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顧客理解の
最重要課題
顧客を深く洞察してその感情を理解することの重要性、そして顧客
との関係を緊密化する必要性に疑いをさしはさむエグゼクティブは
少数でしょう。しかし、巨大な地殻変動が次 と々発生するこの時代
に、それを本当に実行してきたと自信をもって主張できるエグゼクティ
ブはどれほどいるでしょうか？

お よそ1年前、私たちは、KPMG
のGlobal Customer Insights
プログラムの最初の包括的
な成果物として、「Me, my 

life, my wallet（私、私の人生、私の財布）」
レポートの創刊号を発行しました。このプ
ログラムは、消費者と、消費者の「5つの
My」、さらに消費者の動機・態度・期待
の急速かつ根底的な変化について理解を
深めるために考案された世界規模の独自フ
レームワークです。そして、1年前に私たち
が明らかにした消費者の変化は今も減速す
る兆しを見せていません。
　今年、KPMGは、引き続き消費者の多元
的なあり方についてさらに掘り下げて調査
してきました。すなわち、人々の行動と選
択を決定づけている真の要因が何であるか
を探り、そのような要因がどのように変化
しようとしているのかを追求してきました。

私たちは、KPMGのデザイン思考法を多
面的なリサーチプロセスと併用すること
で、人間の振る舞いを決定づける複雑な
要因について、また消費者が（現在だけ
でなく将来にわたって）行う取捨選択の背
景には何が存在しているのかについて、理
解を深めようと努めてきました。

Julio Hernandez,
Customer Advisory Lead,
KPMG米国
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37%

24%

信頼とは漠然とした理想でも空疎な美辞麗句でもありません。
信頼は、顧客ロイヤルティの醸成の核心であり、すべての組織と
機関の将来における金銭的な繁栄を築くことにつながるもので
す。単に願望を表明するだけでは十分ではありません。実りのあ
る顧客関係を築き、維持するためには、発想の転換が必要であ
るだけでなく、データを取り扱う日常業務のあり方をも見直す必

要があるのです。

Colleen Drummond, Head of Innovation Labs,
KPMG米国

　私たちは、昨年の創刊号で使用した独自
の多層的リサーチ手法を、付加的な要素に
よってさらに拡充しました。KPMGのネット
ワーク全体から得た新しいインサイトも活
用したほか、一次調査も拡大し、今年はブ
ラジル、カナダ、中国、フランス、インド、
UAE、英国、米国の合計約25,000人にの
ぼる消費者に対してアンケート調査を行い
ました。この国々には、世界の消費者の過
半数が居住しており、今後も増加し続ける
と予想されています。また、以上に加えて、
エスノグラフィックリサーチ（民族誌学的
アプローチによって調査対象に密着し、潜
在的な問題やニーズを探り出す調査）の手
法に基づくインタビューも各市場で実施し
ました。
　昨年、このレポートの創刊号で、私たち
は「5つのMy」を導入しました。これは、
人間の意思決定を左右する複雑な根底的
要因について、組織がより深く、包括的に
理解する助けとなるように考案された独自
のフレームワークです。私たちは、すでに、
多年度にわたるKPMGの「カスタマーエク
スペリエンス・エクセレンス」調査（詳細に
ついては後述）から1つの認識を得ていま
す。すなわち、顧客を理解し、顧客に最
も近づいた企業、そして、顧客の状況に見
合った適切な提案や体験を提供する企業こ
そが、競合企業を上回る成長と営業成績を
達成できるという認識です。
　「5つのMy」を導入して以来、1年間にわ
たって、KPMGのメンバーファームは、世界
中のクライアントがさまざまな業界で「5つ
のMy」を使用して変わりやすい消費者の態
度・期待・行動を深く洞察できるように支
援してきました。この知識こそが、クライア
ントにとって、カスタマーセントリックなビジ

ネス戦略を推進する原動力となるからです。
　今年の調査結果は、「消費者である一個
人として、私はどういう人間なのか」という
視点から消費者像を理解することの重要性
を再認識させるものです。消費者の信頼が
（広く報道されたデータ不正使用事件が一
因ともなって）徐々に失われ、新しいプライ
バシー規制が次々に導入される今の時代に
あって、そうした知識を入手することは新た
な課題を生むとともに、消費者に関する情
報の活用と保護の微妙なバランスを図る必
要性にもつながります。こうした状況の下、
企業は、進化し続けるカスタマーエンゲー
ジメント・アプローチを推し進めるうえで、
顧客や消費者に関するデータやインサイト
をどのように獲得し、利用し、収益化すれ
ばよいのかを再考する必要に迫られてい
ます。
　また今回、私たちは、顧客の「財布」に
ついても改めて見直しました。その結果、
個人がどのようにお金を節約し、ファイナ
ンシャルライフを管理している（あるいは管
理していない）かが、新しい観点として浮か
び上がりました。絶えず変化する複雑な消
費者との関係構築に取り組む企業にとって
は、そのような観点を理解することが必要
不可欠です。私たちは、主要なライフイベ
ントがどのように収入・消費・支出の関係
に影響を及ぼしているかを検討するととも
に、資産や退職に対する態度をさまざまな
国、世代、そして社会経済的な集団にわ
たって調査しました。さらに、そこで明ら
かとなった差異が何を意味しているかにつ
いても検証を行っています。
　また、ジェネレーションX（1960年代初
めから1980年までの間に生まれた世代）を
これまで以上に詳しく調査しました。この
世代は、技術的な知識が豊富で将来有望
なビジネスプロフェッショナルを大勢輩出
している集団であり、ベビーブーム世代の両
親とミレニアル世代の子どもに挟まれ、幅
広く多様な欲求と願望を持っていながらも、
これまで見過ごされることの多かった存在
でした。
　いまやジェネレーションXは、特に北米
で広まった呼称である「忘れられた世代」と
いうレッテルを捨て去る態勢に入っており、
組織の方でも、この世代への知見を深める
べき時期が到来しています。
　職歴の面で、ジェネレーションXは職業
人生のピーク期を迎えつつあり、さまざま
な業界において組織の中でリーダーシップ

全世界の消費者の
37%が、政府を
信頼していると
回答しています。

全世界の消費者の
24%は、
関わり合いのある
組織や機関から
メリットを得るのと
引き換えに自分の
データを提供する
気はないと
考えています。

Me, my life, my wallet
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9%

を発揮する地位に昇り詰めようとしていま
す。この世代は、高齢化する両親と幼少期
の子どもの両方を世話するという、両立し
にくい課題と向き合っていることが少なくあ
りません。
　また、私たちは、ジェネレーションXとそ
の子ども世代に当たる2000年以降に生ま
れたジェネレーションZとの間の相互作用に
ついても調査しており、この2つの世代の間
で行動様式が伝播する可能性と、それが将
来の選択のあり方をどのように方向づける
かについても検証しています。
　さらに私たちは、企業間取引（B2B）組
織が「5つのMy」のフレームワークをどのよ
うに利用することで自社の顧客関係を見直
すことができるかについても検討していま
す。私たちの見解では、信頼とデータ保護
は依然として極めて重要であり、それがも
たらすメリットとリスクは、規制要件の拡
大につれてますます増大しています。顧客
との関係は、B2Bの状況においても（消費
者に対する場合以上に、とは言わないまで
も）同じくらい重要ですが、関係するすべて
の当事者の利害と影響力を踏まえると、は
るかに複雑化する可能性があります。そし
て、対消費者（B2C）市場とまったく同様に、
価格や体験に対する顧客の期待は、競合
や比較の慣行に影響を受けます。
　それでは、以下でさらに深く消費者のあ
り方を多元的に探っていきながら、その中
で、KPMGの調査結果および見解、アドバ
イス、そして指針が、読者の皆様ご自身と
その組織においてどのような意味をもつか
をご検討いただければ幸いです。

不確実性が存在すると思われているところに、私たちは好機を
見出します。変化の脅威が存在すると思われているところに、私
たちは複数の世代を超えて開かれた新しい可能性を見出します。
このような変化の激しい時代を積極的に受け入れ、未来の消費
者を待ち受ける大きな問題に正面から向き合おうとする組織は、
消費者を従来以上によく理解し、新たな価値を生み出す持続的
関係を消費者との間に築いていくうえで優位に立つことになるで

しょう。

Willy Kruh, Global Chair,
Consumer & Retail,
KPMGインターナショナル

退職に備えて十分な
貯蓄があると
感じている
ジェネレーションX
の消費者は9%です。
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ハイライト
まず、テクノロジーの力に支えら
れた今日の世界を、消費者自身
の言葉、感情、行動を通してみ
ていきます。これは、本レポート
全体で探求しているリサーチテー
マとインサイトを見渡す、一種の
プレビューとなっています。

本
レ ポ ー ト「Me, my life, 

my wallet」は、極めて詳
細なリサーチの結果を活
用して作成されており、社

会・技術・経済・地政学データのトレンド
分析、4つの大陸の消費者に対する（エスノ
グラフィックリサーチの手法による）インタ
ビュー、そして中国、インド、英国、米国
の消費者を対象とした独自の定量的調査と
いう3つのリサーチ結果をまとめたものです。
このハイライトを、本レポート全体を通じ
て探求している詳細なインサイトの簡単な
「プレビュー」としてご覧になりながら、ご
自身に次のように問いかけてみてください。
「私は、本当に自分で思っているほど、ある
いは職務の要請に応えられるほど、私の顧
客のことをよく知っているだろうか？」

仕事と退職

1週間の平均就労日数

インド

UAE

中国

ブラジル

フランス

米国

カナダ

英国

退職について大きな不安感を表明している人の割合

ブラジル

UAE

カナダ

インド

フランス

米国

英国

中国
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59%

41%
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50%

75%

50%

25%

75%

53% 47% 31% 27% 22% 19% 18% 13% 29%

テクノロジーに対する愛着度

携帯電話の紛失と財布の紛失の
どちらがましであると思うかの比較

カナダ 米国 フランス UAE ブラジル 英国 インド 中国 平均

財布をなくす
方がましだと
思う人の割合

携帯電話をなく
す方がましだと
思う人の割合

新しいテクノロジーに非常に興味がある人の割合
― 新しいデバイスが発売されたときに、いち早く購入する人の割合

中国 インド ブラジル フランス UAE 米国 英国 カナダ 平均
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Me, my life, my wallet

情報に対する選好

たくさんの情報を
持っているのが
好きである

情報が多すぎて
困惑している

すでに自分は
情報過多になって
いると感じるが、
それでも情報を
消費し続ける

情報過多であると
感じたら、無視し、
関わるのを止める

ブラジル カナダ 中国 インド フランス UAE 英国 米国 平均

（デバイス、ソーシャルメディア、ニュース、情報、オンライン生活な
どから離れるために）「つながり断ち」をしたことがある人の割合

携帯の電波が届く地点から車で1時間半ほど離れた場所で過ごした
10日間は、おそらくこの10年で最もリラックスした時間でした。
Seth、29歳、トロント（カナダ）

ときどき外からの情報についていけなくなります。自分自身の考えにさ
えついていけなくなって、今は、途方に暮れているような状態です。
Katerina、30歳、サンパウロ（ブラジル）

休息が必要である
という理由で
「つながり断ち」を
したことがある
人の割合
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33%

42%
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情報源

インターネット／
オンライン
（例：ニュースサイト）

テレビ

ソーシャルメディア

ラジオ

新聞

ポッドキャスト

ソーシャルメディアの普及によって、ビッグニュースがとんでもな
く簡単に拡散するようになりました。だから、何も見落としてい
ないように感じます。
Steven、25歳、カントン（米国オハイオ州）

ソーシャルメディアとフェイクニュースによって、いとも簡単に誤
情報が広まって人々がそれを信じるようになっています。例えば、
私の祖父母でさえ、噂の受け売りのようなくだらないメッセージ
を受け取って、その内容が明らかに荒唐無稽であっても、知人の
1人が送ってきたというだけでそれを信じてしまうのです。
Leela、26歳、ニューデリー（インド）

データ保護

自分のデータを守るために
ソーシャルメディアの
プライバシー設定を
更新した人の割合

企業が自分のデータを
保護してくれると
思っている人の割合

企業が可能な限り物事を
容易にしてくれると
期待している人の割合

企業が自分の時間を
尊重してくれると
期待している人の割合

企業が自分のことを
何でも分かってくれると
期待している人の割合

29%
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5つのMyを
理解する
絶えず変化する消費者を前にし
て、組織は、人間の意思決定の
根底にある、相互に関連し合っ
た複雑な要因の理解を可能とす
る斬新なアプローチを必要とし
ています。

消
費者として私たちが行う取
捨選択は、これまでも常に
多数の要因の影響を受け、
それに支配されてきました

が、それが今日ほど複雑化し、破壊的な
変化に晒されている時代は存在しませんで
した。
　このような状況に強く促されて、私たちは
「5つのMy」のフレームワークを開発しまし
た。「5つのMy」は、消費者がある体験の
中で何に価値を見出すのかを明らかにし、
消費者にとって重要な意味をもつ瞬間を理
解し、その生活を取り巻くさまざまなつな
がりをより的確に把握し、時間とお金をめ
ぐるトレードオフに対して消費者がどのよう
に妥協点を見出すかについて学ぶことに役
立つフレームワークです。
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My  
attention

多くの組織は、5つのMyの構成要
素を個々に切り離した形で、ある
いは事業や商品のカテゴリーまた
は消費者の特定のライフステージ
という枠組みの中で、すでに探求
しているでしょう。しかし、KPMG
の考えでは、5つのMyの複合的な
組み合わせこそが、消費者の満た
されないニーズ、消費者が妥協点
を見出す方法、そして消費者の生
活の全側面にわたって意思決定に
影響を及ぼす要因の全貌に関する
内容豊かなストーリー、分析、お
よびインサイトを生み出すのです。
これは単一の「My」の枠内だけで
はまったく不可能なことなのです。
　このような複数の要因が消費者
のさまざまなライフステージとライ
フイベントにわたってどのように連
動しながら作用しているかを知るこ
とは、真のインサイトを得るため
の鍵であり、また今日の消費者を
理解するのはもちろん、何が未来
の消費者を動かすかを予測するた
めの鍵でもあるのです。

今や私たちにとって、
最高の体験こそが
基本的な期待事項と
なっています

My  
motivation
（私の動機）
行動と期待を促す特質

ビジネスへのインパクト

消費者がある体験の中の何を本
当に重視するのか、そして何が
消費者の期待の指標となるのか
を知ることは、企業が無駄な努
力をなくし、消費者の行動に真
の変化を引き起こすような取組
みに集中することに役立ちます。

私たちは、
情報を処理したり
選別したりする方法を
根本的に変化させようと
しています

（私の関心）
関心や注意の向け方

ビジネスへのインパクト

消費者の注意を引き付ける戦
いを制する方法を知ることは、
企業が、重要度の高い瞬間、
対話・媒体、またはチャネルな
どへの投資ターゲットの設定に
よって投資収益の最大化を図
ることに役立ちます。

Me, my life, my wallet

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
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My  
watch

My  
wallet

My  
connection

ビジネスへのインパクト

消費者がどのようにつなが
りをもち、誰とつながってい
るかをより賢く判断すること
で、インサイトを向上させ、
より強い結び付きを生み出す
ことが可能となります。

ビジネスへのインパクト

ライフイベントが時間とお金のトレー
ドオフ（二律背反とその妥協）に及ぼ
す影響を理解し、そのようなトレー
ドオフがいつ、どこで起こるか、そ
してそれが新しいライフイベントに応
じてどのように変化するかを理解す
ることにより、企業は、消費者との
つながりを適切な瞬間に適切な方法
で生み出すことが可能となります。

ビジネスへのインパクト

財布が何を意味し、そこに
何が入っているかを理解す
ることで、企業は購買力を
持つ消費者にターゲットを
合わせることが可能となり
ます。

私たちは、
生活全般にわたって
ますますテクノロジー
を利用して活動を
自動化・迅速化
しています

私たちの
財布のあり方は
ライフイベントに
応じて
変化します

（私のつながり）
デバイス、情報、
人とのつながり方

（私の時間）
時間の制約をバランスよく調
整する方法と、ライフイベン
トを通じたバランスの変化

（私の財布）
ライフイベントに応じた
支出配分の調整方法

私たちが
世界に関する知識を
進化させている一方、
世界も私たちに
関する知識を
進化させています

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
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（私の動機）

Me, my life, my wallet

My motivation

48%

今
や私たちにとって、最高の体験こそが
基本的な期待事項となっています。私
たちは、もはやある会社を、単にその
最も近い競合企業とだけ比較するこ

とはありません。そうではなく、どのような企業であ
れ、消費者としての私たちが得られる最高の体験に対
して最も高い基準を設定している企業と比較するので
す。私たちは、品質、利便性、そしてより直観的でパー
ソナライズされた体験を求めています。そして、ピアレ
ビューやソーシャルメディア上の話題性を重視しており、

多くの人々が、企業や機関に対してよりも、影響力のあ
る個人に対して大きな信頼を寄せています。私たちは、
関わりをもつ組織や機関に対して、次のように望んでい
ます⸺「私のことを分かってほしい」、「私を尊重して
ほしい」、「手間を省けるようにしてほしい」。そして、信
用不安が高まっている時代の最中で、「私を守ってほし
い」と考えています。フェイクニュースが蔓延する今の
時代、この要求は増大する一方です。

企業が問うべきポイント

»  どの消費者との取引を獲得したいのか？ 

»  最も大きな利益をもたらしてくれる消費者の
行動の主要因をより的確に理解するために、
どのようにしてインサイトを獲得すればいい
のか？

»  どうすれば消費者の行動の「理由」を理解
できる行動科学的なインサイトを開発し、
さらに、消費者の好みやデータを尊重し、
保護することができるか？

»  価値の増大を促す重要なカスタマージャー
ニーとはどのようなものか？

»  投下する資本に照らして、そのような重要
なジャーニーにどのように優先順位を付け
るか？

»  誰が、消費者の生活の中で基準となる「体
験のベンチマーク」を設定しているのか？　
それは、消費者の期待をどのように形成し
ているか？

»  カスタマージャーニーのどの段階に、重要
な期待や摩擦ポイントが存在しているか？

全世界の消費者の48%が、
オンラインの財務情報、医療情報、
またはその他の個人情報に対する
ハッキングについて大きな不安を

感じています。
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容易に
して
ほしい

分かって
ほしい

尊重
して
ほしい

守って
ほしい

最高の体験を
期待しているが、
まだまだ断片
的でしかない。

混乱や断片化を解消し、
私の生活をすっきりさせ
たい。

物事の簡易化と
シームレス化を 
実現してほしい。

私について集め
たデータと同じ
レベルまで私の
ことを分かって
ほしい。

動機

つながり

関心

時間と 
財布

要望、欲求、願望

同じことを何度も
言いたくない。

私のデータを利用
し、私を守ってほ
しい。自分のこと
は自分でできるよ
うにしてほしい。

助けがほしい...

...安心を
生み出し...

...富を築き...

...収入や家計の
目標を達成し...

...願望を成就
させ、ファイナ
ンシャルライフ
を成功させる...

私は自分のお
金、身元情報、
そしてデータを
企業に守っても
らう必要がある。

私は透明性とプライ
バシー保護を求めて
おり、ハッキングの
被害に遭いたくない。

私の情報が漏洩
し、売り渡され、
悪用されることが
心配だ。
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52%

（私の関心）

私
たちは皆、かつてない膨大な量の情報
に囲まれて暮らしており、いつでもどこ
でも望んだときに必要な情報を入手で
きるようになっています。そして、さら

に誰もがテクノロジーの申し子となり、携帯機器であ
れ、スマートテクノロジーであれ、人工知能や音声操
作対応の接続機能であれ、テクノロジーによって生活
が楽になり、決定され、支配されています。そうした

テクノロジーすべてが、何らかの形で私たちの注意持
続時間を変化させており、かつてのアナログ的な体験
とは様変わりしています。この大量の情報と過剰接続
の相乗作用によって、今、私たちの注意力には絶え間
ない重圧がかかっています。時間がますます貴重にな
るにつれ、私たちは、情報を処理して選別する方法や、
それ以外の面で日々の時間を配分する方法を根本的に
変化させようとしています。
　しかし、私たちの忍耐力や集中力が持続する時間が
短くなっても、私たちは自分にとって重要な物事のため
に時間を作り続けています。企業側にとっては、消費
者がどのように自分の時間と関心に優先順位を付けて
スケジュールを組んでいるかを理解することこそが、ノ
イズに惑わされることなく、より深い、より有意義な関
係を一人ひとりの顧客との間に構築するために必要不
可欠です。

企業が問うべきポイント

»  何が消費者の関心を奪い合っているか？

»  消費者はどのように情報やメッセージを選
別して処理しているか？　私たちは消費者
が情報過多に対処するのをどのように支援
できるか？

»  消費者にとって最も大切な瞬間とはどのよ
うな時か？　どのようにしてその瞬間にター
ゲットを合わせるか？

»  どこで、どのようにすれば、消費者のニーズ
に合致した適切な方法で消費者の関心を引
き付けることができるか？

»  いったん消費者の関心を捉えた後、どのよ
うにしてその関心を維持するか？ 

»  いったん消費者の関心を捉えた後、どのよ
うにして価値ある対話を維持するか？

消費者の52%は、情報を自分のために
フィルターで自動的に選別してくれる

テクノロジーやアプリを
好んでいます。

Me, my life, my wallet

My attention
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（私のつながり）
ネ

ットワークへの接続能力が増大した結
果、デジタル的な接続による人間関係
が広まり、データ履歴（data exhaust）
やデータ痕跡（data trail）が指数関数

的に増加しています。その結果、世界はますます私た
ちに関する知識を進化させており、私たち一人ひとり
がどういう人間で、どういう人々がその同類なのか、ま
た地域社会、文化、マクロ的／ミクロ的な動向、さら
に共通性のある集団についてますます詳しくなっていま
す。また、それが転じて、私たちの方でも世界と賢く付
き合えるようになっています。
　このような広範囲にわたる結び付きや人脈の形態と
パターンを理解することは、いつ、誰が、どのように消
費者の意思決定に影響を与えているのかを理解する上
で中核的な役割を果たします。このような理解を培っ
ていく企業は、消費者との関わりにおいて主導権を握
るための最高の手段を獲得することになるでしょう。

企業が問うべきポイント

»  消費者はどのようにテクノロジーを利用し
て、周囲の世界との結び付きを生み出して
いるのか？

»  消費者は誰とつながりを持っているのか？

»  どのように消費者を支援すれば、自社ブラ
ンドとの関わり方を消費者にもっとよく知っ
てもらうことができるか？

»  私たちはどうすればより適切なつながりを
生み出せるのか？ 

»  消費者の生活に対するそうした精密な全体
像を描くことがプライバシーと信頼にもたら
す影響はどのようなものか？

32%

My connection

ミレニアル世代の32%は、これまでに
デバイス、ソーシャルメディア、ニュース、
情報、あるいはオンライン生活全般
とのつながりを意図的に断った

ことがあります。
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時
間がどれだけあるか、あるいはどれだ
けあると思っているかは、人、サービス、
企業との関わり方に影響を及ぼします。
また、私たちは、生活全般にわたって、

テクノロジーを利用することで、さらに活動を自動化あ
るいは迅速化しています。例えば、食料品や日用雑貨
の定期購入を自動化したり、次に何を買うか、どの動
画を見るか、どの音楽を聴くかを適当にみつくろって案
内してくれるアルゴリズムを取り入れたりしています。

企業が問うべきポイント

»  消費者に影響を及ぼす重要なライフイベン
トは何か？　そこで、私たちはどのように商
品やサービスを提案していくのか？

»  私たちはどのようにして一連のライフイベン
トを通じて商品やサービスを提供し、さら
にポジショニングを進化させていくのか？

»  新しい商品やサービスを提供したり、干渉
を減らしたりすることで、どうすれば消費者
に時間を与えることができるのか？

»  時間不足の年代から時間過剰の年代へと移
行するライフステージに達した人々に対し
て、商品やサービスの新たな商機はどのよ
うな形で生じているのか？

»  今後のライフイベントに備える消費者をどの
ように支援できるか？

（私の時間）

Me, my life, my wallet

My watch

44%
消費者の44%は、退職年齢になっても

働き続けたいと考えています。
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往
々にして時間と共生関係にある私たち
の財布のあり方は、さまざまなライフイ
ベントに応じて変化していきます。どれ
だけの資金を保有しており、どのような

資金配分を選択するか、そしてお金に対してどのような
態度をとるかは、数多くの要因に基づいて変化するも
のであり、給料や年齢だけに左右されるわけではあり
ません。そして、そのようなライフイベントが生じる時期、
例えば、最初の持ち家をいつ購入するか、いつ結婚す
るか、いつ第一子をもうける選択をするか、といった時
期は、時代とともに変化しており、今も変化し続けて
います。
　収入、消費、支出構成、そしてその結果としての資
産（純貯蓄）や赤字の間に存在する関係を理解し、こ
の関係が、異なる世代で、さまざまなライフイベントに
応じてどのように変化しているかを把握することによっ
て、従来の人口動態モデルでは得られなかったレベル
の高度なインサイトを獲得することができます。

企業が問うべきポイント

»  消費者が支出する方法や資金を配分する方
法をどのようにつきとめるか？

»  将来、所得が増える人と減る人をどのように
見分ければよいか？

»  経済情勢の変化が起こったときに消費者の
財布の中で生じ得る変化に、私たちはどの
ように備えることができるか？

»  私たちは、消費者が資金や予算をやりくり
するのを、現状と将来の両方を踏まえて、
どのように支援できるか？

My wallet

41%

（私の財布）

全世界の消費者の41%が、
退職後の生活で資金を使い果たして
しまうことを心配しています。
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消費者の財布

債務および税金

KPMGでは、消費者の人口動態の変化と、それが収入および支出
に与える影響について調査を行いました。例えば、人々がどのよ
うにお金を使っているか、お金を使って何をしているか、そ
してお金の使い道や支出先をどのように変えているかな
どについてです。また、新しいカスタマーバリュー
チェーンやチャネルについても検証しました。

