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現代ビジネスに
おける顧客体験
デ ジタル・ファースト時 代 に は 、人 を ひき つ け る 関 連 性 の 高
い 顧 客 体 験と従 業 員 体 験 を 提 供 することが 第 一 に 求 め られ
ます。IBM Institute for Business Value によると、顧客体験 (CX) に
最優先で取り組む企業は、CX をさほど重視しない企業に比べ、過去
2 年間で収益が 3 倍増となったと報告されています。

「直近に体験した最高のエク
スペリエンスは、次に期待す
る最小限の期待値レベルに
なるのです」
ポール・パパス
マネージング・パートナー
IBM Consulting Americas

しかし、企業は、
データ・ガバナンスからテクノロジーの複雑性、
CX コ
ラボレーションの妨げとなる組織的な意見の食い違いまで、
エクスペ
リエンス・トランスフォーメーションを進める過程で多くの課題に直
面しています。Institute for Business Value によると、企業の 56%
が、
ビジネス全体でプラットフォーム要件が異なる現状に悩まされ、
企業の 49% が共有と透明性に欠けるサイロ化されたデータソース
の問題に直面しています。その結果、データや技術への投資を活用
しきれていない企業は少なくありません。
パンデミックを背景に人々の期待が進化し続ける中、企業は顧客体
験と従業員体験を向上させ、
これらの課題に取り組むことで競争上
の優位性を生み出すよう、
ますます重いプレッシャーをかけられてい
ます。
現代の CX ビジネスは、
デザイン主導・データ重視のテクノロジーを駆
使したもので、多領域にわたります。本書では、企業がデジタル・トラ
ンスフォーメーションを推進する上で基盤となる 4 つの柱を詳しく説
明します。
1.
2.
3.
4.

ビジネス設計で業界をリードする
データと AI の活用
テクノロジーの複雑さへの取り組み
CX の変革に多専門的アプローチを採用

さらに、
エクスペリエンス時代に競争上の優位性の獲得を目指すCX
リーダー企業にリソースも提供します。
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優れた体験が競争
上の優位性を生み
出す理由とは

企業は他社と差別化を図るために、お客様や従業員向けにパー
ソナライズし、状況に応じて適切な体験を創造するために、デー
タ重視の洞察と巧みな設計に依存する必要があります。
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顧客体験の変革を加速する

パンデミックが起こったとき、
これまで小売店を
通じて販売を行っていたスイス時計メーカーの
Tag Heuer 社のような高級ブランドは、高級品
のコレクター、
ファン、愛好家に、
より優れたデジ
タル・ショッピング体験を提供するという課題に
直面しました。顧客変革戦略を策定する中で、
Tag Heuer 社はお客様一人一人の 360 度ビュー
を作成し、チャネル全体でパーソナライズされた
シームレスなデジタル体験を実現したいと考えま
した。IBM Consulting™ の CX 設計の専門家と協
力して、
Salesforce CRM と Salesforce クラウド・プ
ラットフォームを使用したガイド付き購入体験サ
イトを構築しました。Tag Heuer は顧客プロファ
イルを充実させ、顧客の誕生日や特別な日のお
祝いを開始し、顧客とのやりとりに幸福とマイン
ドセットをもたらしました。ブランドのデジタル・
コマース戦略と新しいオンライン購入プロセスの
結果、顧客体験のカスタマイズがさらに強化され
たことにより、2020 年に 3 桁の大幅な成長が見
られました。

TAG Heuer 社のストーリーでは、
データ重視の洞察、
目的ある体験設
計、および主要な顧客プラットフォームを採用することで実現可能な
顧客体験の変革について紹介しましたが、
これは企業が体験を活用
することで差別化が図れる可能性を示しています。人々の期待がこ
れまで以上に高まる中、企業はお客様や従業員向けにパーソナライ
ズし、状況に応じて適切な体験を提供することで、私生活と仕事の両
方をより円滑化し、
その日を効果的に過ごせるようにするというプレ
ッシャーをかけられています。
企業のデジタル・トランスフォーメーションのジャーニーは、パンデ
ミックによって加速しました。Institute for Business Value が実施した
調査によると、企業の 60% が、パンデミックの間に企業のデジタル・
トランスフォーメーションが大幅に加速したことがわかりました。企
業は、デジタル・コマース、
カーブサイド・ピックアップ、
リモート・セル
フサービスの機能を迅速に追加し、物理的資産とデジタル資産を
橋渡しする革新的な方法を見つける必要がありました。このような
お客様の期待と選択項目に対するニーズは、引き続き高まっていま
す。今日、お客様はこれまで以上に、関連性、パーソナライゼーショ
ン、新しい購入方法およびブランドとの新しい関わり方を求めるよう
になっています。その結果、組織は成長の原動力として特に顧客維持
を重視し、ロイヤルティと信頼の構築を図り、
これを背景に CX 変革
を迅速に進めることができました。そのカギは、お客様のライフサイ
クル全体を通じてチャネル間で相互に接続された理想的なエクスペ
リエンスを提供し、新しいエクスペリエンスに根差した現代のビジネ
ス時代をサポートすることです。

エクスペリエンスを経営幹部の戦略的優先
事項にする理由
Institute for Business Value の 2021 年 CEO 調査によると、調査対
象となった好業績企業を率いる CEO の 60% が、
「より優れた顧客
体験を提供すること」
は今後 2 ～ 3 年間の最優先事項の 1 つになっ
てると、述べています。これらのリーダーは、お客様からのフィードバ
ックを活用して、
ビジネス上の意思決定とテクノロジーへの投資を推
進しています。

