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１.  消費者志向経営の機運の高まり
　近年、消費者庁を中心に消費者志向経営
の機運が高まりつつある。消費者庁では、
2015年からの第３期「消費者基本計画」に
おいて事業者が取り組むべき課題として「消
費者志向経営の推進」が掲げられた。さらに、
2015年から2016年にかけて開催され、筆者も
メンバーとして参加した「消費者志向経営の
推進に関する検討会」での検討に基づき、
2016年より「消費者志向経営推進組織1」を
立ち上げ、消費者志向自主宣言・フォローア
ップ活動を開始、2018年より「消費者志向経
営優良事例表彰制度」を創設した。
　昨年、消費者志向経営を「消費者と共創・
協働して社会価値を向上させる経営」と再
定義し、事業者が行うべき活動として、「み
んなの声を聴き、かついかすこと」「未来・
次世代のために取り組むこと」「法令の遵守/
コーポレートガバナンスの強化をすること」
の３つに整理した。現在、「消費者志向経営
に関する有識者会議」において、消費者志
向経営の今後の進化・発展について議論が
重ねられているところである。

２. 消費者志向経営の変遷
　今日までの消費者志向経営の変遷を見て
みよう。戦後の高度成長期は、大量生産・
大量消費が続くプロダクトアウトの時代であ
り、企業では良い商品を安く消費者に提供
することが最大の消費者志向の活動であっ
た。その後、オイルショックを経て、市場の
成熟化、消費者の嗜好の多様化が進む中、

企業は消費者のニーズや意見を取り入れた
商品・サービスの開発を行うマーケットイン
の時代となり、お客様満足という概念が広ま
った。
　近年では、日本のほとんどの企業は、多
かれ少なかれ消費者志向の活動をしている。
しかし、中心となっているのはお客様の声を
商品やサービスに活かす、あるいはCS2の向
上といった活動であり、ほとんどが、マーケ
ティング部門やお客様対応部門など一部の部
門にとどまるものが主流であった。
　これを、経営レベルまで引き上げるのが消
費者志向経営である。経営トップのコミット
メントのもと、全社員がベクトルを合わせて
消費者視点を全ての活動のベースにするも
のであり、お客様だけでなく全ての消費者、
現在だけでなく未来の消費者も見据えつつ、
持続可能な社会に貢献する経営である。そ
の一番の基盤は、消費者と事業者の双方向
のコミュニケーションによる信頼関係の構築
である。
　最近では、SDGsやエシカル消費の浸透、
社会的課題の深刻化などにともない、消費者
志向経営の活動の中でも、目標12「つくる責
任つかう責任」を始めとしたSDGsの視点の
みならず、ESG3の視点も加え、持続可能な
社会に向けて貢献する活動や、地域及び社
会の課題解決に寄与し、社会的価値を創出
する活動に対して注目が集まるようになって
きた。
　今後、消費者志向経営は、社会環境や消
費者の変化、新型コロナウイルス感染症の影
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響などを受けてさらに進化していくと考えら
れる。その進化した姿を、ここでは「消費者
志向経営2.0」と名付けることとする。（図１
参照）

３.  新型コロナウイルス感染症の影響
　新型コロナウイルス感染症により、消費者
及び消費行動は大きく影響を受けた。ポイン
トをまとめると次の５点が挙げられる。
　第１が、デリバリー、テイクアウト、家飲
みやオンライン飲み会、家庭内フィットネス、
映像・音楽配信など、「ステイホーム消費、
巣ごもり需要の増大」。第２が、ネット通販、
キャッシュレス決済、セルフレジ、SNSやア
プリなど、「コミュニケーションや商取引に
おけるデジタル化の加速度的かつ不可逆的な
進展」。第３が、在宅勤務、テレワーク、
WEB会議、ワーケーション、オンライン授
業など、「働き方や学び方の多様化」。第４が、
清潔・衛生に役立つ日用品・家電、非接触・
非対面サービス、公共の場での衛生意識など、

「安全・安心への関心の高まり」。第５が、環
境問題、エシカル消費、応援消費など、「社
会的課題への意識・関心の高まり」である。
　特に、新型コロナウイルス感染症はSDGs
の重要性を再認識させた。SDGs目標3「すべ
ての人に健康と福祉を」では、感染症への対
処、ワクチンの国家間の不平等配分が課題と
なっている。2020年のトイレットペーパーや
マスク等の品不足などの緊急時における消費
者の購買行動をめぐる混乱は、目標12「つく
る責任つかう責任」について改めて考えさせ

られた。また、目標14「海の豊かさを守ろう」
につながる取組として、2020年7月からプラ
スチック製レジ袋が有料化されたものの、一
方で感染防止のためフェイスシールド、手袋、
食品テイクアウト容器、ネット通販用資材な
どのプラスチック廃棄が増加するといった矛
盾した状況が生じている。さらに、世界的な
失業者と飢餓人口の増加により、目標１「貧
困をなくそう」、目標２「飢餓をゼロ」の達
成に遅延が起こっている。このように、今般
の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は
SDGｓや持続可能な消費について考え直す、
若しくは再認識するきっかけになっているこ
とから、今後の消費者志向経営にも大きく影
響を与えていくことになると思われる。