支出構成

正味債務返済

収入

消費者ローン

学生ローン

住宅ローン

税金

住居

保育

リフォーム

食品・飲料

通勤

自動車

水道光熱費

電気通信・メディア

保険

医療

医薬品

日用品

衣類

大学・教育

レジャー

ペット

Me, my life, my wallet
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31%多
くの企業が、いまだに最大
の競争相手は同じ業界のラ
イバル企業だと考えていま
す。しかし、KPMGのリサー

チと経験によれば、真の競争相手は、消費
者の財布のみです。
　2017年の「Me, my life, my wallet」レ
ポート創刊号で、私たちは、財布からの流
出を分析しました。特に、消費者の態度と
期待の変化が消費および支出構成にどのよ
うな影響を及ぼしているかについての分析
でした。これに対し、今年は財布への流入
に注目しました。特に、収入、資産、そし
てそれが支出に及ぼす影響です。
　全世界的に、収入、税金、教育、退職、
債務、そして金利など、幅広い要因すべて
まとめて、個々の消費者の財布のあり方に
影響を及ぼしています。また、キャリアや
雇用の性質の変化が、ギグエコノミーや臨
時労働の拡大によるか、あるいはセミリタ
イアやセカンドキャリアの出現によるかを
問わず、財布への流入に影響を及ぼしてい
ます。現代人の生き方、そして持ち家に対
する態度（および住宅取得能力）も、若い
世代の支出と貯蓄の優先順位に、特有の
深い影響力を現しつつあります。資産およ
び富の移転は、世代や地域ごとに異なって

おり、長寿化や医療費の増大が顕著になる
につれて、そのさらなる変化が避けられな
い情勢にあります。
　財布に影響を及ぼす諸要因の総計、収
入・消費・支出の間の相互関係、そして商
品やサービスを調査し、購入し、受け取る
新しい方法について理解することが必要不
可欠です。そうすることで初めて、私たちは、
真の競争相手を認識し、さらにその相手に
効果的に対抗するための立ち位置を見極め
られるのです。

ジェネレーションX
の31%は、
購入や支出の
意思決定に
子どもが影響を
及ぼしている、
と回答しています。

貯蓄

赤字
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ラ
イフステージが長期化し、ライフイベ
ントが流動化し、新しいライフイベント
も出現してきたことで、世代という形で
やってくる波を次々に商機として捉えて

いこうとしても、かつてのように予測どおりには事が運
ばなくなっています。これまで企業はライフステージに
関する想定と年齢を、どの世代についても、人々がいつ、
どのように特定の商品やサービスを購入するかを見極
める指標の代用としてきました。
　「Me, my life, my wallet」の2017年版で、私たち
は、世代間サーフィンについて検討し、そこでの焦点
を、1940年代半ばから1960年代半ばまでに生まれた
ベビーブーム世代と、1980年から2000年前後までに生
まれたミレニアル世代に合わせました。今回、私たちは、
スポットライトの対象をジェネレーションXに切り換え
ます。これは1960年代半ばから1980年の間に生まれ
た人口集団であり、ベビーブーム世代の後に続き、ミレ
ニアル世代に先行する世代です。
　これまで、ベビーブーム世代とミレニアル世代の分析
は、北米と欧州でこの世代が何を経験してきたかによっ
て定義されてきました。しかし、世界的に見た場合、
この2つの世代の経験は極めて多様なものだったのです。
　例えば、米国のベビーブーム世代は、大戦後の物質
的な豊かさ、大量消費、そして楽観主義の拡大という
時代に育ちました。中国では、計画経済期に生まれ、
紙、砂糖、石油、豚肉などの日用品が配給される時代
の中で成長しました。インドのベビーブーム世代は、新

世代間
サーフィン
ベビーブーム世代とミレニアル世代を取り巻くありとあらゆる喧伝と
注目の高さに惑わされて、ジェネレーションXの重要性が見過ごされ
てはいないでしょうか？
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45%

私は、年金制度に入っていませんし、退職時に政府の
年金制度がまだ機能しているとも思いません。私が定
年の頃にはもう存在していないでしょう。だから働き続
けなければなりません。

Joanna、44歳、ダグラス（カナダ）

ジェネレーションX
の45%が
2007年から
2010年の間に
資産を失った
Pew Charitable Trusts、
2013年

たに独立した国家の中で育ち、社会主義
的な停滞した経済の中で、ごく限られた経
済的な選択肢しか得られませんでした。ブ
ラジルでは、ベビーブーム世代が1980年代
の凄まじいハイパーインフレによって非常に
大きな打撃を受けたため、現在でも、この
人口集団は貯蓄よりも支出を好んでいます。
日本のベビーブーム世代の経験はさらに目
覚ましいものでした。食糧難の時代に生ま
れ、日本が経済大国へと変貌していく中で
成長したからです。
　グローバリゼーションの進行とともに、さ
まざまな国のミレニアル世代の経験はある
程度共通する部分がありましたが、すべて
の経験が同じだったわけではありません。
欧米では、2008年の大不況とその厳しい
後遺症の長期化によって、ミレニアル世代
の財布も緊縮化を強いられました。それ
に対して、全世界のミレニアル世代の47%
が暮らしている中国とインドでは、出世の
機会も自由に使える資源も、ミレニアル世
代の方が両親を上回るようになっています。
そうした違いがある一方、世界的には、ミ
レニアル世代は真の意味で最初のデジタル
世代であると考えられています。デジタル革
命の規模とペースは国によって異なるもの
の、この世代がコンピューティング、テクノ
ロジー、そして移動体通信の急速な進歩と
普及の時代に育ったという点では同じです。
　この2つの人口集団に挟まれる形で、見
過ごされたり（特に北米と欧州では）黙殺
されたりすることの少なくない集団が存在
します。それがジェネレーションXです。ジェ
ネレーションXは、ベビーブーム世代やミレ
ニアル世代に比べて、潜在している可能性
が小さいのでしょうか？　それとも、この
世代は、組織にとって新しい消費者を新し
い方法でターゲットにできる、新たな機会
をもたらし得る存在なのでしょうか？

ジェネレーションX：一般論を超えた実像
に目を向ける

ジェネレーションXという消費者層の財布に
影響を及ぼしている諸力を理解するには、現
在に至るまでにこの世代が経験してきたライ
フイベントを正しく評価することが重要です。

世界を変えたリーダーたち：ジェネレーションXは誰だ？
Google、WhatsApp、Alibaba、
Amazon、Tesla⸺すべてジェネ
レーションXの先駆的起業家が設立
した会社です。ミレニアル世代はテク
ノロジーに精通しているという評価を
受けていますが、ジェネレーションX

もテクノロジーを熱心に活用していま
す。Nielsenの推定によると、米国で
は、ジェネレーションXが他のどの世
代よりもソーシャルメディアを習慣的に
利用しており、週あたりの使用時間は
ミレニアル世代より40分多くなってい
ます。GlobalWebIndexのレポートに
よると、中国では、ジェネレーションX

の半数が、毎月、Tencent、Youku、
Douyin（Tik Tok）、Weibo、または

WeChatで動画を視聴しています。英
国では、Barclays Bankの調査によっ
て、45歳から54歳までのジェネレーショ
ンXは週あたり約100分をオンライン通
販サイトの閲覧に費やしており、これは
他のどの年齢層よりも多いことが明らか
になっています。それにもかかわらず、
多くの通販事業者はこの世代を軽視し
てきたと言えるでしょう。
　全世界で20億人近くに達するジェネ
レーションXは、仕事に対して起業家
的なアプローチをとることで知られてお
り、ビジネスリーダーの世界で一大勢力
となりつつあります。また、独立した思
考と周囲を取り巻く社会への関心の高
さもその大きな特徴です。

Me, my life, my wallet
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40%

　1960年代の終わりに生まれた典型的な
ジェネレーションXの米国人であるKarenの
ライフステージを考えてみましょう。Karen
が社会人の仲間入りをしたとき、1987年の
ブラックマンデーの暴落が起こって景況感
は激しく落ち込み、景気は後退してデフレ
圧力が高まりました。Karenが最も所得の
ピーク期に入った2000年には、ITバブルが
崩壊し、さらに経済への下方圧力が高まり
ました。不動産市場の絶頂期に住宅を購入
したところで、2008年の金融危機が襲い、
雇用にも、投資にも、そして住宅資産にも
悪影響を及ぼしました。
　2007年から2010年までの間に、米国
のジェネレーションXだけで資産全体の約
38%を失いました。これは平均して1人あ
たり24,000ドルに相当します。さらに住宅
の資産価値も平均27%下落しました。アウ
トソーシングやオフショアリング（事業の外
注や海外移転）の拡大を一因とする一時帰
休（レイオフ）の広がりと就職難のために、
ジェネレーションXの15%は日常生活を支
えるために貯蓄を取り崩しました。また、
ほぼ4分の1が年金口座への積み立てを中止
し、その多くは、景気回復が長期戦に転じ
ていることが原因で、積み立てを再開しま
せんでした。
　こうした巡り合わせの悪さが、この世代
の実生活に持続的な影響を引き起こしてい
ます。KPMGのグローバルな調査によると、
ジェネレーションXの45%が退職について
不安を感じており、退職に備えて十分な貯
蓄があるという回答は9%にとどまっている
ほか、25%は退職に備えた貯蓄を計画して
いるだけでまだ始めていないという懸念す
べき状況にあります。
　KPMG米国のInnovation Labsのヘッド
であるColleen Drummondは次のようにコ
メントしています。「欧米のジェネレーショ
ンXには、時期的な巡り合わせが悪かった
という事情があります。重要なライフイベ
ントがことごとく大きな経済的打撃とぶつ
かってしまい、しかも、その後遺症が深く
長い影響をこの世代の資産、富、そして将
来展望に及ぼしました。その一方で、この
世代は今、所得と支出の最盛期に入っており、
顧客として魅力的なターゲットにもなってい

ます」
　では、前述のKarenの経歴を、1960年
代半ばに生まれた中国の典型的なジェネ
レーションXであるLiu（劉）の経験と比べ
てみましょう。多くの兄弟姉妹とともに成
長したLiuの少年期を特徴づけたものは窮
乏でした。鶏肉は1年に1度のごちそうでし
た。しかし、13歳の年から、Liuが世に出
る機会は急激に増大したはずです。当時の
指導者、鄧小平が中国経済の改革開放を
開始したからです。Liuは年を重ねるにした
がって、自分の世代が社会を変革しようと
していることに誇りを感じるようになったこ

ジェネレーションX
の40%が、
金銭的な安定が
感じられない、
と回答しています。

私の義母は80歳です。ですから、87歳と88歳の高齢者（である私の両親）
ほどには世話を必要としていません……そして幸いにも私には4人のきょう
だいがいます。それぞれ担当の日を決めて交代で両親と過ごしています。
ですが、最優先なのは子どもたちのことであって、たとえ私が火曜日に母
親の面倒をみることになっていても、（娘の）Allieが急病で私がついていな
ければならないようなときには、きょうだいの誰かに代わってもらうことに
なります。

Julie、53歳、ランシング（米国ミシガン州）
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25%

Me, my life, my wallet

私の頭の中にも、両親や祖父母の頭の中にも、60代になったら遠からず退
職するものだという根強い固定観念があります。さらに、退職後は年金を
受け取り続けられるとも考えていました。しかし、それは今の私の捉え方
とは違います。

Tim、39歳、モントリオール（カナダ）

ジェネレーションX
の25%は、
退職に備えた貯蓄を
まだ始めておらず、
依然として計画段階
にとどまっています。

とでしょう。例えば、AlibabaのJack Ma
（馬雲）、TencentのPony Ma（馬化騰）、
Baidu のRobin Li（李彦宏）は皆、ジェネ
レーションXです。両親よりも裕福になった
Liuは、未来に対しておおむね楽観的です
が、住宅バブルの話、あるいは子どもが大
学を出るまで経済的に援助する必要性や、
初めての持ち家の頭金をつくる必要性には
懸念を感じることもあります。
　次に、同じアジアの中でも、今度はイン
ドのジェネレーションXに属するAviに注目
してみましょう。Aviは、景気低迷の時代に
生まれ育ち、保護貿易主義の文化を経験し
ましたが、30代前半の頃にあっさりと消滅
しました。これは、国が海外からの国内産
業への投資を受け入れ、産業、商業、貿易
に対して緩和的な政策を採用したためです。
中流階級と上位中流階級の可処分所得が
劇的に増加し、それまでインドにとって縁
のなかった消費経済を推し進めた結果、事

業機会と購買力の両方が急速に膨れ上がり
ました。
　Aviと同世代の多くの人が、職を求めて海
外に渡り、帰国後は同等の品質の製品と体
験をインドの製造業者に対して求めるよう
になり、多国籍企業が急速に市場に参入し
ました。持ち家が手に入りやすくなり、そ
れまで停滞していた不動産市場が値上がり
しはじめ、Aviとその同年代の人々は、識字
能力、国際感覚、そして品質意識のより高
い世代として、また両親を上回る純資産を
保有する世代として、前の世代とは一線を
画するようになりはじめました。

サンドイッチ世代

Karen、Liu、Avi、そしてジェネレーション
Xに属する他の人々に共通する経験の1つは、
KPMGが「サンドイッチ世代」と呼んでいる
新しいライフステージです。幼い子どもと高
齢の両親という2つの存在の世話や扶養の
板挟みになっているこの世代は、慢性的な
時間不足に陥っており、その原因の一部は、
女性の労働参加率の急速な高まり、親世代
の長寿化、そして特に中国では、一人っ子
政策が出生率に及ぼした影響にあります。
　このサンドイッチ状態は、常に時間に追
われることを示しています。なぜなら、ジェ
ネレーションXは、自分の時間をどのように
割り振るかという点で、犠牲や妥協を強い
られているからです。さらに、「財布」への
圧力を生み出す可能性もあります。これは、
どのように財源を集めて高齢の両親を扶養
し、ジェネレーションZである子どもの世話
を焼くかという問題です。ジェネレーション
Zは、一般に、先行する世代よりも両親と
過ごす時間が長い傾向があります。

新しいビジネスチャンスの基盤

過去から現在にかけては課題にばかり直面
してきたジェネレーションXですが、未来に
は明るい展望が開けています。
　欧米のジェネレーションXの多くは、同
年齢だった頃の両親ほど裕福ではないも
のの、現在、所得のピーク期に差し掛かっ
ており、強い勤労意欲を維持しています。
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KPMGの調査が示すところによると、この
見過ごされてきたジェネレーションXはその
ライフステージを背景に、目下、生涯のい
かなる時期よりも、所得、支出ともに多い
という時期を迎えています。
　ミレニアル世代のようなデジタルネイティ
ブでないとはいえ、この世代はテクノロジー
に精通しています。それだけでなく、この
世代は、やがて到来する両親からの資産の
譲渡が一因となって、今後20年の間に数
十兆ドルもの富を増やすことが予測されて
います。中国とインドのジェネレーションX
は、過去40年にわたって実施された経済
改革の恩恵を受け、すでにその両親よりも
裕福になっています。
　では組織は、こうしたジェネレーションX
の「時間と財布」の力関係にどのように反応
し、その資産と豊かさの増大をどのように
事業の好機として活用できるでしょうか？
　KPMG米国のCustomer Advisoryの
リーダーであるJulio Hernandezは次のよ
うにコメントしています。「この世代は助力
を必要としており、今後次第にその助力の
対価を支払う能力を増していくでしょう。
財布にも時間にも同じように重圧がのしか
かっているジェネレーションXですが、それ
でも、時間を節約するためにお金を払う可
能性は高まっています。なぜなら、この世
代は、資産移転と所得増大の時期に入ろう
としているからです」
　企業はすでに、時間に飢えたこの世代の
「時間と財布」のあり方に合わせて設計され
た商品や体験の開発を進めています。サブ
スクリプションサービス、自動化されたリマ
インダー、デジタルパーソナルアシスタント
（デジタル個人秘書）、そして時間管理ツール
など、人工知能（AI）を活用した商品やサー
ビスの普及が加速することで、この深刻な
時間不足を解決しはじめています。やがて、
ジェネレーションXの関心を得ようとする戦
いの火ぶたが切られるでしょう。その争奪
戦の舞台となるのが、モノのインターネット
（IoT）に接続されたスマートホーム、ハン
ドヘルドデバイスに代わる最先端技術とし
て台頭してきた音声プラットフォーム、そし
て、単なるスケジュールだけではなく私たち
の生活のあらゆる側面を管理するのに役立

ジェネレーションX
の2人に1人は、
仕事のスケジュール
が立て込んでいる
ためにプライベート
や家族との時間が
十分に取れない、
と回答しています。

仕事を辞めたいのですが、今はまだ、いつ辞められる
のか、その正確な時期が分かりません。

Qiurong、40歳、北京（中国）

つ、AIを利用したバーチャルアシスタントな
どです。ベビーブーム世代が主として生活を
より楽なものにするために出費したのに対
し、ジェネレーションXは生活をより賢いも
のにするためのテクノロジーに投資するで
しょう。
　データアナリティクス、テクノロジーの活
用が、ある程度まで、消費者の生活のスケ
ジュールを管理するマネージャーの役割を
担うことができれば、組織は、ジェネレー
ションXの「時間と財布」の力関係に調和を
もたらし、目に見える具体的な価値を生み
出すことができます。そのような組織はジェ
ネレーションXの生活の複雑さを集約して
単純化することで、今後20～30年にわた
り、折々に見過ごされてきた存在でありな
がらも重要なこの消費者層の持つ、増大す
る資産へのアクセスにおいて優位に立つこ
とになるでしょう。
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ジェネレーションZはその親世代であるジェネレーションX
に影響を及ぼし、ジェネレーションXはその子ども世代であ
るジェネレーションZに影響を及ぼしていますが、今、さら
にもうひとつ新たな現実も明らかになりはじめています。

現
代は、過去よりも急速に親
子間の行動様式の伝播が
進行している時代であり、
親が子どもに物事を教え、

感化を及ぼしてきたのと同様に、子どもも
親に教えたり影響を及ぼしたりしています。
テクノロジーの進歩と経済情勢が、異なる
世代同士をますます緊密に結び付けてお
り、その結果として、テクノロジーの普及
のペースがさらに加速しています。これと似
た現象は、（昨年版で説明したように）ベ
ビーブーム世代の親とミレニアル世代の子ど
もの間でも起こっていますが、ジェネレー
ションX（40代から50代半ば）とジェネレー
ションZ（10代）の間のエコー効果はそれと
は異なる独特の様相を呈しており、予想外
の形で起こりはじめています。
　ニューサウスウェールズ大学ビジネスス
クールが実施した2017年の調査で、5ヵ国
からの回答を検討した結果によると、ジェ
ネレーションXは、両親の共働きを経験し
た最初の世代であり、就労する母親の増加
が一因となって、最初の鍵っ子世代として
知られるようになりました。その多くは、独
りぼっちの気分を味わい、なんとか親の気
を引こうとした経験をしています。今、自分
自身が親となったジェネレーションXは、両
親がそばにいてくれなかったことによる寂し
さを埋め合わせるために、過保護に走って
いるのでしょうか？　それとも、ただ世界
は昔ほど安全ではなくなったと感じている
のでしょうか？
　ジェネレーションZに属するその子どもた
ちは、家から離れた場所で過ごす時間が
減り、オンラインで過ごす時間が増えてい
ます。National Trustが実施した2016年の
調査によると、英国の子どもたちが屋外で
遊ぶのは平均して週4時間程度であり、そ
の親世代が子どもの頃に屋外で遊んでいた
週8.2時間という時間に比べると、著しく減
少しています。この変化は、娯楽、ソーシャ
ルメディア、オンラインゲームなどのニュー
メディアを含めた、テクノロジーの発展が主
な原因でしょう。

ジェネレーションXとジェネレーションZ：

もうひとつの
エコー効果

私たちが子どもの頃は、皆、外に遊びに行って、暗くなるまで家
に帰りませんでした。でも今、私がそのような環境で安全に育っ
たにもかかわらず、（自分の子どもたちの安全が）心配になったの
です。それで、四六時中ずっと子どもと一緒にいるわけです。い
つも見張っています。だから、子どもたちには昔のような自由が
ありません。たぶん、このインターネットなどが自由の代わり、
ということになるのでしょう…… 

Aimee、49歳、フリスコ（米国テキサス州）
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36%

テレビゲーム世代

欧米において、ジェネレーションXは、仲間
や、映画、テレビによって大きな影響を受
けており、またビデオゲームと安価な家庭
用ゲーム機で育った最初の世代の1つでし
た。ジェネレーションXの多くはゲームをす
ることに抵抗がないため、子どもたちにも
ゲームをさせています。その結果、私たちは、
ゲームというものやゲームをプレイすること
が、いわゆる現実とは異なる代替現実の中
であるとはいえ、子どもの社会生活の中で
突出した役割を果たしている様子を目の当
たりにしています。子どもを守りたいという
思いと、楽しませたいという気持ちが結び
付くことで、ジェネレーションXは、ジェネ
レーションZが架空代替現実の世界の中で
活躍するという状況を作り出したのです。
　昨今の、ソーシャルメディアによって煽
られる「何者かでなくてはならない」という
プレッシャーを背景として、新時代のゲー
ムは、ジェネレーションZが自分自身で演
出するオンライン上の自画像を通じて自ら
の人生の一部を創り出し、それを生きるこ
とを可能にしています。ジェネレーション
Zにとって、ソーシャルメディアとはもはや
SnapchatやInstagramの類を意味するもの
ではありません。大ヒットした最新のゲー

ム、フォートナイト（Fortnite）を考えてみ
てください。アイテム課金制で基本料金が
無料のゲームであるにもかかわらず、直近
1ヵ月間の「ゲーム内」売上の3億ドルをは
じめ、他のどのようなゲームよりも大きな
収益を生み出しています。フォートナイトは、
ジェネレーションZのバーチャルな居場所で
あり、まだスマートフォンを使用できず、車
の運転免許を取得できない、この世代の多
くの子どもが仲間と交流できる場所なので
す。フォートナイトは皆が入り浸って過ごす
場所となり、遊びの約束の新しい形として、
マインクラフト（Minecraft）よりパワーアッ
プしています。そして、フォートナイトは、
大勢の10代のお小遣いの支出先を物理的
な物からバーチャルなモノへと転じさせまし
た。例えば、スキン（全身を覆う着せ替え
コスチュームによる新しいバーチャルアイデ
ンティティ）、エモート、およびダンスムー
ブであり、それが一人ひとりのフィーリング
や「自分らしい立ち回り」を表現するのです。
　では、なぜこれらバーチャルなモノが重
要なのでしょうか？　なぜなら、それこそ
がこの世代の子どものアイデンティティで
あるからです。そして、子どもたちが、もう
1人の自分を向上させ、それが人物像や見た
目をより良いものにするために、バーチャル
な舞台設定の中でゲームのプレイとは関係
のない追加のアイテムにリアルマネーを支
払うよう促されているからであり、さらに加
えて、現実世界において類似のスタイルと
ファッションへの関心を育てるからです。

ひたすらデジタル

ジェネレーションZは単にデジタルネイティ
ブなのではありません。徹頭徹尾、どこか
らどこまでもデジタルなのです。この世代
は多数のデバイスをもっており、新しいテク
ノロジーが出現したらすぐに適応する必要
があります。また、従来型のテレビを前世
代と同じように視聴することはまったくあり
ません。メディアに精通しており、それがど
こで手に入るか、そしてどうすれば思いどお
りに使い尽くすことができるかを熟知してい
ます。また、複数のデバイスを同時に使用
することにより、ゲームをしながらYouTube
の複数の番組を同時に見て、両方のデバイ
スやコンテンツの間を行き来します。
　その結果、メディアをめぐる状況は著しく
複雑化し、複数の現実がさまざまなゲーム
や動画にわたって入り混じっています。まっ

自分の子ども時代が気楽だったかどうか私には分かりませんし、両親がこれ
ほど心配性ではなかったのか、単にそれをあまり表に出さなかっただけなの
かどうかも分かりません。でも、私は次の世代が心配なのです。子どもたち
が知っているのは今の状況だけです。子どもたちは、昔はiPhoneが存在
しなかったことも、電話のない時代があったことも分かっていません。

Martine、42歳、パリ（フランス）

調査対象となった
親の36%は、
エレクトロニクス製品
の購入に「しばしば」
または「常に」
子どもが影響を
与えていると
回答しています。
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たく新しい世代の有名人が、人気インスタ
グラマーからYouTubeやフォートナイトの
スターまで、次々と出現しています。例え
ば、Little LizardやTiny Turtleは、マイクラ
フトの中で動画のストーリーを生み出した
YouTubeのスターですが、今は場所を移し
て、フォートナイトの中でストーリーとゲー
ムを次々に生み出しています。ジェネレー
ションZは、あるデバイス上でYouTubeの
番組を視聴し、別のデバイスでゲームをプ
レイし、大きな画面と小さな画面をミック
スしながら、マルチデバイス、マルチメディ
ア、マルチファンタジーの世界を生きている
のです。

複合現実

いくつもの社会生活が融合され、リミック
スされているという状況が生じ、私たちは
今、さまざまなストーリー、世界、そしてデ
バイスの「組み合わせ爆発」を目の当たりに
しています。スターウォーズのおもちゃのよ
うな、映画のタイイン（抱き合わせ広告や
販売）は完全にお株を奪われようとしてい
ます。ゲームが映画になり、映画はその中
にゲームを組み込み、YouTubeはマインク
ラフトを使用してゲームと映画をリミックス
し、LEGOはマインクラフトのセットを作成
し、おもちゃはゲームになり、さらに映画
になり、またゲームに戻る、という具合です。
つまり、メディアがメッセージであるならば、
そのメディアがリアルタイムでリミックスさ
れ、変化し続けているということになります。
　この世代は、メディア、娯楽、ファッショ
ンの様相を根本的に変えつつあるのでしょ
うか？　それにより、メディア企業や娯楽
企業には、潜在的にどのような影響が生じ
る可能性があるのでしょうか？　フォートナ
イトは、マインクラフトで育った世代の子ど
もたちに生じた影響がどのようなものなの
か、その一端を垣間見せてくれます。デジ
タルネイティブであるミレニアル世代があら
ゆるものを体験として求めていたのだとし
たら、ジェネレーションZは、ジェネレー
ションXによる養育と金銭援助を支えとし
て、すべてのメディアと体験をキュレートし、
制作し、デザインし、リミックスする能力
を欲していると言えます。メディアは、クロ
スデバイス、クロスストーリー、そしてクロ
スエクスペリエンスである必要があるので
す。映画のタイインはもはやアナクロニズム
と化しています。ゲームから映画へ、そして