意思決定者の 90% が、全体的なビ
ジネス戦略にパーソナライゼーション
は不可欠であると回答しています。
Forrester Consulting
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エクスペリエンス時代を勝ち抜くためには、企業は CX と従業員体
験 (EX) を戦略的な優先事項とし、組織は一丸となってその優先事
項を迅速に実行する必要があります。ただし、切断されたままのも
のがあります。企業は CX のパーソナライゼーションの重要性を
強調しますが、必ずしもお客様に明確な変化をもたらすとは限りま
せん。Forrester によると、
「 消費者の半数以上が、ブランドがお客
様をより深く把握しようと努力しているとは感じていますが、
それに
よってショッピング体験が向上したとは考えていません」
と述べて
います。また、パンデミックによって、多くの企業が考えたとおりの
顧客中心または適応型の対応ができなかったことも明らかになっ
ています。

エクスペリエンス・トランスフォーメーション
への投資がもたらすビジネスへの影響
CX 変革に優先順位をつけて投資することで、経済的利益や運用効率
から顧客維持や従業員の満足度に至るまで、多くのビジネス上のメ
リットをもたらします。
代表的な事例：
Audi UK 社は、エクスペリエンス・トランスフォ
ーメーションに投 資することでイノベ ーション
を加速化する大手企業の1社です。自動車購入
の 90% がオンラインで始まるという事実を踏ま
えて、Audi UK 社は IBM Consulting の顧客体験
部門である IBM iX® と提携し、自動車のカスタマ
ー・ジャーニー全体の一部としてデジタル・エク
スペリエンスを再考しました。たとえば、Audi UK
社では、臨場感あふれるオンライン機会を提供
し、お客様 が 車両の機能を詳しく理解し、試乗
予約ができるようにしています。次世代の Audi
ドライバーのニーズと好みを予測するために、ユ
ーザー中心の設計から始めました。また、Adobe
Experience Manager と Adobe Analytics を導
入して、デジタル体験を強化し、各ドライバーのブ
ランドへのつながりとロイヤルティを深め、IBM
Garage™Methodology との新しいアジャイルな
連携方法を採用しました。現在、Audi UK 社はツ
ールの納品にかかる時間を最大 75% まで加速化
し、2020 年にはセールス・リードが 59% 以上大
幅に増加しています。

状況認識とは、
「顧客データおよびコ
ンテキスト・データならびにインテリ
ジェンスを適切かつタイムリーに検知、
処理、使用し、お客様とのやりとりや
コミュニケーションをパーソナライズ
し、
そのニーズや要望と関連づける能
力」
です。
IDC
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収益増加。売上と収益の増加は、
すべての企業にとって重要な優先
事項です。2021 年度の Institute for Business Value のデジタル・エ
クスペリエンス・プラットフォームに関する調査では、正式に顧客体験
を最優先にする企業は、
さほど重視しない企業に比べ、過去 2 年間
で 3 倍の収益増となったと報告されています。Zendesk 社の調査で
は、86% のお客様がカスタマー・サービスをパーソナライズしている
企業により多くの金額を費やし、91% はカスタマー・サービスに連絡
が取れる優先オプションを提供する企業により多くを費やすことが
わかっています。また、パーソナライズ戦略の意思決定者を対象とし
た Forrester の調査では、CX のパーソナライゼーションの取り組み
により、売上収益が約 6% 増加し、受注頻度が 10% 増加し、平均受
注額が 2.5% 増加したと報告されています。
マーケティング KPI の向上。McKinsey & Company によると、
CX の
パーソナライゼーションに力を入れることで、
マーケティング・コストと
販売コストを約 10% ～ 20% 削減できます。Forrester レポートによ
ると、強力なパーソナライゼーション戦略がコンバージョンなどのマ
ーケティング KPI の向上につながり、
コンバージョン率は 2.5% 以上
向上し、
クリックスルー率は約 11% 増大したことがわかっています。
お客 様 満 足 度 の 上 昇 。顧 客 満 足 度 の 維 持は 、消 費 者 の 期 待 が
高い環境では非常に重要です。Gartner の調査によると、組織
の 75% が、顧客維持率や生涯価値の向上を通じて顧客満足度が収
益増加につながると指摘していることがわかりました。Forrester に
よると、企業がパーソナライゼーション戦略を改善した後、NPS (ネッ
ト・プロモーター・スコア) が平均 18 ポイント以上増加し、顧客ロイ
ヤルティが 33% 向上したことがわかりました。
さらなるイノベーション。CX に投資するメリットの中には、ほとん
ど定量できないものがありますが、他と同様に重要なものもありま
す。Institute for Business Value の調査では、CX 変革に優先的に取
り組む
「エクスペリエンス・リーダー企業」
は、
顧客満足度とイノベーシ
ョンの両方において他社よりも業績良好であることがわかりました。
「エクスペリエンスはビジネスの未来になりつつあります」
と、IBM
Consulting の顧客変革サービスラインである IBM iX のグローバル・
マネージング・パートナー、Matt Candy 氏は述べています。
「この課
題に対応する組織は、市場リーダーになる可能性が高くなります。目
に見える方法と見えない方法の両方で、優れた CX と EX を提供する
ことで、
ビジネスの差別化を実現できます」。

