
 「ひとが中心の時代」
信頼を築く、新しい企業モデル

Sense Perspective

Welcome to the 
Human Era

The new model for building trusted connections,  
and what brands need to do about it





Today,  
marketing 
challenges  

run 
deeper.

今日、マーケティングが直面している課題は根深いものです。

It is a tough world for marketers. We have moved away from the time when leadership commanded 

respect, stature mattered and big business were always the economic leaders. Instead, trust in institutions 

has plummeted. Company life cycles have been compressed. Connected consumers quickly expose 

institutions for what they really are.

 

Welcome to the Human Era.

マーケティング担当者には、困難な時代がやってきました。リーダーが尊敬を集め、名声が意味を成
し、大企業が経済を牛耳っていた時代は、過去のものとなりました。巨大組織への信頼は失墜し、企
業の寿命は短縮されています。企業の真の姿は、コネクテッドコンシューマーによって、すぐに暴き出
されてしまいます。

「ひとが中心の時代」が、いま、始まっているのです。

Welcome to the Human Era

Introduction



01 
「組織が中心の時代」の終焉

THE END OF THE 
INSTITUTIONAL ERA

1

02 
「ひとが中心の時代」の企業とは?

WHAT MAKES A  
HUMAN ERA COMPANY?

6

03 
「ひとが中心の時代」指数:傑出したブランドの事例

THE HUMAN ERA INDEX:  
WHICH BRANDS STAND OUT?

22

CONTENTS

Welcome to the Human Era



01 

「組織が中心の時代」の終焉
The end of the  

Institutional Era

Welcome to the Human Era

The end of the Institutional Era

1



「組 織が中心の時代」の終焉
産業時代の企業は、当時支配的
だった軍産複合体の影響もあり、

指揮統制のための階級制度が特徴とされてお
り、複雑で柔軟性に欠けながらも、機械のような
効率性で機能するように設計されていました。

時代とともに階層化と複雑化が進行したこれ
らの企業は、外部からの意見や影響を受け入
れることができなくなり、企業行動と消費者か
らの期待の間に大きな溝が生まれました。これ
が信頼の喪失に繋がり、それまで成功していた
多くの企業の長期的な持続的成長に影響を与
えることになりました。

近年注目を浴びる「進化経済学」が示すよう
に、集中型ではなく分散型の権力構造の方が、
成功につながるケースが増えてきています。古

臭い縦割りの官僚主義とは逆に、新しいモデ
ルは、水平的な組織構成が特徴です。この変
化を受けて、成功している企業は、機械という
よりもむしろ有機的な組織やネットワークに似
通った形に、その姿を変えつつあります。最も
賞賛されているブランドや企業は、フラット化と
分権化が進んでいます。また、周囲の声に耳を
傾け、社会的な影響も受け入れる姿勢がありま
す。そして、個人のニーズに応えられるように、
データを活用して、組織を編成することはあり
ますが、その逆はありません。

要するに、いま最も大きな成功を収めている企
業は、顧客やコミュニティとのやりとりにおい
て、お互いの間に壁を築くような行動は、効果
的ではないことを悟ったのです。それはなぜで
しょうか?

T he end of the Institutional Era

Derived in some part by the dominant 

military-industrial complex of the day, 

command and control hierarchies were the 

hallmark of the Industrial Era companies. 

Complex and rigid institutions, they were 

designed to function with machine-like efficien-

cy..

Over time, they became so densely layered and 

complex as to be impenetrable to outside opinion 

or influence, creating a rift between their actions 

and consumers’ expectations. The end result was 

a loss of trust that had significantly impacted the 

long-term sustainable growth of many previously 

successful companies.

Increasingly, success comes from the use of 

distributed rather than concentrated power 

structures, dictated by the rise of what some have 

called “Evolutionary Economics.” In contrast to 

the old precepts of vertical bureaucracy, growth in 

the new model comes horizontally. Reflecting this 

shift, successful companies have begun to 

resemble organic systems or networks more 

closely than machines. The most admired brands 

and organizations have become flatter and less 

centralized. They listen to the world around them 

and are open to social influence. They use data to 

organize their capabilities around an individual’s 

needs, rather than the other way around. 

In short, the most successful companies have 

recognized that “fortress” behavior is no longer 

an effective approach to interacting with custom-

ers or communities. Why?

