
Speak to Me  
(顧客との 1 対 1 の会話 )

デジタル トランスフォーメーションを活用した真の結びつき
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今日の企業は、事業を取り巻く世界がますます複雑化し、同時

に顧客の要求が厳しくなっている現状を実感しています。顧客

は、増え続ける多数のチャネルを利用して企業と関わり、より

パーソナライズされた、関連性の高いコンテンツの提供を求め

ています。それと同時に、市場のグローバル化に伴う複数ブラ

ンドによる製品やサービスのコモディティ化が進み、競合どう

しの差別化が難しくなっています。

はじめに
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このような変化への対応策として、先を見据えた企業は

デジタル トランスフォメーションを実施しています。そ

ういった企業では、お客様とつながり、社員にパワーを与

え、業務を最適化し、製品の変革するという 4 つの主要エ

リアにおいて、根本的な変化をもたらす統合技術に投資し

ています。

グローバルな会計事務所であるグラントソントン 
(Grant Thornton) 加盟事務所が、コラボレーション
や販売を促進し、より優れた価値を顧客に提供して
いる取り組みをご覧ください。

本ガイドは 1 つ目のエリアである、 
お客様とつながることににフォーカス 
します。あらゆる場所に存在する 
消費者に、関連性の高いタイムリー 
なコンテンツを提供するために企業が 
必要としている洞察や柔軟性について 
説明しています。

https://customers.microsoft.com/en-us/story/global-crm-solution-helps-grant-thornton-member-firms
https://customers.microsoft.com/en-us/story/global-crm-solution-helps-grant-thornton-member-firms
https://customers.microsoft.com/en-us/story/global-crm-solution-helps-grant-thornton-member-firms
https://customers.microsoft.com/en-us/story/global-crm-solution-helps-grant-thornton-member-firms
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顧客の期待に応える 
トランスフォーメーション
企業に対する顧客の期待が高まる中、デジタル トランスフォーメーションを遂げた企業はそれを問題視するの

ではなく、新たな機会として捉えています。その理由は ?デジタル トランスフォーメーション自体が顧客の期

待を高めているからです。新しいカスタマー エクスペリエンスのおかげで、ブランドが顧客とどのようにかか

わるかの主導権は、現在ではブランドではなく顧客が握っています。



66

どのチャネルをどういうフォーマットでいつ使って企業とかかわるか、といったことは顧客が決定します。顧
客は関連性の高いエクスペリエンスを期待し、口コミによるブランド評価に重点を置いているほか、従来のマー
ケティング情報よりも目の前の同僚による評価を信頼し、パーソナライズされたリアルタイムのサービスを求
めています。デジタル トランスフォーメーションに取り組む企業は、クラウドベースのバックエンド システ
ムを活用して顧客に最も適した、インテリジェントなエクスペリエンスに多大な投資をすることで、今日の顧
客ニーズに対応しています。これらのシステムは広く知られていないものの、顧客や従業員がいつでも必要に

応じて、適切なタイミングで関連性の高い情報を得ることができるように支援しています。

その結果、デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、今日のさまざまな期待に応えられるよ
うになり、高い顧客満足度と事業の安定性を確保しています。

Microsoft Cloud を活用し、全世界 4 億 5 千万人のファンにスタジアム映像を配信するレアル・マドリードの
取り組みをご覧ください。

https://customers.microsoft.com/en-us/story/real-madrid-brings-the-stadium-closer-to-450-million-f
https://customers.microsoft.com/en-us/story/real-madrid-brings-the-stadium-closer-to-450-million-f
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今日のバイヤー (購買者) は主に、探求、評価、決定、忠誠
の 4 つのフェーズで構成される購買経路に従っています。
デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、
このジャーニーの全てのフェーズにおいて関連性の高い、タ
イムリーなコンテンツを提供しています。

バイヤー ジャーニー 
の変革

7
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 探求
これは顧客が製品やサービスを欲しいことを自覚し、オプションを検討している段階です。この製品やサービ
スはビジネス ニーズに合っているのか ?競合する製品やサービスと比較して、どの程度のものなのか ?コスト

パフォーマンスは優れているのか ?など、顧客には多くの疑問が生じています。

デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、これらの疑問に答えるコンテンツを継続的に提供
します。一般的な戦略には、パーソナライズされたマーケティング、問い合わせに対するリアルタイムの応答、
さらにピアツーピアによるコミュニケーションの実現などがあります。最終的に、自社の製品やサービスに関

する消費者の声を把握できるようにするのが最も理想的です。

 評価
ある時点で、バイヤーは選択肢をいくつかに絞ります。評価の段階では、ほとんどの作業を顧客自身がこなし
ます。同僚と会話したり、ブログやフォーラムで情報を検索したり、すでに製品やサービスを使用した人のレ
ビューを読んだりします。

デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、このプロセスを円滑に進めるために必要となる、関
連性の高いタイムリーな情報を提供します。たとえば、検索エンジンの結果を改良し、顧客が競合ではなく自社
から情報を得られるように操作します。また、顧客が Web サイトやモバイル サイトを訪れたら、自動的に関連
性の高い情報を表示します。ロケーション データを活用し、たとえば車なら、購入する前に試運転できるよう
に、自社製品を試すようユーザーに促すこともできます。
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 決定
製品やサービスのコモディティ化が進み、消費者は複数の優
れたものの中から 1 つを絞り込まなければならなくなってい
ます。これはなかなか困難なことです。デジタル トランス
フォーメーションを推進している企業は、このような状況に
おいて、購買プロセスそのものを簡素化して問題に対処して
います。たとえば、あらゆるデバイスやソーシャル メディア 
プラットフォームを使った購買オプションを顧客に提供しま
す。また、他店の価格に合わせて自動的に値引きしたり、配
送や返品を無料で提供したりすることもできます。

 忠誠
変革を遂げた企業は、顧客の行動を把握して会話に耳を傾け
るためのツールやリソースを保有しています。フィードバック
を促して事業に反映させることにより、消費者が自社の製品や
サービスを、より便利に使えるようにしています。そして、自
分の意見が結果に反映されると顧客の忠誠心は劇的に高まり
ます。

銀行業の問題点を解消することで、カスタマー エクスペリエンス
を改善しているメトロバンクの取り組みをご覧ください。

9

https://customers.microsoft.com/en-us/story/uk-banking-disrupted-metro-bank-reinvents-customer-ser
https://customers.microsoft.com/en-us/story/uk-banking-disrupted-metro-bank-reinvents-customer-ser
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ソーシャルやモバイルはカスタマー ジャーニーを大幅に

変革しました。今ではだれもがモバイル デバイスを 24 時

間 365 日いつでも使用できることから、デジタル トラン

スフォーメーションを推進している企業は、関連性の高い

パーソナライズされたコミュニケーションで、モバイルに

対応しています。次にいくつかの例を挙げます。

モバイル デバイス
やソーシャル  
メディアの活用
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 探求
デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、その消
費者が企業にかかわったことがなくても、位置情報、天気、ソーシャ
ル フィルタリングなどのデータ ソースを活用することで、その人物

に関して得たインサイトに基づいて対応しています。

 販売速度にビッグ データ分析を適用している企業は、 

 他の企業よりも顧客維持率が 14% 高くなります。1 
 評価
モバイルの登場により、消費者は時間や場所に関係なく容易に情報
を得られるようになりました。一方、ソーシャル メディアによって、
消費者は製品やサービスの評価を手伝ってくれる仲間やインフルエ
ンサーとつながっています。デジタル トランスフォーメーションを
推進している企業は、このようなエンゲージメントの傾向を理解し、

それをチャンスと捉えています。

 Forrester のレポートによると、2015 年に、モバイル  
 デバイスがオンラインおよびオフラインの購買において 
 影響をもたらした金額は、合計 1 兆ドルに上ります。2

11

1 アバディーン グループ、「顧客エンゲージメントは進化している。あなたの営業チームは対応できるのか ?」Peter Ostrow、2014 年 9 月 10 日。 
2Forrester Research、「米国におけるオンライン販売は 2020 年までに 5,230 億ドルに達する見込み」、Matt Lindner、2016 年 1 月 29 日。

http://www.aberdeen.com/login/?doc=/launch/report/research_report/9624-RR-empowered-customer-engaged-seller.asp
https://www.digitalcommerce360.com/2016/01/29/online-sales-will-reach-523-billion-2020-us/
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 忠誠
自動車、技術、通信産業などの一流ブランドは CRM の機

能に投資し、販売後の顧客との関係促進に取り組んでい

ます。彼らはいつでもモバイルを通じて顧客と接触し、ソー

シャル チャネルでは目立たないながらも情報収集に余念

がありません。そうすることで、自社の製品やサービス

についてのフィードバックに耳を傾けています。

 オムニチャネルにおける顧客 
 エンゲージメント戦略が最も強い企業は 
 顧客の平均 89% を維持している一方で、 
 オムニチャネル戦略の弱い企業は 33%  
 にとどまっています。3

3 アバディーン グループ、「オムニチャネルにおける顧客サービス : 成功へ導く一流のステップ」、 
   Omer Minkara、2015 年 12 月 1 日。

http://www.aberdeen.com/login/?doc=/launch/report/research_report/11426-RR-Omni-channel.asp
http://www.aberdeen.com/login/?doc=/launch/report/research_report/11426-RR-Omni-channel.asp
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データを活用した 
顧客エンゲージメント 
の最大化
今日の企業は単純にデータを必要としているのではあり

ません。彼らは今まで以上に顧客を効果的に引き付ける

正確なデータとインサイトを必要としています。
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デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、営業、マーケティング、顧客サービスなど複数部