人間中心の設計で
ビジネス変革を促進
すべてのビジネスの中心に人を置く
業界やビジネスが B2C か B2B のどの分野で運営されているかに
関係なく、人、つまり、多層化されたアイデンティティを持ち、多忙で、
仕事と私生活を持ち、日々の暮らしに価値、時間、
または容易さを付
加してくれる製品やサービスを求める人に、直接的または間接的に
サービスを提供しています。

「それでは、優れた設計とは何でしょ
うか。IBM では、優れた設計は人の
役に立つものでなくてはならないと
常に感じています。私たちが対応し
ている最も重要な相手は、会社に勤
務している人、お客様のために働い
ている人、自社製品を使用している人
です。IBM のマシンは、単なるツール
ではなく、それを使用する人の能力
を伸ばせるものでなければなりませ
ん。設計によって、良いビジネスをよ
り優れたビジネスにすることができま
す。つまり、良い設計は良いビジネス
であると考えています。」
トーマス・J・ワトソン・Jr
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人間中心の変革を実現するには、新しいビジネス戦略、設計、
ハイブ
リッド・マルチクラウド・テクノロジーが交わる場所で業務に取り組
み、
よりスマートでより人的な体験を提供するという究極の目標を達
成する必要があります。

デザイン主導のアプローチによる顧客体験
の変革
お客様の期待が高まる中で人をひきつける体験を生み出すために、
組織の多くがエンタープライズ・デザイン思考 (Enterprise Design
Thinking®）を用いたデザイン主導のアプローチを採用しています。
これは、
人間の共感とアジャイル開発に根ざした創造的な問題解決の
手法です。
エンタープライズ・デザイン思考は、CX変革とEX変革に非常に適した
3つの指針を提供しています。
• ユーザー効果を重視
• 変化を続けるリインベンション
• 多様な強みを持つチーム

これらの指針に従うことで、
チームは新しい提供物を設計する際にユ
ーザー効果を重視し、
より優れた製品を採用するだけでなく、顧客ロ
イヤルティを促進できます。
Etihad Airways は、お客様の機内食メニュー、機
内サービス、空港と他のエリア間の移動手段をデ
ジタル・ジャーニーでパーソナライズすることで、
カスタマイズしたスムーズな顧客体験を提供した
いと考えていました。この目標を達成するために、
クラウドコンピューティングと、
パーソナライゼーシ
ョンの AI 駆動型分析をサポートするマイクロサ
ービス・アーキテクチャーを活用しました。同社
は、
エンタープライズ・デザイン思考を利用して、経
験に基づいたカスタマー・ジャーニーを構築しま
した。Etihad Airways は、経験設計を活用し、お
客様のニーズをより深く理解することで、
迅速・簡単
なチェックインから、
さらにパーソナライズされた
ジャーニーを創造できるようになりました。
「私
たちが行うことはすべて、お客様のためのもので
あり、顧客体験がすべてです」
と、Etihad Airways
社 の テクノロ ジ ー・イノベ ー ション 担 当 副 社
長、Mike Papamicael は述べています。
「当社の非
常にすばらしい機内体験にふさわしいデジタル・
ジャーニーを求めていました。チームには、現在
のシステムを変革し、
クラウド・テクノロジーとマイ
クロサービスを活用して、3 か月以内にこの複雑
なソリューションを構築するよう依頼しました」。

IBM Consulting は、
この手法をさらに一歩先に進め、
ビジネス設計
へのアプローチに取り入れています。これは、企業の戦略上、運用
上、技術的な懸念に基づくエンタープライズ・デザイン思考のクリ
エイティブな手法と結びつくものです。そのため、ユーザー体験だ
けでなく、
ビジネスニーズや幅広い文化的懸念にも焦点を当てるこ
とで、価値を創造しながら、お客様や社会全体に大きな利益をもた
らします。
Institute for Business Value は、2021 年発行のレポートデザイン思
考だけでは十分ではないにおいて、
ビジネス設計の主要原理を十分
に受け入れている企業（「デザイン・バンガード」
と呼ばれる）に対し
調査を実施しました。上述の企業は次のことを実践しました。
• 設計原理を組織文化の基礎にした
• 技術とデジタル機能への投資と最新化
• ビジネスデマンドを満たすソリューションを効果的に拡張
調査によると、
デザイン・バンガードの企業の 82% が、設計には収益
を生み出す可能性があると考えています。
それは数字に表れていま
す。これらのリーダー企業は、他社に比べて収益成長率が 175% 上
回っています。
設計主導型の企業は、新規顧客へ到達し、収益を拡大し、ロイヤルテ
ィを向上させるために、
ビジネスモデルの変革を行っています。

エクスペリエンス・レンズを広げる
人間中心の設計がもたらすメリットは、顧客体験にとどまるものでは
ありません。デザイン主導型のビジネスは、
さまざまなステークホル
ダーや関係者が関与するエンタープライズ・エクスペリエンスという
幅広い視点を取り入れています。その関係者とはお客様、従業員、
エコシステム・パートナーのことです。

デザイン・バンガードの企業の 82% が、設計には収益を生み出
す可能性があると考えています。これらのリーダー企業は、他社
に比べて収益成長率が 175% 上回っています。
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顧客体験を重視する企業の収益成長率は、過去 2 年間で、顧客
体験を重視していない企業の3倍になりました。