巨大組織に対する信頼が大幅に低下
A significant decline in Institutional trust

Welcome to the Human Era

The end of the Institutional Era
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「頼れる存在」を探して
私たち人間には「人とつながっていたい」とい
う基本的な欲求があります。
これは、非常に根源的ものであるため、他人が
つながっているところを見るだけで、自分もつ
ながっているように感じてしまうほどです。

Searching for Trust

As human beings, we have a fundamental need 

for connection with others. The need to connect is 

so deeply within us that simply seeing connec-

tions makes us feel connected.

米国における巨大組織に対する信頼
CONFIDENCE IN U.S. INSTITUTIONS

20151970s

Source: Gallup  
“Confidence in Institutions 

Study” top 2 box results
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「返信不可」のメールアドレスを
用いて、メールを送っていませ
んか?
Do you send emails 
that have “do not reply” 
addresses?

顧客がサービス窓口や担当
者とつながりにくい状況を
作っていませんか?
Do you make it difficult for 
your customers to reach  
a real person?

顧客に隠れた形で利益を上
げていませんか?
Do you make money in 
ways that your customers  
don’t know about?

現場の従業員が「問題を正
しく解決すること」を難しくす
るような決まりごとはありま
せんか?
Do you have policies that 
make it hard for frontline 
employees to “make it 
right”?

コールセンターのオペレー
ターを「いかに早く通話を切
り上げられるか」で評価して
いませんか?
Do you measure your call 
center reps on how fast 
they get off the phone?

読みにくいほど小さな文字
で注意書きなどが印字され
た文書を顧客に送っていま
せんか?
Do you send out 
communications with a 
paragraph in six-point type 
at  
the bottom?

ホームページに、顧客の評
価やコメントが、校閲抜きで
は掲載できないようにしてい
ませんか?
Do you prevent unedited 
ratings and comments 
from customers on your 
website?

管理職が、自分の言葉で自
分らしく話すのを、禁じてい
ませんか?
Do you resist letting your 
leaders speak unscripted 
and show their true 
personality?

顧客にとって最適な商品で
はなく、自社が一番儲かる商
品を勧めていませんか?
Do you proactively steer 
customers away from the 
product best for them 
and toward the one more 
profitable for you?

謝罪は苦手ですか ?
Are you uncomfortable 
saying sorry?

規則を絶対視していますか? 
それとも顧客に喜びを与え、
ブランドのアドボケーター（ブ
ランドの価値を伝えてくれる
熱狂的なファン）になっても
らうためには、例外も認めま
すか?
Do you follow your process 
to the letter, or will you 
allow an exception to 
create a happy customer 
and advocate?

顧客調査は秘密裏に実施さ
れていますか? それともオー
プンフォーラム形式で質問を
投げかけ、フィードバックをも
らっていますか?
Is your customer research 
done behind “closed doors,” 
or do you ask questions 
and get feedback in open 
forums?

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

突然ですが、質問です。あなたの会社は「ひとが中心の時代」の企業でしょうか。
それとも「組織が中心の時代」の企業でしょうか（「Yes」か「No」で答えてください）。

Pop quiz … Are you a Human Era or an Institutional Era company?

Welcome to the Human Era

Pop quiz … Are you a Human Era or an Institutional Era company?
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「Yes」の数が多い企業には、「ひとが中心の時
代」を迎えるためにやるべきことが、たくさん
残っています。しかし、いくつかの項目で目に付
く変化をもたらすことで、大きな変革を起こすこ
ともできます。

人と人との有意義なつながりは、一方的には生
み出すことができません。相手も「つながりた
い」と感じることが必要なのです。そして、その
ようなつながりが、私たちが直感的に理解し、
価値をおくものである信頼の、土台となるので
す。人は、生活のあらゆる側面において、友人
やビジネスパートナーを増やし、知識や快適さ
を手に入れるために、このようなつながりを作
る努力をしています。テクノロジーにより、私た
ちのつながりを作る能力は、急速に大規模な
拡大を遂げました。結果として、個人にもダイ
レクトかつダイナミックで強大なネットワークを
作ることが可能になりました。

「ひとが中心の時代」の核心には、有意義なつ
ながりを求めて、「頼れる存在」を探すときに、
人だけではなく、企業やブランドも対象とされ
るという認識があります。そして、下記に示すよ
うに、成功を収めるには 、なすべきことをきちん
と行う必要があるのです。

「ひとが中心の時代」
「ひとが中心の時代」の到来により、価値の方程
式が根底から変動しました。ブランドや企業に
とって、これは大きな意味を持ちます。価値の
創造は、より私的で個人的なものになっただけ
でなく、共創的で、非排他的なものになったの
です。

If you answered yes to most of these questions, 

you have a ways to go to enter the Human Era. 