またゲームに戻り、さらにYouTubeへ、玩具
へ、ファッションへというタイインが「ニュー
ノーマル（新たな常識）」なのです。そして、
それは複合現実の世界に新たな意味をもた
らそうとしています。
　また、ジェネレーションZは世帯の財布
（家計）に対しても強い影響力を持っていま
す。この世代は自分の意見をもち、それを
表明する権利があると感じており、その発
言権をオンラインであれオフラインであれ、
生活のあらゆる側面で行使します。この世
代は、自分の好き嫌いについて確固とした
意見を持つだけでなく、外部に向けて発信
しており、スマートフォンや絵文字をタップ
することを超えた方法でそれを表明するこ
とを恐れません。この世代は、それ以前の
どの世代と比べても、あらゆる形態で立ち
現れる世界との接触をはるかに多く重ねて
おり、さらに両親と比べても、現代の情報
の洪水の中を泳ぎ回る方法をよく知ってい
るため、その結果として、より気難しいと
までいかなくても、より意識の高い消費者
になっているのです。そして、自意識が強く、
博識なコネクテッド消費者は、まだお小遣
いレベルに過ぎない自分自身の財布をはる
かに超えた影響力を持っています。つまり、
「うちでは、子どもが私の代わりに買い物リ
ストを作ってくれる」という状況です。

子どもたちにとっては、オンライン情報へのアクセスの仕方をまねるだけで
は厳しくなるのではないかと思います。つまり、将来的には、たくさんの新
しいデバイスを使うことになり、あらゆるテクノロジーに対応しなければな
らないからです。

Biwan、31歳、北京（中国）

調査対象となった
親が、第一子に
ソーシャルメディア
へのアクセスを
与えた平均年齢
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ジェネ
レーションZ
の視点
学校で、友だちが「今日の夜、フォートナイトす
る人は？」って聞くので、みんなで何時にプレイ
するかを決めます。Xboxでフォートナイトをプ
レイするのがすごく楽しいのは、学校から帰っ
た後もみんなで一緒にいるみたいに話したりで
きるからです。面白いのは、ときどきバグって、
ぼくの戦利品が友だちのところに行っちゃうとき
です。ぼくはRagnorkという名前のキャラで、
ティア100です。つまり、もらえる最高のティアっ
てことです。まだそんなにたくさんプレイしてい
ないのにここまでティアを上げたのがぼくの自慢
です。

Thomas、10歳、リーズ（英国）

フォートナイトが楽しいのは、友だちと一緒に
プレイできるからです。ゲームしながらときど
き動画も見ます。すごく面白い番組があるから
です。

Davis、10歳、ニューヨーク（米国）

スクリーンがすごくきれいなんです。ビデオゲー
ムが好きなのは、何かをやったという感じがす
ごくして、元気が出るからです。でも、テレビの
前にいると、何もしていないような気持ちになり
ます。フォートナイトをするのが好きなので、
いつも、もっと勝って、もっとレベル上げして、
強くなりたいと思っています。はまると止められ
ないゲームです。

Jean-Baptiste、10歳、パリ（フランス）

ママがコンピューターを使っていいと言ったら、
ぼくはiPadをしに行きます。FIFA Mobileや
FUT Draft（サッカーゲーム）みたいなゲームを
するのが好きです。FUT Draftでぼくはレート
92のチームを作ったので、すごく気分がいいん
です。ゲームがつまらなくなったら、YouTube
を見たりします。おもしろい動画がたくさんある
からです。ChrisMDが（FIFA）パックを開ける
のを見るのが好きです。ChrisMDはいつもレア
なカードを獲得するからです。ぼくもChrisMD
みたいに自分のYouTubeチャンネルを持てる
ようになったらいいなと思います。ぼくも
ChrisMDみたいにパックを開けている動画を
作っています。

Charlie、8歳、リーズ（英国）
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テクノロジーのステータスシンボルと言えるのは、
iPhoneそのものとかいうんじゃなくて、要するに
凄くいいアプリのことなんです。結局、大事なの
はつながることなので、最近だと、Facebook、
Instagram、WhatsAppがあれば、だいたい
話が通じる感じです。

Mansour、17歳、アブダビ（UAE）

ぼくはメディアをスマホとラップトップとデスク
トップで見ます。気に入っているメディアは、
ソーシャルメディアです。友だちとしゃべれるか
らです。一番よく使うメディアはYouTubeか、
PCのビデオゲームです。YouTubeは見ているだ
けで面白いし、ゲームは友達と一緒にプレイで
きるのが楽しいんです。

Oliver、13歳、オタワ（カナダ）

お兄ちゃんがいないときは、ビデオゲームをする
のが好きです。1人で遊べるし、それにがんばっ
ている気持ちになれるからです。タッチスクリー
ンはすごくいいです。

Mathilde、9歳、パリ（フランス）

なんといってもDouYin（Tik Tok）が最高です。
速いし、面白いし、誰でもきっと気になるもの
が見つかると思います……すごくはまりますよ。
自分でコンテンツも上げられて、あっという間に
たくさんの「いいね」をもらうこともできます。別
に勉強になるわけでもないし、役に立つような
ものでもないのですが、DouYin（Tik Tok）な
しというのは考えられません……。

Tim、14歳、北京（中国）

子どもは皆、フォートナイトが大好きです。カッ
コいいゲームだし、「Victory Royale�」（最後
まで生き残ること）を達成するという目標がある
からです。すごく難しいゲームなので、ずっとプ
レイしていたくなるんです。長い時間プレイする
と、スキンなんかの報酬がもらえて、自分のキャ
ラに着せることができます。ストーリーが絶えず
更新されるので、ほとんど映画みたいです。

Carter、13歳、グリニッチ（米国コネティカット州）

ぼくはマインクラフトが好きです。マインクラフ
トはLEGOみたいです。自分でかんがえて自分
だけの世界を作れるし、なんでもできるんです。
友だちといっしょにプレイできるのがすごくおも
しろくて、楽しいです。

Jarred、7歳、上海（中国）
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2
017年の世界経済フォーラム調
査の報告によると、世界最大の
年金貯蓄制度を有する6ヵ国、
すなわち、米国、英国、日本、

オランダ、カナダ、オーストラリアに、2大
人口大国である中国とインドを合わせると、
この主要8ヵ国に生じる年金資金の不足額
は2050年までに400兆ドルに達するものと
予想されています。この合計額は、現在の
世界経済の規模の5倍に相当します。
　これに加えて、人口の高齢化、長寿化、
人生100年という現実、医療費の高騰、確
定給付型年金制度の減少、労働力供給源
の縮小といった要因も考慮する必要があり
ます。また、技術の進歩によって引き起こ
された雇用市場の破壊によって、数百万人
が職を追われるとの予想が示されています。
そこにインフレの増大や金利の上昇といっ
たマクロ経済的な圧力が加われば、すでに
圧力を受けている消費者の財布がますます
緊縮化を強いられる公算が高くなります。
　つまり、人口の大部分にとって、今世紀
の間に「退職」というものが廃れ、前世紀
の遺物となってしまう恐れが増大している
のです。そろそろ、「この計算はまだ正しい
のか？」と問い直してみる時ではないでしょ
うか？

心配だが、決断できない

全世界の8つの市場の約25,000人の消費者
を対象とした調査で、KPMGは資産と退職
に対する態度を検証しました。
　そして、この調査データからは、多少の
不安を抱えながらも、現状に甘んじ、十分
な備えができていない消費者像というもの
が浮かび上がってきました。
　平均で27%の回答者が退職に対して大
きな懸念を表明しており、最も低かったの
が中国の消費者の17%、最も高かったのが
ブラジルの40%でした。ジェネレーション
Xについては、退職が次の大きなライフス
テージとして間近に迫っているにもかかわら
ず、強い懸念を表明した割合は3分の1でし
た。さらに、このあいまいな態度には、所
得水準によるばらつきがほとんど存在しま
せんでした。

資産と退職：

希望的観測か？
問題回避か？
退職への備えの不足している消費者がますます増
えるとともに、定年後も自分に合ったスタイルで働
き続ける「アンリタイアメント」が退職の新しい形
になるのでしょうか？

　人生のデキュムレーション（資産引き出
し）段階に最も近づいているベビーブーム世
代とジェネレーションXについては、退職に
備えて十分な貯蓄があると回答した調査対
象者は、それぞれ14%と9%にすぎません
でした。さらに憂慮すべきなのは、この2つ
の世代群の中で、積極的に貯蓄していると
回答した割合が3分の1を少し超える程度に
すぎず、また、退職をわずか10～20年後
に控えるジェネレーションXの25%という大
きな割合が、その退職後に向けた貯蓄を
（計画はしているが）まだ開始していない、
と回答したことです。
　すでに退職した年代を調べてみると、平
均41%の消費者がKPMGの用語でFROOM
（Fear of Running Out Of Money）と呼ば
れる「資金消尽への恐怖感」があると回答
しており、その割合はフランスで最も高く
53%、最も低い英国で20%でした。退職
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をより遠い将来に控えるミレニアル世代に
目を向けると、その半数以上が、将来に備
えた貯蓄を開始していないか、そのような
努力を先送りにしていました。また、この
世代のうち、退職というステージが間近に
迫ったとき、自分は金銭的に安心して退職
を迎えられる状況にあると思う、と回答し
たのは、およそ3分の1にすぎませんでした。
　退職に備えた貯蓄が不十分であり、将来

への備えを先送りしており、資金消尽への
恐怖感（FROOM）があり、債務の返済に
苦労しており、世代間の金銭援助が長引い
ており、退職後のライフステージでも稼ぎ
続ける必要がある……。
　はたしてこれはどういった状況なのでしょ
うか？　見て見ぬふりなのか、決断できな
い優柔不断さなのか、政府がなんとかして
くれるはずだという根拠のない思い込みな
のか、刹那的に生き、将来について考える
のを後回しにしているのか⸺それとも、
別の何かが進行しているのでしょうか？

アンリタイアメント － 生涯現役という選択

このような問題が原因となって、今、新
しいライフステージが出現しつつありま
す。これをKPMGは「アンリタイアメント
（Unretirement）」と呼んでいます。全世界
で、高齢世代の人々は2つの新たな事情、
すなわち、長寿の可能性と、より長く働く
必要性あるいは長く働きたいという願望の
2つのうちの一方または両方に直面してい
ます。
　こうした状況の中で、かつては退職して
その生涯のデキュムレーション（資産引き
出し）段階に入ると想定されていた消費者
が、職業生活を延長する（あるいは延長し
ようと試みる）姿が見られるようになってい
ます。そして、ときにはより現代的なスキル
で競い合ったり、第2のキャリアによって自
己改革したり、パートタイムの仕事に就い
て家計を維持したりする必要に駆られてい
ます。
　また、より長く働くことは必ずしも悪いイ
メージで受け取られているわけではありま
せん。とにかく長く働きたいという理由で
就労し続ける人もいるのです。KPMGの世
界規模の調査では、退職することを望まな
いとの回答が往々にして見られました。退
職によって生活が退屈になることを心配し、
できるだけ長く現役で働き続けたいと思っ
ているのです。しかし、できれば単に必要
に迫られて働くのではなく、楽しみながら
できることに従事したいとも考えています。
　こうしたことから、多くの人は、必ずしも
昔と同じような見方で退職を待ち望んでい

私は、年金制度に入っていませんし、退職時に政府の年金制度がまだ機能
しているとも思いません。年金制度は別の世代が作ったものです……でも、
年金の原資が枯渇していること、年金で生活する世代の割合が私の世代よ
りも大きいこと、そして、年金を納める人の数が減っていることを考えれば、
私が定年になる頃、年金制度はもう存在していないでしょう。だから働き
続けなければなりません。

Joanna、44歳、ダグラス（カナダ）
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27%

るわけではないのです。また、あえて働き
続ける生き方を選ぶ「アンリタイアメント」
は、予期せぬ展開をもたらす可能性もあり
ます。
　金銭以外の財産（例えば、健康、時間、
物理的な資産など）を持っている人々にとっ
て、ギグエコノミー（非正規労働者によって
成立する経済形態）は、お金を稼ぐことと、
時間とお金を使うことの両方について新た
な道を切り開きます。しかも、時間と資産
の両方について柔軟性と自己決定力が得ら
れるのです。現金が必要なら、ライドシェ
ア（自家用車の相乗り）のドライバーになる、
子どもと過ごす間、自宅をAirbnbで貸し出
すといった選択肢があります。人付き合い
が上手で、健康でもあるが、現金が必要だ
というのであれば、他の高齢者の世話をす
るのもいいでしょう。買い物を手伝えるな
ら、Seamless（レストランなどの料理をオ
フィスや住宅に配達するサービス会社）に
問い合わせてみましょう。在宅高齢者を手
助けすることができるなら、CeraやHonor
を通じて介護者になることもできます。
　一部の人にとって、これは現状に対する
「何らかの足し」を得るための行動であり、
すなわち、「時間」の補完（より充実した時
間を過ごすための要素の獲得）や、「財布」
への補充（望む暮らしを実現するためのいく
らかの追加収入の獲得）を目的とした手段
です。しかし、それ以外の人々にとっては「何
らかの足し」といった程度の話ではなく、純
然たる生活の存続をかけた問題です。家賃
を支払えるか、住宅ローンを返済できるか、
「財布」が強く圧迫される事態に備えて蓄財
することができるかといった問題なのです。
　ベビーブーム世代は、さまざまなライフイ
ベントを経て、その過程で自分たちを相手
にしてきた企業の在り方も変化させてきま
した。そのため今後、退職に至る道筋も、
いつ、どこで、どのように退職するかを含
めて、さらに多様化していくことになるもの
と、KPMGでは予想しています。これまで
の経験に基づいて、ベビーブーム世代の多
くは、沈黙の世代（1925年から1942年の
間に生まれた人々）によって築かれた退職
の典型的なパターン、すなわち、日の当た
る場所にある地域コミュニティーで引退を

消費者の27%が
退職に対して
大きな懸念を
表明しています。

ミレニアル世代の
52%が、将来に
備えた貯蓄を
開始していないか、
そのような努力を
先送りにして
いました。

私にとって、投資とは、常に将来について考えることです。
私は、老いることがとても心配なのです。ここブラジル
では、退職する人々のための制度が整っていません。
将来がとても心配です。

Renata、31歳、リオデジャネイロ（ブラジル）

退職したら何もせずに旅行三昧というような老後なん
て、私にはあり得ないです。朝はきちんと起きなければ
ならないし、何か有意義なことをして、自分の行動に意
義と結果を見出せる生活を送りたいです。それができて
初めて、気分よく休暇を取りたいと思える気がします。
だから、私はどんな形でもいいので死ぬまで働きたい
と思っています。

Leela、26歳、ニューデリー（インド）
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私はたぶん、もう働けないというときが来るまで、少なくともパートタイム
で働き続けると思います。なぜなら、毎日とにかく何かやることがあるとい
うのは楽しいですし、日課のある暮らしが好きなのです。退職してただ漫
然と過ごし、何もせずに衰えていくだけの人たちの1人になるのは嫌なので
す。それに、たとえ働かないとしても、引退生活の中できっと何かしたいこ
とを見つけるだろうと思います。

Emily、28歳、アビリーン（米国テキサス州）

迎え、安楽に暮らせる施設に住んで、他の
高齢者と一緒にゲームをして過ごすといった
暮らし方を拒否する可能性を持っています。
ベビーブーム世代はむしろ、よく動き回り流
動的で、あれこれと手を出し、活動的であ
るとともに、高齢者はどうあるべきで、ど
う行動すべきであるといった周囲の期待を
忌避するのです。そして、このような傾向は、
健康であるか、資産があるか、あるいはど
ちらもないかに応じて、さら細分化されます。
　それだけでなく、ベビーブーム世代である

親の子どもたちに関しても、世代間の資産
移転という現行の将来予測に関する想定も
疑ってかかる必要があるでしょう。長寿化、
年金の減少、FROOM、そして医療費の高
騰という現実を踏まえたとき、ジェネレー
ションXやミレニアル世代は、本当に、期待
している遺産を手に入れることになるので
しょうか？

ビジネスへの影響

雇用の延長、セカンドキャリア、セミリタ
イア（高齢者の非常勤勤務）は、消費者の
ニーズに関して、どのような意味があるので
しょうか？⸺そして新たな機会をどこに
生じさせる可能性があるでしょうか？　もし
退職に関する懸念が増すことにより、今日
の収入を貯蓄やローン返済に回す割合の増
加を引き起こすとしたら、どの業種が不利
益を被り、どの業種が利益を得る側に立つ
のでしょうか？　消費者は支出配分をどの
ように調整し、どこにそのしわ寄せが行く
のでしょうか？　またその一方で、もし今日
の消費者が未来のライフステージに備えて
投資をしないとしたら、企業にとって未来の
「シニア」層の優良顧客となるのは誰なので
しょうか？
　こうした問題は、主として金融サービス
業界の検討課題であるように見えるかもし
れませんが、将来への備えに関する消費者
の態度と行動は、あらゆる業界に影響を
及ぼす可能性を秘めています。したがって、
私たちは以下の点について、より深く、よ
り幅広く理解する必要があります。

»  単なる収入と支出のパターンだけでなく、
資産の蓄積状況（または純損失）を含め
た、消費者の財布の全容

»  現在の消費と未来への備えの間の相互
関係、およびそれがどのように消費者の
財布の形状と大きさを（財布の中に残る
ものを含めて）変化させるか

Me, my life, my wallet
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53%

»  こうしたライフステージに応じて消費パ
ターンがどのように変化するか、また新
たな満たされないニーズとなるのは何か

»  世代間にどのような相互依存関係がある
か、そしてある世代の家計状態が別の世
代にどのような影響を及ぼすか（世代間
の金銭的援助の長期化から、寿命が延
び、医療費の増大が資産を引き出してい
くことによる資産移転の減少まで）

»  願望に即した計画と取捨選択を今から
実行し、将来に向けてより適切な計画と
準備ができるように消費者を支援する上
で、企業が積極的な役割を果たす機会

たとえ、社会の大部分が退職に対し、対策
を先送りしてただ解決を祈るだけの「希望
的観測」や見て見ぬふりの「問題回避」の
態度を採っているとしても、消費者向けビ
ジネスに携わる企業は、前途に待ち受ける
不確実な未来に備えておく必要があります。

フランスの
退職者の53%が
老後資金を
使い尽くすことを
心配しています。

私は60歳で退職したいのですが、実際に退職できるのは
70歳だと思います。なぜなら、人の寿命は延びているし、
あれこれと物入りでたくさんお金がかかるからです。

Pauline、21歳、ディジョン（フランス）
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本人

配偶者

子ども

両親

大学 最初の就職 転職 結婚 子ども

資産形成前 資産の積み上げ

現在 未来

最初の
家の購入

消費者の財布：
ライフイベント曲線
私たちの財布のあり方とその移り変わりを決定づけるのは、ライフイベントの
性質とタイミングであって、人口統計ではありません。

私 たちが人生を歩んでいく中で、
「財布」も4つの特徴的な段
階を通過します。その段階と
はすなわち、資産形成前（プ

レ・アキュムレーション）、資産の積み上げ
（アキュムレーション）、資産の保持、資産
の引き出し（デキュムレーション）です。し
かし、こうした段階は世代や国を超えて共
通である一方、個々の消費者がこれらの段
階をどのように通過するかは共通ではあり
ません。
　財布の形状と大きさ、さらにそれがたど
る軌跡を理解するためには、基本的な人口
統計や社会経済集団を超えた要素に目を
向ける必要があります。各フェーズを区切る
ライフイベントは何か、それが私たちの人
生の中でどのようなタイミングで生じるか、
そして、それが潜在的に私たちの財布に対
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高齢の両親の世話
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大きな昇進 子どもの独立 最後の転職 退職 生涯コスト

資産の保持 資産の引き出し

未来 現在

配偶者の世話

子どもの世話

子どもの
大学進学

高齢の両親の
世話

配偶者との
死別

してどのような重圧を生じさせる（または重
圧を軽減する）可能性があるかを考慮する
必要があるのです。
　例えば、人口統計的なプロフィールの同
じ2人の消費者であっても、1人が多額の奨
学金（学生ローン）の返済を抱えた経済生活
を送り、もう1人が高等教育を受けなかった
としたら、2人はまるで違った道筋をたどる
ことになります。あるいは、1人が持ち家の
購入を避けて、より長く両親と同居し、そ
の後は賃貸住宅に住む生き方を選び、もう
1人は、就職してすぐに、理想の住まいの
実現を目指す、いわゆる「住宅すごろく」に
着手する場合や、1人は20代半ばで結婚と
子どものいる生活を目指し、もう1人は30
代後半まで旅行や人生経験を積むことを優

先して、決断を先送りにする場合もまた、
それぞれ違う経済生活となるでしょう。
　こうした要素は、単に財布の大きさ（す
なわち、「収入」－「消費・支出」）に影響す
るだけでなく、どの時点で財布に多かれ少
なかれ負担が生じるか、さらにその結果と
して、特定の時点でどのようなニーズが消費
者によって最優先される可能性が高いかに
影響を与えます。「5つのMy」フレームワーク
と連動させる形で、消費者の財布がたどる
道筋をチャートに描きながら、その主要な
ライフイベントのタイミングと性質を検討し
ていくことは、不正確な同質集団のレベル
ではなく、個人レベルで将来を計画したり
予測したりするうえで役立つものとなります。
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情報を適切に
管理している
という幻想
情報の管理をテクノロジーに任せておくことで、消費者は情報過多のリスク
を気にせずに済むようになっていますが、これは、フィルターバブル（ユー
ザーが見たい情報しか見えなくなる状態）を打破しようと試みる人々にとっ
ては、その背後に潜む複雑さが覆い隠されてしまう可能性があります。

私 たちは情報があふれている
時代に生きています。これは
誰でも知っていることです。
近年では、ニュースやメディ

ア、および情報のチャネル、プラットフォー
ム、そして発信源の細分化が急激に進行し、
なお加速し続けています。わずか60秒の間
に、私たちが一生かかっても消費し切れな
いほど多くの情報とコンテンツが生み出さ
れています。毎日の日課においてもさまざ
まなデバイスが中心的な役割を果たし、ほ
ぼ常時接続の状態にあります。また、音声
やAIを利用したアシスタント機能が私たち
の家庭の中まで入り込み、その浸透度を拡
大しつつあります。
　私たちは、周囲の世界に関する知識を進
化させており、またどのようにテクノロジー
を利用すれば私たちの時間と関心を奪い
合っている膨大な物事の管理が容易になる
かについても、多くを学んできました。し
かし、その結果はどうだったでしょうか？

　今年のグローバル調査で、KPMGは、こ
の新しい現状に対する満足度が全般的に高
いことを確認しました。消費者のほぼ76%
が、たくさんの情報にアクセスできることに
好感を持っていると回答し、それに対して、
平均36%が膨大な量の情報とメディアに閉
口していると回答しました。ただし、中国
とインドの消費者は例外であり、熱狂的な
支持と困惑の表明がいずれも高いレベルで
拮抗していました。
　全世界では、消費者の62%が情報を積
極的に選別していると回答し、46%が情報
の選別を他の人の指図に従って行っており、
半数以上が情報の選別を自分に代わって
実行してくれるアプリやテクノロジーを好意
的に評価していました。約55%の消費者が
情報は「多ければ多いほどよい」と考え、さ
らに情報へのアクセス能力を拡大したいと
いう願望を表明しており、また67%は、自
分の閲覧している情報が信頼に値するかど
うかを判断できると考えていますが、逆に、
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自分では判断できないと考えている消費者
が33%も存在することは問題であるとも言
えます。
　額面どおりに受け取るなら、おおむね肯
定的な回答です。それによれば、消費者は
情報を得ることを好意的にとらえており、さ
らに多くの情報がほしいと考え、情報の通
用力と信頼性を見極めることができ、自分
のネットワーク、テクノロジー、そして個人
的な努力に基づいて最も重要な情報や自分
との関連度の高い情報を選別しています。
　しかし、この熱い支持、そしてテクノロ
ジーとフィルターに対する安心感は、顧客
との関係や関わり合いを深めようとしてい
る組織にとって恩恵なのでしょうか？　それ
とも、もっと複雑な、微妙な意味合いのあ
るシナリオを覆い隠しているのでしょうか？
　過剰な情報を適切に処理する能力を維
持するために、私たち一人ひとりが自分で
テクノロジーをキュレートし、フィルターで
選別し、活用することの意義はどこにある
のでしょうか？　フィルターバブルは、そ
れがはじけて私たちが目を覚ますまで、有
効に機能します。欧米では、多くの人々が、
Brexitのような出来事や、地方選挙と全国
選挙の両方に直面して、自分のフィルター
バブルをはじけさせるという経験をしていま
す。私たちは本当に、周囲の世界に関する
知識を進化させているのでしょうか？　そ
れとも、単に各人が自分自身のために作り
出した世界像に詳しくなっているだけなので
しょうか？
　別の言い方をすれば、プラットフォーム
が私たちのために情報のキュレーションと
選別を行ってくれている状況で、私たちは
本当に知識を増やすことができているので
しょうか？　アルゴリズムは、私たちにとっ
て何が最も重要なのか、私たちが何を見て、
何を知るべきなのかを本当に把握している
のでしょうか？

幻想をもつことの危険性

KPMG米国のKPMG Innovation Labs
のマネージングディレクターであるKes 
Sampantharは次のようにコメントしていま
す。「ニュースハイライト、フィルタリング、
そしてキュレーションは、いずれも現代の
消費者の多忙な生活にメリットをもたらし
ますが、一方で、各自が生活の中で必要と
し、重視している情報を自分自身で掌握し
ているという幻想を生み出す危険もありま
す。組織にとって、私たち消費者が何を重
視し、情報にどのようにアクセスしている
かを理解するだけではもう十分ではありま
せん。消費者がその生活の中から何を排除
しているのか、実際に誰を頼りにして情報
やメッセージを選別し、発信しているのか、
そして私たちが照準を合わせている消費者
層の周囲にはどのような政治的、社会的、
人口動態的なバブルが形成されているのか
を検討しはじめる必要があるのです」
　この先進的なデジタル時代の幕開け以
来、ターゲッティングとパーソナライゼー
ションは重要性を、そして潜在的な可能性
を高めてきましたが、テクノロジーを活用し
て情報アクセスを管理し、情報過多を回避
する消費者の能力は、単に組織に機会をも
たらすばかりではなく、ますます「編集され
た現実」の中を生きるようになっている消
費者の関心をどのように引き付け、獲得し、
保持し続けるかという問題に、いっそうの