デジタル・チャネル全体で顧客体験を向上させ
るために、CaixaBank はカスタマー・サービス
を簡素化し、単一のテクノロジー・プラットフォ
ームに移 行する必 要 が あることを認 識してい
ました。Salesforce をプラットフォームに選び、
さらに IBM Watson® チャットポットを使って、簡
単なカスタマー・サービスの問い合わせに対応
し、CaixaBank は IBM Consulting と協力してユ
ーザー体験の向上を設計しました。このプロジェ
クトの結果、同行は 50 以上あったカスタマー・サ
ービスの数を 1 つにし、
コールセンターの代理店
にツールと情報を提供し、顧客との関係強化を実
現させています。

9

「最終的に、優れた顧客体験は、優れた従業員体験から始まります」
と、IBM iX の Global Chief Design Officer、
Billy Seabrook は述べて
います。
「従業員をエンパワーし、業務を円滑化するソリューションを
提供できれば、
そのソリューションを利用してお客様により優れた経
験を届けることができます。
これは、
カスタマー・サービスの域を超え
るものです。すべての部門・職務のエクスペリエンス・トランスフォーメ
ーションにおいて、人間工学は重要な役割を担います。つまり、
より優
れた体験をサポートするテクノロジー・ソリューションというだけで
はないのです。よって、エンタープライズ・エクスペリエンスをもたら
す人に焦点を当て、高度に感情移入した対話ができれば、
より高い業
績につながります。」
City Furniture では、
小売店従業員に売り場の iOS アプリケーションで
リアルタイムデータを使用できる権限を与えることで、
より効率的で、
情報に富み、パーソナライズされたショッピング体験をお客様に提供
することができました。その結果、City Furniture では平均注文数が
13% 増加し、保証書の販売数が 18% 増加し、染み防止剤の売上が
17% 増加しました。従業員がよりスマートに仕事をし、仕事でより力
を発揮できるようになると、CX は向上します。

CX のパーソナライゼー
ションの機能を高める
データと AI の活用
データと AI 機能は顧客体験に不可欠
Forrester によると、企業の 55% が
テクノロジーには限界があるためパ
ーソナライゼーション戦略を実行でき
ていないと回答しています。これには、
顧客データの管理が困難、データ統
合の欠如、顧客データの有効活用が
困難、
データベースの保守・管理がで
きない、
などの限界があります。
Forrester Consulting

テクノロジーが、
より人的な顧客体験と従業員体験のためのエンジ
ンだとしたら、
データは燃料にたとえられます。
現代のエクスペリエンスは、パーソナライズされたものであるだけで
なく、
プロアクティブで予測可能なものでもあります。最も成功して
人の
いるエクスペリエンス・リーダー企業は、
データと AI を活用して、
欲求やニーズを予測しています。多くの場合、彼らがそれに気づく前
に予測されています。データ重視の洞察を利用すれば、
より深く、
よ
り有意義なリアルタイム体験を実現できます。そのためには、堅固な
データと AI 戦略が必要です。

データ関連の課題への取り組み
現代のビジネスでは、
企業内の至るところにデータが存在します。しか
し、
エンタープライズ・データが急増したことと、企業が当該データを
どこで、
どのように収集するかの問題は、データを AI 主導かつ洞察
重視型の CX 変革に効果的に使用したい企業の課題となっています。
ほとんどの企業は膨大な量のデータを受け取りますが、データを最
大限に活用するための中心的プラットフォームや戦略的アプローチ
がありません。膨大な量のデータに加えてデータサイロの問題によ
って、データは企業全体の接続されていない複数のシステムに分散
されます。組織は、社内全体でデータソースを結合し、目的に合った
適切なデータに焦点を絞ることができません。その結果、お客様は
一貫性のない体験をすることになってしまい不満を感じることで、
会社
に悪い影響がもたらされます。
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戦略的 AI と分析機能を活用した場合のみ、データから洞察を得て、
高度にパーソナライズされた体験を生み出すことができます。データ
セットの接続、分析と AI の適用、
オムニチャネル・アクティベーショ
ンの実現を管理する企業は、引き続き他社と一線を画しています。
2021 年の Institute for Business value の調査によると、AI と分析
は、組織が 2 年以内に投資を計画しているテクノロジーのうちの上
位 4 つに入ります。

CX ジャーニー全体にわたる体験を統括
オーケストラは、熟練したミュージシャン一人一人が音を奏で、
それ
が集団として合わさって美しい音が生み出される複雑なアンサンブ
ルです。同様に、体験のオーケストレーションには、従業員、プロセ
ス、テクノロジーなど、
ビジネスの多くの可動部分が含まれ、それら
が協働して優れた体験を生み出します。

データ接続のテクノロジーは、人間同士も
つなぎます。
多くの IT 環境の技術的な複雑さを考慮すると、
異なるアプリケーショ
ンやビジネスシステム全体で顧客データを接続することは、あらゆる
規模の企業にとっての課題となります。一般的にデータ・ファブリック
またはデータ・メッシュと呼ばれる抽象化層を利用すると、
エンタープ
ライズ規模の組織はお客様のデータ・ポイントをすべて同期できるよ
うになるため、AI と分析ツールを大規模に応用できます。その洞察を
利用して、お客様主導のジャーニー全体で最適化された体験を無限
に形成できます。このようなアーキテクチャーは、
ハイブリッドクラウ
ド環境全体で異なるデータソースを、
ダイナミックに統括して、
リアル
タイムで AI に対応できるようにします。これはまさに、
カスタマー・ジ
ャーニーにおけるパーソナライゼーションとコンテキスト化をサポート
するために企業が必要とするソリューションです。