But moving the needle on just a few can  make 

a big difference.

Meaningful human connections can’t be formed 

in one direction — they require the other party to 

reciprocate, to level with us. When they do, the 

connections then become a foundation for 

something that we intuitively understand and 

value highly: trust. In all aspects of our lives, we 

strive to create more of these connections — to 

gain more friends and business partners, and to 

gain knowledge and comfort. Technology has 

exponentially expanded our ability to make 

connections on a vast scale. The result is that 

individuals can, and expect to, have powerful 

networks of connections that are direct and 

dynamic.

At the core of the Human Era is the realization that 

the expectation of meaningful connection — the 

search for trust — extends to organizations and 

brands as well as to people. And as we’ll see, those 

who hope to be successful must be willing to hold 

up their side of the bargain.

The Human Era

The rise of the Human Era has precipitated  a 

fundamental shift in the value equation, which 

has profound implications for brands  

and organizations. Value creation has become

not only more intimate and personalized, but 

more cooperative and inclusive.

Welcome to the Human Era

Pop quiz … Are you a Human Era or an Institutional Era company?
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巨大組織は、何かを表明したり、主張し
たり、販売したりするために、コミュニ
ケーションを活用してきました。しか

し、人がコミュニケーションを取るのは、お互い
につながるためです。例えば、何かを学んだり、
教えたり、質問をしたり、謝ったり、喜びを共有し
たりするためです。また、その方法も多岐にわた
ります。例えば、書いたり、話したり、微笑んだ
り、こっそり視線を交わしたりします。さらに、
ジェスチャーや音を用いることもあります。

「ひとが中心の時代」には、ブランドも同じよう
にコミュニケーションを取ることが求められま
す。人 を々「つながり」に招待しなければならな
いのです。従来、巨大組織は、その発信する
メッセージを強くコントロールしてきましたが、
それは傍目にもそうわかってしまうものでし
た。巨大組織は、自分たちの計画やスケジュー
ル表に沿うように、体裁よく取り繕われた都合
のいいメッセージを発信してきたのです。

人間同士のコミュニケーションは、そのように
小綺麗なものではありません。厳然たる事実
や、綺麗事では済まされないことについても、
きちんと話すという姿勢が求められます。それ
は、誤りを認め、自分の行動を見つめ直し、改善
するということです。また、本当に必要とされて
いるときには、午前2時であっても、話に付き
合ってあげることでもあります。

これらの新たなニーズは、従来の仕事で手一
杯なマーケティング担当者の立場から、また、
すでに目一杯の予算編成の観点からは、単に
負担が増えるだけだと受け止められるかもし
れません。しかし、社内、社外に関わらず、有意
義なつながりを見つけ、活性化させることで、
大きな価値創造がもたらされるのです。適切
に実施すれば、「ひとが中心の時代」のコミュニ
ケーションは、個人やコミュニティやブランド
に、相互的に利益をもたらすのです。

個人消費者は、信奉するブランドとのつながり
から得ることのできる、「そのブランドに忠実で
ある」という事実自体に、意義を覚えます。コ
ミュニティにとっては、より大きな成果と大がか
りな目標を達成するために、相互的な知識とつ
ながりの力を共有する多様な人々が存在するこ

とは、価値があります。ブランドは、顧客との直
接のコンタクトポイントにおいて、何か判断をす
ることが必要なときに（製品やサービスが介在
していない場合も含む）、価値を生み出します。

「ひとが中心の時代」に適したストーリーの特徴
•耳を傾けていることを示す。
• いつも手を差し伸べているというイメージを
伝える。

•協働に注目する。
• 地域に適応させている。人間的かつ個人的
である。

• ユーザーだけでなく、すべての人に魅力的である。
•単純化によって、透明性を伝える。
•広告ではなく、行動で表現する。

壁を打ち破り、本物のつながりを構築するのは、
難しいことです。一方的にメッセージを発信す
る以上のことができるブランドは、あまりありませ
ん。なぜでしょうか?　それは、真のつながりは、
企業文化に根ざしている必要があるからです。

大きな組織をより開かれたものにし、日々のカ
スタマーエクスペリエンスにおいて信頼される
つながりを作るには、大変な努力が必要とされ
ます。企業価値を生み出し、本当に顧客のため
になるようなコミットメントをすること、さらにこ
れをリーダーシップの意思決定や従業員の行
動にも反映できなければなりません。

データを分析してみると、リーダー企業にはいく
つかの共通の特徴が見られます。（各業界の
リーダー企業の一覧はp. 26を参照。）もちろ
ん、各企業が全ての特徴を同じく備えていると
いうわけではありませんが、総合的にみること
で、「ひとが中心の時代」の企業像が浮かんで
きます。

「ひとが中心の時代」に適したブランドの特性
•顧客に対する深い共感を持っている。
•人のように発言し、行動する。
•オープンで、現実感がある。欠点すらある。
•退屈でない。
•細かいことに徹底的にこだわる。
• 個々の従業員がそのブランドに「なる」ための
権限と能力を与える。

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?