テクノロジーの進歩が速すぎて心配です。資本主義の恩恵ばかりに目が行
き、それを使う人たちのプラスにならないのではないでしょうか。儲かるの
はテクノロジーに投資した人たちであって、使う人たちではないような気が
します。このままの状態が続けば、精神衛生上の問題だとか、何か人にとっ
て大きな影響が出てくるのではないかと危惧しています……。

Paul、32歳、ベルファスト（英国）
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複雑さをもたらすのです。
　KPMGインターナショナルのConsumer 
& Retailのグローバルチェアマンである
Willy Kruhは次のようにコメントしていま
す。「テクノロジーに対する消費者の飽くな
き欲求は、消費者自身の生活を容易にする
だけではありません。企業にとっても、生
活を容易にしようとする消費者を支援する
こと、そして、その中で消費者との間によ
り強いつながりとより長く持続する関係を
築くことを可能にしてくれます。しかし、こ
の機会の出現に伴って、企業がデータアナ
リティクスの能力を劇的に向上させる必要
性も生じます。消費者の新たな現実をはる
かによく理解したうえで、それに対応する
必要があるからです。この機会は現に魅力
的な形で存在していますが、それには新た
なレベルの複雑さと微妙な意味合いが伴い
ます。そのことを理解しない限り、ブラン
ドが恩恵を引き出すことは不可能でしょう」
　情報とコンテンツを消費者のためにキュ
レートし、アービトラージするサービスは
大きな可能性を秘めており、その一環とし
て消費者の「5つのMy」を理解することは、
消費者が本当に求めているものを予測して
先取りするうえで有用です。しかし、それと
同時に、企業はワールドカップや選挙、そ
の他の世界的な事象をはじめとする、あら
ゆる枠組みを超えたイベントに細心の注意
を払いながら、異なる現実を進んでいく必
要があります。地域に密着し、ターゲット
を絞り、パーソナライズされた存在である
必要があり、しかも何をする場合でも、消
費者の神経を逆なでしてブランドの信用を
損なうようなリスクは避けなければなりま
せん。

デバイスとの接続を切ったことがある人のうち、何が接続を切った主な理由として選ばれたでしょうか？

情報が多すぎると感じたとき、
4人に1人がデバイスを無視して閉じています。

1 in 4
54%

12%

17%

2%

12%

3%

休息（静かな空間）が必要だったから

その方が健康にいいと思ったから

不安や困惑を覚えたから

自分のプライバシーを守りたかったから

いじめや中傷を受けていたから

その他
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対話の未来
加速し続ける世界において、必要とされるタイミングで、状況に即し、かつ
明らかに有意義な方法で消費者へ働きかけるためには、技術面での先進的
な思考と相応の豊富な知識の両方を備えている必要があります。
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ほ とんどの組織は、「自社の顧客を詳しく
知っている」と主張するかもしれません
が、本当に十分に分かっているのでしょ
うか？　取引履歴や人口統計を除いて、

顧客の「5つのMy」、すなわち「私の動機」、「私の関心」、
「私のつながり」、「私の時間」、「私の財布」を確実に把握
していると偽りなく主張できる組織はごく少数でしょう。
　KPMGの最初の「Me, my life, my wallet」レポート
（2017年版）で、KPMGは、世代間サーフィンという考
え方について検討しました。このレポートのテーマは、
顧客の特定のライフステージ（若年成人期、子育て期、
子どもの独立、退職など）と重要なライフイベントの移
り変わりを理解することで、組織は変化のパターンを
識別し、新たに出現するニーズを予測できるというもの
でした。
　ご承知のように、最新テクノロジーの採用に対する
消費者傾向は、その消費者が属する世代によって影
響されます。Pew Research Centerの最近の調査結
果によると、米国のミレニアル世代の92%が携帯電話

AIは、インドのアプリの一部に非常に深く組
み込まれるようになっており、どのアプリもAI
の統合を積極的に進めています。私は「Times 
of India」（インドの日刊紙）のアプリを利用
していて、スマートホームデバイスに「Times 
of India」の見出しだけを読み上げてほしいと
頼んだりします。朝起きて、「じゃあ、ニュース
を簡単にまとめて教えて」と頼むと、デバイス
が「Times of India」の見出しだけを拾い読
みしてくれるのです。Siriではこうはいきませ
ん。このアプリを購入して以来、私はこのア
プリと対話せずに過ごしたことは1日もなかっ
たと思います。

Kunal、33歳、バンガロール（インド）
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ベッドに入って、親友にWeChatでメッセージを送ると、
向こうからはPinterestで写真が送られてきます。それ
からInstagramで少しふざけたやり取りをしたり、コ
ンテンツをシェアしたりします。そうしていると、相手
と本当に親しくなれる気がします。つまり、コンテンツ
をシェアしたり、くだらないおしゃべりをしたり、真面
目な話をしたりというニーズに合った3通りの方法で関
係を深めることができるのです。だから、人とのやり取
りで使えるチャネルが多いほど、相手に対して本当に親
密な気持ちが生まれるのではないかと思います。

Shaina、25歳、ボストン（米国マサチューセッツ州）

（スマホ）をもっているのに対して、ジェネ
レーションXではこの数字が85%、ベビー
ブーム世代では67%となっています。ソー
シャルメディアに関しては、この相違が拡大
し、使用している割合はミレニアル世代で
85%に達するのに対して、ジェネレーショ
ンXでは75%、ベビーブーム世代では57%
です。ミレニアル世代では、より新しいソー
シャルメディア・プラットフォーム（例えば、
Instagram）を採用する傾向が他の世代よ
りもはるかに顕著です。米国のミレニアル
世代の4人に1人は、もっぱらスマートフォ
ンだけを通じてインターネットにアクセスし
ていることも、Pew Research Centerの
調査結果から判明しています。
　このような状況を背景として、多種多様
なテクノロジーとデバイスが私たちの生活
にますます浸透するのに伴い、企業は余計
なことに気を取られて、その時々の状況に
よって生じる顧客ニーズを、必要とされるタ
イミングで掴み取ることが難しくなります。

3つのレンズ

メディアの細分化と新しいテクノロジーの
爆発的な増加への対策として、多くの組織
は、消費者と関わり合うためにあらゆる種
類のチャネル、タッチポイント、パスウェイ
を開設してきました。残念ながら、そうし
たチャネルすべてが連動しているわけでは
なく、その認知度にも差が生じたために、

Me, my life, my wallet
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多くの場合、分かりやすさより、むしろ混
乱を消費者とその相手のブランドの双方に
引き起こしてきました。企業は、いわゆる
FOMO（機会損失への恐れ）に駆られてす
べてを提供しようとする代わりに、自社の
タッチポイントをよく検討し、それを消費
者がどのように利用するかを、以下の3つの
レンズを通して見極めるべきです。

音声 － 話すことと聴くこと
テキスト － 書くことと読むこと
画像 － 見ることとシェアすること
KPMG米国のCustomer Advisoryのリー
ダーであるJulio Hernandezは次のように
コメントしています。「ちょっとした質問が
ある場合なら、おそらくテキストを送って
回答を読むというやり方が効率的です。事
故で保険金を申請する場合なら、私の損傷
した車の画像をアップロードしたいと思うで
しょう。さらに、もっと複雑な問題で、何
か専門知識に基づいた助言を得たい場合な
ら、音声でやり取りできるタッチポイント
を使用したい気持ちになります。これらの
タッチポイントは相互に相容れないもので
はありません。状況に応じて、個別に、あ
るいは組み合わせて使用すれば、顧客に最
も都合のよい方法で働きかけることができ
ます。最も重要なのは、どのように顧客が
タッチポイントを使用すれば、疑問が解消
され、ニーズが満たされ、問題が解決され
るかを理解することです」
　顧客が何を適切と見なし、何を邪魔で
あると思うかを判断するためには、状況を
考慮することも非常に重要になってきます。
消費者は、自分が誰であり、どのような価
値観をもっており、何をしようとしているか
について組織が把握していることを期待し
ています。それだけでなく、そうした期待
は激しく変化します。例えば、米国では、
ExpressVPNによる最近の調査で、ブラン
ドがどのようにテクノロジーを使用している
かについて、消費者の71%が不安を感じて
いることが分かりました。市場調査会社の
Kantarによると、中国では、43%という、
米国よりもやや少ないながら、やはり相当
な割合の消費者がプライバシーの保護に懸
念を感じていることが判明しています。パー
ソナライゼーションが個人的な事柄への過
剰な立ち入りへと転じる境界線は、多くの
要因によって決まります。特に重要なのは
取引の性質ですが、個々の消費者によって

も、また、同じ人口集団や同じ国の中でも
適切な境界は変わります。
　テクノロジーの高度化と過剰採用
（Forresterの用語）が加速度的に進む時
代に、ミレニアル世代とジェネレーションZ
（1996年より後に生まれた世代）がどのよ
うにテクノロジーと付き合っているかを追跡
することは、組織にとって、消費者が将来
的にどのような体験を要求するかを理解す
るうえでの助けとなります。そして組織は、
今からそうした点について考えはじめる必
要があるのです。
　KPMG米国のマネージングディレクター
であり、Customer Service Transformation
のリーダーであるTerry Wallsは、次のよう
にコメントしています。「テクノロジーを利
用して顧客と関わり合う機会を探し求める
一方で、組織は、戦略的な観点からタッ
チポイントを維持する必要があります。す
なわち、顧客がタッチポイントをどのよう
に利用しているか、なぜそうしているのか、
そのタッチポイントは全体としてどのくらい
適切に機能しているか、どのような影響を
顧客の体験に及ぼしているかを追跡し続け
る必要があるのです」
　消費者は、将来、数えきれないほどの
アプリ、プラットフォーム、テクノロジーか
ら選択するという無限の自由に直面するで
しょう。しかし、その中で、消費者に対す
るビジネスを成功させるのは、意図をもっ
て設計されたさまざまなチャネルの中に音
声、テキスト、画像という3つの対話方式
を適用する企業であり、消費者について保
有している知識を、状況に適した即応性の
高い方法、しかも有意義であることがすぐ
に見て取れるような方法で活用する企業な
のです。

今までで最も気味が悪いと思った出来事は、モールに
入っている店で商品を1つ購入したときに、そのほんの
数秒後に、自分のSNSアカウントのスポンサーセク
ションに、たったいま買い物をしたばかりの店の広告が
表示されたことです……。

Qamar、20歳、ドバイ（UAE）

ジェネレーションZ
の21%が、
スマートフォンに
自分のスケジュール
を把握されている
のは気味が悪いと
答えています。

ジェネレーションZ
の59%が、
バーチャルパーソナル
アシスタント
（Siri、Google 
Now、Cortana）
を素晴らしいと
考えています。

59%

21%
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信頼：
真の緊急課題
データの爆発。
さまざまな組織に対する信頼のばらつき。
行動する必要性。

食 品安全性の問題、プライバ
シーの侵害が多発し、数億
人の消費者の個人情報がハッ
キングの被害に遭う……、そ

うした事件が次 と々報じられています。
　消費者が豊富な情報と発言力を獲得して
透明性が高まり、互いにつながり合ってい
る時代にあって、信頼という概念が従来に
なかった高いレベルで注目を集めています。
もはや信頼が当然視される時代は終わりま
した。消費者から得た無数の貴重なデー
タとインサイトにアクセスし、これを検討、
分析する前提条件として、信頼の問題が急
浮上しています。何が信頼に値するのかに
ついて、消費者の意識はますます高まって
いるからです。
　そもそも、信頼という概念そのものが集
中砲火を浴びています。企業が収集し、共
有化しているデータ、そして、そのデータ
に基づく企業の顧客観は、消費者の信頼を
受けるに値するものなのでしょうか？　消
費者は、本当に自分のデータを組織に委ね
ても大丈夫なのでしょうか？　適切に使用
されるものと信頼してよいのでしょうか？　
そして、消費者がますます自分に関するデー
タの価値について意識を高めている世界に
おいて、信頼とはどのような意味を持つの
でしょうか？
　消費者と規制当局がこのような問題に対
して注ぐ視線は、等しく厳しさを増していま

す。私たち、すなわち、組織、機関、政府がこの問題
に注意を払わずにいることは、もう許されません。
　本章では、この複雑な問題を深く掘り下げていきます。

「私のデータ」への信頼度を高める 
（56～ 61ページ）

この項では、まず、個人情報の不正使用に対する不安
は何を意味するのか、そして顧客との契約を明示と暗
黙の両面で認識できていないと、どのような影響が生
じるかについて検討します。

私のデータの1日（62～ 63ページ）

データでたどる私の一生（64～ 65ページ）

この2つの項では、テクノロジーとの日々のやり取りが
後に残すデータの痕跡（短い周期で発信されるシグナ
ル）と、私たちの一生の間に起こる重要なイベントを経
るたびに残っていくデータの痕跡（長い周期で発信さ
れるシグナル）という厳しい現実について検証していき
ます。

私たちが信頼している機関（66～ 69ページ）

顧客は企業を信頼しても大丈夫なのか？ 
（70～75ページ）

この2つの項では、データの取り扱いに関する同意と推
定の間のバランスを適正化するために組織や機関が緊
急に取り組むべき優先課題を明らかにします。

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



56

One degree  
of trust with  
my data

「私のデータ」への
信頼度を高める
消費者にはデータと個人情報を組織に委ねても構わないという思い
があるかもしれませんが、規制当局が一様に監視の目を強めている
のと同様、消費者も、自分に関する詳細な情報がどのように、そし
て誰によって使用されるかについて、以前よりもはるかに神経質に
なっています。その結果、企業は、情報の扱いについて首尾一貫し
た計画を立てなければ、ゲームの中に踏みとどまることさえ危うくな
る可能性があります。

す
べての信頼が平等に生まれるわけでは
ありません。信頼は、過去の経緯、個
人的経験、世評、メディアの論調、危
機への対応によって、また、友人、家族、

交友関係の影響や、国民文化、各世代の物の見方など
によって形成されます。
　信頼は、築くのに一生かかるものであると同時に、
壊れるのは一瞬であり、しかもそのダメージは長期に
及ぶか、取り返しのつかないものになる場合が少なく
ありません。
　かつては、企業の不祥事が発生する頻度は、あった
としても年に1～2回程度でした。詐欺的な金融商品の
販売に始まり、電話の盗聴、政治家同士の不適切な関
係、不正な市場取引といったことが起こると、全世界
の新聞の見出しが、その不祥事に集中していたもので
す。公的なサービスを提供する機関の意図や公正性が
嫌疑を受けて捜査の対象となるとしたら、それは、歴
史上の例外的な瞬間としてでした。
　ところが今では、そうした不祥事が立て続けに起こっ
ており、その影響力も規模も以前をはるかに上回るも
のとなっています。フェイクニュース、ハッキング、汚職、
そして違法行為がすでに日常生活の一部と化し、普段
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の会話や、朝のニュース、ソーシャルメディ
アのダイジェストで話題に上らない日はな
いほどです。
　不祥事はますます拡大し、単なる政治、
経済、環境といった分野の不正行為にとど
まらず、私たち全員にとってより身近で、現
実味があると言って過言ではない問題にま
で発展してきています。その問題とはすな
わち、私たちの個人データや、極めて私的
な信頼を裏切る行為に関わるものです。そ
して、データは資産であると喧伝されてい
る一方で、もし正しい方法で扱われない場
合、重大な責任問題を発生させる恐れもあ
ります。
　テクノロジーが私たちの生活のほとんど
あらゆる面に浸透してくるにつれて、それに

付随するデータ痕跡も同様に急速に拡大し
ており、それを利用し、解読し、そこから
利益を引き出すことのできる組織に大きな
潜在的な価値をもたらします。かつて消費
者は、組織が個人データを幅広く詳細にわ
たって、単なる取引上の必要性を超えたと
ころまで使用または保持しても、知らぬが
仏とも言える無頓着さを見せていましたが、
最近起こったさまざまな事件がこの問題の
注目度を著しく高めました。
　そのうえ、懸念が存在するのは、私たち
が消費者として作り出しているデータ痕跡
だけではありません。この問題は、私たち
が承知の上でデータを託している組織や機
関だけでは終わらないからです。企業が次
第に私たちの個人情報やデータを第三者の
情報源から購入することができるようにな
るに伴い、私たちは、より広範なプライバ

シーの問題と規制の問題に直面しつつあり
ます。しかも、そうしたデータは、本人へ
の通知も、本人に対する明示的な同意もな
しに収集され、販売されていることが少な
くないのです。では、そもそも企業は第三
者から購入すべきなのでしょうか？　もし
購入した場合、元来、自分たちに直接託さ
れたものではなかったデータに対する許可
と同意をどのように管理するのでしょうか？
　そのような情報を取得したことを消費者
に通知または開示するためには何を要件と
するのでしょうか？　そして、最も善良かつ
良心的な意図であったとしても、こうした
疑問点それぞれは、価値とパーソナライズ
された体験を生み出す能力に、何らかの意
味があるのでしょうか？
　KPMGは、これを透明性ギャップである
と見ています。すなわち、データサイエン

気に入りません。まったく不愉快です。何も
かもブロックしてやろうと思うのですが、思っ
たようにいかないこともあります。自分の個人
データを取得されることになるなんて、本当
に恐ろしいことです。できるだけ、理由もない
ままあらゆるデータを渡してしまうことがない
ようにしています。

Carlos、43歳、サンパウロ（ブラジル）

Me, my life, my wallet
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64%

成長を目指す戦いの中、顧客を知ること、それも深く、個人的に、
包括的に知ることで、勝者が後続集団を引き離す要因となるでしょ
う。そして、この知識の重要な前提条件となるのがデータです。デー
タには通用力があり、価値があります。データによって、組織は、深
くパーソナライズされた体験を創り出すことができ、「その日暮らし」
を脱して、明日の消費者の姿を予測しはじめることが可能となります。
しかし、データがなければ、組織は暗闇の中に取り残され、時代遅
れになった想定と不正確な一般論に依存せざるを得なくなります。し
たがって、信頼は何よりも重要なのであり、運任せにすることは許さ

れないのです。 

Julio Hernandez, Customer Advisory Lead,
KPMG米国

スとアナリティクスによって何が可能かとい
う技術の現状と、消費者がそれをどこまで
認識しているかとの間に乖離があるのです。
これまでは、機関、政府、組織が私たちに
関して収集し、探索し、分析しているデー
タの性質と範囲について、大多数の消費者
が何も知らないままに安心しきっていまし
た。しかし、今、この透明性ギャップは閉
じようとしています。
　かつては、生み出されるデータの量と幅
広さの増大が世の中の最大の懸念材料でし
たが、いまや、公衆の視線は、十分な通知
も同意もないまま、データがどこまで組織
や政府によってデジタル化され、集約され、
追跡され、収益化されているかという点に
向けられています。今後、この透明性ギャッ
プがさらに狭まり、より多くの情報がパブ
リックドメインに移されるにつれて、企業は、

暴露と脆弱性のリスクの増大に見舞われる
恐れがあります。

矢面に立つ信頼

では、過去10年間に限って、公衆の信頼
や信任を裏切る出来事を振り返り、注目
の大きかった事件をいくつか思い出してみ
ましょう。2008年の金融危機以降、銀行
は、自らの顧客の破綻を見越した逆張りで
大儲けしてきました。その後に起こったの
が、「ウォール街を占拠せよ」（OWS）と呼
ばれる抗議運動です。2013年、欧州では
馬肉混入問題が発生し、中国では粉ミル
ク有害物質混入事件が起こりました。製品
のリコールが、医薬品から、食品、自動車
まで、幅広い業界で発生しています。そし
て、ディーゼル車の排出ガス検査データ不
正疑惑、数えきれないほどのサイバー攻撃
とさまざまな企業からのデータ窃盗、デー
タの収集と第三者提供に関するポリシー、
数百万人規模の広範な個人データと生体
認証データを含む情報漏洩、ソーシャルメ
ディアの不正操作／改ざん、フェイクニュー
ス、2016年米国大統領選挙と2016年英
国EU離脱（Brexit）国民投票への外国介入
疑惑、ボット、ソーシャルメディアの偽プロ
フィール、フォロワー数の水増し、ソーシャ
ルインフルエンサーの不透明な世界……。
事件のリストはとめどなく続きます。

全世界の消費者の
64%が、
自分のオンライン
習慣を、企業、政府、
犯罪者が不正に
追跡することに
懸念を抱いています。
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74%

Me, my life, my wallet

　KPMG米国のCustomer Advisoryのリー
ダーであるJulio Hernandezは次のようにコ
メントしています。「成長を目指す戦いの中、
顧客を明確に、簡潔に、包括的に知ること
で、勝者が後続集団を引き離す要因となる
でしょう。そして、この知識の重要な前提
条件となるのがデータです。データには通
用力があり、価値があります。データがあ
れば、組織は、ターゲットを絞り、深くパー
ソナライズされた体験を創り出し、現時点
で成果を上げながら将来の顧客関係をも築
いていくことができます。しかし、データが
なければ、組織は暗闇の中に取り残され、
時代遅れになった想定と不正確な一般論に
依存せざるを得なくなります。したがって、
信頼は何よりも重要なのであり、運任せに
することは許されないのです」
　予想どおり、KPMGの調査から、データ
がオンラインでどのようにアクセスされ、使
用され、濫用されているかに関する不安感
が広く存在することが判明しました。38%
の消費者が、自分のオンライン習慣を企業、
政府、犯罪者が不正に追跡することに対し

て大きな不安を感じていると回答しました。
ほぼ半数（48%）が、財務、医療、または
その他のオンラインの個人情報がハッキン
グを受ける可能性に大きな不安を表明して
いるほか、51%がなりすまし犯罪（個人情
報の盗難）への不安を示し、最も懸念が大
きかったのは中国とブラジルで、それぞれ
62%と68%、これに対して、懸念が比較
的低かったのは英国とカナダの消費者で、
それぞれ37%と39%でした。
　この不安の広がりにもかかわらず、今の
ところ、消費者は、データを委ねることに
ついては、比較的柔軟な姿勢を示していま
す。調査した消費者の75%以上が、パーソ
ナライゼーションの拡大、商品とサービス
の改善、セキュリティの向上、あるいは価
値の増大と引き換えに、一定レベルの個人
情報の引き渡しを概ね肯定的に捉えていま
した。
　この柔軟な姿勢は、消費者が、概して、
自分のデータを企業が利用することについ
て認識しており、実際に、何らかの価値交
換のためにデータを提供し続けることを受

全世界の
消費者の74%が
なりすまし犯罪
（個人情報の盗難）に
不安を抱いています。
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短い周期と長い周
期という2つのシグ
ナルから成り立つ
データ痕跡がどのく
らい広範にわたるの
かを具体的に示す
ために、私たち一人
ひとりが日常的に生
み出しているデータ
と、主要なライフイ
ベントの結果として
生み出しているデー
タを図で示してみま
した。

「私のデータの1日」
（62～ 63ページ）と
「データでたどる私
の一生」（64～ 65
ページ）をご覧くだ
さい。

け入れていることを示唆していますが、それ
でも、平均的な消費者はデジタルフットプ
リント（インターネット上に残した痕跡）と
個人データの痕跡が実際にどれだけ広範に
残されているかに気づいていないというの
が、KPMGの見方です。

契約：明示か、暗黙か？

企業と経営幹部は、データという問題に関
して、顧客の明示的期待と暗黙的期待の両
方に十分に配慮する必要があります。この
程度で大丈夫という慢心は許されません。
そのような態度はリスクが大きすぎます。
今は、いかなる組織であっても、たった1つ
のツイート、あるいは1回のニュースサイク
ルの差で、次のハッキングの被害者となっ
たり、疑わしい不透明なデータ処理慣行が
暴露されたりする時代なのです。
　KPMGの調査が示しているように、消費
者は概して、すでに関わりをもっている機
関や組織に自分の情報を委ねることに対し
てあまり不安を感じていません。しかし、
暗黙の契約として、このデータがそこでと
どまり、それ以上は流出しないという了解
が存在します。私たちが承知の上でデータ
を引き渡している企業がそのデータを私た
ちの想定または承認している方法で使用す
るのであれば問題はありませんが、それが
悪用されたり、改ざんされたり、横流しさ
れたり、販売されたり、暴露されたりする
ことは絶対に認められません。そうした行
為は、多くの事例が示すように、明白な背
信であると見なされるでしょう。
　しかし、暗黙の契約の問題点は、それ
がある種のグレー領域となり得ることにあ
ります。消費者は、自分に関して組織が保
有している個人データ、財務データ、取引
データ、行動データの全容を本当に理解し
ているでしょうか？　企業がどこで、どの
ようにして第三者データを収集しているか、
そしてどのようにして消費者のデジタルフッ
トプリントからオンライン上での消費者の動
きをたどることができるのかを本当に理解
しているでしょうか？　データと個人情報の
さまざまな側面がどのように編集されて消
費者の生活の見取り図を描き出し、その将

来の行動や選択を予測してそれに影響を及
ぼすことができるのかを本当に理解して受
け入れているのでしょうか？
　KPMGの調査は、消費者がそうした状況
に完全に満足しているわけではないことを
示しています。例えば、フランスの消費者
は、自分たちのデータによって何が行われ
ているかをよく知りませんでしたが、データ
が責任をもって使用されているという希望
的観測を抱いていました。米国の調査対象
者は、企業がデータを見境なく販売するこ
とを望まない、と明確に回答していました。
自分の行動がモバイルデバイスを通じて企
業に追跡されたり言動を把握されたりする
という話に良い印象を持つ人は皆無でした。

ネット上の個人データのことがだんだん心配になってい
ます。必要があって何かをするたびに必ず企業や機関は
次から次へと情報を要求してきます。今ではもう、私の
生活が丸ごとネット上にあるんじゃないかと思うくらい
です。

Andreas、41歳、リオデジャネイロ（ブラジル）
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LinkedIn