データと AI を使用して、
カスタマー・ジャーニー全体でより優れた体
験を統括するにはどうしたらよいでしょうか。
1. 最適かつ最も関連性の高いデータをキャプチャーする。
2. データをより効果的に活用する。
3. CX オーケストレーション・エコシステムを有効化しデータを活用
する。
お客様は、
ブランドとのタッチポイントで無数のマイクロレベルの意
思決定を行います。
これらはすべて、
データ・キャプチャーの機会を提
供します。しかし、
適切な情報を確実に収集し、
お客様の個人データの
機密性を保護するためには、戦略的に行動する必要があります。そ
こから、企業はカスタマー・ジャーニーの情報を提供する関連データ
を十分に活用する必要があります。高度な分析と AI により、膨大な
量のデータをマイニングして、お客様や従業員の行動に関する深い
洞察を得ることができます。さらに、パートナーの能力を含む広範
な CX エコシステムを有効化して進化させることで、テクノロジーの
潜在能力を最大限に引き出し、
ダイナミックで魅力的かつスムーズな
体験を促進することができます。適切なタイミングかつ適切な場所で
カスタマイズされた体験を提供することに成功した企業は、
業界に一石
を投じ、
お客様の期待に新しい基準を打ち立てています。
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ロードアイランド州のリーダーたちは、ほぼリア
ルタイムの情報を活用して公衆衛生ポリシーを
更新し、必要に応じて数時間以内にロードア
イランド州 の 住 民 に 通 知して います。 I B M
Consulting は、ロードアイランド州の IT 部門で
あるロードアイランド州保健局 (RIDOH) とアマ
ゾンウェブサービス (AWS) の協力のもと、AWS
クラウド上で実行される COVID データレイクを
サポートするプラットフォームの構築に貢献しま
した。IBM は、
データレイクを Salesforce プラッ
トフォームに接続しました。
これは、感染症患者
の調査や接触者追跡に使用されます。
これによ
り、データセットを自動的に生成し、毎朝重要な
レポートを生成できるようになります。IBM はま
た、地理空間分析を 3 時間 (以前は 4 日間) で作
成できるよう自動化し、ロードアイランド州の感
染の集中エリアを明示する他のデータも自動化
しました。

テクノロジーの複雑さ
への取り組みと
イノベーションへの投資

クラウド・コンピューティングと AI 主導の分析を活用してパ
ーソナライゼーションを実現する企業は、大幅に改善した顧
客体験を設計できます。
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技術的負債：CX 変革への大きなハードル
Harry Rosen 社は、CX への技術投資が報われた
企業の好例です。この高級メンズウェアの小売業
者には、お客様との関係へのコミットメントとい
う点で長い歴史があります。初期の時代には、創
業者の 1 人がレシピ・カードにお客様の詳細を記
録し、一人一人のお客様に合ったお勧めを提供し
ていました。現在、
この小売業者はファッション・
アドバイザーとデジタル・コマース・プラットフォーム
を活用して、1 対 1 の顧客体験を提供していま
す。パンデミックが始まったとき、同社のウェブサ
イトはトラフィックの対応に苦労し、
卓越した CX へ
の取り組みを維持するために、デジタル・トランス
フォーメーションを迅速に進める必要がありまし
た。Harry Rosen 社は、
IBM Garage と協力して人、
プロセス、テクノロジーを連携させ、IBM Cloud®
に多額の投資を行い、顧客関係管理 (CRM) シス
テムを刷新して、パーソナライズされたデジタル・
ショッピングをサポートしています。このエンゲージ
メントの結果、同小売業者のウェブサイトのパフォ
ーマンスのスピードは 100 倍に加速し、見通しの
つかないパンデミックの状況下であっても機敏な
対応を可能にしました。

テクノロジーに伴う課題は、体験を届ける方法を進化させようと試み
る組織にとって大きなハードルとなる可能性があります。テクノロジ
ー環境の近代化が急速であるため、組織は最新の変化に対応する
のに苦労しています。
また、特に買収によって規模が拡大した場合は、
新しいテクノロジーを断片的に採用する組織もよく見られます。この
ような変化の中で、多くの組織は意図せずにアーキテクチャーをより
複雑なものにしてしまい、
これが体験を変革する能力の妨げとなって
います。

技術的な複雑さに対処して、体験主導かつ
データ駆動型のテクノロジー・エコシステム
を実現する方法
技術的負債や CX への影響に対処できる汎用ソリューションはありま
せん。ただし、
ビジネス目標を達成するためにテクノロジーを簡素化
し統合する方法、
ベストプラクティス、
ツールは豊富にあります。エク
スペリエンス・トランスフォーメーションのジャーニーのどの段階にい
るかに応じて、次の 1 つまたは複数のアプローチが次のステップに
役立つ場合があります。
可視性を高めるためのリファレンス・アーキテクチャーの作成
企業は、現在のニーズと将来のニーズとのバランスを取ることに多く
の課題を抱えています。明確で戦略的なリファレンス・アーキテクチ
ャーがなければ、
シャドー IT の運用、複写、およびエコシステムの作
成や参加の限定的な機能の実現だけにとどまってしまう可能性があ
ります。組織構造に合わせてテクノロジー・レーダーを配置したリフ
ァレンス・アーキテクチャーは、現在のポートフォリオを視覚的に表
示し、戦略的プラットフォームとエコシステムの選択を支持します。こ
のように IT 資産を可視化することで、組織は戦略的な優先事項に沿
ったスピードと規模で実行することが可能になります。これにより、従
業員はどのように戦略に適合させるか、互いに成功を収めるために
どのようにコラボレーションするかを確認できます。
IT アーキテクチャーは園芸に似ている部分が多くあります：設計と
ビジョンから始めますが、庭造りの場合は、形成し、剪定し、草花や樹
木などの成長や進化に合わせたものでなければなりません。同様
に、戦略的なアーキテクチャーは、雑草で覆われることなく、組織とと
もに成長し、進化する必要があります。

