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エグゼクティブサマリー
カスタマーエクスペリエンスへの注力が大きな効果を上げている
• カスタマーエクスペリエンスへの投資 1ドルに対し 3ドルの投資対効果 (ROI)
• 過去 12 ヶ月の間に、10 社中約 6 社 (58%) の企業で顧客満足度が向上
• 10 社に約 4 社 (37%) の割合でセールスサイクルが改善
• 上記の他にも多くの効果が出たか、あるいは近い将来出ると期待される

カスタマーエクスペリエンスへ注力する要因は顧客そのものよりも競合他社へのライバル心
• 注力の主な要因として「競合他社」と回答した企業は 64% なのに対し、「顧客から

のフィードバック」を挙げた企業は 52%

顧客の要望やニーズを先取りできる企業は少ない
• 変わり続ける顧客の期待を先取りして対応していると自負する企業はわずか 14%

効果を得るための手段は「テクノロジー」「スキル」「人材」への投資
•  78% の企業が、最新のマーケティングテクノロジーに投資することで効果をあげている
• 半数 (50%) の企業が、スキルや第三者の専門ベンダーに投資することで効果をあげ

ている

鍵を握るのはカスタマーエクスペリエンス管理
• 10 社のうち 8 社 (80%) が「マーケティングへの投資から利益を上げるにはカスタマー

エクスペリエンス管理が重要」と回答
• 77% の企業が「強力で関連性の高いカスタマーエクスペリエンスを提供するにはカ

スタマーエクスペリエンス管理が重要」と回答
• 68% の企業が今後 1 年のうちにこの分野へ投資する

生涯顧客から得られる価値は大きく、顧客が「尊重されている」と感じられるようにするこ
とが必要
• 生涯顧客をダイヤモンドにたとえる企業は 37%、プラチナにたとえる企業は 46%
• 顧客がブランドに不満を感じる最大の要因は、自分が過小評価されていると感じたとき
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はじめに
ビジネスにとって顧客は常に最重要資産であり続けてきました。
顧客がいなければ、ビジネスは成立しません。顧客のニーズにう
まく対応するために、企業が絶えず進化しているのも、やはり顧
客の存在ゆえです。ますますデジタル化が進む今日の世界で、顧
客の力が大きくなり、もはやブランドロイヤリティは当然のように
与えられるものではなくなっています。顧客はその時々でさまざま
な企業と関わることができ、また、それを望んでいます。こうなる
と企業側は、保証された「生涯」顧客の存在を当てにすることは
できません。市場で群を抜く存在になる必要があります。この理
由から、企業がカスタマーエクスペリエンスに重点的に取り組む
のは理に適っています。そこでこの調査では、こうした努力が企
業収益におよぼす影響度合いを明らかにしました。企業はカスタ
マーエクスペリエンスを完璧に磨き上げる過程で、財務とビジネ
スに多大なインパクトをおよぼす、多くの効果を発見しています。

「欠点のない」カスタマーエクスペリエンスは、労力を費やすだ
けの価値が十分にあるといえます。

変化に適応しなければ、企業は、顧客基盤を失う恐れがあるだけ
でなく、シームレスなカスタマーエクスペリエンスから生まれる莫
大な利益と競争力を失うことになりかねません。貴社がこの方向
に進まなくても競合他社はそうするからです。

本調査の主な内容

カスタマーエクスペリエンスに注力する 
ことで得られるビジネス上の効果とは ?

効果を阻む障壁とは ?

これらの効果が企業収益におよぼす 
インパクトとは ?