Apple Watch

Didi

WhatsApp

Spotify

Gmail

Netflix

Twitter

YouTube

Instagram

Google 
Maps

Amap

Nest

Uber

WeChat

● 私はどのように働いている
か？
仕事
•作成したファイル
•記録した時刻
•生産性
•電子メール
•IPアドレス
•職業上の人脈

● 私のお金はどこにあるか？
財務
•収入
•信用スコア
•信用履歴
•財務アプリ
•クレジットカード
•デビットカード
•金融取引

● 私は健康か？
健康
•毎日の習慣
•食物／栄養
•運動記録
•バイオメトリクス
•歩数
•睡眠習慣
•Apple Healthデータ
•Fitbitデータ

● 私はどこにいるか？
位置
•位置履歴
•よく行く場所／目的地
•通勤
•休暇／旅行履歴
•チケット購入

● 私は何を検索しているか？
検索
•検索履歴
•ウェブサイト閲覧
•広告クリック
•検索に費やした時間
•閲覧したコンテンツ
•アプリ内トラッキング

● 私は誰をフォローしている
か？
ソーシャル上のつながり
•連絡先
•電話
•テキスト
•ソーシャルメディアのつ
ながり
•いいね
•フォロー
•コメント
•グループ
•組織

● 私はどのように支払ってい
るか？
決済
•購入
•決済
•収入
•信用スコア
•口座種別

● 私は何を買っているか？
ショッピング
•購入日
•購入習慣
•店舗のレシート
•オンライン通販
•クリックした広告
•最近の検索
•配送先

● 私は何をしているか？
カレンダー／イベント
•カレンダー
•連絡先
•イベント／場所
•チケット購入

● 私は何を聴いているか？
視聴しているメディア
•ストリーミングアカウント
•視聴履歴
•動画閲覧
•音楽ストリーミング
•好きなジャンル
•視聴時間

● 私は家で何をしているか？
スマートホーム
•エネルギー利用
•温度
•照明
•電気・水道・ガス
•洗濯
•スマートセンサー
•セキュリティ
•遠隔監視

スマート
ホーム

電子カード

スマート
メーター

監視カメラ

自動車

電話および
タブレット

スマート
ホームズ

コネクテッド
ウェアラブル

ラップトップ

スマートTV

スマート
ウォッチ

オンライン
通販

テキスト

音楽

健康
データ

オンライン
バンキング

電子メール

電子ファイル

動画

写真

電子ブック

DouYin
（Tik Tok）
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Me, my life, my wallet

私のデータ
の1日
私たちは、日常的なデジタ
ルインタラクションとそれが
生み出しているデータの詳細
さを本当に正しく認識してい
るでしょうか？

テクノロジーに対する依存やさらに愛
着を持つことが、デバイス、アプリ、
ツール、そして接続先の相手が絡み合
う複雑な網の目を作り出しており、そ
のすべてが、私たちの生活の全貌を描
き出す膨大なデータの宝庫へ蓄えを増
やし続けているのです。

私のデバイス 私のアカウント、
パスワード、アプリ、
パーミッション
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WeChat

● 私はどのように働いている
か？
仕事
•作成したファイル
•記録した時刻
•生産性
•電子メール
•IPアドレス
•職業上の人脈

● 私のお金はどこにあるか？
財務
•収入
•信用スコア
•信用履歴
•財務アプリ
•クレジットカード
•デビットカード
•金融取引

● 私は健康か？
健康
•毎日の習慣
•食物／栄養
•運動記録
•バイオメトリクス
•歩数
•睡眠習慣
•Apple Healthデータ
•Fitbitデータ

● 私はどこにいるか？
位置
•位置履歴
•よく行く場所／目的地
•通勤
•休暇／旅行履歴
•チケット購入

● 私は何を検索しているか？
検索
•検索履歴
•ウェブサイト閲覧
•広告クリック
•検索に費やした時間
•閲覧したコンテンツ
•アプリ内トラッキング

● 私は誰をフォローしている
か？
ソーシャル上のつながり
•連絡先
•電話
•テキスト
•ソーシャルメディアのつ
ながり
•いいね
•フォロー
•コメント
•グループ
•組織

● 私はどのように支払ってい
るか？
決済
•購入
•決済
•収入
•信用スコア
•口座種別

● 私は何を買っているか？
ショッピング
•購入日
•購入習慣
•店舗のレシート
•オンライン通販
•クリックした広告
•最近の検索
•配送先

● 私は何をしているか？
カレンダー／イベント
•カレンダー
•連絡先
•イベント／場所
•チケット購入

● 私は何を聴いているか？
視聴しているメディア
•ストリーミングアカウント
•視聴履歴
•動画閲覧
•音楽ストリーミング
•好きなジャンル
•視聴時間

● 私は家で何をしているか？
スマートホーム
•エネルギー利用
•温度
•照明
•電気・水道・ガス
•洗濯
•スマートセンサー
•セキュリティ
•遠隔監視

スマート
ホーム

電子カード

スマート
メーター

監視カメラ

自動車

電話および
タブレット

スマート
ホームズ

コネクテッド
ウェアラブル

ラップトップ

スマートTV

スマート
ウォッチ

オンライン
通販

テキスト

音楽

健康
データ

オンライン
バンキング

電子メール

電子ファイル

動画

写真

電子ブック

DouYin
（Tik Tok）
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私のデジタル
フットプリント

私のデータ履歴
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誕生
»  政府発行のID
» 出生証明書
» 実名
» 生年月日（年齢）
» 出生地
» 性別
» 言語
» 髪の色
» 目の色
» 顔形状
» 指紋
» バイオメトリクス
» DNA
» 家系／親族
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Me, my life, my wallet

データでたどる私の一生
誕生の瞬間から死の瞬間まで、私たちはデータを生み出し続けます。
組織は私のデータをどのように扱っているのでしょうか？

デ
ータとの関わりはほとんど不可避です。
読み書きができるようになる前から、
私たちは記録の中に存在しています。
私たちの人生は、発達期、教育、雇用、

テクノロジーの利用、お金をどのように使い、どのよう
に蓄えているか、重要なライフイベントなどを通じて捉
えられ、記録され、図表化されています。しかし、消
費者の理解につながる材料がこれだけ豊富に存在して
いても、はたして企業は本当に重要なデータに目を向
けているでしょうか？　それとも、間違ったシグナルに
注意を払っているのでしょうか？
　顧客理解の向上に役立つ可能性のある潜在的なデー
タソースに取り囲まれた状況の中で、組織はまず次の

点について自問しなければなりません。

・  このデータはどこにあるのか？　そして誰が所有して
いるのか？

・  誰がデータの使用を（明示か暗黙かを問わず）許可
する権限をもっているのか？

・  このデータは顧客について何を教えてくれるのか？ 
－ どのような価値をこのデータから引き出せるか？

・  顧客は、この情報を活用する許可をすでに私たちに
与えたと思っているか？　そして私たちがこの情報に
アクセスできることを本当に承知しているか？

携帯電話+
» 電話番号
» デバイスモデル
» 通話履歴
» テキスト履歴
» 連絡先
» 写真
» アプリ&パーミッション
» アプリデータ
» 生体認証データ
» 顔形状プロファイル
» 音声プロファイル 教育

» 学校名
» 学校所在地
» 学校ID番号
» 電子メールアドレス
» 学位
» 成績
» 受賞歴
» 素行記録
» クラスメート
» 運動競技実績
» 課外活動

雇用
» 給与
» 肩書
» 電子メールアドレス
» 従業員ID
»  社員バッジ／カードによる施設
への入退場

» 業績考課
» 系列企業
» 同僚
» 職業上の人脈（LinkedIn）
» 使用しているデバイス
» 証明書
» 免許
» 所属団体
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結婚
» 結婚許可証
» 改姓（新しい実名）
» 法律上の配偶者
» 結婚年数
» 結婚式
» 場所
» 親族
» 離婚

子ども
»  新しい扶養家族
（誕生の欄を参照）

» 養子縁組記録
» 納税額の変化
» 財務状態の変化

自動車
» 車両の名義
» 車両（購入年、モデル）
» 車両の登録
» 自動車ローンの書類
» 自動車保険
» 整備記録
» 事故記録

健康
» 健康保険／医療費払戻口座
» 番号
» 電子的な医療記録（電子カルテ）
» 出産
» 予防接種
» 服薬
» 医療機器
» 治療
» 入院
» メディケア／メディケイド

財務
» 信用履歴
» 信用スコア
» 銀行口座
» 貯蓄口座
» ローン
» 生命保険
»  納税申告書（連邦、州、地方自
治体）

» 料金支払記録

政府
» パスポート
» ビザ
» 運転免許
» 有権者登録（有権者ID）
» 納税申告書
» 訴訟
» 破産
» 軍歴
» 安全検査
» 銃火器登録
» 犯罪経歴

退職
» 退職の年齢と日付
» 投資ポートフォリオ
» 社会保障
» 401K
» 年金

家庭
» 自宅の名義
» 住宅ローン
» 自宅の資産価値
» 住宅保険契約
» 保険金請求
» 光熱費
» 維持管理記録

死
» 遺産相続計画書／遺言
» 死亡証明書
» 死亡日
» 死因
» 死亡地
» 遺産譲渡
» 相続税
» 未払債務の履行
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世
界8ヵ国の約25,000人の消
費者を対象とした調査で、
KPMGは、12の代表的な業
界に対する消費者の全体的

な信頼レベルについて質問しました。特に、
従業員を信頼しているか、企業に大事にさ
れていると感じるか、そして自分のデータ
を企業に委ねているかについて質問しまし
た。その調査から明らかになったのは、回
答が業界によって大きく異なるということで
した。
　今回調査したほぼすべての市場で、最も
高い信頼が寄せられていたのは、医療機関、
テクノロジー企業、そして銀行であり、最
も低かったのは政府でした。
　医療が第1位になったのは当然のことで
しょう。医療機関の主な使命は、住民の身
体的な健康に寄与するために働くことであ
るからです。もっとも、健康アプリやフィッ

私たちが信頼
している機関
データと情報は私たちの生活の複雑な様相を描き出す
ことのできるものですが、私たちがそれを委ねている相
手は千差万別です。

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese 
Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved. 



67
© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



68

運勢の好転
2008年の金融危機は、グローバル経済全体に衝撃の波が襲
いました。財産は一夜にして消え去り、家族はその家を失い、
従業員は職を失い、年金基金は目減りし、信用市場は凍結さ
れ、景気刺激策が世界中で導入されました。そして、景気回
復は、当然ながら一様には進行せず、数年を要したほか、多
くの市場では依然として危機が続いていると言ってもよいで
しょう。
　その後、いくつもの不祥事が発生します。巨額報酬、大量
の空売り、顧客の破綻を予測した逆張り、サブプライムの暴
落です。抗議行動「ウォール街を占拠せよ」が巻き起こりまし
た。社会的評価への打撃は、深く浸透し、長く尾を引きました。
実際、広く読まれたViacomによる米国のミレニアル世代を対
象とした2014年の調査によると、米国の4つの主要銀行すべ

てがこの世代の間で最も嫌いなブランドの10位以内に入って
いました。
　しかし、KPMGの調査によると、危機から10年が経った
今、銀行は社会的非難の嵐をすでに乗り切ったことが明ら
かとなっています。KPMGが消費者に話を聴いた8ヵ国の中
で、インドと中国では銀行を信頼する消費者の割合が最も高
く、それぞれ75%と74%だったのに対し、フランスが最も低
く、44%でした。実際のところ、世代間の相違はわずかであり、
ベビーブーム世代、ジェネレーションX、およびミレニアル世
代は、特に財務データに関して、いずれも銀行に高水準の信
頼を寄せており、その割合はそれぞれ、59%、57%、および
60%となっています。

トネスアプリ、そして運動追跡装置から収
集されたデータと個人情報が、どのように
医療提供者や保険会社によって利用される
可能性があるかについての懸念が増加して
いるという一面もあります。
　同様に、消費者がテクノロジー企業に信
頼を寄せていることも理解できます。テクノ
ロジー企業は、私たちの日常生活の中で高
い重要性をもち、受け入れられている存在
だからです。ただし、どれだけ強大なパワー
とデータがわずか数社の民間企業の手に集
中しつつあるかについて、根強い疑問があ
ることも確かです。
　政府に対する信頼の欠如は、何世代とは
言わないまでも、何年にもわたる政争、立
憲政治の危機、そしてめまぐるしく変わる政
治情勢の結果を反映しています。
　この上位3つの業界の中で注目に値する
のは銀行です。

　では、今回の調査結果は銀行業界にとっ
て何を意味するのでしょうか？　消費者の
信頼の復活は、業界の再生を表していると
ともに、新しい機会の到来をも意味してい
ます。すなわち、消費者によって日々生み
出される無数のデータをより賢明に使用す
ることを通じて、消費者の経済生活の円滑
化を支援するという役割をより積極的に果
たしていく好機です。そうすることで、銀行
は、比較的高いレベルにある信頼と信任を
土台として、よりいっそう強固な揺るぎな
い顧客関係を築くことができます。
　KPMG英国のパートナーで Digital & 

Innovation Financial Servicesのヘッドで
あるAnton Ruddenklauは、次のようにコ
メントしています。「信頼は移ろいやすく、
簡単に損なわれてしまう財産です。顧客の
データを活用してパーソナライズされた形
で顧客のニーズとライフタイルを理解し、
顧客の生活の充実と向上を可能にする企業
は、顧客のロイヤルティという利益を獲得
するでしょう。
　そのような形で成長と利益を超えた動機
を実証する能力は、消費者との間に信頼に
基づいた長期的な関係を構築することにつ
ながり、競合企業を上回る強い結び付きを
生み出すでしょう。そこに、銀行のエコシ
ステムを構成するあらゆる組織にとって大き
な機会が存在するのです」

私が最も信頼しているのはたぶん金融機関ですが、そ
の理由は、単純に銀行のビジネス全体がお金や投資と
いったものに基づいているからです。だから、そういう
ものを利用するために必要な商品に対しても、最も強
力な保護対策をとっているような気がします。

Frances、32歳、リバーズ（カナダ）

Me, my life, my wallet
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医療

業界に対する信頼度（信頼する人の割合）

フランス 英国 カナダ 米国 ブラジル UAE 中国 インド 平均

銀行

テクノロジー

小売

電気・水道・
ガス

自動車

通信

保険

メディア

ウェルス
マネジメント

政府

広告

平均
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デ
ジタル経済の中で、企業は顧客を従来
以上によく知るようになっています。製
造、小売、プラットフォーム企業は、す
でにデータの価値を明らかにし、より

迅速で、容易で、よりパーソナライズされた体験を生
み出すことで顧客との信頼関係を勝ち取り、維持し、
強化しています。しかし、企業が消費者の考えの解釈
を間違えば、データの価値は持続しないでしょう。消
費者のデータについて、そのデータの使用方法につい
て、そしてデータを保護するために誰を信頼すべきなの
かについて、消費者自身の考えを理解する必要がある
のです。
　従来のモデル、すなわち、消費者が、あるキーをク
リックすることにより取引の一部としてデータの処理を
企業に事実上委託するというモデルは、EUの一般デー
タ保護規則（GDPR）をはじめとする構想を通じた公衆
の要望や規制要件の高まりによって、時代遅れになり
つつあります。
　GDPRによって、プライバシーは基本的人権であると
いう見方が強まってきており、徐々に世界の他の地域

顧客は企業を
信頼しても
大丈夫なのか？
顧客はあなたの会社を信頼していますか？　あなたの会社が自分
のデータをどのように使用しているかを顧客が知ったら、どうでしょ
うか？　そして、あなたの組織は、信頼を得るために必要な次の
ステップを実施し、顧客のパートナーとなってそのデータを管理する
準備ができているでしょうか？
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47%

63%

の規制にも同じ方針が採用されるようにな
るでしょう。
　この変化の激しい環境の中で、企業は、
承認や同意といった考え方を超えたところ
に目を向ける必要があります。そして、デー
タプライバシーは、コンプライアンスの要
求に従ってチェックシートにレ点（チェック
マーク）を付ければよいという、単なる確
認作業にとどまらない問題であることを認
識する必要があります。データとは資産で
あり、もし取り扱いを誤ると、責任問題に
発展して、ブランドにダメージを与え、信頼
を崩壊させる可能性があります。GDPRを
利用してプライバシー意識の高い文化を根
付かせるための一歩を踏み出した企業は、
データプライバシー戦略を策定する上で自
社をその競争で有利な立ち位置に置くこと
ができるでしょう。
　それによって、製造や小売の事業者は、
消費者がより大きな価値と引き換えにどの

ような情報を抵抗なく引き渡すかをより微
妙な差違まで理解し、一人ひとりにとって
何を価値とするのか（例えば、パーソナラ
イゼーション、特価品の提供、より迅速な
サービス、利便性の向上など）を認識し、
消費者が企業との接触や情報のやり取りで
どのような方法を好むのかを判断すること
ができるのです。

購買行動

購買プロセスに目を向けることも、消費者
が何を適切なデータ利用であるとみなす
か、そしてさらに重要な点として、何を不適
切であるとみなすかについて理解を深める
ことに役立つでしょう。24ヵ国7,000人の
消費者を対象としたKPMGの調査「消費者
プライバシーに関するグローバル意識調査
（Crossing the line）」によると、この問題
はすでに購買行動に影響を及ぼしているこ
とが判明しています。およそ55%が、プラ
イバシーの懸念を理由としてある品目を購
入しない決定を下したことがあると回答し、
66%が、自分の個人データを使用するスマ
ホアプリやタブレットアプリに不快感を抱
いており、75%が、オンラインショッピン
グデータが第三者に譲渡されることに不満
を感じています。
　「消費者の望む保護対策を提供している
組織、そしてデータを利用して顧客一人ひ
とりに合わせた配慮を示し、消費者の好み
と過去のやり取りに関する知見の実証に成
功している組織は、ちょうど『しっくりくる』
ような体験を生み出し、個人のデータの
信頼できるカストディアン（保管・管理者）
となる機会を確保することができます」と、
KPMG英国のGlobal Privacyのリーダーで
あるMark Thompsonは話します。
　パーソナライゼーションの適切な程度を
定義して提供することは、今なお難しい課
題の1つです。年1回のKPMGグローバル
CEO調査に参加した全世界の1,300人の
CEOのうち26%が、自社は「パーソナラ

インドの
消費者の47%が、
企業、政府、または
犯罪者によって
自分のオンライン上の
習慣が不正に
追跡されることに
非常に不安を
もっていると
回答しています。

ブラジルの
消費者の63%が、
オンライン上の財務、
医療、その他の
個人情報に対する
ハッキングに
大きな不安を
感じています。

Me, my life, my wallet
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イズ」された体験に対する顧客の期待を下
回っていると答えており、現時点で顧客の
期待を上回っていると感じているCEOは
23%にとどまりました。
　個人と企業の双方がデータからメリット
を引き出すためには、以下の対策が非常に
重要です。

»  承認のあり方を明確化し、それが理解
されるように取り計らう。透明性を導入
する必要があります。組織がどのような
データを収集するかを率直かつ明快に、
正直に説明することで、消費者が何に同
意しようとしているのかを正確に理解で
きるようにしましょう。法律用語を減ら
し、冗長で、意味の分かりにくい常套句
をなくし、5歳の子どもにやり方を説明す
るような分かりやすさで説明するように
心掛けてください。現状では、全世界の
人々の57%が、ウェブサイトに入ったと
きにプライバシーポリシーを読んでいな
いか、ざっと読み流すだけにしています。

»  消費者のデータをどのように保護する
かを具体的かつ詳細に説明する。この方
針を明確に、詳細にわたって、頻繁に実
行してください。KPMGの消費者プライ
バシーデータに関するグローバル意識調
査（「消費者プライバシーの境界線を越
えないために」）によると、フランス、マ
レーシア、およびスペインの消費者の場
合、その信頼を得る最も効果的な方法は、
データ漏洩やハッキングを防ぐために組
織が強力なサイバーセキュリティシステム
を確立していることを消費者に対して保
証することです。消費者は、組織がデー
タセキュリティやプライバシーのリスクを
どのように算定しているか、関連するコ
ンプライアンスを遵守するためにどのよ
うに規制する手段を講じているか、そし
て、データ侵害にどのように対処してい
るかを知る必要があるのです。

»  顧客の期待を管理する。消費者が何を
期待できるか、組織がパーソナライズし
た提案をしているか、信頼できるパート
ナーと組んでいるか、あるいは、特に顧

そのことはあまり考えないようにしています。今の世の中では、
ジャングルの奥地にでも行って完全に接続の切れた環境に身を
置かない限り、自分のプライバシーを十分に守ることはできません。
だから、あまり考えないようにしているのです。確かに、面白く
ありません。あまり気持ちはよくないですが、仕方がありません。
それを避けるためにできることは多くないのです。

Marcy、68歳、サンパウロ（ブラジル）
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Me, my life, my wallet

もう私たちにプライバシーはないと
思います。企業などの組織と個人
データのやり取りをしなければ、よ
り多くの恩恵を受けることはできま
せんし、特にその恩恵がとても重要
なものである場合はなおさらです。
私たちはたくさんのアプリをダウン
ロードして、生活をより便利にした
いと思うものですが、そうであれば、
プライベートな個人データを相手の
企業に渡さざるを得ません。

Angel、52歳、上海（中国）
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23%

51%

客のデータを譲渡することがあるか、も
し譲渡するなら、いつ、どのように譲渡
するかを明確に説明しているほど、消費
者に不愉快な驚きを与えて信頼を損なう
恐れもそれだけ減少します。

»  第三者に対しても、明快さと一貫性を要
求する。組織が第三者の情報源を通じて
データを収集したり取得したりしている
場合、または何らかのデータをパートナー
企業や第三者に提供している場合は、同
じレベルの透明性を適用し、高いプライ
バシー意識を徹底させなければなりませ
ん。組織がデータや個人情報をどこで、
どのように取得し、また他の機関に提供
しているかを顧客に正直に開示し、あら
ゆるパートナー、サプライヤー、または
第三者に対して、少なくとも自社の最低
限の基準と透明性レベルを満たすように
要求する必要があります。第三者から取
得したデータや第三者に提供したデータ
に対する組織の責任がどこで始まり、ど
こで終わるのかを明確に示し、そのデー
タに関して組織が何を行い、また何を行
わないかを通知することも必要です。最
も重要な点は、消費者の意向を尊重し、
1回の要求だけで容易かつ迅速に消費者
の登録解除やデータの消去に応じること
を確約することです。

»  問題が生じたときに隠し事をしない。
データの漏洩や公表しているポリシーに
違反する事案が発生した場合は、それを
即時に正直に認め、問題を是正して同じ
ことを繰り返さないためにどのような対
策を講じるかを説明する必要があります。

相互利益的（Win-Win）なアプローチ

最近のKPMGの調査で、傑出したカスタ
マーエクスペリエンスを提供しているブラン
ドは、顧客のことを、保護・育成・投資の
対象となるべき資産であると見なしている
ことが再確認されました。これは、単なる
高尚な理想ではありません。こうした取組
みを行うことで、関係を築く当事者双方に
恩恵がもたらされるのです。消費者に付与

する自己決定力と情報を増加させるにつれ
て、カスタマー・セントリック思考を現実
にするために時間と資金を投じてきた組織
は、売上と利益を増大させるようになります。
　さらに、カスタマー・セントリック思考を
真に実現できるのは、消費者の行動と選択
を決定づけている諸力を包括的に把握する
ことを通じて、消費者を総合的に理解した
ときだけです。「5つのMy」の各要素（私の
動機、私の関心、私のつながり、私の時間、
私の財布）を理解し、絶えず変化し続ける
ライフステージや重要なライフイベントを
探っていくことが、信頼を寄せてくれる顧客
との大切な関係を育成し、パーソナライズ
し、維持する出発点となります。

今あるようなテクノロジーが生活を快適にするものであ
る限り、心配はしていません。テクノロジーのおかけで
色々なことが便利になりました。ごく当たり前の日常的
なことや、他にも……。とにかく便利さを実現してくれ
るテクノロジーに対して心配はありません。むしろ恩恵
を受けているんです。

Abdullah、24歳、オンタリオ州（カナダ）医療データを
政府に委ねていると
回答した
消費者の割合は、
わずか23%でした。

わずか

消費者の51%が、
なりすまし
（個人情報の盗難）に
ついて非常に心配で
あると回答しました。
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これが未来だ。
だが、顧客は
どこにいるのか？
絶えず変化する消費者をめぐる争奪戦を制するためには、深く掘り下げた総合的な顧
客理解と、意図を組み込んだ体験を設計し、それを状況に応じて適切に提供する意
欲とを結び付ける必要があります。

顧 客理解とパーソナライゼー
ション、共感、魅力的なサー
ビス、そしてそのブランドな
らではの独自の体験は、決し

て高尚な経営の理想ではありません。それ
は、重要な商業的成果が掛かっている、冷
厳で、容赦がなく、ますます競争の熾烈化
する現実に根差したものです。
　組織が直面している課題には2つの要
素があります。第1に、顧客がある意思決
定に到達する道筋は昨日と今日とではもう
違っていること、そしておそらく明日はさら
に変化していることを、さまざまな状況、
ライフイベント、そしてエンゲージメントモ
デルに基づいて認識することです。
　第2に、この過剰なまでにつながり合っ
た、透明性の高い、大衆化した世界、すな
わち、情報と力の両方が、文字どおり、消
費者の手中にある世界の中では、そのブ
ランドならではの、パーソナライズされた、
そして（最も重要なこととして）意図を組み
込んだ体験を提供する能力がますます緊急
の課題になっているということです。加えて、
そのような体験から生じる期待は、多くの
組織が追随できるペースを超えた速さで高
まっています。なぜなら、消費者がどこか

（カテゴリーや業界を問わず）で得た最高の
体験そのものが、それ以外のすべてのブラ
ンドに対する期待事項となるからです。
　KPMG英国のExperienceのディレクター
であるDavid Conwayは次のようにコメン
トしています。「あるレベルに至ると、消費
者を深く理解し、消費者の生活の中で何が
重要なのかにまで掘り下げて理解する必要
が生じます。それは、多くの組織がこれま
で到達できなかったレベルです。ライフイ
ベントは絶えず移り変わっており、私たち
がいつ、何を、どのように購入するかを左
右するますます重要な要因になりつつあり
ます。したがって、新しい願望、満たされ
ない欲求、次々と変化する動機、そして新
たに到来するライフイベントを理解するこ
とが、未来の顧客の要望に応えながら、そ
のようなニーズを満たせるように組織を方
向づけていくために非常に重要です」