４.  消費者志向経営の今後の展望
　  ～アフターコロナに向けた進化
　今後、消費者志向経営が消費者志向経営
2.0へと進化していく具体的な方向性を、以
下に３点述べる。

（1） 消費者と事業者のコミュニケーションの
進化

　消費者と事業者の双方向のコミュニケーシ
ョンによる信頼関係の構築は、消費者志向経
営の一番の基盤である。企業のお客様対応部
門では、長い間、電話やメールなどによるお
客様からのお申し出を受けてから対応する、
受動的コミュニケーションが主体であった。
もともと、企業に申し出る消費者はごく一部
であるが、近年は若年層を中心に、企業への
お申し出件数は減少傾向にある。デジタル化

図１　消費者志向経営の進化
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が進み、消費者がネットで情報を得るように
なったこと、会話ではなく文字やテキストで
のコミュニケーションが増えていることか
ら、この傾向は今後も続くであろう。
　商品やサービスに不具合や疑問があった場
合、消費者の行動には３つのタイプがある。
タイプA：企業に電話やメール等で申し出る

「企業との接触型コミュニケーション層」、タ
イプB：企業に直接申し出ず企業ホームペー
ジのQ&Aや、外部の検索サイト、QAサイト
などで解決を図る「企業との非接触型コミュ
ニケーション層」、タイプC：何もせず黙って
去る「サイレントコンシューマー」の３タイ
プである。今後もタイプAが減少し、タイプ
Bが増加していくと思われる。（図２参照）
　これに対し、企業はどう対応していくか。
主に３つの方向性がある。まず第１は、コミ
ュニケーションチャネルの多様化である。チ

ャットボット4、有人チャット、LINEなどノ
ンボイスチャネルを中心にチャネルの多様化
が進んでいる。公益社団法人消費者関連専門
家会議5では、会員企業に対して2021年9 ～
10月に「企業における消費者対応体制に関す
る実態調査」を実施した（回答316社）。そこ
で、お客様の声の受付方法を聞いたところ、
チャットボットを導入している企業が54社

（17.1 ％）、 検 討 中 の 企 業 を 含 めると86社
（27.2％）となり、有人チャット導入も22社
（7.0％）であった。3年前の調査では、チャッ
トを導入している企業は8.3％に過ぎなかっ
た。新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、
大きく広まったチャネルと言える（表１参
照）。今後は、ボイスボット6が次のトレンド
になると言われている。
　第２が、自己解決手段の拡充である。ホー
ムページのQ&Aの充実、動画の活用、チャ

図２　消費者と事業者のコミュニケーションの進化

表１　　消費者の声の受付方法 （複数回答、 n=316）

　（出典：　ACAP研究所「企業における消費者対応体制に関する実態調査報告書2021」）
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ットボットなど、消費者が自分で解決を図れ
るようセルフソリューションチャネルの強化
を図っていく。
　第３が、企業からの能動的なコミュニケー
ションである。外部のQ＆AサイトやSNSで
消費者がお悩み事、お困り事などを書き込み
した際に、企業が公式アカウントとして回答
や解決策の提示を行うものである。従来の受
動的コミュニケーションからの大きな転換で
あり、アクティブサポートと呼ばれている。
　以上のように、企業から消費者へのコミュ
ニケーションが受動的から能動的になり、消
費者とのタッチポイントが増え、コミュニケ
ーションが進化していくことで、申し出た消
費者への対応にとどまらず、消費者と継続的
につながりや絆をつくっていく、「対応から
並走へ」の時代になっていくと思われる。
　

（2）消費者と事業者の共創の推進
　今日では、地球環境、貧困、高齢化、地域
活性化などの問題が深刻化し、社会的課題
の解決を行政だけでなく企業にも期待される
時代に、そして社会課題に対して向き合う姿
勢で企業が評価される時代になっている。新
型コロナウイルス感染症の影響もあり、企業
の消費者志向経営における社会的課題の解
決、社会的価値の創出に向けた活動は、今後
一層重要度が増していく。一方、消費者も社
会的課題に関心を持ち、持続可能な社会に向
けた消費、エシカル消費を意識している人が
増えてきている。消費者志向経営とエシカル
消費は車の両輪であり、行政も取組や支援を
強化してきていることから、2030年のSDGs
の最終年に向けて、事業者と消費者の共創が
今後さらに進み、消費者志向経営とエシカル
消費の好循環が回っていくことが期待され
る。
　そのためには、消費者自身がアンテナを広
げ情報収集し、行動につなげることが必要だ
が、消費者が持続可能な消費を行おうとして
も、十分な情報、共感性や納得性がないと企
業や商品の選択ができない。日本の企業は控
えめなところもあり情報のディスクローズが
少ないが、社会的価値を創出する活動を行う
だけではなく、情報発信にも力を入れること
が必要であり、それにより消費者の行動変容