企業が障壁を克服するには ?
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収益向上は手の届く場所にある

過去 12 ヶ月間にみられた直接的なビジネス上の効果

効果
デジタルの世界は絶えず進化し、企業が顧客と接するタッチポイ
ントがかつてないほど増加しています。シームレスなカスタマー
ジャーニーを開発するための正しいカスタマーエクスペリエンス
戦略が、多くの企業で優先事項とされているのも無理はありませ
ん。なぜなら、この調査で明らかなように投資対効果 (ROI) が非
常に大きいからです。

実に 3 倍 
調査への回答によると、企業がカスタマーエクスペリエンスの改
善に費やす投資額 1ドルにつき、3ドルの収益があがっています。
エクスペリエンスに投資した金額の 3 倍が、効果として跳ね返る
というわけです。つまり、カスタマーエクスペリエンス戦略への
投資は、利益を生み出すのです。企業によっては、効果がさらに
大きい場合もあります。たとえば金融業界では、1 ドルの投資に
対し 5ドルもの ROI となっています。

図 1： カスタマーエクスペリエンスに注力した結果、過去 12 ヶ月間にみ
られたビジネスへの直接的なインパクト。カスタマーエクスペリエンス戦
略を優先事項にしている企業 (663 社 ) が回答

カスタマーエクスペリエンスへの注力は、ビジネスのあらゆる分
野にプラスの影響をおよぼします。ビジネスへの直接的な効果
は大きく、確かな形で現れています。調査回答企業では、過去
12 ヶ月で 10 社中 4 社 (40%) において「売上の増加」が見られ、

「競合他社を上回る財務実績」(38%)、「セールスサイクルの改善」
(37%) といった効果が生じています ( 図 1)。

このような効果がみられた企業では、売上の増加率が平均 18 ～
21% となっています。カスタマーエクスペリエンスに注力すれば、
12 ヶ月後には収益が 19% 増加している可能性があるわけです。

根本的に重要なことは顧客の満足度を維持することです。1 年と
いう短期間での顧客側のメリットの展望については、非常に大き
な成果があがっており、10 社のうち 4 社以上が、過去 12 ヶ月に
下記のような分野で改善がみられたと回答しています。顧客満足
度にいたっては、60% の企業で向上しています ( 図 2)。

40%

38%

37%

34%

売上の増加

競合他社を上回る財務実績

セールスサイクルの改善

収益性の向上

過去 12 ヶ月間にみられた顧客視線でのメリット

図 2：カスタマーエクスペリエンスに注力した結果、過去 12 ヶ月間にみ
られた顧客視点でのメリット。カスタマーエクスペリエンス戦略を優先事
項にしている企業 (663 社 ) が回答

58%

45%

41%

38%

顧客満足度の向上

カスタマーロイヤリティの向上

顧客の維持および新規獲得の強化

顧客生涯価値の改善
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改善の度合いは、決して些細なものではありません。効果がみら
れた各分野について、回答者は平均 19 ～ 22% の向上を報告し
ています。わずか 1 年前と比べて顧客視点の効果がここまで多く
みられるようになったのは、信じられないほどの進歩です。

このような効果は、単独で発生しているわけではありません。企
業がカスタマーエクスペリエンスに注力すれば、複数の効果が生
じやすいことを示す証拠があります。たとえば、ほぼすべての回
答者 (97%) が、顧客が増加して維持率が向上すれば、収益の増
加につながりやすいと回答しています。

さらに、こうした効果は短期で終わるわけでもありません。大多
数の回答者が、今後 24 ヶ月にわたってこれらの効果が続くと予測
しています ( 図 3)。

カスタマーエクスペリエンス戦略への注力によって生じる効果は、
多くのビジネス分野で発生します。つまり、顧客満足度が上がれ
ば利益率も上がるということです。3 倍の ROI が得られるとなれば、
カスタマーエクスペリエンスを無視する企業は少ないでしょう。こ
の機会を活かさなければ、顧客は不満を募らせ、すかさず競合
他社が隙を突いてくるでしょう。

要因
興味深いことに、顧客を重視する戦略がさまざまな効果を生み出
しているにも関わらず、このような投資や取組みをおこなうよう
になった原因が、実際に顧客だったというケースはむしろ少数で
す。企業がカスタマーエクスペリエンスについて検討するに至っ
た要因として最も多いのは「競合状況」(64%) であり、これは「顧
客からのフィードバック (52%) を上回っています ( 図 4)。