8



I nstitutions have always used their communi-

cations to declare. To preach. To sell. Yet 

humans communicate to connect with one 

another. To learn and to teach. To ask a question. To 

apologize. To share joy. They communicate by 

writing. By talking. By exchanging a grin or a furtive 

glance. With a gesture or a sound.

In the Human Era, brands must communicate in 

the same way. They must invite people to connect 

with them. Institutions have historically kept 

ironfisted control over what they communicate, 

and it shows. They communicate to further their 

agenda, on their timeline, in ways that are often 

glossy, airbrushed and convenient. 

Human communications aren’t as tidy. They involve 

a willingness to talk about the hard stuff, the ugly 

stuff.  Acknowledge a mistake you made and what 

you’re doing to make it better. They imply being 

available to talk — at 2 a.m. if someone desperately 

needs you right then.

These new demands may appear at first as just 

another burden to be borne by already stretched 

marketing professionals and budgets. In fact, there 

is great value to be unlocked by identifying and 

activating valuable connections, inside and outside 

the company. Done right, Human Era communica-

tions can result in mutual benefit for the individual, 

the community and the brand.

Individual consumers find value through loyalty 

from their connection to brands they believe in. 

The community derives value through diverse 

people sharing mutual knowledge and the  

power of connection to amplify accomplishments 

and achieve large-scale goals. Brands generate 

value where decisions need to happen — at the 

point of direct contact with their customers — even 

when that interaction includes no products or 

services at all.

Characteristics of  Human Era stories

•They demonstrate listening.

•They convey a sense of always helping.

•They focus on collaboration.

•They are localized and personal.

•They appeal to citizens as well as users.

•They simplify to convey transparency.

•They are expressed in acts, not ads.

Breaking through and making an authentic 

connection is a tall order, and few brands actually 

get beyond the messaging. Why? Because real 

connection needs to be firmly anchored in the 

culture of the business. 

Pivoting a big institution to create more open and 

trusted connections in the daily customer experi-

ence requires hard work — establishing organiza-

tional values and commitments that are truly 

customer driven, but also driving them toward 

daily leadership decision-making and employee 

behaviors.

Examining our data, several traits appear  

among the leaders. (See page 32 for the list of 

leaders across industries.) Not every company 

exhibits every characteristic equally, but when 

taken together a picture of a truly Human Era  

company emerges.

Attributes of  Human Era brands

•They have deep customer empathy.

•They talk and act like people.

•They are open, real and even flawed.

•They aren’t boring.

•They care intensely about the little things.

•They empower individuals to be the brand.

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?
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このような企業にとっては、経営層から現場に
至るまで、「顧客主導」という言葉は口先だけ
ではありません。実際に、従業員が深く顧客の
立場に立って考えることができる企業文化を
持っているのです。

Amazonは「地球上で最も顧客中心の企業に
なること」をミッションとしており、CEOの Jeff 
Bezos は、「顧客主導」というよりもむしろ「顧
客執着」について熱心に語ります。Amazonの
ミーティングでは、誰も座っていない椅子が一
つ設けられています。それは顧客の席を象徴
しているのです。同様に、米軍人とその家族向
けの保険会社であるUSAAでは、顧客の気持
ちを理解するために、防弾チョッキを着用した
り、野戦食を食べてみたりするように、従業員

に促しています。

英国の小売企業Tescoは、経営層に、品出しや
レジなどの店舗業務を、一年に数回は経験さ
せています。これらの企業においては、顧客理
解とは、サンプルサイズやクロス集計の表の学
習によってなされるだけのものではなく、顧客
が実際に一人の人間としてどのように生活し
ているか、何を考え、感じているのかを、身を
もって体感することなのです。