に繋がり、企業と消費者との間の社会的価値
共創が実現できる。その際、取り組む社会的
課題や生み出す価値など、消費者が共感でき
るストーリーを持った商品・サービスの提供
や活動を進めていくことが、消費者志向経営
として求められている。４－（1）で述べたよう
に消費者と事業者のコミュニケーションを進
化させていくとともに、「SDGsウオッシュ 7」
とならないよう、誠実な情報のディスクロー
ズが必要なことはもちろんである。

（3）ボーダーレス
　今後、消費者志向経営を進めていく中で、
ボーダーレス化が進み、これまであった様々
な壁がどんどん崩壊していく。
　まずは、企業間の壁である。社会的課題の
解決に向けて、企業1社だけでは解決が難し
い大きな課題も多くなっており、今まで想像
できなかったような同業種や異業種の複数の
企業、あるいは大企業とベンチャー企業やス
タートアップ企業が協力した研究開発やイノ
ベーションが進む、さらにはオープンイノベ
ーションのようなスタイルが進むと思われ
る。消費者庁が進める「消費者志向経営優良
事例表彰制度」においても、令和3年度より1
社単独の取組に限らず複数の事業者による協
働取組の表彰を開始し、花王株式会社とライ
オン株式会社が使用済詰め替えパックの回収
と再生を協働して行う「リサイクリエーショ
ン」の取組が表彰された。
　もう1つは、企業内の部門間の壁である。
デジタル化が進むことで、消費者と事業者と
のコミュニケーションチャネルが今後さらに
多様化していくとともに、企業と消費者との
接点、いわゆるタッチポイントがますます増
えていく。さらに、店頭と通販、オンライン
とオフラインの境界がどんどん曖昧になって
融合が進み、シームレスになっていく。CX8

の考え方が広まるとともに、商品やサービス
だけでなく、消費者との全てのタッチポイン
トで期待を上回る体験・価値を提供し続ける
ことを通じて、ロイヤリティを獲得しようと
する戦略や取組が今後さらに拡大する。それ
に伴い、キャンペーン担当部門、企業SNSな
どによるファン作りをメインとしているネッ
トコミュニケーション部門、消費者からの申
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し出の対応をしているお客様対応部門など、
企業内の消費者とのタッチポイントを持って
いる各部門のお客様情報・データやシステム
の統合、さらには組織の連携・合体・統合な
ど、データと組織のボーダーレス化が進んで
いくであろう。
　以上のようなエコシステムが構築されるこ
とにより、企業は消費者に対して、タッチポ
イントをつなぎ一貫したメッセージを発信す
ることが可能となり、消費者の多様化するニ
ーズと期待に応えカスタマイズされた体験を
提供するというパーソナライゼーションを実
現することができる。その結果、消費者への
提供価値の向上、消費者との絆の強化と併せ
て、消費者志向経営が一層推進されていくこ
とが期待される。

　以上述べた今後の消費者志向経営の進化
をまとめたものが図３である。

５．最後に　～消費者志向経営は「六方よし」
　江戸時代に活躍した近江商人の「三方よし」
は有名であるが、近年また見直されている。
消費者志向経営は、「三方よし」の中の「世
間よし」を時間的・空間的に大幅に拡大した
ものであり、「消費者志向経営2.0」は、「三方
よし」をさらに「六方よし」に拡張した姿と
言えよう。

　ここでいう、「六方よし」とは、すなわち、「消
費者よし」「事業者よし」「社会よし」に加え、

「従業員よし」「地球よし」「未来よし」である。
「従業員よし」は従業員が働きがいを持ち成
長すること、「地球よし」は地球環境によい
活動を行うこと、「未来よし」は次世代のため、
人類の未来のためによい活動、持続可能な社
会に向けた活動を行うことである。
　今後、より多くの企業が消費者志向経営に
取り組んでいただくことを期待する。

 1    消費者志向経営推進組織：消費者庁を中心に事業者団体、
消費者団体、行政機関によって構成され、消費者志向経
営の取り組みの全国的な推進活動を展開している。

 2   CS：Customer Satisfaction、顧客満足。
 3    ESG：環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス

（Governance）の頭文字を合わせた言葉。この3つの観点
から企業を評価して投資するESG投資が注目されている。

 4    チャットボット：チャットとロボットを組み合わせた言葉
で、人が入力するテキストに対して、AIなどを使用して
自動的に回答を行うプログラム。

 5    公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）：企業や団
体の消費者関連部門に所属し、日々消費者の声に接して
いる責任者・担当者が業種を超えて集う公益社団法人。
1980年に設立され、企業の消費者志向経営に向けた支援
や、消費者・行政・企業のかけ橋としての活動を展開し
ている。会員企業約520社、会員約800人。

 6   ボイスボット：AIを掲載した音声認識ソフトウェアを用い
て、消費者の音声によってシステムが操作され、電話の
応対を自動化するシステム。

 7   SDGsウオッシュ：SDGsに本気で取り組むつもりはないに
もかかわらず、あたかも取り組んでいるように装ったり、
そう見えるようにしたりすること。

 8   CX：Customer Experience、顧客体験。顧客が商品やサ
ービスの購入前から購入後に至るまで企業と接するあら
ゆる接点での体験や価値。

図３　消費者志向経営の進化のまとめ
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