今後 24 ヶ月間に予測される効果

図 3： カスタマーエクスペリエンスに重点的に取り組むことで、今後 24 ヶ
月間に生じると予測されるメリット。カスタマーエクスペリエンス戦略を優
先事項にしている企業 (663 社 ) が回答

60%

70%

71%

74%

73%

76%

72%

顧客満足度の向上

カスタマーロイヤリティの向上

顧客の維持および新規獲得の強化

顧客生涯価値の改善

売上の増加

セールスサイクルの改善

競合他社を上回る財務実績

カスタマーエクスペリエンスに注力するにいたった要因

図 4： 業績向上のためにカスタマーエクスペリエンスを優先事項にすべき
と決断したきっかけ。カスタマーエクスペリエンス戦略を優先事項にして
いる企業 (663 社 ) が回答

※競合状況の例：カスタマーエクスペリエンスで競合他社に負けている、
または競合他社がカスタマーエクスペリエンスを優先事項にしている

64%

52%

30%

30%

25%

6%

顧客からのフィードバック

経費の高騰

売上の低下

売上の増加

特になし

競合状況※
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競合他社におけるカスタマーエクスペリエンス強化の動向の方
が、実際の顧客フィードバックよりも重要視されていることがわか
ります。顧客そのものではなく、むしろ競合状況が要因となって
いる事実から、何を提供すべきかについて、あくまで内側からの
視点で考えていると推測されます。おそらくこのような企業では、
本当の意味で顧客ニーズを捉え切れていません。

また、競合状況が要因であるということは、企業が目指している
のは、顧客 ( ひいては、同じ業界の他社 ) の一歩先を行くことで
はないかと思われます。ところが、実際にはそうなっていません。
絶えず変化する顧客の期待に、先回りする形で対応できていると
回答した企業は、わずか 14% にとどまりました。

企業がカスタマーエクスペリエンスに注力するようになった要因
は、過飽和状態のグローバル市場にあります。ここでは顧客に最
終決定権があり、顧客をリードできる理想的な立場にある企業は
ごく少数です。最前列にたどり着いて、その地位を保つことがで
きる可能性が高いのは、顧客が何を求めているかを理解すること
に注力する企業です。

障壁と改善
カスタマーエクスペリエンスへの重点的な取組みによる幅広い効
果を享受するうえで、企業そのものが障壁になっているという課
題はさておき、その他にどのような障壁があるでしょうか ?

調査に参加した意思決定者の大多数 (88%) が、優れたカスタマー
エクスペリエンスの提供における障壁があることを認めています。
最も多いのが「IT、セールス、マーケティング、サービスなどの
システムの更新・刷新」(44%)、次いで「カスタマーエクスペリ
エンスの開発、実装、管理に必要な社内スキルの不足」(41%)
が挙げられています。こうした障壁は、現在のシステムやスキル
だけでは優位に立つことができない企業が多いことを物語ってい
ます ( 図 5)。

過去 12 ヶ月間でカスタマーエクスペリエンスが改善されたとはい
え、10 社のうち 8 社の企業が、一貫したエクスペリエンスを提供
するためのステップすべてで改善が必要だと考えています。そう
した改善は、企業が独力でできることではなく、そうすべきでも
ありません。

一貫したエクスペリエンスの提供には、第三者からの支援とサ
ポートが明らかに必要です。また、その支援は継続的におこなわ
れ、継続的に効果をもたらすものでなければなりません。ほとん
どの企業で一貫したエクスペリエンスの提供が行き届かず、優れ
たカスタマーエクスペリエンスをサポートするにはスキルや最新
のシステムが欠けていることを自覚している現状の中で、一歩先
へ進むためには、第三者の力を借りて、背中を押してもらう必要
があります。

優れたカスタマーエクスペリエンスの提供を妨げる障壁

図 5： 優れたカスタマーエクスペリエンスの提供を妨げている障壁。全企
業 (880 社 ) が回答

44%

41%

39%

34%

22%

12%

IT、セールス、マーケティング、サービスなどのシス
テムの更新・刷新

複数のデバイスにまたがるカスタマージャーニーを
シームレスなエクスペリエンスで提供できない

顧客データの分析が不可能(異種のデータセット、デー
タスキル、システム、ツール)