このような企業文化により、型にはまらない
サービスを提供するにはどうしたらいいのか、
ということへの意識が研ぎ澄まされます。例え
ば、Disneyは、食事に関する個人のニーズ（体
質や宗教上の理由で食べられないものがある
場合など）に来園前の段階で徹底的に対応
し、園内での食事に満足できるように努めてい
ます。インターネット銀行のAllyは、コールセン
ターの電話番号とともにリアルタイムの待ち時
間をウェブ上にて公表し、電話が繋がりやす
い状況をつくっています。
また、Umpqua Bankでは、窓口の代わりにコ
ンシェルジュデスクを設けていて、口座開設の
手続き中でも、顧客は、まるで誰かの家に招か
れて親しく会話をしているかのような感覚を覚
えます。

From management to the front line, each of these 

companies goes beyond paying lip service to 

being “customer driven.” They have cultures in 

which employees deeply immerse themselves in 

customers’ lives.

Amazon aspires to be “Earth’s most  

customer-centric company” in its mission, and 

CEO Jeff Bezos speaks passionately not about 

customer-driven, but customer obsession. An 

empty chair is often kept in meetings, where 

the customer is symbolically seated. USAA 

shows similar immersion, asking employees to 

don flak jackets and eat army meals to get in 

the mind-set of what their customers in the 

service go through. 

British retailer Tesco makes each leader work in 

the stores — stacking shelves and checking out 

shoppers — for several days per year. For these 

companies, customer understanding goes 

beyond learning based on sample sizes and cross-

tabs; it is true immersion in the lives of real people 

and how they think and feel. 

The consequence of this culture is a greatly 

heightened awareness of how to serve in 

unexpected ways. Disney, for example, bends 

over backward in advance of your visit if you have 

a dietary need, to make sure that the park dining 

experience works for you. Ally posts call center 

numbers and wait times visibly on its home page 

and makes it easy to reach a person. And Umpqua 

Bank, as another example, uses concierge desks 

and not teller windows to interact with customers, 

which makes opening an account feel like a 

friendly conversation in the comfort of someone’s 

living room.

Amazonの社内会議には、誰も座らない椅子が一つ設け
られています。それは顧客の席を象徴しているのです。
An empty chair is often kept in meetings, where the customer is 
symbolically seated.

顧客に対して深い共感を抱いている。
They have deep customer empathy

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?

10



What makes a Human Era Experience?
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今日から大好きなコーヒーを止めて、
ビタミンBのサプリを摂ることにした:(心配しないで

＠starbucks ずっとではないから
@KatyPerry

Today I quit my beloved coffee & make the switch to vitamin B complex :( 

Don’t worry @starbucks it’s not forever 

    @KatyPerry

@katyperry 大丈夫、気にしてませんから。 
ところで、今日から、California Gurlsではなくて、

Hold it Against Meを流すことにしました。 
でも心配しないでください、ずっとではないので。;)

@katyperry It’s ok. Today

I made the switch from California Gurls to Hold it Against Me.

Don’t worry, it isn’t forever. ;-) 

    @Starbucks

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?

11



「ひとが中心の時代」に適した企業との「つなが
り」には、一方通行のコーポレートコミュニケー
ションではなく、お互いの目を見て会話をして
いるような感覚が大切になります。

「ひとが中心の時代」に適した企業は、難解な
専門用語を避け、企業として「声明を出す」の
ではなく、実際に人同士が行うような対話をし
ます。StarbucksのTwitterをフォローすれば、
同社が、いかにもStarbucksらしく、また、親し
み深いスタイルで、他のユーザーとやりとりをし
ている様子がわかります。有名なポップスター
のKaty Perryが「今日から大好きなコーヒーを
止めて、ビタミンBのサプリを摂ることにした :( 
心配しないで＠ starbucks ずっとではないか
ら)とツイートしたとき、すぐにStarbucksは「大
丈夫、気にしてませんから。ところで、今日か
ら、California Gurlsではなくて、Hold  it 
Against Meを流すことにしました。でも心配し
ないでください、ずっとではないので。;- 」と冗
談で返しました。

Starbucksの店内Wi-Fiページにログインする
と、「ログインしました」と表示されるかわりに、

「Welcome, Friends」と表示されます。また、
「MyStarbucks Idea」というオープン形式の提
案用ウェブサイトにおいては、計画的なメッ
セージ発信と同様に、多くの顧客に公にアイ
ディアを提案してもらうことにエネルギーが割
かれており、真に双方向的な会話がなされてい
ます。