単なる経営の理想ではなく……

顧客との間に密接な関係を築く。意図を組
み込んだ体験を設計する。こうした言葉は、
経営者の空疎な美辞麗句ではありません。
商業上の根拠に基づいた緊急課題なのです。
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　カスタマーエクスペリエンス・エクセレン
スに関する多年度にわたるKPMGのグロー
バル調査を分析した結果を見ると、業績
の高い組織と業績の低い同業者を隔てる
ギャップがどのくらい大きいかが分かります。
世界全体で見ると、トップレベルの高業績
企業は、平均して、業績の低い同業者グルー
プの2倍の株主価値を実現しています。2倍
の売上の伸びから利益を生み出していると
ともに、顧客がそのブランドを支持し続け
る傾向が高いことから、より大きなカスタ
マーエクイティ（顧客生涯価値）を構築して
います。これにより、価格変動に影響され
ない顧客（すなわち、競合企業に乗り換え

る可能性が低い顧客）に経済的プレミアム
を上乗せする可能性が得られます。
　また、そのような企業は、顧客が価値を
置く属性に投資し、価値を置かない属性を
合理化する能力をも得られるため、多くの
場合、顧客の経済性が向上します。魅力的
でパーソナライズされた体験の提供能力を
欠いた組織は、厳しい時期には一般に、高
業績の同業者と比較して、5倍も大きい利
幅減少に見舞われています。
　今日の消費者と未来の消費者の両方を細
部まで徹底的に理解し、明確な意図を組
み込んだ体験を設計することは、成長、ロ
イヤルティ、利幅の増大といったメリットと
結び付いているだけではありません。もし
その能力を欠いていると、組織の存続にも
関わる結果が待ち受けている可能性もある
のです。
　Conwayは次のように話を続けます。「歴
史は、適応に失敗した組織が累 と々横たわ
る墓場です。しかし、消費者の行動の背後
にある理由（�なぜ�）を解明することに役
立つ『5つのMy』と、その消費者にとって
の最高の体験で要望に応える方法（�どのよ
うに�）を明らかにすることに役立つカスタ
マーエクスペリエンス・エクセレンスの『6つ
の柱』という2つの手法を併用することは、
組織を攻めの姿勢へと転じる強力な手段と
なります」

未来の消費者を理解する

消費者の動機と期待は何か、何が消費者
の関心を奪い合っているか、テクノロジー
や他の人 と々どのようにつながり合っている
か、限られた時間とお金をどのようなバラ
ンスで両立させているか、そして、さまざま
なライフイベントやライフステージによって
そのすべてがどのように変化するかを理解
することは、KPMGの「5つのMy」のフレー
ムワークの根幹です。
　このフレームワークを利用することは、今
日、消費者の行動がなぜ変化し続けている
かを明らかにする出発点です。そして、そ
の行動が今後、どのように変わっていく可
能性があるかを予測する助けになります。
このフレームワークが提供する詳細度の高
い非常に個々に向けた視点は、消費者一人
ひとりのレベルに至るまで掘り下げること
も可能であり、従来の人口統計的な区分や
市場調査活動では明らかにすることの難し
かった展望が得られます。

（妊娠して以来）私はお金を節約することにとても多くの時間を使っていま
す……。今のところは、まだ時間もあるし、体力もあるので、例えば、リ
サイクルショップで買い物をして実際に店まで行って品物を受け取ることも
できます……。でも、赤ちゃんが産まれたら、そんなことをする時間はなく
なるので、何でもオンラインで注文するだけになるし、品物を選ぶために
あれこれ考える時間もなくなるでしょう。だから、今のバランスのとり方は
もうすぐ変わることになると思います。

Megan、30歳、ニューヨーク（米国）

Me, my life, my wallet
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24%

18%

16%

15%

　一部の組織では、この深く掘り下げた、
詳細にわたる顧客理解を使用して、変革を
妨げる内部要因を克服することもできます。
例えば、軍人とその家族への金融サービス
の提供を専業とする米国企業であるUSAA
は、さまざまなライフイベントを基盤とし
て使用し、チームと資源を構成しました。
USAAは、社員が顧客の生活を熟知できる
ように、さまざまな施策を実施したのです。
それも、顧客を従業員として採用したり、
社員に対して軍事教練を経験するように奨
励したりするほどの徹底ぶりでした。その
結果、比肩し得る組織がほとんどないレベ
ルの共感と理解が育成されました。
　また、コアサービスの設計を決めること
にも役立ちます。例えば、中国のある決済
サービスプロバイダーは、オンラインの消
費者に関する知識を利用して、特別な仕様
のインターフェースを開発しました。ミレニ
アル世代のスマートフォンユーザーに狙い
を定めたこのインターフェースにより、ユー
ザーは、ポータルを通じて買い物をしてそ
こで決済したり、劇場のチケットを購入し
たり、相場をチェックしたり、航空券を購
入したりすることができます。そして、この
設計の大部分が、消費者の行動を観察し
た結果に基づいて行われたのです。
　基本的に、「5つのMy」によって、組織は
最も潜在力の高い魅力的な市場や顧客に
資源や労力を優先的に配分することができ
るようになります。さらに重要な点は、「5
つのMy」が、経営幹部に深い洞察、すな
わち、消費者の挙動の背後に存在する「な
ぜ」（その行動を選択した理由）に関する洞
察をもたらすことです。その「なぜ」に基づ
いて行動を起こすことで、非常に多くの可
能性が得られるのです。そして、次の段階
として、「なぜ」に基づいて行動し、その結
果に対応し、提案を方向づけ、意図を組み
込んだ体験を新たに設計する、という必要
性に応える最も強力な手段が「6つの柱」で
す。つまり、「では、私たちはどうしたらい
いのか？」を明らかにする手段です。6つの
柱は、それを実現するために組織全体の結
束を強めることに役立ちます。

未来に向けて意図を組み込んだ体験を
設計する

10を超える業界と数百万人の消費者を対象
としてほぼ10年間にわたって実施されてき
たKPMGの調査は、意図を組み込んだ顧

客体験の設計における高業績組織の主要
な特性を明らかにすることに役立ってきま
した。そこで使用された視点が、「パーソナ
ライズ」、「誠実性」、「期待の充足」、「問題
解決力」、「利便性」、および「親密性」です。
この6つの要素は、カスタマーエクスペリエ
ンス・エクセレンス（CEE）の6つの柱となっ
ており、「なぜ」を理解することの後に続く
「どのように」の段階に取り組む手段となる
ものです。
　このような領域に秀でることの重要性に
疑問を呈する経営幹部は少ないでしょう。

個人データの提供と引き換えに得られるメリット

何もない

セキュリティの向上

製品とサービスの向上

顧客体験とパーソナ
ライゼーションの向上
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Me, my life, my wallet
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そして多くは、社内にもそのような方向を
目指したいという純粋な願望があることを
指摘するでしょう。しかし、そのような取
組みは往々にしてつまずきがちです。その
理由は、私たちが体験を設計する基準や目
標にしたいと考えるもの、すなわち、今日の、
あるいは将来の消費者のあり方に対する基
本的な知識に、深さと幅広さが欠けている
からです。だからこそ、5つのMyと6つの柱
を併用することが効果的なのです。併用す
ることで、組織内部の変革、資源配分、そ
して注力先の優先順位を示すヒートマップ
またはロードマップを作成できるようになり
ます。
　しかし、意図を組み込んだ体験を設計す
ることのさらなる複雑さは階層性にありま
す。企業は、個々の柱それぞれで消費者の
最低限の期待を満たす必要があります。そ
うしないと、次の段階にステップアップ
する許可を得ることはできません。例
えば、「誠実性」は6つの柱の基盤で
す。誠実性に対する消費者の期待を
満たすことができない組織は、「パー
ソナライズ」や「親密性」の領域でい
くら差別化や取引獲得のための努力
をしても何の効果もありません。
　KPMG米 国のKPMG Innovation 
LabのディレクターであるElisa Holland
は次のようにコメントしています。「今
日の消費者は少しシニカルです……。
消費者としての私たちは皆、ちょっと
不愉快だった体験や少し不誠実に感
じた体験を思い出すことができるで
しょう。そうした場合というのは、企
業は何らの基本的ニーズに達していると言
える状態にも、基本的ニーズを理解してい
ると言える状態にもないにもかかわらず、
一定のレベルで成果を挙げようとしている
のです。消費者の挙動の背後に存在する
『なぜ』を理解してはじめて、私たちは、6つ
の柱を使用して、今日の消費者のために、
あるいは予測に基づきながら未来の消費者
のために、より適切な、意図を組み込んだ
体験を設計しはじめることができるのです」
　「しかし、私たちは、誠実性から始まる
階層構造が存在することを認識する必要が
あります。体験の設計を検討する際には、
6つの柱それぞれについて検討しながら、
同時に、『私たちは次のレベルへと階層を

顧客体験を
始動させる

顧客を理解する
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エクセキューション 
（遂行）

»  細部への注力
»  定常的な監視

エクセレンス（卓越性）

»  エクセレンスへの尽力
»  顧客を中心とした組織

81

顧客と関わり合う 組織内の能力

誠実性

期待の充足

パーソナライズ

親密性

問題解決力

利便性

エンゲージメント 
（関わり合い）

»  従業員体験（EX）と顧客
体験（CX）の整合化

»  意欲と情熱

エコノミクス（経済性）

»  CXから価値へのリンク
»  体験の最適化

上に進む資格を獲得したか？』と自問する
必要があるのです。それが、意図を組み込
んだ適切な体験を適切なタイミングで提供
することにつながるのです」

全体は部分の和より大きい

KPMG米国のCustomer Advisoryのリー
ダーであるJulio Hernandezは次のようにコ
メントしています。「特定のライフイベント
に関して顧客にとって何が本当に重要かを
理解したとき、しかも、単に明言された重
要性や、推測された重要性だけでなく、何
が消費者の財布を開閉させるのかというこ
とまでを理解したとき、私たちはそれに従っ
て体験を設計できるようになります。時間
にかかる重圧、予算への重圧、そしてパー
ソナライゼーションやプレミアムサービスへ
の期待という3つの要素の相対的な重要性
を理解することによって、私たちは、価値
提案、メッセージ、そして体験をカスタマイ
ズし、顧客に合わせて最適化することが可
能となるのです」
　単独では、KPMGの「5つのMy」は、比
類のない顧客理解に至る道を提供します。
そして、データアナリティクスを使用して、
顧客がどこに向かおうとしているか、将来
における満たされないニーズと願望は何か
を予測する能力をもたらします。同様に、
KPMGの「6つの柱」フレームワークによっ
て、リーダーは、魅力的な顧客体験の提供
に至るまでの、エビデンスに基づいたロー
ドマップを得ることができます。
　KPMG米国のKPMG Innovation Lab
のマネージングディレクターであるKes 
Sampantharは次のようにコメントしていま
す。「特定の世代がいつ新しいライフイベン
トに到達するかを予測することができれば、
『5つのMy』を『6つの柱』に対応づけること
が可能となります。そうすることで、世代
の波を的確にとらえるための優位の確保に
役立ちます」
　したがって、連動するこの2つのレンズを
通して消費者を見ることによって、組織は、
変わり続ける顧客を理解し、寄り添い、予
測し、最終的に、そのような顧客に対する
組織のレレバンス（適切度）を劇的に増大
させる機会を多様な形で作り出すことが可
能となるのです。
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B2B：
ヒューマン
ファクター

B2B取引を見た場合、顧客はそれぞれの個人生活の中で
消費者でもあり、急速に変化する期待を職場に持ち込んで
います。したがって、消費者の行動に関する視点をB2Bの
状況で適用することが役立つこともあります。

品
質、コスト、および納期が企業間（B2B）
の取引関係と意思決定の基盤であった
時代は過ぎ去りました。そうした要因
が依然として重要であることには間違

いありませんが、すでにどの商取引でも横並びとなり、
メリットをアピールしにくい「衛生要因（不満ではない
状態）」になっています。
　今日のB2B取引に作用している要因は、より複雑か
つ多面的な、つまるところ、より人間的なヒューマン
ファクターなのであり、企業の意思決定プロセスに関
与するさまざまなメンバーがどのように選択を行い、相
反する利害に折り合いを付け、パートナーを選定する
のかに影響を及ぼすのです。そして、過去の時代より
も、消費者との関係との類似点も増えています。B2B
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Me, my life, my wallet

市場が消費者市場と同じ特徴を帯びはじめ
ていることについては長く議論されてきまし
たが、今まで得られた洞察の深さは現実の
変化のペースに追い付いていませんでした。
　「Me, my life, my wallet」レポートの中
心テーマは変わりつつある消費者ですが、
この調査で取り扱っているテーマの多くは
B2B環境にも該当しており、またB2Bで実
際に観察されているものです。さらに、何
が消費者の選択を真に決定づけているのか
を現在と将来の両方について理解するため
にKPMGが適用している視点（「レンズ」）
は、企業顧客の状況にも同じ有効性をもっ

て適用できます。
　KPMGインドのパートナーでCustomer 

& ChannelsのヘッドであるAbhijeet Ranade
は次のようにコメントしています。「ビジネ
スをB2B、B2B2C、B2Cに分類すると、過
度の単純化に陥る危険があります。大半の
B2Bチェーンの末端には消費者が存在して
います。そして、製品がこのバリューチェー
ンに沿って動く際に、企業はサプライヤー
に対し、やはり、自社のビジネスの動機を
理解し、サービスをパーソナライズし、期
待を理解し、交渉と取引の実行に費やした
時間と労力に見合った価値を提供してくれ
ることを期待します。また、自社のニーズに
影響を及ぼすような組織イベントや業界の
イベントの成熟段階を理解してくれるサプラ
イヤーであってほしいでしょう」

5つのMyを適用する

全世界におけるスマートフォンの飛躍的な
導入ペースと、東洋の中流層におけるその
継続的な成長曲線を考えてみましょう。ま
た、米国の消費者に対する有料会員サービ
スの広範囲にわたる浸透、Alibabaの巨大
なスケール、さらに通信からショッピング、
交通、決済まで中国の消費者の生活の至る
ところで使用されているWeChatの高い普
及率などもあります。企業顧客も、個人と
してはそうしたテクノロジーを生活の中で多
用しているため、影響が生じないわけがあ
りません。今や、消費者向けテクノロジー
の進歩は、オフィス向けテクノロジーが家
庭の中に入り込むよりも先に、職場の中に
入り込んでいるのです。
　B2B環境で「5つのMy」を使用すること
は、顧客がどのように選択を行うのかを総
合的に理解することに役立ちます。これは、
消費者市場についてこのレポートの前記の
部分で検討した内容と共通するものです。
なぜなら、ビジネス環境でも同じ要因が作
用しているというだけでなく、商業的な意
思決定を下し、バリューチェーンの上下にわ
たる関係を管理する人々は、結局のところ、
誰もが消費者であるからです。家庭におけ
る私たちの言動や経験は、間違いなく、私
たちの職業生活にも影響を及ぼしています。

何が消費者の選択を真に決定づけているのか
を現在と将来の両方について理解するために
KPMGが適用しているレンズは、企業顧客の
状況にも同じ有効性をもって適用できます。
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3 in 5
では、B2Bのレンズを通して「5つのMy」を
検討してみましょう。

My motivation（私の動機）：通常は財務
的な要因と強く結び付いているB2Bの意思
決定も、次第に、信頼できる持続的関係を
構成する、より幅広い側面から特徴づけら
れるようになってきました。コストが選択に
おける唯一または最大の要因であることは
稀であり、むしろ、サービスや透明性をめ
ぐって変化する期待が、商取引の動機に大
きな影響を及ぼしています。また、消費者
として味わった最高の体験がカテゴリーの
相違を超えてベンチマークを設定するのと
同じように、消費者としての期待が商取引
に対する期待にも浸透しているという事実
も考慮しなければなりません。つまり、「行
きつけの小売店にできることは、このサプ

ライヤーにもできるに決まっている」という
期待です。その一方で、この期待の転移は
サプライヤーごとに異なることもあります。
なぜなら、顧客の役割のある1つの側面に
おける体験が速やかに新たな期待へと変じ
るからです。加えて、動機は意思決定者の
役割によっても異なります。例えば、エコ
ノミックバイヤー（購入の意思決定権をもつ
人）、ユーザー、あるいは承認者などでは、
そのいずれもが、それぞれに異なる動機と
期待をもっています。

My attention（私の関心）：意思決定部
門のさまざまなメンバーの関心は、消費者
としての私たちの生活の中におけるのとまっ
たく同様に、激しい争奪戦に晒されていま
す。情報やコミュニケーションと私たちの
関係をテクノロジーが変化させるにつれて、

グローバルCEOの
5人に3人が、
機敏な行動を
取ることが
ビジネスの新しい
必須要件であると
考えています。
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95%

Me, my life, my wallet

仕事上の関心は細分化されていきました。
顧客の関心が、組織内のさまざまな役割ご
とに、また顧客のビジネスカレンダーのさま
ざまなフェーズで、どのように変化するかを
理解することは、ほかの誰と何が、私たち
の標的となる人々の時間と関心を奪い合っ
ているのかを明らかにするうえで役立ちま
す。ここでもやはり、意思決定者とその役
割の性質が、その人の関心の基準や余力に
さまざまに異なる影響を及ぼす可能性があ
ります。

My connection（私のつながり）：意思決
定部門のさまざまなメンバー同士が、どの
ようにつながり、どのように対話しながら
お互いの選択に影響を及ぼし合っているか
を理解することは、顧客組織へのメッセー
ジ、提案、および体験をどのようにカスタ
マイズすべきかを理解する鍵となります。
さらに、ビジネスの状況の中でソーシャル
メディアが及ぼす影響を認識することも重
要です。なぜなら、バリューチェーンを構

成するさまざまなメンバーが、インフルエン
サーのエコシステムという形で互いの結び
付きを強めており、そのエコシステムがコラ
ボレーション（協働）、コ・クリエーション
（共創）、そしてリアルタイムのフィードバッ
クとインサイトの実現に貢献しているから
です。

My watch（私の時間）：時間は、ビジネ
スの場面でも同じように貴重品であり、個
人と組織の両方のレベルに関連しています。
個人の場合、これは、交渉や取引の実行、
履行、サービスの授受などに費やされる時
間と労力などです。それに対して、組織に
とっての時間とは、例えば、アップタイム、
履行のスケジュール表、顧客サービス応答
時間などの形をとることが考えられます。

My wallet（私の財布）：必然的に予算と
は、商業的な意思決定の最も重要な影響
要因です。同様に意思決定者の予算、スケ
ジュール、そしてキャッシュフローをさらに
幅広く理解することも重要です。また、投
資や購買をめぐる他の意思決定がどのよう
なプロセスをたどって下されているかを理
解することも有意義です。全体として、企
業の財布に掛かっている圧力を見抜き、商
取引関係の財政面の構造を理解することで
付加価値を提供する潜在的な機会を見極
めることに役立ちます。
　消費者の場合と同様に、「5つのMy」は、
相互に結び付いており、しかも絶えず変化
しています。意思決定の基盤となっている
こうした決定要因の1つを単独で調べても、
商談の成否を左右する微妙な事情、あるい
は顧客の満たされていないニーズやトレー
ドオフを理解し損なう可能性が高くなりま
す。そのような要因を理解することは、顧
客の体験や関係の設計を構想する際の助け
となります。

ライフステージとライフイベント

消費者としての私たちの「5つのMy」は、私
たちがさまざまなライフステージを通過し、
さまざまなライフイベントを迎える中で、私
たちにとって何が重要かを反映する形で変

グローバルCEOの
95%が、
テクノロジーによる
破壊的変革を
脅威ではなく、
むしろ好機であると
見なしている、
と回答しています。
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1 in 2
化します。例えば、最初の家を買う、子ど
もを持つなどの人生の分岐点が、私たちの
行動様式を大きく変える契機となります。
職業人としての私たちにも、重要なキャリ
アイベント（例えば、最初の就職、重要な
昇進、転職による仕事の変化など）や、キャ
リア上の主要なライフステージ（特に、キャ
リアの初期段階、ピーク期、そして退職）
があります。
　それと同様に、B2B環境でも、ライフス
テージとライフイベントという考え方を適用
します。いつ、どのように顧客の優先順位
が変化しそうであるかを予測し、それが今
後のサービス提供や顧客体験にどのように
反映される可能性があるかを見極めます。
最終的には、ロイヤルティを育成し、持続
的な関係を築いていくことが可能になるの
です。ただし購買担当者が何を経験してい
るかを理解することの重要性を軽視するこ
とはできません。
　特に、取引がまとまって実行される前と

後とでは、状況が非常に異なることを認識
することが重要です。例えば、資金繰りの
苦しい新興企業で自社の最初のオフィスを
賃貸している経営チームと、利益を出して
成長したベンチャーでフットプリントを拡大
している経営チームを対比して考えてみてく
ださい。状況が意思決定を方向づけるの
です。
　KPMG米国のAdvisoryのプリンシパル
で、Customer Solutionsに所属するDeno 

Fischerは次のようにコメントしています。
「購入前から購入に至るまでの顧客獲得の
段階を、顧客サービス、購入後の使用、お
よび修理点検で区別することには、重要な
意味があります。なぜなら、大きく異なる

グローバルCEOの
2人に1人が、
自社がサイバー攻撃の
被害者になることは、
もはや「そうなるか
どうか」ではなく、
「いつなるか」という
時間の問題に
なっていると
回答しています。

消費者として生活する場合と同様に、B2Bの状況でも期待は急
速に高まっており、多くの組織がそれに後れを取っています。
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45%

Me, my life, my wallet

力関係が働いているからです。顧客獲得の
フェーズで顧客と対話していない企業は、
おそらく使用と修理点検のフェーズで対話し
ているのでしょうし、また顧客組織の中の
異なる人員が昇進して何らかの役割を関係
の中で果たしているかもしれません。この
ような、関係の構築と体験の提供という2つ
の異なる状況における5つのMyを理解する
ことで、組織は、取引の提案や情報の発信
をはるかに高い精度でカスタマイズするこ
とが可能になるでしょう」
　それ以上に、企業顧客を構成する世代別
コホート（人口集団）も、テクノロジーに対
して何を期待するかに影響を与えます。多
くの業界で、企業の上層部は依然としてベ
ビーブーム世代によって占められています
が、誰であれ、上層部の役割に到達すれ
ば、企業向けのテクノロジーと関わる機会
は必然的に減ってきます。そうした仕事は
他の人員に移譲されるからです。その結
果、上層部の人々は、従業員と顧客の両方

が企業向けテクノロジーに関して何を日常
的に体験しているかという現実から引き離
されていくのが普通です。なおかつ、レガ
シーテクノロジーに対するジェネレーション
Xのリーダーの許容度の低下、ミレニアル世
代の高い期待、まもなく就労年齢を迎える
ジェネレーションZといった要因を考え合わ
せると、世代というレンズを通してテクノロ
ジーへの期待を理解することがますます重
要になります。
　過去には、ビジネスプロセスが徐々に
進化し、さまざまなステージで業務効率を
高めるために多様な基盤技術が積み重ね
られてきました。しかし、将来は、より人
間中心的な設計アプローチ（または、さま
ざまな世代の人々が多様なビジネスプロセ
スにわたって、どのようにテクノロジーと関
わり合うかという点にさらに配慮すること）
が、従来以上に必要不可欠となっていくで
しょう。

グローバルCEOの
45%が、
ミレニアル世代の
顧客のニーズを
満たすうえで
最大の課題は、
この世代が
それ以前の世代の
顧客とどのように
違うのかを理解する
ことであると
回答しています。
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71%

温厚な企業の終焉

今や、顧客の意思決定集団を構成する個々
のメンバーを理解し、その会社の購買業務
や取引関係に影響を及ぼしていく必要を超え
て、組織自体がブランドとして、独自の「5つ
のMy」のあり方を発展させつつあるという
現状を認識すべき時が到来しています。
　世界的に見て、企業は前例のない方法で
「立場をはっきり示す」ことを選ぶか、また
はそうすることを迫る圧力に直面していま
す。例えば、パブリックアジェンダ（公共
政策）に示された幅広いテーマに即して、
「私たちが信じるものはこれである」という
意思表示を行うようになってきているのです。
　そのような問題は、Brexitや保護貿易の
ような政治的または経済的な問題であるこ
ともあれば、平等や人権のような社会問題、
あるいは調達、最低賃金、雇用政策など、
地域の労働力や利害関係者に関連した、よ
りニッチで微妙なニュアンスが伴う問題で
あることもあるでしょう。こうした動きは、
当初、新興企業コミュニティでより顕著に
ひときわ目立つ形で現れていましたが、最
近では全世界の大規模な多国籍企業にま
で広まっています。
　問題が何であれ、組織のブランドは、成
長とともにますますその本質を明らかにし、
ますます生きた有機体になっていきます。
それによってブランドは、従業員、パート
ナー、顧客、投資家、そしてその他の利害
関係者に対し、そのブランドに固有の「Mys
（５つのMy）」のパターンを顕示していくの
です。

期待の高まり

消費者として生活する場合と同様に、B2B
の状況でも期待は急速に高まっており、多
くの組織がそれに後れを取っています。も
はや機能と価格だけを頼りに持続的な商取
引関係を確保したり、維持したりすること
はできません。現在進行中の顧客体験につ
いても、ベンチマークは絶えず設定し直さ
れているのです。
　KPMG米国のKPMG Innovation Lab
のマネージングディレクターであるKes 

Sampantharは次のようにコメントしていま
す。「顧客は商取引の場にいるときも、消
費者として家庭にいるときと同じメッセージ
を送っています。すなわち、『分かってほし
い』：パートナー企業には、当社のことを理
解して、それを協力関係のあり方に反映し
てもらいたい、『物事を容易にしてほしい』：
パートナー企業との取引においては容易さ
を求めたい、『尊重してほしい』：当社の財
務状態に細かく気を配ってもらいたいほか、
付加価値的なサービスを提供することにも
気を配ってもらいたい、そして『守ってほし
い』：当社のデータと当社の社会的評価を
守り、なによりもサイバーセキュリティを強
化してもらいたい、ということです」