顧客やサービスに対し毎日24時間の情報アクセスの提
供が不可能

包括的なカスタマーエクスペリエンスの開発、実装、
管理に必要な社内スキルの不足

特になし
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テクノロジー、スキル、パートナーの役割
明白な効果があるとしても、そこにいたるには障壁があります。ど
うやって障壁を克服し収益性を改善したのか、また、どのような
手段を使ったのかに注目してみましょう。

調査回答者によると、輝かしい効果を達成するには、シンプルな
がらも肝心な方策が 2 つあります。「マーケティングテクノロジー
のアップグレードおよび／または採用」(78%) と「第三者ベンダー
の利用および／またはスキルのアップグレード」(50%) です。カ
スタマーエクスペリエンスのライフサイクル全体のさらなる改善
には、信頼できる第三者パートナーの協力を得るか、またはスキ
ルへの投資を増やして、マーケティングテクノロジーの導入また
は開発を進めることが有効と考えられます。

テクノロジー、パートナー、スキルへの投資は、アナリティクスの
高度化、パーソナライズの最適化、そして顧客へのスムーズでシー
ムレスなエクスペリエンスの提供につながる可能性が高いです。
過去 12 ヶ月間で効果が現れた企業では、この 3 つを効果として
挙げています ( 図 6)。

これらの効果を達成するのは非常に容易です。スキル、テクノロ
ジー、スタッフへの投資という形で種をまくと、近い将来、大き
な見返りが得られます。これは売上や利益といった面でも合理性
があります。

カスタマーエクスペリエンス管理
カスタマーエクスペリエンスを重視しない企業は、確実に時代に
取り残されます。そこで浮上してくるのが、カスタマーエクスペリ
エンスに注力して最大限の効果を得るには具体的にどうするか、
という疑問です。その答えを解く鍵は、その管理にあります。

10 社のうち 8 社 (80%) が、マーケティングの ROI を実現するに
はカスタマーエクスペリエンス管理が重要だと考えています。ま
た、回答者によると、マーケティング ROI は「売上の増加」(93%)、

「引き合いの増加」(92%)、「売上への転換の増加」(92%) に対
して直接的な影響をおよぼします。

カスタマーエクスペリエンス管理は、マーケティング ROI を実現
するだけでなく、強力なカスタマーエクスペリエンスを提供する
うえでも最重要と考えられています (77%) ( 図 7)。

カスタマーエクスペリエンスへの注力を通じて効果を達成した企業
の具体的な手法

強力で関連性の高いカスタマーエクスペリエンスを実現するうえで
重要な活動

図 6：  過去 12 ヶ月間に見られた 効果の達成に役立った対策。総合的な
カスタマーエクスペリエンスに注力した結果、1 つ以上のメリットが見ら
れた企業 (601 社 ) が回答

図 7：  強力で関連性の高いカスタマーエクスペリエンスの提供を実現す
るために重要な活動。全企業 (880 社 ) が回答

65%

61%

41%

顧客向けに適切なタイミング、適切なチャネルで、パーソ
ナライズされた関連性の高い情報を提供

顧客が選ぶデバイスやチャネルを通じて、フリクションレ
スな(摩擦のない)一貫したエクスペリエンスを提供

購入ライフサイクル全体を通じて、顧客に関する情報の伝
達を改善

77%

52%

47%

41%

32%

カスタマーエクスペリエンス管理

テクノロジー

データとアナリティクス

経営陣による後方支援

コミュニケーション
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以上の理由から、大多数の企業 (68%) が今後 1 年間に「カスタマー
エクスペリエンス管理」に投資予定であると回答していることは驚
くにはあたりません ( 図 8)。

それを推し進める強力な理由として、その投資は 11% の売上増
につながると予測されています。投資するのも当然といえるでしょ
う。

この分野に投資する予定のない、残り 32% の企業は、すでに利
益を損失している可能性があります。今すぐ取締役会を招集して
ください。カスタマーエクスペリエンス戦略に投資していない企
業は、すでに売上の 8% を取り逃がしていると推測されています。