なぜか、仕事を効率よく進めるために社内で使
用されている専門的な略語が、顧客にも知ら
れています。いまだ、航空会社では「機材変更」

（飛行機を変えること）という表現をよく使いま
すし、「EFCタイム」（追加管制承認予定時刻）、

「オールコール」、「クロスチェック」といった言
葉も使われています。銀行は、「実効 APR」

（「実効年率」）、「APY」（「年利」）、「DDA」（「要
求払い口座」）などの略語を用いることで客離
れを引き起こしています。また、携帯電話会社も

「4G」、「5G」、「LTE」などの用語を使っていまし、
「PPO」（「特約医療機構」）や「FSA」（「フレキシ
ブル支出口座」）などの難解な略語で知られる
ヘルスケア業界は、その最たるものだと言える
でしょう。これでは、これらの業界の企業が信
頼されないのも、無理はありません。

生身の人間のように話すことの重要性は、社外
だけでなく、社内にも当てはまります。例えば、
Targetでは顧客を「ゲスト」、従業員を「チーム
メンバー」と、人事用語ではなく、シンプルでわ
かりやすい言葉を使って呼んでいます。

相手への気遣いを認めてもらい、信頼を勝ち得
るには、相手の望む形で、よく質問したり、しっ
かりと耳を傾けたりしながら、ともに話をしま
しょう。生きた言葉と親身に耳を傾ける姿勢に
基づく真の対話こそ、人間らしいコミュニケー
ションであり、「ひとが中心の時代」のブランド
のあるべき姿なのです。

生きた言葉と親身に耳を傾ける姿勢に基づく
真の対話こそ、人間らしいコミュニケーション
であり、「ひとが中心の時代」のブランドのあるべ
き姿なのです。

人のように行動や発言をする。
They talk and act like people

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?

12



Connecting with a Human Era company should 

feel more like an eye-to-eye conversation than a 

one-way corporate communication. 

Human Era companies shed the jargon, lose the 

corporate pronouncement and have a dialogue 

like real people do. If you follow the Starbucks 

Twitter feed, you’ll see an authentic and interac-

tive style that feels very personal. When Katy Perry 

tweeted “Today I quit my beloved coffee & make 

the switch to vitamin B complex :( Don’t worry @

starbucks it’s not forever,” Starbucks playfully hit 

right back with “It’s ok. Today I made the switch 

from California Gurls to Hold It Against Me. Don’t 

worry, it isn’t forever. ;-)” 

When you log onto the company’s in-store Wi-Fi 

page, it doesn’t say “you are now logged on” but 

rather “welcome, friends.” 

And with MyStarbucks Idea, the company’s Open 

Web suggestion site, there is truly a two-way 

conversation, where as much energy is devoted 

to encouraging thousands of customers to make 

suggestions publicly as is spent on planned 

messaging.

Somehow in most institutions, the shorthand 

jargon that employees adopt to get work done 

efficiently has leaked out to customers. Most 

airlines still talk about “equipment” change (it’s a 

plane, right?), “EFC time” (expect further 

clearance), “all-call” and “cross-check.” Banks lose 

their customers in talk of effective APR, APY and 

DDAs, and cell carriers speak of 4G, 5G and LTE. 

No industry is worse than the PPO and FSA of the 

health-care business. It’s no wonder these 

institutions are untrusted. 

The opportunity to talk like a person holds true as 

much internally as externally. Target, for example, 

calls its customers “guests” and employees “team 

members,” choosing the simple, direct terms over 

HR jargon. 

One of the easiest ways to show you care about 

people and to engender their trust is to talk with 

them, on their terms, asking and listening. Real 

dialogue, with real words and real listening, is how 

humans communicate, and it is how the true 

human brands do so as well.

Real dialogue, with real words and real 
listening, is how humans communicate, 
and it is how the true human brands do 
so as well.

Welcome to the Human Era
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Qwiksterの件に関するコミュニケーション不足を
認めた、Netflixの共同創業者兼CEOのReed 
Hastingsの発言。Qwiksterは顧客の反発を受け、
立ち上げ後まもなく頓挫することとなった。

Reed Hastings, Netflix cofounder and CEO, on his  
lack of communication about Qwikster. Qwikster would 
be shelved soon after its launch in response to customer 
backlash.