グローバルCEOの
71%が、
個人的には、
競争優位を
維持するために、
オペレーティング
モデルの抜本的な
変革を通じて
組織を先導する
覚悟ができていると
回答しています。

組織のブランドは、成長とともにその本質をより明らかに、ま
すます生きた有機体になっていきます。
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エグゼクティブサマリー：

市場の視点
各国の消費者はグローバルな変革と諸要因の影
響を受けながらも、国ごとにはっきりと異なる反
応を示しています

昨
年の「Me, my life, my 

wallet」レポートで、KPMG
は、変化する消費者の態度、
期待、そして行動様式が中

国、インド、英国、米国という4つの主要
なグローバル市場でどのように現れている
かを探りました。今年は、アンケート調査
とエスノグラフィックリサーチを拡大し、ブ
ラジル、カナダ、フランス、UAEという4ヵ
国を追加しました。
　以降の各章で明らかになるように、消費
者は世界中で変化しており、共通の力や因
子の影響を受けてはいますが、それに対
して独自の反応を示すことも多々あります。
実際、変化の様相は、それを見る人によっ
てさまざまに異なるのでしょう。
　ブラジルは、一時期、新興市場経済のリー
ダー格的存在でしたが、ブラジルの消費者
は、政治的な動乱と近年最悪の景気後退
に見舞われてきました。現代のデジタルの
世界への参入とそれがもたらすべきあらゆる
恩恵は、遅々として進まない景気回復や官
民両部門の機関に対する信頼の低さに直面
し、消費者の財布へのさらなる圧迫によっ
て相殺されてしまいました。2億人を超える
消費者が暮らし、デジタル化の進行するこ

の国が、今、繁栄と信頼の上昇期に入りつ
つあるとしても、バーゲン狙いのオンライ
ン文化や、政治腐敗、不祥事、データに付
き物のリスクといった最近の記憶は、一夜
にして消えるわけではありません。
　はるか北のカナダでは、オンラインの経
済活動が比較的低い水準にあることで、農
村地域でさえ高度に接続されている社会の
姿を覆い隠しています。多様性によって特
徴付けられるカナダの消費者の定義は急速
に変化していますが、これは、インターネッ
ト利用水準の高い国々からの移民を受け
入れる姿勢が、次世代のデジタルサービス
やデジタル体験の導入を加速させはじめて
いるためです。ただし、このオンラインの
経済活動の可能性を妨げる障壁の1つは、
データを引き渡すことへの抵抗感です。調
査対象となった国の中で、カナダはこの問
題を最も警戒している国の1つでした。そ
れでも、カナダ人には他の先進諸国に見ら
れる若年層と高齢者層の典型的な世代間
の相違があまり見られないところに、その
国民性の核が存在しています。カナダの消
費者に合わせて細やかに調整された商品や
サービスは、まず成功間違いなしでしょう。
　フランスは、デジタル愛好者の国であり、
eコマース利用で世界上位5ヵ国の1つであ
るほか、全国規模のオンライン通販ネッ
トワークを最初に実現した国でもありま
す（その導入ははるか1981年にまで遡りま
す）。30年に及ぶeコマースの歴史を考えれ
ば、オンライン通販での購入がミレニアル
世代だけに限定されたものでないことは当
然と言えるでしょう。しかし、テクノロジー
を熱心に採用する一方で、フランスの消費
者はあくまでも自分の流儀でテクノロジー
を受け入れており、データポイントとして扱
われることには嫌悪を示し、人間的な、パー
ソナライズされた対話と体験をブランドに
対して要求しています。フランスの消費者
は、ブランドや他の機関にとって自分のデー
タが価値のあるものであると承知しており、
パーソナライゼーションというメリットのた
めにデータを引き渡すことは受け入れてい
ます。しかし、信頼を築くことは遅 と々して
進まず、特に、銀行、テクノロジー企業、
および通信企業に対する信頼は低い水準に
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とどまっています。
　では次に、13億人の消費者を擁し、急
速に変化している広大な国に目を向けてみ
ましょう。そこには、驚くほどの多様性が
見られます。国というよりもむしろ大陸に近
いインドは、さまざまな言語、宗教、人口
集団などが共存する土地であり、また農村
地域の結び付きや行動様式と比べて、都市
部には大きな相違があります。スマートフォ
ンは、最も規模の大きい上位10都市に住
むインドの市民の10%にとって毎日の生活
の一部になっている一方、デジタル革命は、
情報や豊富な選択にアクセスする新たな手
段をもたらすことにより、広大な国土全体
にわたって、商取引や消費者との関係を劇
的に変化させようとしています。しかし、留
意すべきなのは、特に消費者の時間の余裕
の無さや欧米とは異なる動機や人生目標を
考えた場合、インド市場にうまく適応する
ことが必要不可欠であるということです。
　一方、UAEの950万人という控えめな規

模でありながら裕福な住民は、相違点も同
様に存在するデジタル革命に遭遇していま
す。この極めてネット接続性の高い国民は、
湾岸諸国特有の巨大ショッピングモールに
併設されている、誰もが楽しめるイマーシ
ブ（没入的）な娯楽や体験の方に大きな価
値を置いています。しかし、住民にはテク
ノロジーの価値を受け入れるように奨励し、
その手段として公共サービスのデジタル化
やスマートシティへの投資が進められてい
ます。こうした状況は、この国の人々を取
り込むことに熱心な企業にとって、ますます
ハードルが上がることを意味するでしょう。
人々が、ほとんど日常生活と一体化してい
るオフラインの顧客体験（モールでの買い
物）に背を向けるとはとても思えないから
です。
　さらに東に目を向けると、中国では、
AlibabaやTencentのような数社の支配的
なプラットフォーム企業の劇的な成長が継
続し、ますますその勢力範囲を拡大してい
ます。その勢いは、同様に人口の多い隣国
のインドのみが比肩し得る、中間層の成長
や都市化の進行によってさらに加速してい
ます。また、代表的な大都市と都市化の途
上にある地域との間に、消費者の動機や態
度に著しい相違が存在しています。そのた
めテクノロジーは住民の大半に深い影響力
を及ぼし続ける見通しですが、国内各地で
非常に異なる方法で展開することが予想さ
れ、ネット接続性を増大させている消費者
を獲得しようと努める企業にとって、現地
仕様化とパーソナライゼーションの必要性
はさらに高まっていると言えるでしょう。
　視点を欧米に戻すと、英国の近年におけ
る急速なデジタル化と「コネクテッド・キン
グダム（コネクテッド性の高い英国）」として
の地位は、もはや必ずしも英国の未来への
指針ではなくなっています。欧州連合（EU）
からの離脱の影響が、政治的にも、経済

グローバルCEOの
54%が、
競合企業によって
破壊的変革を被る
のを待つくらいなら、
むしろ自社が
積極的に所属業界
を変革する、
と回答しています。

消費者は世界中で変化しており、共通の力や
因子の影響を受けていますが、それに対して
独自の反応を示すことも多々あります。
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的にも、社会的にも依然として不透明であ
るために、不確実性がますます増大してい
ます。英国の消費者の選択に対する影響
も、仮に2019年にその財布が新たな圧迫
に直面するとなれば、やはり依然として未
知数です。一方、信頼とデータプライバシー
に対する態度の変化は、規制環境の動きを
受けて、消費者を取り込もうとする組織の
労力を増やし続けています。新しい規制が
データ保護に対する消費者の安心感を高め
るのか、それともデータの共有のさらなる
縮小を招くのか、いまだ予断を許しません。
　最後に、米国では、消費者がますます
お金の使い方にうるさくなり、さらに市場
が複雑化して、東洋の国々と（規模は及ば
ないものの）同じくらいに多様化していま
す。信頼は揺らぎやすく、消費者は引き続
き、有意義な顧客体験を提供する組織に高
い評価と見返りを与えています。シリコンバ
レーやその他の開発拠点が、物事を成し遂
げるためのよりスマートな方法を探し求め
ながら、漸進的または革新的なビジネスモ
デルを生み出していく中で、テクノロジーは
発展し続け、顧客との関わり合いにテクノ
ロジーを取り入れる動きも広がり続けてい
ます。
　こうしたいずれの市場の消費者も同じ変
革の力の多くに晒されており、多くの場合、
その話の中には「5つのMy」に影響する共
通テーマが数多く聞かれる一方で、いずれ
の市場の消費者の微妙な差異の方にも、最
初に想定されていたよりもはるかに大きな
重要性が認められます。
　深く掘り下げた消費者理解を追求するこ
とは新しい発想ではありませんが、その重
要性は従来よりも増しています。消費者は、
今のような変わりやすい環境に対して異な
る反応を示しており、その差異は、単に世
代や所得水準によるだけでなく、国民文化
やそれぞれの置かれた状況からの影響も受
けています。この認識を、製品、サービス、
価値提案、そして顧客体験をどのように設
計し、提供するかということに反映させ、
それを実現できるようにビジネスを計画し
て構造化する組織は、複雑化の一途をたど
る消費者に対するレレバンス（適切度）をひ
たすら高めていくでしょう。

深く掘り下げた消費者理解を追求することは
2018年に出現した新しい発想ではありません
が、その重要性は従来よりも増しています。
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20%

27%

58%

84%
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ブラジル：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  ソーシャルメディアはインスピレー
ションの源泉であり、ときには買い
物のきっかけとなる

»  人々は仕事と生活のバランスをとる
ことに苦労している

»  データを引き渡すことに関する意
見は割れている

何かとの引き換えに個人データを提供したく
ない

セキュリティ向上と引き換えに個人データを提
供する（8ヵ国の中で最高）

1年前より現在の方が大きい不安を感じている
（世界平均は47%）

Instagramを通じて、ある情報が他の情
報に次から次へとつながっていきます。サ
ステナブルな商品が目に入ったかと思え
ば、職人の作った商品が目に入り……と
いった感じです。

Katerina、30歳、サンパウロ

My attention
（私の関心）

»  今では、電話をかけることは珍し
いと考えられている

»  WhatsAppは、同僚とつながるポ
ピュラーな方法であるだけでなく、
ニュースの受信や情報交換にも多
用されている

»  より直観的な検索・比較ツールが
求められている

私は家族関係とは別の、2つのグループに
所属しています。その1つは、商品につい
て投稿してそれを売り買いするというもの
です。中古でも新品でも、売りたいと思っ
たものを投稿します。とても盛況です。

Maria、43歳、サンパウロ

自分がいつも商品を買っているブランドにとっ
て、ソーシャルメディアへの興味深い投稿は重
要であると回答している（世界平均は54%）

情報が多いことを
好意的に考えて
いる

日本語版では、本ページ以降各国の詳細内
容を省略して掲載しております。詳細につき
ましてはこちらの原文（英語）からご覧いただ
けます。

Kpmg.com/knowyourcustomer
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休暇

衣類

TVメディア

43%
31%

23%
25%

21%
18%

33%
55%

32%

50%

56%
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My connection
（私のつながり）

»  一時的な「つながり断ち」も楽しい

»  テクノロジーへの満足感が高い － 
すべてがクールで基本的に便利で
ある

»  過剰なパーソナライゼーションは気
味が悪い

新しいデバイスが発売さ
れたらいち早く購入する

初期のレビューを見た後
で新しいデバイスを買う

「つながり断ち」をし
たことがある

休息が必要だったこ
とが主な理由である

「つながり断ち」をす
ると、人生の大事な
転機となる機会を逃
している気がする

テクノロジーは好きです。大好きですが、
ときにはどうすればテクノロジーの最新動
向に付いていけるか、自分は今、最適な
方法で使えているのかということを考えま
す。次のiPhoneのことは気にしていませ
ん……。気になるのは、どうすれば便利
に使えるかです。

Renata、41歳、リオデジャネイロ

My watch
（私の時間）

»  いつ退職して引退するか、見通し
が立たない

»  時間は個人的な目的のために使う
べきである

»  商品購入の自動化は魅力的だが、
一定の歯止めが望ましい

勤務スケジュールをこなしても個人生活に十
分な時間が残る、と感じている

バーチャルパーソナルアシスタントを（「気味が
悪い」ではなく）「素晴らしい」と考えている（調
査8ヵ国の中で最高）

15年後には45歳になりますが、それを考
えると、1日、1時間が大切になります。だ
から、目的をもって生き、目的によって行
動し、45歳になる頃までには、人生を振
り返ったときに後悔が残らないようにした
いのです。

Katerina、30歳、サンパウロ

My wallet
（私の財布）

»  富とは安定であり、自分の健康に
気を配る能力である

»  上質な食べ物は最優先事項の1つ
であり、食道楽はいささか後ろめ
たい楽しみの1つでもある

»  新しい投資機会が若年層の興味を
引いている

次の項目については、「しばしば」または「常に」
子どもが関与している

ゲームメディア

後ろめたいけれど止められない楽しみと
言えば、たぶん食べ物ですね。おいしい
ものが好きなので、例えば、週3回以上、
日本食レストランの食べ放題に行って、い
つもたくさんお金を使ってしまうのです
が、楽しいんですよね。

Milton、30歳、サンパウロ
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セキュリティの向上
となら交換する

買い得感が得られる
なら交換する

お金となら交換する

データを何かと交換する消費者のうち：

何かとの引き
換えに個人
データを提供
したくない

カナダ：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  ステータスシンボルとしてのテクノ
ロジーとソーシャルメディア － 最
新のiPhoneを持つ、驚くような経
験をInstagramに投稿する、多くの
フォロワーを獲得する

»  友人や家族との誠実な信頼関係が
重要である

»  自主・独立とプライバシーが重要
な特性／価値である

今あるようなテクノロジーが生活を快適
にするものである限り、心配はしていま
せん。

Abdullah、24歳、オンタリオ州

My attention
（私の関心）

»  デジタルの過剰負荷が一般化して
おり、常時「おやすみ」モードで過
ごしている人もいる

»  ソーシャルメディア上の「受け狙い」
の行動に対して、一部の消費者か
らシニカルな見方が広がっており、
ブランドの意図も疑問視されている

»  情報が暴走して管理不能になること
（フェイクニュースの蔓延）に不安を
感じている人もいる

私は（社会的な姿勢を）評価したいとは思
いません。何であれ、資本主義と混ざり
合ってしまえば、たちまちそれは正当性を
失います。厳密な意味で倫理的な企業な
ど、存在しないのです。

Michael、35歳、トロント

31%

21%
17%
11%

52% 82%

1 in 3
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3人に1人はどの情報が信頼に
値するかどうかが判断できない

1日のうちに知って
おくべきことを毎日、
網羅的に把握できて
いると感じている

ブランドのイメージ
がソーシャルメディア
の影響を受けている
と感じている
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My connection
（私のつながり）

»  マルチスクリーニングはごく普通の
行動であり、多くの人は他の活動
中にスマホを使う必要がある

»  多くの人は完全に「つながり断ち」
ができたら、と願っているが、社
会生活や仕事上の不都合が生じる
ために実行できていない

»  自由意志を奪う可能性があるとい
う理由で、音声アシスタントへの拒
否感を口にする人もいる

（TVとスマホは）いつでも一緒にいるよう
な感じです。スマホはほとんど自分の延
長のように感じます。今、こうやって生き
ていることの不思議な延長のような気が
するのです。

Audrey、26歳、バンクーバー

My watch
（私の時間）

»  若い回答者は退職の可能性につい
て悲観している

»  資産は自由時間を増やし、よりバ
ランスのとれた生活を可能にしてく
れるものと見なされている

»  日用品や食品の自動補充のような
サービスは気味が悪いと見なされ
ており、プライバシーや自律性に
関する懸念が利便性を上回っている

なるべく早く退職できるのなら、そうした
いです。ジュエリー作りが好きで、仕事の
ことで思い煩ったりしたくはないのです
が、現実的には早期退職なんて望めそう
にもありません。いずれ退職できるように
なるものなのかどうかさえ、ちょっと分か
りません。

Audrey、26歳、バンクーバー

My wallet
（私の財布）

»  ギグエコノミーが全面的に広がって
おり、多くの人はいくつかの副業を
もち、主要な収入源が存在しない
人も見られる

»  日々の楽しみを少し控えて贅沢な
旅行のために貯金するのは常套手
段である

»  自動化に懸念はあるが、それを自
分の収入への直接的な脅威である
と見なしている人は少ない

もちろん、（AIがあれば）いろいろな機械
を操作できるようになるでしょうから、生
活が快適になると思います。

Abdullah、24歳、オンタリオ

76%

4%
43%

7.8h1 in 4
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30%
50%

31%

「つながり断ち」をし
たことがある

休息が必要だったこ
とが主な理由である

「つながり断ち」をす
ると、人生の大事な
転機となる機会を逃
している気がする

4人に1人は財布をなくす方が
スマホをなくすよりもマシであ
ると考えている

1日平均7.8時間働いているが、できれば1日
7時間にしたいと思っている

所定の勤務スケジュールをこなすと、個人生
活に十分な時間が残らない、と感じている

毎年、電子機器を買
いに行く

音声プラットフォームを
使用して買い物をする

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



98

セキュリティの
向上

製品とサービス
の向上

顧客体験とパー
ソナライゼー
ションの向上

中国：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  商品の検索と購入は国内向けの
ソーシャルメディアプラットフォーム
を通じて行われている

»  ブランドとロゴは社会資本の源泉
である

»  世間的な評価の定まっている規模
の大きなブランドは、データを安
全に保持してくれるという信頼を受
けている

企業を信用できなければ、なかなか自分
のデータを提供する気にはなれません。
提供するとしたら、チェーン店や有名企業
の方が信用できる気がします。

Wanqing、23歳、広州

My attention
（私の関心）

»  好ましくないブランドコミュニケー
ションは、電話やメッセージングを
利用したものである場合が多い

»  回答者は、不適切な広告や押し付
けがましい宣伝によって時間が無
駄になっていると感じている

»  フィルターによる情報選別機能が
使用されているが、有用な情報が
ブロックされないように、カスタマ
イズされたソリューションの方を好
む傾向がある

ときどきゲームのポップアップ広告に邪
魔されて煩わしく思うことがあります。時
間がもったいないし、気がそがれるから
です。

Bobby、40歳、武漢

9 in 10

37%
24%
18%

75%

90%

Me, my life, my wallet
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10人のうち9人は、以下との引き換えに個人
データを企業に提供する

何らかの方法で情報を選別し
たいと考えている

1日のうちに知っておくべきことを毎日、網羅
的に把握できているとは感じていない
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29%はオンラインと実店舗の両方で買い
物をする

オンラインでしか
買い物をしない

My connection
（私のつながり）

»  音声アシスタントは主として物珍し
い機能と見なされており、ある種
のサービスに対する国家の制限に
よって有用性が限定されている

»  接続を意図的に切る「つながり断
ち」は稀であり、多くの場合は歓迎
されない

»  メッセージングは、便利であまり
押し付けがましくないコミュニケー
ション方法と見なされている

ときには受け取る情報の量を自分で制限
する必要があります。バランスの取れた暮
らしをすることがとても重要なのです。

Godfrey、30歳、広州

My watch
（私の時間）

»  回答者の時間の大半が仕事と家族
のために費やされている

»  時間は重要な資源であり、十分
な時間がないことが共通の不満と
なっている

»  メディア消費とレジャーは、時間の
有意義な活用方法であるかどうか
のものさしとなる

仕事に費やしている時間が多すぎます。

Ziyu、26歳、広州

My wallet
（私の財布）

»  品質は重要である。安物の生活必
需品を買うことは節約にならないと
見なされている

»  子どもに最良のものを買い与えよ
うとするために、家計がおろそかに
なることが多い

»  投資は重要と見なされており、不
動産投資が特に流行っている

日用品の場合、決め手になるのは品質だ
と思います。毎日使う物の品質で妥協した
くはありません。

Biwan、31歳、北京

73%

4.5h

8.4h 37%

59%

99

18%
60%

40%

「つながり断ち」をし
たことがある

休息が必要だったこ
とが主な理由である

「つながり断ち」をす
ると、人生の大事な
転機となる機会を逃
している気がする

財布をなくす方がスマホをなく
すよりもマシであると考えている

1日平均8.4時間働いているが、できれば1日
7.8時間にしたいと思っている

生活に費やす時間は1日平均4.5時間である
（最低レベルの国の1つ）

37%の世帯は、子どもが支出に影響を与
えていると回答している
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製品とサービスの向
上、および買い得感
が得られること

お金

セキュリティの
向上

2 in 3 3人に2人は、次のこと
と引き換えに個人デー
タを企業に提供する

フランス：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  消費者は自分のデータと引き換え
にインセンティブを得ることを進ん
で検討している

»  最大のニーズはブランドが責任ある
行動をとるという信頼感であり、そ
のうえではじめて、データ共有の関
係が始まり得る

»  データ共有の関係を適切に活用す
ることで、ブランドから大切にされ
ているという消費者の感情を強め、
エンゲージメントを強化することが
できる

この会社が第三者にデータを売り渡すん
じゃないかと少し心配にもなります……で
も、今までに何度か自分の誕生日を教え
たことがあるのですが、相手の会社から
誕生日特典を贈られたときは、なかなか
気が利いていると思いました。

Marc、60歳、パリ

My attention
（私の関心）

»  消費者は、現代の情報の膨大さと
信頼性に圧倒されて困惑を感じて
いる

»  状況に応じてオプトインとオプトア
ウトの通知を行う傾向がある

»  消費者の関心を獲得するためには、
ブランドコミュニケーションが真に
付加価値的である必要がある

Facebook Messengerでも、WhatsApp

でも、スマホのどのアプリでも、私は一
切の通知をオフにしています。自分でア
プリを開いたときにだけ、通知を確認し
ます。

Jade、26歳、リール

1 in 3

13%
12%

17%
1 in 3

Me, my life, my wallet
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3人に1人はどの情報が信頼に
値するのか判断できない

3人に1人は1日の終わりに、自ら関わりたい
と思っていた何らかの機会を逃したと感じて
いる
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スマホをなくす方が財布をなくすよりもマシで
あると考えている

70%

My connection
（私のつながり）

»  フランスの消費者は、「つながり断
ち」を肯定的にとらえており、現代
生活のストレスから逃れる方法の
1つと見なしている

»  つながりには状況認識が必要不可
欠だが、消費者は、現在のテクノ
ロジーが状況に十分適切に対応し
てはいないと感じている

»  消費者は、生活を乗っ取るテクノロ
ジーではなく、生活を最大限に楽
しむことに役立つテクノロジーを探
し求めている

自分がスマホの奴隷になっていると感じる
ことは少ないですが、実を言えば、スマホ
から離れる機会があると、こういう時間も
悪くないとは思います。

Marie、31歳、パリ

My watch
（私の時間）

»  柔軟性の高いテクノロジーに後押
しされる形で、仕事をしている時間
が長くなっている

»  しかし、この柔軟性によって、仕事
をする環境を自分の好みに合わせ
ることも可能になっている

»  課題は、仕事と遊びのバランスを
上手にとれるようにすることである

私は在宅勤務です。自分の時間と自由を
自分で管理する必要があるので、簡単で
はありません。できれば、コワーキングス
ペースで仕事をしたいのですが……人に会
えるし、社交もできますから。

Jacqueline、33歳、ポワティエ

My wallet
（私の財布）

»  支出は社会的な義務のあり方に応
じて変化する － ライフステージ、
人脈、そして仕事が大きく影響する

»  消費者は、クーポンを集めてお金
を節約するコミュニティベースの
フォーラムを活用している

»  デジタルプラットフォームにより、
消費者は、時間や距離に応じて生
じる価格差を活用することが可能
になっている

このアプリを使うと、賞味期限が迫ってい
て、もう店に置けなくなる直前の食品をと
ても安い値段で買えるんです。このアプリ
は私のお気に入りで、地球環境にもいい
ですよね。

Agathe、22歳、リヨン

49%

8.1h 19%

32% 33% 35%33%
60%

31%

「つながり断ち」をし
たことがある

休息が必要だったこ
とが主な理由である

「つながり断ち」をす
ると、人生の大事な
転機となる機会を逃
している気がする

1日平均8.1時間働いているが、できれば1日
7.5時間にしたいと思っている

所定の勤務スケジュールをこなしても個人生
活に十分な時間が残る、と感じている

19%の世帯は、子どもが購買／支出に影響を
与えていると回答している

オンライン

買い物をする方法は均等に分散している

実店舗 混在
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セキュリティの
向上

顧客体験とパー
ソナライゼー
ションの向上

インド：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  物流が国際的なブランドと製品に
対する欲求を満たせていない

»  便利な価格比較ツールがほしいと
いう要求がある

»  有名ブランドのアパレルが流行して
いるが、若い消費者の反応はネガ
ティブであるという証拠もある

海外の製品やサービスの輸送と配達が
もっと簡単ならいいのにと思うのですが
……実際には、追加の送料が高いですし、
関税の問題もあります。

Himani、30歳、ニューデリー

My attention
（私の関心）

»  データの流れをテクノロジーによっ
て統制する対策（広告ブロッカーな
ど）をとっているが、無駄な努力で
あると感じている

»  消費者の興味に即した、ターゲッ
トを絞ったマーケティング活動は好
意的に評価されている

»  ブランドコミュニケーションとして
は、SMSメッセージングや電話連
絡よりも、従来のチャネルが好ま
れている

ある程度はスクリーニングをしています
……しかし、私の用途のレベルから言えば、
まるで不十分だと思います。

Deepak、63歳、ムンバイ

87%

26%
24%
21% 13%

58%

Me, my life, my wallet
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製品とサービス
の向上

次の項目と引き換えに個人データを企業に提
供する

ソーシャルメディアでは「バーゲン品や値引き
を提供している」ブランドの情報を最もよく閲
覧する

ソーシャルメディアでは「すてきなコンテンツ
を公開している」ブランドの情報を最もよく閲
覧する
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23%の世帯は、子どもが支出に影響を与えて
いると回答している

