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はじめに

日本における	
デジタルトランスフォーメーションの課題
日本はアメリカに大きく遅れている

DX（デジタルトランスフォーメーション）、デジタルシフトの必要性
が語られるようになってから、幾年かが経過しました。この間、日本の
企業でも、以前に比べるとかなり関心は高まってきているようです。国
も2019年に経済産業省が「DX推進指標」を公開し、世界での競争優位性
を目指そうとしています。また、2020年8月には経済産業省と東京証券
取引所が「DX銘柄」を選定、デジタル技術を駆使しチャレンジする企業
を評価しています。

しかし、世界、特にアメリカ企業のマーケティング事情と比較した時、
日本はまだ決定的に遅れているというのが正直な感想です。一番大きな
課題で、根本的に違っているのが「顧客との関係性の構築」という視点
です。

日本の場合、「デジタルマーケティングに取り組む」というと、Google
やFacebookの広告のプランニングをどうする？――という話に結びつ
いてしまうケースがまだまだ多いようです。これはいわば新規顧客獲得
重視のフェーズであり、ダブルファネルの獲得側、つまりROI（Return 
On Investment）を、CPC（Cost Per Click）、CPA（Cost Per Acquisition）
といった獲得単価などで評価する程度で終わっている現状があります。

しかし、この指標では、「ユーザーの満足」「継続的な会員化、ファン化
の状態」が計測できません。顧客体験が最適化できていないといえます。

［図 1］リテンションライフサイクル
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図1をご覧ください。これは顧客のライフサイクルを図示したもので
す。新規獲得した顧客は、アクティベーションして定着し、さらにロイ
ヤルユーザーに進化していく人もいれば、そのまま離脱し休眠する人も
います。また、休眠しているユーザーの中には、復活しユーザーとして
利用し始める人もいます。これを「リテンションライフサイクル」「カス
タマーライフサイクル」などと呼びますが、大切なのは、こうした顧客
のステータスを「行動ベース」でしっかり押さえることです。

アメリカでは、CRM（Customer Relationship Management）やマーケ
ティングテクノロジーのソリューションを用いて、このステータス管理
をしっかり行っています。

言い換えると、日本は「新規顧客獲得」のコンバージョンを計測して
終わり。それに対してアメリカは、獲得がゴールではなく、獲得した顧
客をいかに、図1の中央上段、継続的な関係へと導けるかを注視してい
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ます。ここがモニタリングできないと、今後競争に勝っていくことは難
しいのではないでしょうか。

継続的な顧客との関係性を追求する際には、顧客理解、顧客満足、顧
客体験、エンゲージメントという視点が大切です。これを目指すのと目
指さないのとでは、サービスの質の差がますます広がっていくことにな
ります。しかし先述の通り、顧客エンゲージメント獲得を推進するため
の指標が日本には根付いていません。

今後グローバルな競争がますます進み、同業他社との競争激化、異業
種企業との競争など環境変化が避けられない中で、どのように対応して
いくことが、自社サービスが顧客に受け入れられることにつながるので
しょうか？ 

アメリカでの成功事例
ここでひとつ事例をご紹介しましょう。
アメリカ・マサチューセッツ州生まれの若者、ケビン・シストロム氏

は、大学時代の友人とアプリ開発会社を起業し、そこで位置情報機能を
利用し写真とともにチェックイン情報を投稿するアプリ「Burbn」を開
発しました。

学生の頃、トイカメラにはまっていた同氏は、レトロで温かみのある
画像加工ができる機能をBurbnに盛り込みました。一部の投資家は
Burbnに興味を持ち、50万ドルの資金調達に成功します。

しかし、残念ながらユーザー数はあまり伸びませんでした。本人曰く
「数名のユーザーが何度も使ってくれたが、その他のユーザーはすぐに
去ってしまう状況」で、同氏が当初想定していたような「位置情報」アプ
リというユーザーニーズは、残念ながらなかったといえます。