完璧を求められる時代は終わりました。「ひと
が中心の時代」の企業は、間違いを認め、自社
の立ち位置を顧客に向かって明確にし、舞台
裏の様子も見せるのです。透明性は、次のレ
ベルにまで引き上げられています。

例えば、USAAは、不動産や住宅ローン商品に
対する顧客の評価やコメントを、良し悪しに関
係なく、ホームページに掲載しています。さら
に、同社のウェブサイトのコメント欄も、顧客の
言いたいことすべてを、そのまま掲載していま
す。また、Appleも同様に、製品に対する顧客
の評価を公開しています。

隠れた請求項目や縛りのある契約などによっ
て利益を生み出すというようなことは、「ひとが
中心の時代」のトップ企業はしません。そう考
えると、プリペイド携帯電話事業のMetro PCS
が、携帯電話事業者の中で最もヒューマン（人
間らしい）な企業と見なされているのも、驚く
べきことではないでしょう。20ページに渡り小
さな字でびっしりと書き記された2年縛りの契
約書は、「この企業は信頼できません」と表明
しているようなものです。

Netflixは、郵送によるレンタルDVDサービスを
Qwiksterとしてリブランディングする際のアプ
ローチに非があったことを公に認め、謝罪しま
した。わずか1年後、ブランドに対する評判は
驚くべき速さで回復していました。2011年に
発生した、飛行中の機体に亀裂が入った事故
を受けて、Southwest Airlinesは、自社保有の
航空機の大半を自主的に検査のために地上
待機としたうえで、定期的な情報公開を始めま
した。「ひとが中心の時代」に適した企業は、自
らの立場を嘘偽りなく説明し、また、自らの過ち
を素直に認めるのです。

率直かつ正直であることは人間関係の要です
が、企業と顧客との関係もそうであるべきなの
です。

私は、過ちを犯しました。
皆さんにきちんと釈明しなければなりません。
I messed up. I owe everyone an explanation.

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?
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短命に終わったQwikster
のロゴ
The short-lived Qwikster logo

Gone are the days when you had to be  

perfect. “Human Era” companies admit error, 

show customers where they truly stand, and let 

you see behind the curtain. They are taking 

transparency to a new level.

For example, USAA displays customer ratings and 

comments about real estate and mortgage 

products on its website, whether they are a 2 or a 

5 out of 5. And the comments section on their 

website shows everything customers have to say, 

raw and unvarnished. Apple does the same, 

publishing customer ratings on its products.

There isn’t a company at the top of the list that 

makes money from hidden fees or locked-in 

contracts. Not surprisingly, prepaid leader Metro 

PCS is perceived as the most human company in 

the cell carrier business, almost certainly because 

nothing says “untrustworthy institution” like a  

20-page, small-print-packed, two-year contract.

On a bigger scale, Netflix openly admitted the 

error of its ways in rebranding its mailer DVD 

service to Qwikster with a very public apology, 

and it saw its brand reputation recover with 

surprising speed just a year later. After South-

west’s accident in 2011 when a fuselage broke 

open in the air, the company grounded a large 

portion of its fleet for inspections before being 

required to do so and offered regular  

public updates. Human Era companies are willing 

to be honest about where they stand and about 

their mistakes.

Any human relationship is anchored in candor 

and honesty, and relationships with companies 

should be no different.

Welcome to the Human Era

What makes a Human Era company?
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人間的なつながりを持つということは、本来の
自分をさらけ出し、かつ、特別な方法で個性を
創造していくということです。

Virgin Americaでは、紫とピンクの機内照明
が作り出す雰囲気が、独特の搭乗経験を創出
しています。また、乗客が、ソーシャルメディア
を使って、他の乗客と機内で知り合いになれる
ようにしたり、機内アートギャラリーを設けたり
するなど、様々な工夫をして、その際立った個
性を演出しています。Targetは、空港に近い店
舗の屋根に、その有名なターゲット（標的）型の
ロゴを描くという、ユーモアに富んだ取り組みを
しています。In-N-Out Burgerには「シークレッ
トメニュー」があり、独特な注文方法がカルト的
な人気を博しています。「アニマルスタイル
バーガー」がどのようなものなのかを知ってい
る人は、通であり、仲間とみなされるのです。

Zipcar は、親しみを込めて、顧客のことを
「Zipster」と呼びます。企業規模が大きくなる
と個性を発揮することが難しくなるのは確かで
すが、それも不可能ではありません。IBMの
Smarter Planetキャンペーンは、ユニークなブ
ランドボイスとデザインが斬新でしたし、Nokia
の#maketechhumanキャンペーンは、テクノ
ロジーが人類にもたらす影響について、世界
中のソートリーダーが集まる機会を提供しまし
た。
Nokiaは、Stephen HawkingからMonica 
Lewinskyまで、物議を恐れずに、様々な人 と々
対話を持ちました。企業は、人と同じように、ダ
イナミックな個性を持つことが可能であり、ま
た、そうするべきなのです。

There is no doubt that connecting on a more 

human level is about showing a real personality 

and creating your unique character in special 

ways.