門のデータ ソースを統合して顧客に関する統合的なビューを従業員に提供しているほか、あらゆる質問に答え

るために必要な、関連性の高い情報をすべて準備しています。たとえば、過去の購買履歴、閲覧行動、ソーシャ

ル エンゲージメントの好み、サード パーティ アプリケーションによるデータなどの情報に、テレセールスの

担当者が 1 つのインターフェイスからアクセスできるようにします。

顧客や業界のインサイトに基づくデータを活用して、ストアに関するリアルタイムの決定を下している 
メイヤー スーパーマーケット チェーンの取り組みをご覧ください。

https://customers.microsoft.com/en-us/story/top-supermarket-chain-gains-insight-and-boosts-profitability-with-microsoft-power-bi
https://customers.microsoft.com/en-us/story/top-supermarket-chain-gains-insight-and-boosts-profitability-with-microsoft-power-bi
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顧客サービス エージェント 
の支援
顧客サービスに関する課題は近年において厳しさを増しています。なぜなら、84% の顧客は自分自身で問題を解決す
ることを望んでいるからです。4 顧客は容易に答えが出せない難しい問題に直面した場合のみ顧客サービス エージェ

ントに頼ります。

4Forrester Research、「2016 年のトレンド : 顧客サービスの未来」、Kate Leggett 他、2016 年 1 月 5 日。

https://www.forrester.com/report/Trends+2016+The+Future+Of+Customer+Service/-/E-RES61372
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その結果、今日のエージェントはこれまで以上に難解な質問や課題に
直面するようになりました。エージェントを支援するためのツールや
リソースが不十分な企業は、多数のネガティブな結果を招くことにな
ります。

• 良い実績を残せないことに苛立ち、精神的に参っているエージェ 
  ント

• 情報を持ち合わせていない、あるいは役に立たないエージェント 
  との会話に不満足な顧客

• 未熟なサービスによりブランド価値が損なわれたブランドや企業

デジタル トランスフォーメーションを推進している企業は、問い合
わせに応じるために必要なすべての情報やリソースにアクセスできる、
統合されたインターフェイスをエージェントに提供します。彼らは消
費者が過去に購入した製品や顧客サービスへの問い合わせ履歴のほか、
モノのインターネット (IoT) から収集した情報までも把握しています。

その結果、問題をすばやく解決することが可能になり、問い合わせの

依頼者と心の通った真のつながりを持つことができます。

既存の IoT 技術を活用し、航空会社のクライアントに積極的な 
サービスを提供する新しいビジネス モデルを構築したロールス・ロイス 
の取り組みをご覧ください。

https://customers.microsoft.com/en-us/story/rollsroycestory
https://customers.microsoft.com/en-us/story/rollsroycestory
https://customers.microsoft.com/en-us/story/rollsroycestory
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デジタル トランスフォーメーションへの取り組みは企業に短期

的な結果をもたらすわけではありません。それは事業にとって

最新技術をいち早く試して展開する長期的な戦略となります。

没入型技術を活用
したカスタマー  
エクスペリエンス
の向上
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今日、没入型技術はトランスフォーメーションを推進している企業

の新たな注目エリアとなりました。さまざまなブランドが、仮想現

実 (VR)、複合現実 (MR)、ホログラフィック現実 (HR)、代替現実 (AR) 

を活用した楽しいコンテンツを作成し、同時にカスタマー エクスペ

リエンスを劇的に改善しています。

• インテリア デザイン会社は VR を活用し、棚 1 つ設置していない 
  段階から、顧客にリフォーム後のキッチンを見せることができます

• 医療会社は VR 遠隔医療システムや IoT リストバンドを活用し、 
  患者の健康状態をモニタリングできます

• レストラン チェーンは AR デバイスを活用し、スタッフの大規模 
  なトレーニングを実施することができます

• 顧客サービス センターは MR を活用し、技術者による複雑な 
  遠隔修理をサポートできます

このような新しいプラットフォームの採用が増える中、変革を遂げ

た企業は新しい技術を有利に活用することで、今まで以上にパーソ

ナライズされた価値の高いサービスを顧客に提供できるようになり

ます。

Microsoft HoloLens を活用し、未来の自動車購入を探求している 
ボルボの取り組みをご覧ください。

https://blogs.windows.com/devices/2015/11/19/microsoft-hololens-and-volvo-cars-explore-the-future-of-car-buying/#hhYDBIHemjO5fsDl.97
https://blogs.windows.com/devices/2015/11/19/microsoft-hololens-and-volvo-cars-explore-the-future-of-car-buying/#hhYDBIHemjO5fsDl.97
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まとめ

トランスフォーメーションを推進している企業は、データや技術を活用することで高まる期待に応え、従業

員がパーソナライズされたカスタマー エクスペリエンスを提供できるように支援するほか、ソーシャルお

よびモバイルを通じて顧客に接触し、コモディティ化が進む市場において競合との差別化を図ります。

デジタル トランスフォーメーションを通じた顧客エンゲージメントは未来の到達点ではありません。もう既

に到達しています。さあ、今すぐに始めましょう。詳細についてはマイクロソフトの担当者にお問い合わせ

いただくか、弊社の Web サイトをご覧ください。https://enterprise.microsoft.com

https://enterprise.microsoft.com/en-us/
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