この調査結果から読み取れるように、個別のカスタマーエクスペ
リエンスに注力するだけでは不十分です。あらゆる効果を完全に
実現するには、成功につながるシームレスなカスタマーエクスペ
リエンス戦略と、それを実現する人材およびテクノロジーが必要
です。

顧客生涯価値
短期的視点 ( 個別のセールス、トランザクション、キャンペーン )
ではなく、生涯にわたるロイヤリティを追求する企業は、何倍も
の成果をあげ、長期にわたって成長率を最適化することができま
す。生涯顧客の確保が難しくなるにつれ、その価値はさらに高まっ
ていきます。このような顧客を維持するうえで、カスタマーエクス
ペリエンスが果たす役割はきわめて重要です。

調査参加企業のほぼすべて (99%) が、強力なカスタマーエクスペ
リエンスの提供は顧客生涯価値の向上に貢献すると回答していま

す。また、97% の回答者が、顧客生涯価値の向上は「増収」(72%)、
「増益」(65%) といった効果につながると回答しています ( 図 9)。

カスタマーエクスペリエンスに力を注ぐほど、顧客満足度が高ま
り、顧客の維持につながるというサイクルが形成されつつありま
す。その結果として、売上の増加、収益性の成長、セールスサ
イクルの短縮が生じ、カスタマーエクスペリエンスにさらに注力
する資金と時間が生まれます。その繰り返しです。

このような効果を考慮すると、84% の企業が生涯顧客を非常に
重視し、評価しているのは当然の帰結です。生涯顧客をダイヤモ
ンド (この上なく貴重なもの ) にたとえる企業は 37%、プラチナ (ダ
イヤモンドよりもさらに価値がある) にたとえる企業は 46% に上っ
ています。

興味深いことに、顧客がブランドに対して不満を感じるように
なる最大の原因は、自分が尊重されていないと感じたときです
(52%)。そうならないようにするには、「ダイヤモンド」や「プラ
チナ」のように価値ある顧客に、感謝の気持ちを表さなくてはな
りません。カスタマーエクスペリエンスに注力することで、それ
が可能になります。ただし、顧客の期待を常に上回っていると自
負する企業はわずか 14% に過ぎません。この域に達するには、
適切なツール、サービス、パートナーに確実に投資する必要が
あります。そこで重要になるのが、エキスパートの存在です。

図 8：   今後 1 年間の投資予定分野。全企業 (880 社 ) が回答

68%

50%

47%

38%

26%

カスタマーエクスペリエンス管理

テクノロジー

データとアナリティクス

経営陣からの後方支援

コミュニケーション

図 9：   顧客生涯価値を高めることで生じる主な効果。全企業 (880 社 ) が
回答

72%

65%

37%

31%

3%

増収

増益

マーケティング投資の回収

セールスサイクルの短縮

特になし

今後 12 ヶ月の投資分野
顧客生涯価値の向上によって生じる効果
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結論

顧客が望むのは、完璧、スピード、そしてスムーズさ。これこそ、
デジタルのカスタマーエクスペリエンスが支配する時代の象徴と
いえるでしょう。競合他社 10 社がひしめく市場の中で、顧客の獲
得にしのぎを削り、取引を勝ち取るただ 1 社の地位をめざさなけ
ればならないのです。

この取組みは、企業に莫大な財務利益をもたらします。3 倍の
ROI は、カスタマーエクスペリエンスに注力する十分な根拠です
が、それは競合他社にとっても同じです。

しかし、顧客の期待を先回りすることに成功している企業がわず
か 14% という現状で、いちはやくその域に達するには、どうすれ
ばよいのでしょうか？　市場でリーダーになるために有益な行動
は、次の 3 つです。
• 革新的なマーケティングテクノロジーへの投資
• スタッフおよび専門知識への投資
• 上記 2 つを合わせたシームレスなカスタマーエクスペリエン

