をご案内

実店舗のクーポンの発行や管理、回収・集計
の業務負荷を軽減。既存のECサイトやアプリ
にも連携可能。

首に装着するウェアラブル型コミュニケーション
デバイス。人が行ける場所であれば、どんな
場所でも装着者の視点で現地体験が可能。

お客さまの動きに合わせて衣服画像を表示。
試着をより簡単に！ 混雑時の試着待ち時間を
解消し、快適なショッピングを実現。

業界最大級のクチコミデータベースを使ってリ
アルタイムに分析。多彩な機能で、SNSマーケ
ティングをサポート。

生命保険業界では、非対面・非接触
でのサービスの提供や、デジタル化に
よるお客さま一人ひとりへのコミュニ
ケーションの充実に向けた取り組みが
進んでいます。トッパンは大手生命保険
会社の保険加入者向けサイトでチャット
ボットによる加入者サポートを実現。対
応業務の効率化に貢献しています。

今後は、サイトを訪問したユーザーへ
リアルタイムでのサポートや、アップセ
ルなどのWeb接客を視野に運用してい
きます。

オンライン展示会用のプラットフォームを提供。
オンライン展示会の構築・運用機能のほか、ビ
デオ通話による営業アテンド機能なども搭載。

バーチャルAIキャラクターがお客さまの質問に
自動で応答。無人で、施設や周辺情報を4か
国語でご案内可能。

カード業界／福祉会：チャットボット
自動車業界：有人チャット+MA業務

●既存FAQの更新頻度が低い
●既存チャットボットの精度が低い
● サイト訪問ユーザーの動向を検知でき

ていない

課題
●定期的なFAQ更新の実現
●高精度なチャットボットによる応答を実現
● ユーザー解析サービスの連携によるWeb

接客の実施（計画中）

期待できる効果

その他
実績

ペット業界：CRM事務局
家電業界：Web接客+有人チャット

保険加入者向けサイトの
問い合わせ対応を行う
チャットボットを実装

エンゲージメントサー   ビスで
顧客価値向上を統合的   に支援する

トッパンの「エンゲージメントサービス」は優良客を
育て、次の効果的な施策につなげるサポート体制を
構築。デジタルマーケティングとカスタマーサポート
サービスを融合させることにより、個々に適したシナ
リオで施策を実行し、LTV（顧客生涯価値）向上を目指
します。
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GRAPHIC TRIAL 2022 -CHANGE- 

Special interview AYA CODAMA

GRAPHIC TRIAL 2022 －CHANGE－
7月24日（日）まで開催中
会場 印刷博物館P&Pギャラリー
開館時間 10:00–18:00
休館日 毎週月曜日

（ただし7月18日は開館）、
7月19日（火）　※事前予約制

アートディレクター／デザイナー
東京造形大学グラフィックデザイン専攻領域を卒業後、AWATSUJI design
に7年勤務。2013年に株式会社BULLETを設立。「手に触れて感じることの
できるデザイン」を愛し、パッケージデザインをはじめ、グラフィックの枠
にとらわれない制作を行っている。German Design Award、One Show金
賞、Pentawardsプラチナ賞、Cannes Lions、D&AD、グッドデザイン賞
など受賞歴多数。東京造形大学造形学部デザイン学科助教。

小
こ だ ま

玉 文
あ や

さん

グラフィックデザインと印刷表現の関係を追求し、新しい表現を探る企画展「グラフィックトライアル」。
今年の企画展に参加した小玉文さんに、どのような思いでトライしたのか、作品「トライ・アン・ケム」は
どのようにして生まれたのか、お話を伺いました。

印刷だから伝えられる
質感とその魅力
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私は普段から紙や印刷加工にこだわって作品を制作して
おり、クリエイターとして「物質感」は萌えポイントです。今
回のグラフィックトライアルでも、トッパンさんの印刷技術
を駆使して、物体としての魅力が感じられる作品を作りたいと
思いました。2022年のテーマは「CHANGE」。そこで、ベー
スとなる5枚の素材それぞれに三角形を印刷し、その上にさま
ざまな技法で煙や雲、霧や水滴のようなものを印刷していくこ
とで、無機質な三角形の見え方が次々とチェンジしていく作品
にしようと考えました。たとえば、赤い三角形の頂点を白い葛
もちのようなもので覆うと、無機質な三角形にどこか奥ゆかし
さが加わります。そのようにして他の4枚の三角形にも、印刷
によってそれぞれ違った情緒を加えてみることにしました。