1日平均8.5時間働いているが、できれば1日
8.4時間にしたいと思っている

My connection
（私のつながり）

»  AIは、将来的に快適な生活を実現
するための優れた方法と見なされ
ている

»  音声メッセージは、音声の親密さと
メッセージングの便利さの完璧な
妥協点であると見なされている

»  しばらくインターネット／デバイス
から離れる「つながり断ち」の能力
は非常に重視されている

海外にいるときは、接続を切っている方
がずっと快適に過ごせます。インド国内で
は、接続をつなぎっぱなしにしておいて、
いま何が起こっているかを知る必要があり
ます。

Leela、26歳、ニューデリー

My watch
（私の時間）

»  ライフステージは、若い世代にとっ
て厳密に定義されたものではなく
なり、結婚や子どもを持つ時期も
遅れている

»  高齢のインド人ほど年齢による制
約をあまり感じていない

»  若い世代は自分自身で起業しよう
とする意欲が高い

私の母は、誰でも22歳になったら結婚し、
23歳で子どもを持つのが当たり前とよく
言っていました。でも、私の世代で言えば、
私が結婚したのは27歳で、妹は28歳で
した。

Aanchal、33歳、バンガロール

My wallet
（私の財布）

»  レストランでも食料品店でも、良
質な食品を求める気持ちが強い

»  投資意欲が高く、不動産投資が重
視されている

»  都市部の経済的に独立している消
費者にとって、物質的な富と並んで、
健康と幸福が重視されている

すべてのものに（質の高さを）求めるよう
にしています。

Kamal、26歳、ニューデリー

55%

4.5h

8.5h 23%

24%26%
43%

32%

「つながり断ち」をし
たことがある

休息が必要だったこ
とが主な理由である

「つながり断ち」をす
ると、人生の大事な
転機となる機会を逃
している気がする

財布をなくす方がスマホをなく
すよりもマシであると考えている

生活に費やす時間は1日平均4.5時間である
（最低レベルの国の1つ）

広告は購買／支出の判断に影響を及ぼしてい
ると回答している（8ヵ国の中で最高）
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ニュースはオンラインで入
手している

UAE：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  経験／専門知識が、ブランドと業
界に対する信頼を高める

»  政府は最も信頼されている機関で
あり、最も優れた体験を提供して
いる

»  ブランドはステータスシンボルであ
るが、この認識は若い世代の間で
は弱まりつつある

［デジタル世界での］ステータスシンボル
を1つだけ挙げるというのは困難です
が⸺私が思うのは、自分のオンライン
プレゼンスが作り出すライフスタイルのよ
うなものでしょうか。

Sarah、34歳、アブダビ（UAE）

My attention
（私の関心）

»  概ね、情報に圧倒されることはない

»  キュレーションに対する要望が強い
（AIによるものも含めて）

使用するモバイルアプリの数や、頻繁に見
るウェブサイトを絞ろうとしています。ま
た、複数のソーシャルメディアプラット
フォームを使用していません。その目的は、
オンラインで過ごす時間や入ってくる情報
の量を抑えるためです。

Pooja、32歳、シャールジャ（UAE）

22%

26%

24%
21%

63%

97%

93%

Me, my life, my wallet
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次の項目との引き換えでは個人データを企業
に提供したくない

顧客体験とパー
ソナライゼー
ションの向上

製品とサービス
の向上

セキュリティの
向上

ソーシャルメディアでは「バーゲン品や値引き
を提供している」ブランドの情報を最もよく閲
覧する（8ヵ国の中で最高）

ニュースはソーシャルメディ
アで入手している
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食品

通勤に30分以上かけている

新しいテクノロジーに興味
はあるが、デバイスを買う
前にまず初期のレビューを
見る

My connection
（私のつながり）

»  自動運転車を除いて、新しいテクノ
ロジーを肯定している

»  多くの人は、いかなる理由でも「つ
ながり断ち」をしたことがない

私は「つながり断ち」をして、ソーシャルメ
ディアの最新情報やフィードを毎週チェッ
クするのを止めようと思っています。これ
は一時期、2～3ヵ月にわたってソーシャ
ルメディアフィードをチェックしなかった
ときに思い付いたことです。とてもいい気
分で、ゆったりと過ごせたのです。それが
日常生活の中にも「つながり断ち」を取り
入れようとしている理由です。

Anjali、34歳、ドバイ（UAE）

My watch
（私の時間）

»  多くの人は、この国特有の巨大
ショッピングモール文化のために、
もっぱらオフラインで買い物をして
いる

»  人々の指向は、東洋よりも西洋の
方に傾いている

»  1日あたり、週あたりの労働時間が
長い文化のために、プライベートな
時間やレジャーの時間は特別に貴
重なものになっている

これからは、基本的なことに費やす時間
を減らして、もっと優れた製品やサービス
を提供することに力を注いでいくことにな
るでしょう。

Giorgio、35歳、ドバイ（UAE）

My wallet
（私の財布）

»  多くの人が昔よりも大きな不安を感
じている

»  大半の人は退職して引退できるとは
思っていない

まあ、現時点ではとりあえず仕事とお金で
しょうね。もちろん、ストレスという要素
もありますが、いつもというわけではあり
ません。

Amr、27歳、シャールジャ（UAE）

23%45%

36% 56%
47%

54%

34%
33%

43%

31%

「つながり断ち」を
したことがある

休息が必要だったこ
とが主な理由である

働き過ぎであると感じている

23%の世帯は、子どもが支出に影響を与えて
いると回答しており、以下については「しばし
ば」または「常に」子どもが関与している

ゲームメディア

衣類

TVメディア
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何が信頼に値するかを
判断できる

英国：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  購買における「満足遅延耐性」（目
先の欲求に振り回されず、後々の
ために自制する）

»  買い得感を求め、商品の品質を重
視する

»  ロゴは重要ではない

まったく気になりません。必要だと言われ
れば、提供するまでです。どんなものでも
対価があるなら、何だって提供します。

Louise、32歳、リーズ

My attention
（私の関心）

»  ソーシャルメディアを使う時間を減
らす

»  オンライン広告に対してはよくても
無関心がせいぜいというところで
ある

»  政治や経済の動向に関する情報収
集は欠かさない

ソーシャルメディアのようなものに時間を
使いすぎていることに気づいたので、今は
スマホで（1つのプラットフォームを）使う
のを止めて、（もう1つからも）サインアウ
トしています。

Paul、30歳、ベルファスト

66%
18%
14%
14%

50%+

18%

57%

Me, my life, my wallet
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次の項目と引き換えに
個人データを提供する

セキュリティの
向上

お金（対価）

買い得感 

ソーシャルメディアでは「バーゲン品や値引き
を提供している」ブランドの情報を最もよく閲
覧する

ソーシャルメディアによってブランドに対する
自分のイメージに影響が生じることはない
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衣類

子どもが支出に影響を与えていると回答した
人のうち、上位3つのカテゴリーは次のとおり:

勤務スケジュールをこな
しても個人生活に十分な
時間が残ると感じている

3人に1人が以下の理由
で子どものスマホを取り
上げたことがある

My connection
（私のつながり）

»  現在、AIは主として基本的なやり
取り、簡単な指図、および娯楽に
使用されている

»  常時接続でいつもつながっている
のが現在の状態であり、オンライ
ンから離れる「つながり断ち」は意
識的な判断である

»  音声電話があまり使われなくなって
いる一方、メッセージングは多様な
プラットフォームを使用する人々に
よって細分化が進行している

「つながり断ち」をすることは構わないの
ですが、いざそうなると、状況を知らない
人にとっては、すごく混乱するようなこと
だと思います。

Amy、27歳、ロンドン

My watch
（私の時間）

»  自動化された商品購入サービスに
は消極的（自発的に買い物をしたり、
買う品物を変更したりする能力が
制約されるため）

»  より有利なバリューフォーマネー
（支払額に見合う以上の価値）を得
るために値引きやセールまで購入を
控えようとする気持ちが強い

»  購入を手控えて機会を待つ判断が
適切あるいは利口な選択だったこ
とを知ると、満足感が得られる

（退職して以来）私は恵まれた境遇にあり、
時間があるだけなく、人生で初めて大して
お金がかからない生活になったのに、そ
れでもまだお金が入ってきます。

Jane、60歳、ミッドランズ

My wallet
（私の財布）

»  生きている間に経験したい贅沢を
自分に許すためなら、異なるカテ
ゴリーの間で妥協を図ろうとする
傾向がある

»  食べ物や健康は全体的な幸福感に
結び付ているため、妥協すること
は好まない

»  英国人は、大きな出費がなくなり、
しかも投資から入ってくるお金を頼
りにできる立場になることで、自信
を得たように感じる

勉強や結婚の準備で、数年前のように多
くの休日を過ごしたり、高価なものを買っ
たりする余裕はなくなりました。

Maya、30歳、ロンドン

23%
21%
18%

46%

8.1h

7h

53%

58% 31% 11%

1 in 3
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スマホをなくす方が財布を
なくすよりもマシである

罰 使いすぎ 不適切な使用

1日平均8.1時間働い
ているが、できれば
1日6.9時間にしたい
と思っている

1日平均7時間を生活
に費やしているが、で
きれば1日7.5時間にし
たいと思っている（8ヵ
国の中で生活指向が
最も強い）

メディアゲーム

TVメディア
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米国：
新たなテーマ My motivation

（私の動機）

»  デジタルでのステータスは、フォロ
ワーの多さや質の高い写真／投稿
から生じる

»  ある程度の価格比較は行うが、基
本はオンライン通販で買う

»  会話の中で言及しただけの物につ
いて、ターゲッティング広告がスマ
ホに表示されるのは非常に気味が
悪い

いつも見張られているかと思うと、本当に
気味が悪いです。自分が追跡されている
こと自体は十分に分かっているし、理解も
していますが、あからさまな方法はもう本
当にやめてほしいんです。

Calvin、24歳、マサチューセッツ州

My attention
（私の関心）

»  電子メールは最も多用されている
が、コミュニケーションの形式とし
ては最も好まれていない

»  情報通であることが容易ではなく
なってきたため、若干の関心事だ
けに注意が集中している

»  人々にはニュース離れが見られる
が、依然として、ソーシャルメディ
アを通じて情報を得ている

ソーシャルメディアの普及によって、ビッ
グニュースがあっという間に拡散するよう
になりました。だから、どんなことも見逃
している気がしません……ときには情報が
多すぎると感じることもあります。

Steven、25歳、カントン（オハイオ州）

71%

14% 15%

Me, my life, my wallet
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21%

13%

次の項目と引き換えに個人データを企業に提
供する：

買い得感

顧客体験とパー
ソナライゼー
ションの向上

セキュリティの
向上

58%
ソーシャルメディアでは「バーゲン品や値引き
を提供している」ブランドの情報を最もよく閲
覧する

ソーシャルメディアでは「すてきなコンテンツ
を公開している」ブランドの情報を最もよく閲
覧する
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健康のために費やす時間は1日4.2時間である
（健康に関しては8ヵ国の中で最高）

74%

米国の消費者の35%は、デバイス、ソーシャ
ルメディア、ニュース、情報などのオンライン
生活から意図的に離れる「つながり断ち」をし
たことがある、と回答している

My connection
（私のつながり）

»  「つながり断ち」は楽しいが一時的
である⸺現代の生活はデバイス
なしでは成り立たない

»  音声アシスタントに対しては好き嫌
いが分かれており、自宅か外出中
かで異なる

»  メールなどのテキスト通信が優先
使用されるが、親密な会話にはビ
デオ通話が最適である

私は電話派です。電話を手にとり、相手に
かけます……でも、相手が20代や30代で、
やり取りがテキスト形式で始まったら、私
もそれに合わせるようにしています……若い
人はその方が好きだと分かったので。

Aimee、49歳、フリスコ（テキサス州）

My watch
（私の時間）

»  「投資」とは、時間を人間関係と自
己改善に注ぎ込むことである

»  年齢は単なる数字であり、気の持
ちようである

»  引退生活は退屈であるから、死ぬ
まで何か好きな仕事をしたいと考
えている

若いかどうかはフィーリングだと思います。
私の母は64歳ですが、感覚は32歳です。
だから、まだ若さを保っています。

Victoria、37歳、マイアミ（フロリダ州）

My wallet
（私の財布）

»  結婚、引っ越し、子どもの誕生が
家計への最大の衝撃である

»  資金とノウハウの欠如が金融投資
の拡大を妨げている

»  後ろめたいが楽しくて止められない
買い物は、上等な食べ物と飲み物
（特にアルコール飲料）である

できれば、おいしい食事、ドライブ、そし
て少しいいワインに使うお金をかけたいと
思っています。

Karen、38歳、オマハ（ネブラスカ州）

35%
4.2h

31%

28%
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スマホをなくす方が財布を
なくすよりもマシである

50%
所定の勤務スケジュールをこなしても個人生
活に十分な時間が残る、と感じている

16%
16%の世帯が、以下に関して子どもが支出に
影響を与えることが多いと回答している

衣類

メディアゲーム

TVメディア

30%

27%

食品
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警鐘はもう
鳴らされている
破壊的変革は、自覚の有無に関係なく、すでに私たちの身に降りかかっています。

「い まだかつて変化のペー
スがこれほど速かった
ことはなく、しかし今
後、再びこれほど遅く

なることもないでしょう」と、カナダのジャ
スティン・トルドー（Justin Trudeau）首相
は、ダボスで開かれた2018年の世界経済
フォーラム年次総会で述べました。
　もちろん、組織、業界、地域の差を超え、
あらゆるところで破壊的変革が起こってい
ることを認識することは重要です。しかし、
すでに私たち自身が破壊的に変革されてお
り、したがって、私たちのビジネス戦略とそ
れに関連する戦術が、現在の状態に機会と
脅威の両面で対応しつつ、来るべき継続的
変革の破壊力にも備える必要があるという
ことを正しく理解することは、それとはまっ
たく別の課題です。その準備はできている
でしょうか？　単に、「イノベーション」や
「デジタル」を語るだけでは不十分です。行
動を起こす力も必要なのです。
　KPMGが全世界のビジネスリーダーに話
を聴く中で明らかとなっているのは、私た
ちが変革の時代に生きているという意見で
一致をみていることであり、大半のリーダー
が、世界は今後2～3年のうちに過去50年
を上回るような変化を経験するだろうと考
えているということです。しかし、あまりに
も多くのエグデクティブが、自社は今まで

その影響を受けていない、あるいはこれか
らも何とかして受けずに済む、と主張して
いるというのが現実です。KPMGは、この
見解に強く反論するだけでなく、これは、
重大で危険な現実離れの証拠であると考え
ます。私たちの世界はすでに根底から覆さ
れているのです。企業と業界は単に「破壊
的変革」の中にあるという名詞の状況では
なく、まさに「変革されている」という動詞
の状況に迫られているのです！　しかも、
この大変動と改革は今後もまだまだ続くで
しょう。

次に何が起こるか？

出発点として、私たちが何を捉え損なって
いるのかを明らかにする必要があります。
現在も、あまりに多くの組織のビジネスモ
デルが、依然としてベビーブーム世代への
売り込みを基盤として構築されていますが、
おそらくその理由はCEO自身がベビーブー
ム世代であるからでしょう。その戦略の根
底にあるのは、自分たちはいままで常にそ
のやり方を通してきたし、それが成功して
きたという考えであり、さらに、ベビーブー
ム世代は富と資産の最大の保有者であるこ
とから、優先的に扱われるべきだという考え
です。しかし、KPMGの調査によれば、お
金をもっている人々に売り込むことは、お金
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を支出する人々への売り込みと比べると、は
るかに重要性が低いことが分かっています。
　今日、お金を使っているのはベビーブーム
世代やジェネレーションXだけでなく、ミレ
ニアル世代とジェネレーションZもこれに比
肩する存在となっており、しかも、この若
い世代は両親の財布とその開け閉めの判断
にも影響力をもっています。ジェネレーショ
ンXは、これまで往々にして、忘れられた世
代、見落とされた不遇の世代などというレッ
テルを貼られてきましたが、顧客として忘
れられた存在や見落とされた存在にすべき
ではありません。親と子どもという2つの世
代の面倒を見ている「サンドイッチ」世代と
して、ジェネレーションXは、製品やサービ
スを最も必要とする立場にあり、しかもそ
の費用を支払うことができるのです。
　それ以上に、ジェネレーションXの多くは、
今まさにビジネスリーダーの役割に就こうと
している段階にあるか、すでにその地位に
就いています。つまり、仕事と収入のピー
ク期に入っており、また、これまでは時代
の巡り合わせの悪さという不運があったと
はいえ、今後10年にわたって、大きな富の
移転を受ける立場になります。この世代の
下す意思決定が組織の未来に影響を及ぼ
すようになる日も（まだ到来していないとし
ても）そう遠くはないでしょう。

その影響は一過性ではなく、 
根本的なものである

事業を存続させるために、あらゆる企業は、
前述した人口統計的な変化、ライフイベン
トの変化、そして顧客体験の設計の飛躍的
な進化がもたらす影響を認識する必要があ
り、またAIや深いパーソナライゼーション
がもたらす影響と機会、そして私たちの人
生のあり方をテクノロジーがどのような形

未曽有の破壊と変革に見舞われている今の時代には、新しく、創造的で斬
新な思考方法が必要不可欠です。今、エグゼクティブの緊急課題は、目を覚
まして問題を直視することであり、また特に重要なのは問題を明確に捉える
ことです。これまでビジネスの対象としてきた消費者だけを見るのではなく、
消費者の新しい現実に基づいて戦略を構築しなければなりません。そうした

うえで、決意と規律をもって戦略を実行に移すのです。

Willy Kruh, Global Chair, Consumer & Retail,
KPMGインターナショナル

グローバルCEOの
23%が、
自社は「パーソナ
ライズされた」
体験に対する
顧客の期待を
超えている、
と考えています。

Me, my life, my wallet

23%

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



113

1 in 5

で永遠に変えようとしているかという点を
理解する必要があります。
　作家でジャーナリストのマイケル・ルイス
による米国の野球界に関する著書「マネー
ボール（Moneyball）」の中に、有益なアナ
ロジーがあります。そこで語られているス
トーリーは、米国のプロ野球チーム、オー
クランド・アスレチックス（Oakland A�s）
のフロントが、選手の成績評価としてより
分析的な手法を導入し、それを活用するこ
とで、メジャーリーグベースボール（MLB）
の中でより大きな資金力を擁するライバル
チームにも対抗できる強いチームを編成し
たというものです。これは、アナリティクス
やより深い洞察力がどのように「本能的直
観」や「くたびれた旧式な手法」を論破し得
るかを示す初期段階の事例です。そして実
際、そのような戦術を利用して、オークラ
ンド・アスレチックスは、他の多くのチーム
がほしがらなかった選手によって構成され
たチームでありながら、勝って、勝って、勝
ちまくったのです。
　KPMGインターナショナルの Consumer 
& Retailのグローバルチェアマンである
Willy Kruhは次のようにコメントしていま
す。「未曽有の破壊と変革に見舞われてい
る今の時代には、新しく、創造的で斬新な
思考方法が必要不可欠です。今、エグゼク
ティブの緊急課題は、目を覚まして問題を
直視することであり、また特に重要なのは
問題を明確に捉えることです。これまでビ
ジネスの対象としてきた消費者だけを見る
のではなく、消費者の新しい現実に基づい
て戦略を構築しなければなりません。そう
したうえで、決意と規律をもって戦略を実
行に移すのです」
　その出発点は、今日の消費者の選択を真
に決定づけているものが何であるのか、そ
してそれは将来的にどのように変化していく
のかを見すえる斬新な視点を獲得すること
であり、多元的な消費者の現実を理解し、
「インサイト」の断片に依存する時代遅れの
慣行を排して、より総合的な全体像を獲得
することです。そしてまた、私たちが今、相
手にしている消費者は、過去のどの時代よ
りも気難しくなり、力を増し、さらに情報
通であることを認めて、こうした状況の中
で求められる革命的な変化のペース、アジ
リティ、そしてポテンシャルを受け入れるこ
とです。
　そのうえではじめて、企業は、競合企業
を記憶の彼方へと置き去りにするような成

長への道筋の策定を望むことができるので
す。ぜひ本レポートに記載された多くの問い
かけについてご検討いただき、これら重要
なツールをご自身の仕事にご活用ください。
　昨年、KPMGは、「スタートアップ思考か
ら学ぶ」と題するレポートを発表し、その
中で、企業は白紙のキャンバスを作成すべ
きであり、自社を再創造する必要があるか
どうかを問い直すべきであると主張しまし
た。この戦いへの呼びかけを行った趣旨は、
次のように問いかけることでした。すなわ
ち、もし会社をもう一度、白紙から立ち上
げる必要が生じたら、どのようなビジネス
にするのか？　今日のテクノロジーをどのよ
うに利用するのか？　さまざまな消費者層
をどう考えるか？　そしてどの人口統計的
集団を対象としてビジネスを行うことを目指
すのか？
　現状維持では、自らリスクを背負うこと
になります。アラーム音の一時停止を繰り
返すようなことは止めるべきなのです。

私たちは3つのことに目を向けていれば十分です。すなわち、私
たち自身の人生の中の決定的な瞬間は何か、私たちが財布の開
け閉めを判断する（あるいは、しない）場所とタイミングに影響
を及ぼしているのは何か、そして子どもたちがどう行動している
かです。私たちは毎日のように、世界クラスの優れた体験の提供
によって私たちの期待を上回ってくるブランドと、まったく的外れ
な失敗に陥っているブランドとを目にしています。そろそろ自分た
ちがどちらの存在として消費者の目に映りたいのかを、自問する

べき時です。

Colleen Drummond, Head of Innovation Labs,
KPMG米国

破壊と変革は、今日の役員室で（過剰にとまでは言わないまでも）
最も多用される言葉となっています。しかし、それについて語る
ことと、実際に行動を起こすこととはまったくの別物です。リー
ダーという立場においては、破壊的変革の存在を認めておきなが
ら、自分たちにはそんなことは起こらないという甘い見通しを立
てたり、それを願ったりするという罠に陥るのを避けることが極
めて重要です。世界中のいかなる業界のいかなる企業も、自分た
ちだけは変化する消費者の及ぼす影響とは無関係だ、と主張す

ることはできないのです。

Julio Hernandez, Customer Advisory Lead,
KPMG米国

グローバルCEOの
5人に1人が、
新たに出現する
テクノロジーや
破壊的テクノロジー
が自社の成長に
対する最大の脅威
である、
と回答しています。
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Me, my life, my wallet
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本調査の方法
新たなるインサイトを生み出すKPMG独自の多層式アプローチ
－ その背景

従
来の調査手法は、未来が過
去の延長と思われるような
場合は有効ですが、巨大な
地殻変動とボラティリティ

の高まりを特徴とする時代には、新たな思
考方法を通じて新たなインサイトに到達す
ることが必要となります。
　「Me, my life, my wallet」レポート創刊
号の発行に向けて、KPMG Innovation Labs
では、デザイン思考の実践的手法と多層式
の調査フレームワークを開発しました。今
年は、このフレームワークを基盤としていっ
そう踏み込んだ調査を行い、全世界のさら
に多くの市場で、さらに多くの消費者を対
象に、対話、アンケート調査、およびエス
ノグラフィックリサーチを実施しました。重
要な点は、私たちがこうした調査活動のい
ずれか1つだけを頼りに未来像を描いてい

るのではないということです。複数の活動
の組み合わせの中でこそ、部分の総和を
上回るような全体像を明らかにできるから
です。
　私たちは、まずマクロトレンドを把握し、
そこから変化の兆候を示すような社会・技
術・経済・政治のシグナルを見つけ出します。
次に、科学データと事実に基づく歴史・経
済データを併用しながら、データを層状に
重ねていきます。さらに、行動の背後にあ
る理由（「なぜ」）を理解するために、独自の
エスノグラフィックリサーチを追加します。
　私たちは、この徐々に明らかになる全体
像とエスノグラフィックリサーチの結果を
結び付け、それを材料として一次調査のた
めの質問を作成します。そして、この質問
を利用して、行動がどのくらい浸透している
かを検証します。私たちのアプローチの出

私たちは、トレンドの調査から出発します。
なぜなら、そこに初期のシグナルが現れるか
らです。今日の少数派の行動や統計的な外れ
値に当たるような活動が、将来の大きなトレ
ンドの波となる可能性もあるのです。さらに、
私たちは、神経科学、エスノグラフィー（民
族誌）、そして歴史調査を多層的に組み合わ
せていますが、これはいずれも私たちのイン
サイトの質を高めるために必要不可欠な構成
要素です……。

Colleen Drummond,
Head of Innovation Labs,
KPMG米国

数量データ
および歴史データ

科学データ
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発点は、詳細な質的調査によって、従来の市場調査で
は表面に現れないインサイトを明らかにすることです。
そして、シグナルから直観を引き出し、仮説を立て、そ
の仮説を評価し、検証し、定量化します。
　なぜこの多層式のアプローチは、従来の手法よりも
優れた回答を引き出すことができるのでしょうか？　
それは、データの各層の中に、認知バイアスをチェッ
クしながら、既知であることが未知の領域と、未知で
あることが未知の領域を探索し続ける機会が組み込ま
れているからです。簡単に言えば、このアプローチは、
適切な質問を提示しながら、適切な領域でインサイト
を探っていくことに役立つということです。
　KPMGの手法は、以下の要素から成り立つ独自の多
層式アプローチです。

»  51ヵ国18,000人のオンライン消費者のアン
ケート調査から得られたインプット（地理、
世代、製品カテゴリーごとに分類）

»  全世界の1,300人のビジネスリーダーを対象
としたKPMGの「グローバルCEO調査」から
得られたインプット

»  31ヵ国526人のシニアエグゼクティブを対象と
したKPMGの「グローバル消費財流通企業エ
グゼクティブ トップ・オブ・マインド調査」か
らのインプット（60%が市場のボラティリティ
の増大を予想）

»  さまざまな人口統計属性とライフステージに
わたる、ブラジル、カナダ、中国、フラン
ス、インド、UAE、英国、米国の消費者約
25,000人を対象とした2つの新しいアンケー
ト調査

»  ブラジル、カナダ、中国、フランス、インド、
英国、米国の消費者196人を対象としたエス
ノグラフィックリサーチの手法による詳細な
インタビュー

»  時系列的なトレンドを示す数量的なエビデ
ンス

»  意思決定と行動の背後に存在する神経科学
の理論と枠組み

»  さまざまな業界の破壊的変革に関する広範
な調査

エスノグラフィー

アンケート調査

トレンド分析
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