ス管理システムへの投資

これら 3 つの行動は、顧客のニーズを中心とするデジタルの変革
と、強力なアナリティクスによる顧客の理解に役立ちます。必要
なとき、必要な場所で提供されるパーソナライズされた情報や、
デバイスやチャネルを問わないスムーズなエクスペリエンスの提
供を通じて、顧客の時間を節約しストレスを軽減することで、顧
客重視の姿勢を実証します。

カスタマーエクスペリエンスの軽視は、競争力の低下や顧客の失
望、利益損失につながります。カスタマーエクスペリエンスを無
視できる企業は、今やどこにもありません。

調査の範囲および手法

本レポートの元となった調査は、Avanade および Sitecore が
企画し、テクノロジー市場調査の専門企業 Vanson Bourne が
実施しました。

2016 年 2 月から 3 月にかけて、各企業で顧客のデジタルエク
スペリエンスを担当もしくは影響力を発揮する立場にある 880
人の意思決定者を対象に取材を実施しました。回答者の所在
地は世界各地にわたっており、米国とカナダが 320 人、英国
およびドイツがそれぞれ 160 人、オーストラリアとシンガポー
ルがそれぞれ 120 人です。所属先企業での役職は、事業開
発およびセールス、カスタマー／クライアントサービスおよび
サポート、IT、マーケティングおよびデジタル戦略、財務となっ
ています。回答者の所属先は主に、世界全体の年間売上高
が 10 億米ドル超の企業です。適切な候補者にのみ回答資格
が与えられるよう、厳重なスクリーニングを数回にわたり実施
したうえで、オンラインと電話による取材を実施しました。特
に明記しない限り、記載されている結果はサンプル全体に基
づいています。
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Avanade について
 
アバナードは、優れた人材とマイクロソフトのエコシステムにより、革新的なデジタ
ルサービスおよびクラウドサービス、ビジネスソリューション、デザイン主導のエクス
ペリエンスを提供しています。アバナードのプロフェッショナルは、テクノロジー、ビ
ジネス、業界に関する専門知識を組み合わせ、お客様とその顧客が求める成果を挙
げるためのソリューションを構築・展開します。世界 23 カ国にデジタルでつながった
29,000 人の従業員を擁し、多様性と事業を展開する地域の社会を尊重するコラボレー
ティブな企業文化の下、お客様に最善のソリューションを提供しています。アバナード
は、2000 年に米国アクセンチュアおよび米国マイクロソフトにより設立され、アクセン
チュアが筆頭株主を務めています。詳細は、https://www.avanade.com/ja-jp をご覧く
ださい。

Sitecore について
 Sitecore Corporation ( 本社：デンマーク ) は、コンテクストマーケティングを実現す
るためのカスタマーエクスペリエンス管理ソフトウェアを提供しています。Sitecore® 
Experience Platform では、さまざまなコンテンツを管理しながら、顧客の興味・関
心や行動履歴から得られるコンテクスト情報を利用し、それにあわせた最適なコミュ
ニケーションを自動化します。企業のマーケティング担当者は、顧客がどのように自
社ブランドと接触しているかに関するコンテクスト ( 文脈や背景 ) を把握・理解した
うえで、それに基づいた最適なコンテンツを、すべてのチャンネルを通じてリアルタ
イムに提供できます。対象者を満足させ、ブランドロイヤリティを築き、収益を向上
するためのコンテクストマーケティングを実施するために、世界各国の大手企業や公
的機関など 4,600 社以上が Sitecore のソリューションを採用しています。主な導入企
業は、American Express、Carnival Cruise Lines、EasyJet、L'Oreal などです。製品・
ソリューション・サービスに関する詳細は、www.sitecore.net/ja-jp をご覧ください。 
サイトコア株式会社は、Sitecore Corporation の日本法人です。

Vanson Bourne について
Vanson Bourne は、テクノロジー分野における独立系の市場調査専門企業です。同社
の調査に基づく分析は、厳密な調査原則と、各種事業分野や主要市場における技術・
業務リーダーへの取材力に裏打ちされており、堅牢さと信頼性において高い評価を得
ています。詳細は www.vansonbourne.com をご覧ください。
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