技術的な複雑さに対応し、
クラウドや最先端のテクノロジーに投
資することで、経験主導のデータ駆動型のテクノロジー・エコシ
ステムを実現できます。
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Southwest Airlines は、ほぼ 1 種類の航空機のみを運航しているこ
とで知られています。
これにより、パイロット、客室スタッフ、地上スタ
ッフが共通言語で話すことができ、ルートの切り替えが容易にでき
ます。このアプローチを取り入れることで、航空会社はコストを削減
し、
スキルレベルを高め、迅速なターンアラウンドを実現することがで
きました。同様に、テクノロジーの選択を戦略的に行うことで、企業
はアーキテクチャーで優位に立つことができます。デザイン・システ
ムや、
コンポーネント・ライブラリー、
マイクロサービス、API、DevOps
プラットフォームといった技術資産などの共通資産を構築できま
す。リファレンス・アーキテクチャ、戦略的プラットフォーム、ロードマ
ップが基盤を形成し、IBM iX Experience Orchestrator、Red Hat®
OpenShift® Platform などのツールがリファレンス・アーキテクチャの
テクノロジーとして活用されるようになりました。
これらはすべて CX
変革をサポートするものです。
クラウドを活用したプラットフォームで近代化
CX を優先したビジネスへの改造には、
従来のプラットフォームやツール
を新たに規格化されたものに置き換えるテクノロジーのオーバーホ
ールが必要だと判断する企業もあります。このアプローチは、多くの
点で、組織のワークフローをより困難にし、混乱を招くものですが、適
切な今後の道筋を示す場合もあります。
既存のプラットフォームで抽象化層をラップ
上述のアプローチよりも多少簡単なのは、抽象化層を使用してサブ
システムの詳細を本質的に非表示にし、
プラットフォームとソリュー
ションの相互運用性を高めることです。データ・ファブリックは、上述
の抽象化層の一例です。もうひとつの例としては、
ハイブリッドクラウ
ド・アーキテクチャーの API、
またはマイクロサービス・メッシュがあ
ります。IBM iX Experience Orchestrator は、IT をサポートするデー
タ、テクノロジー、
インフラストラクチャーから
「エクスペリエンス・レ
イヤー」
を抽象化するためのフレームワークです。
エコシステムとパートナーシップへの投資
IT 業界の新興企業や既存企業が、協働して製品やサービスを開発し
ているため、健全なビジネス・エコシステムを育成することは、
あらゆ
る組織の成功に不可欠な要素となっています。エクスペリエンス・ト
ランスフォーメーションをサポートするテクノロジーとプラットフォーム
は、常に進化を続けています。よって、企業はそれらのテクノロジーや
プラットフォームを備えて、正しい方向に進む必要があります。戦略
的な成長と、新しい機能を迅速にテストし、繰り返し、導入できるよう
にするのために設計された柔軟でオープンな最新アーキテクチャーが
あれば、企業は将来に備えることができます。
ビジネスの方向性を問わず、深い技術的経験、データ分析スキル、必
要な設計と CX の専門知識を兼ね備えたパートナーと協力すること
は、変革に欠かせない重要な要素です。技術的な複雑さを軽減する
という目標はわかりやすいものです。テクノロジー・ランドスケープを
簡素化することで、能力のある従業員は、
イノベーションや成長、
エク
スペリエンス・トランスフォーメーションを支える価値の高いタスクに
集中できるようになります。
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次のステップ: CX と EX の未来の原動力と
なるテクノロジー
エクスペリエンス・トランスフォーメーションをサポートするために、
どの新しいテクノロジーと将来のテクノロジーに投資しますか？
最近注目されているメタバースおよび非代替性トークン (NFT) は、
顧
客体験と従業員体験の未来に影響を与えるのは間違いありません
が、デジタル・トランスフォーメーションの基本要素に重点を置いて
いる企業にとっては、
目先の優先事項ではない可能性があります。しか
し、
メタバースで成功する企業は、分離された最新の API ベースのク
ラウド・アーキテクチャーに投資し、
オムニチャネルのアプローチを
取り入れる企業です。メタバースは、
オムニチャネル戦略が自然な流
れで発展したものですが、企業は場所を問わずお客様と対面し、
ブラ
ンドの真正性を一貫して伝えたいと考えるからです。お客様がメタ
バースでアバターのデジタル資産を購入した場合、
その購入情報は
CRM および 360 度ビューを形成するコマース・プラットフォームに
統合される必要があります。メタバースを視野に入れて、
アーキテク
チャー・プラットフォームに投資している企業は、新たなハイブリッド
の現実世界とデジタル世界に上手く適応できるようになるでしょう。
多くの企業は、
アプリの最新化や重要なワークロードのクラウドへ
の移行など、
さらに強化されたクラウドおよび AI 機能をまだ十分に
活用できていません。
そのため、
Web 2.0 の機能を活用する余地は十
分にあります。
最近の Institute for Business Value のビジネス設計に関する調査
データから、CX を変革するためのテクノロジー投資を企業がどのよ
うに優先順位付けしているかについての見識が得られます。顧客体
験や従業員体験の変革に最も力を入れる企業は、
クラウド・コンピュ
ーティングに多額の投資を行っています。現在、77% の企業がこれに
投資するのは、
オープンで接続された直感型のプラットフォームの数
が増えれば、体験に関するイノベーションも増えるからです。今後数
年間で CX のために計画されている他のテクノロジー投資には、
ロボ
ティック・プロセス・オートメーション (RPA)、AI、
チャットボット、高度
な分析、自然言語処理 (NLP) などがあります。
競合他社に勝つために、
企業は次世代テクノロジーに投資し、
CX のイ
ノベ ーションを推 進するとともに、今 後もその 投 資 は 増え続 け
るでしょう。