なぜ失敗したのか、ユーザーは本当はどう利用したいと思っているの

爆発的に『現行（定着）ユーザー』が増加

［図 2］行動分析によるグロースの例
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かを詳しく調査した結果、ユーザーのエンゲージメントが主に「写真機
能」にあることがわかりました。そこで同氏は、「写真機能のある位置情
報アプリ」から「位置情報機能のある写真投稿アプリ」へと、サービス方
針を転換します。

2010年10月、わずか8週間の開発期間でアップルストアに登場したこ
の新アプリは、またたく間に評判となり、2カ月後には100万人ユーザー
を獲得。リリースから１年を待たずして、ユーザー1,000万人に到達し
ます。

これが現在の「Instagram」です。

この事例は、顧客のエンゲージメントが何かを探り当てることが、い
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かに重要かということを物語っています。

グロースマーケティングで、課題を解決する
かつてのようにプロダクトアウトで高い成果が望めなくなった今、日
本企業が世界で対等に戦うためには、顧客理解、顧客満足、顧客体験、エ
ンゲージメントという視点に根ざした、真の顧客満足の追求と実現が重
要になってきます。Instagramの場合、「写真の共有」がエンゲージメン
トのポイントでした。

これを解決するために、我々が本書で提唱するのが、グロースマーケ
ティングです。
グロースマーケティングとは、これからのDX時代において世界で勝
つための、企業・事業・製品・サービスの持続的成長にフォーカスした
マーケティング活動です。

我々DearOneは、アプリの開発・運用や行動分析をはじめとした各種
マーケティングツールのご提供、さらにはカスタマーサクセスのご支援
といったサービスの提供を通じて、企業消費者間のコミュニケーション
をテクノロジーでデザインしてきました。日々、グロースマーケティン
グの考え方をもとに、お客様の事業の成長、そして消費者との心地よい
コミュニケーションの実現をご支援してきた中で得た知見から、本書を
通じて以下のような悩みに対する対応策やヒントをご提供できればと思
います。

・�プロダクトを成長させるために、何から取り組めばよいかわから

ない。

・�デジタルマーケティングの成果が出なくて悩んでいる。

・�休眠ユーザーを掘り起こしたい。解約を止めたい。

・�データはたくさんあるが社内に散在しており、どこから手をつけ

ればいいかわからない。

・�マーケティング施策実行の根拠や成果について、瞬間の効果だけ

でなく、LTVやロイヤルティ向上に寄与したかを計測したい。

・�もっとユーザーが起こした行動データを即座に見たい、知りたい。

・�「DX」「デジタルシフト」と経営層からいわれるが、何からやれば

いいかわからない。

本書は次のような構成になっています。
第1章では、グロースマーケティングについて知っていただくために、
定義、全体像と、重要になる視点・キーワードをご説明します。
第2章では、グロースマーケティングが今後必須になる根拠として、
現在のマーケティングの潮流と、内外環境における課題について整理し
ます。
第3章では、いよいよグロースマーケティングの手法の詳細について、
最重要となる「3つの軸」を中心に解説します。
第4章では、データを一気通貫で、シームレスに連携させるためのデー
タ整理手法である「タクソノミー設計」について解説します。
第5章では、アメリカで特に注目を高めており、日本にも展開を進め
ているマーテックソリューション企業3社のインタビューから、グロー
スマーケティングが何をもたらすのかを解説します。
第6章では、グロースマーケティングの最先端を行くアメリカで、実
際にどのようなことが起こっているのかを解説します。
第7章はケース・スタディー形式になっています。第3、第4章で述べ
てきた手法をもとに、実際にグロースマーケティングの世界を体験して
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いただきます。

本書を理解し、グロースマーケティングを取り入れていただくことで、
皆さんがお持ちの自社製品・サービスが大いに成長し、世界中の顧客を
歓喜させ続けることを願っています。
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