作品のタイトルにある「ケム」は、煙や雲、霧、水滴などを
指した、私の造語です。ほとんどのケムは白いので、白い紙
を使ってケム以外の部分に色を印刷し、「抜き」でケムを表現
するのが一般的です。ですが今回は、白系のインキを、オフ
セット印刷、シルクスクリーン、インクジェット印刷の各技
法で用い、三角形の上に重ねて表現してみようと考えました。

トッパンさんのプリンティングディレクターである山口理一
さん、三木聖也さんと、仕上がりの概念を共有した上で、
印刷技術の細かい部分は、お二人にある程度お任せするこ
とにしました。分版の仕方や、版を何回重ねるか、インキは
どうするかなど、いろいろご提案いただき試していきました。
非常に楽しい、試みの時間でしたね。

先ほど説明させていただいた赤い作品（下記①）は、全体は
オフセット印刷で、白い部分のみ、隠ぺい力のあるインク
ジェットで印刷し、艶感の強い白にしました。他の印刷手法
ではこの白は出せなかったと思います。

空色の作品（②）は、青い透明感のある紙にオフセット印刷
で白い雲を刷っていきました。より鮮明にしたかった三角形
の中の雲は白を6回、三角形の外の雲は3回刷り重ねています。
そのため、よく見ると、三角形の中の雲のほうが、ハイライ
トが強くなっているのが分かります。

背景が黒の作品（③）は、黒い紙に、煙の豊かな表情をグラ
デーションで印刷してみました。一般的に、グラデーション
表現を得意とするのはオフセット印刷だといわれていますが、
あえてシルクスクリーンでトライしました。線数の粗さの異
なる版を3つ使っていただいたことで、オフセット印刷とは
一味違う、存在感のある質感が出ています。

淡い靄
もや

の中に三角形がぼんやり浮かぶ作品（④）は、シル
バーの紙に階調の異なる白い靄を7、8色オフセット印刷で重
ね刷りし、最後にほんのり色を
載せることで、絶妙なパステル
調の世界が表現できました。

水滴が結露したように見える
作品（⑤）では、水滴部分に透明
感を出したいとご相談したとこ
ろ、三木さんから、インキ成分
のシリコンを抜くというご提案
をいただきました。水滴の大き
さによってグロスニスとマット
ニスを使い分け、細かい水滴部分を抜き合わせで印刷すると
いう非常に精密な技術で作られています。

このように素材の違う5枚にさまざまな印刷技術を用いる
ことで、それぞれがまったく異なる物質感を持つ、アナログ
ならではの魅力に満ちた作品に仕上がりました。私がここま
で物質感にこだわるのは、実際に目でじっくり見て手で触れ
る物質は強い力を持っていて、そこから多くのことが感じ取
れると思うからです。たとえば毎年私が作っている存在感の
ある年賀状は、手元に届くと、メールに比べても伝わってく
るものの重さが全然違う気がするんですね。ですから今回の
作品も、できるだけ多くの方に現物を見ていただいて、色々
なものを感じ取ってほしいと、強く願っています。

私が普段取り組んでいるパッケージデザインの仕事は、
オーダーメイドの服のデザインと少し似ているところがあり
ます。まずは服を着せる対象となる人、つまり商品自体の魅力
を知り、それをどう見せたいのかヒアリングすることが重要に
なります。ですからパッケージの仕事では、自分自身の好みや
個性が前面に出すぎることはありません。ですが、今回はト
ライアルという得がたい機会をいただきましたので、存分に
自分を出すことができました。そして、普段の仕事ではなか
なかできない印刷加工に欲張って挑戦させていただきました。

異なる素材と異なる版式による印刷表現の違いや、プリン
ティングディレクターであるお二人のさまざまな技術を拝見
したことで、初めて知ったことや、気付かされたこともたく
さんありました。まだまだ印刷にはたくさんの可能性がある
と実感したので、今後も、印刷技術を用いた面白いことに挑
戦していきたいと改めて思いました。それが、今回のトライ
アルを経て、私の中で大きくチェンジしたことですね。

印刷技法を使って
多様な質感の再現に挑戦

それぞれ異なる物質感に満ちた
アナログならではの作品に

結露した表面に載った透明感
のある水滴は、異なる質感の
インキを重ね合わせて再現

印刷にはまだまだたくさんの
可能性がある

「トライ・アン・
ケム」
ポスター作品
刷り上がった印
刷物だから表現
で き る 質感 は、
実際に展示会場
にて、ぜひお楽
しみください

① ④ ⑤

② ③
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CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13008

グリーン電力証書システムに
参加し、製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。