組織間のコラボレーション
と新しい働き方
運用上のハードルの克服
CX 変革への取り組みの負担になっているのは、テクノロジーの複
雑さだけではありません。複雑な組織構造とビジネス・サイロも同様
に、
企業の CX 変革と EX 変革の妨げとなっています。大企業の場合、
事業単位がサイロ化され、各部門独自の要件、優先順位、予算が明
確に異なることがよくあります。パーソナライズした状況に応じた体
験を提供するには、部門間のコラボレーションが必要です。CX 戦略
も同様に、企業全体での把握が必要です。

企業にとって理想的な CX とは… エン
タープライズ全体の全員が顧客中心
の考え方を取り入れたときに、実現で
きます。経営陣から従業員、エコシス
テム・パートナーに至るまで、必要なテ
クノロジー、
ツール、
データ洞察、
プロ
セスをすべて活用する必要があります。
IBM Institute for Business Value
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エクスペリエンスに関する責任者は誰か。
企業内の CX のリーダーシップは、時間の経過とともに進化し、組織
によって異なります。
• 従来、
マーケティングは CX だけでなく、
それをサポートするテク
ノロジーの推進責任者でもあります。IT 部門と CIO (最高情報
フロントエンドのマーケティング・テクノロジー・シス
責任者) は、
テムから多くの場合切り離されていますが、現在ではますます重
要なパートナーとなっています。
• CDO (最高デジタル責任者)、CXO (最高体験責任者)、CCO (最高
顧客責任者) などの新しい役職も、CX のビジョンと戦略を決定す
ることがあります。しかし、
ビジョン設定におけるリーダーシップ
が、
組織全体で CX の優先事項を実行する権限を与えられるとは
限りません。
• 最高財務責任者 (CFO) も CX に大きな関心を寄せていますが、
CX
は収益とコストに直接影響を及ぼすからです。

「実際には、CX の変革は、
それを成功させるために多くの専門分野
を網羅するものでなければなりません」
と IBM iX Global Managing
Partner、Matt Candy は述べています。
「企業は、組織のすべての部
署が一丸となって、
より優れた体験の提供に取り組む必要がありま
す。ほとんどの場合、CX は CEO が主導する優先事項でなければな
りません。
そうすることでこの優先事項は、
組織全体の他のリーダーに
よってサポートされます。CMO、CDO、CXO は’戦略とビジョンを設定
する以上の権限を与えられるべきです。行使できる権力が増えれば
増えるだけ、CX の成功に影響を与え、
その成功を左右できるように
なります。」

エクスペリエンス・トランスフォーメーション
に合わせたビジネス文化の変更
Salesforce でインテリジェント・ワークフローを使用している企
業は、
ビジネスの生産性を 76%、顧客満足度を 86%、従業員満
足度を 83% 向上させています。

人間中心の設計原理と企業全体でアジャイルな勤務方法を取り入れ
ることで、
エクスペリエンス・トランスフォーメーションを強化・サポー
トします。
「社内文化の変革は不可欠です」と、IBM iX Global Chief Design
Officer の Billy Seabrook は述べています。
「CX と同様、組織の文化
は、人的効果を最優先にする設計主導のアジャイルな勤務方法によ
って革命的変化をもたらすことができます。設計主導の原理は、
それ
を企業文化に浸透させ、
それからお客様との関わり方に広げていく
必要があります。」

Frito-Lay 社は、社内外の変革の相互関連性を
強調するインテリジェント・ワークフローの一例を示
しています。北米屈指のスナックメーカーは、
ツール
を最新化し、
最前線で働く従業員のワークフローを
合理化することで、従業員がより力を発揮できる
ようにし、お客様に喜んでもらいたいと考えてい
ました。そのために、Frito-lay 社は Salesforce
Service Cloud 上に Sales Hub を作成し、最前線
で働く従業員とバックオフィスを接続させました。
これにより、
シームレスなモバイル体験が実現し、
配達ルートや配達時間、在庫指示、人事やスケジ
ューリング機能に関する貴重な情報を提供できる
ようになりました。同時に、Frito-lay 社はデジタ
ル・コマース・ソリューションを開発しました。小規
模な小売業者は、
AI を使用してニーズを把握かつ
予測できるアプリを通じて Frito-lay のスナック
を直接注文できます。IBM Garage および IBM iX
との連携により、
Frito-Lay 社は社内によりアジャイ
ルな文化を構築し、
プロセスの可視性を高め、
従業
員とお客様の満足度を高めることができました。
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しかし、多様な社内組織を連携させ、人を刺激し、CX に関する複数の
スキルをまとめるにはどうすればよいでしょうか？
IBM Garage は、企業が一連の原理と慣行を通じてデジタル・トラン
スフォーメーションを加速するために設計されたエンドツーエンド・
モデルです。この手法は、
アジャイルな原理、DevOps、
エンタープライ
ズ・デザイン思考に基づくもので、
この手法を活用すると、企業は人
的効果を最優先に考えながら、
イノベーションの文 (共創、共同実行、
共同運用) 拡張し、創造できるようになります。

インテリジェント・ワークフローを採用して、
エンタープライズとエコシステムをつなぐ
また、文化的な変化にとって重要なのは、
よりオープンでアジャイル
なインテリジェント・ワークフローを開発することです。
このワークフ
ローは、
エンタープライズの業務全体の利害関係者をつなぐことで、
より効率的かつ効果的な業務を遂行し、
サイロを解消し、共通のビジ
ョンを共有できるようにします。

Institute for Business Value では、
これらのインテリジェント・ワーク
フローを
「ゴールデンスレッド」
と表現し、従業員だけでなくエコシス
テム・パートナーと、中核となる目的、意図、価値とを結びつけること
で、現代のエンタープライズを活性化します。エンタープライズの業
務全体の接続性が向上したことで、従業員は自分の仕事が全体像に
どのように関連しているかを把握できます。
優れた設計により、
すべてのビジネス上の意思決定の中心に人を置
くことで、製品ライフサイクル全体とカスタマー・ジャーニー全体にユ
ーザー効果がもたらされます。また、AI と世界最高クラスのテクノロ
ジーとデジタル・エクスペリエンス・プラットフォームにより、
データを
活用して、
従業員、
お客様、
エコシステムパートナー、 社会のニーズを
理解し、予測できるようになることで、人間中心のビジネス変革を実
現しています。会社全体の取り組みと、共通のビジョンに基づいてす
べての職務を連携させる新しい勤務方法を組み合わせることで、現
在、組織は、関連性が高く、
タイムリー、かつパーソナライズされた状
況に応じた体験を創造し、競争力を高める機会を得ています。
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文化的な変更が必要な場合があります。会社内にトランスフォ
ーメーションとエクスペリエンスの責任者を設けることで、
新しい
（ただし必須の）役割を作成する必要があります。

Salesforce でインテリジェント・ワーク
フローを使用している企業は 、ビジ
ネスの生産性を 76%、顧客満足度を
86%、従業員満足度を 83% 向上さ
せています。
Salesforce の現状 2020-2021

CX 変革のジャーニー
を前進させるには

次の一歩を踏み出す
IBM Consulting の顧客体験エキスパートと連携 。
CX および EX の専門家と話をしたい場合や、IBM
がデジタル・トランスフォーメーションのジャーニ
ーをどのように導くかをお知りになりたい場合
は、
コンサルティングをご予約ください。
お問い合わせ →
当社の機能の詳細を見る。
IBM Consulting 体験の設計慣例の詳細を見る。
ibm.com/jp-ja/consulting/experience
IBM iX-Force の詳細を見る
www.ibmix.com/jp-ja/services/ibmix
IBM Garage の詳細情報。
IBM Garage を利用してアイデアを成果に変える
方法を確認する。
ibm.com/jp-ja/garage
IBM Expert View ニュースレターをサブスク。
ライブ する 。ビジ ネスとテクノロ ジ ー の 新 た
なトレンドに 関 する 詳 細 をご 確 認くださ い 。
ibm.com/jp-ja/subscribe
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CX とビジネスの成果および成長とのつながりがますます強くなるに
つれて、従業員、
お客様、
エンタープライズのエクスペリエンス・トラン
スフォーメーションは必須条件になりつつあります。人の体験を変革
する取り組みを強化し、
デジタル・トランスフォーメーションの推進を
行うときは、
IBM Consulting にお任せください。当社の経験豊富なコ
ンサルタントと、Adobe、Salesforce、SAP などの戦略的パートナーの
エコシステムをご利用いただくと、
カスタマー・ジャーニー全体でより
スマートな体験を構想、設計、提供することができます。
また、人材、
ス
キル、従業員の体験を変革するのにも役立ちます。
IBM iX は、IBM Consulting のエクスペリエンス設計部門です。
戦略、設計、
テクノロジーが交わる場所で業務を行い、企業がデジタ
ル処理でビジネスの再改革ができるよう支援しています。製品、
マーケ
ティング、セールス、
コマース、サービスなど、お客様のライフサイク
ル全体にわたって CX コンサルティングを提供し、人間中心の設計
主導・成果重視の変革を実現します。
• 企業のエクスペリエンス・トランスフォーメーションを推進するた
めに、設計の中核をなすサポートが必要な場合…
• データと AI を活用してよりスマートな体験を実現したい場合…
• Adobe、Salesforce、SAP、他の世界トップクラスの独立系ソフト
ウェア・ベンダ (ISV) 提供するソリューションへ CX 投資の実
装および最適化を検討している場合…
• テクノロジーの複雑さを解消してイノベーションを推進する準備
が整っている場合…
• 新しいビジネス・モデルや組織構造を採用して、異なる働き方を
実現したいと考えている場合…
IBM Consulting にお任せください。
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