Virgin America’s in-flight experience — with its 

purple and pink ambient mood lighting — is like 

none other. And the carrier shows its unique 

character by helping passengers use social media 

to connect on board to meet other passengers, 

occasionally adding special touches such as an 

in-flight art gallery. Target paints bulls-eyes on its 

store roofs near airports in a unique gesture. 

In-N-Out Burger’s “secret menu” creates a 

cult-like ritual of the fast-food-ordering process 

— you’re “in the club” when you know what 

getting an “animal style” burger means. Zipcar 

doesn’t call its customers renters; they are 

“Zipsters.” While admittedly more difficult to 

execute, big brands can have real personality, too. 

IBM’s Smarter Planet carries a refreshingly unique 

voice and design, and Nokia’s #maketechhuman 

campaign convened the world’s thought leaders 

to explore the influence of technology on 

humanity. From Stephen Hawking to Monica Lew-

insky, Nokia immersed themselves in the 

conversation unafraid of controversy. Companies 

can, and should, have a dynamic personality just 

as people do.

退屈でない。
They aren’t boring
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半ば公然のシークレットメニュー
In-N-Out Burgerは「シークレットメニュー」のうち
最も人気のある6アイテムをついに公表しました。
でも、本当のファンは、まだ他に何十種類もの人気
メニューを注文できることを知っています。その方
法さえ知っていれば、ということですが。 

THE NOT-SO-SECRET MENU
In-N-Out Burger has finally published six of its most 
popular “secret” menu items, but true loyalists know that 
there are actually dozens of cult-favorite meal stylings 
available — if you know how to ask for them.

Welcome to the Human Era
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人は、「ビッグイノベーション」や「組織的競争
優位」においてさえ成功すればリーダー企業に
なれる、と思いたくなりがちですが、私たちのリ
ストに載るようなリーダー企業は、細かい事柄
も大きな違いをもたらすことを、身をもって教
えてくれます。

Amazonは、顧客が返品したい商品が低価格
である場合、商品を返送しなくても返金してく
れることがあります。Disneyが夢の国と言われ
ているのは、楽しい乗り物があるからだけでは
ありません。ゴミ箱とゴミ箱の間は25歩以上
離れているべきではない、という考えに至るま
での、細部へのこだわりも重要なのです。また、
正式な開園時刻よりも5分早く開園すること
で、待っている人たちに、小さくても、意外性に
富む、喜びの瞬間を提供しています。
Southwestでは、低運賃に加え、笑顔と親しみ

のこもった歓 迎をモットーにしています。
Targetは低価格のデザイナー商品を幅広く揃
えるだけで成功を収めたのではありません。プ
ライベートブランドUp&Upのパッケージに、比
較対象となる競合商品が一目で分かるシンプ
ルなラベルをつける、などの工夫をしています。

このような取り組みの多くは、付加的で、意外
性に富んでいます。また、直接的には「顧客の
役に立つ」という以上の利益はありませんが、
同時に、コストもさほどかかりません。それは、
イノベーションの場合もあれば、大切なことを
しようという小さな勇気や、人としての思いやり
から端を発している場合もあるでしょう。例え
ば、Umpqua銀行の支店では、ペットオーナー
を暖かく迎えるために、ペットボウルが準備さ
れています。こういった取り組みや行動は、リ
サーチプロジェクトやフォーカスグループによっ

It is tempting to ascribe leadership solely to “the 

big innovation” or “the structural competitive 

advantage.” But the leaders on our list show that 

little things can matter a great deal as well.

Amazon occasionally allows you to keep low-

priced products that you want to return. Disney’s 

magic in the park is not just from the most exciting 

ride, but that it pays just as much attention to 

understanding that garbage cans should be not 

farther than 25 paces apart. And Disney park 

gates open five minutes earlier than expected, 

each morning, to create a little added delight for 

waiting customers. Southwest adds a smile and 

friendly welcome to its low-cost model. Target 

doesn’t just win with its breadth of low-priced 

designer items, but it also places a simple label on 

private-label brand Up & Up’s packaging, helping 

you to easily identify the competitor product to 

which it compares.

Many of these things are extra, surprising and 

unanticipated. Many don’t have immediate 

returns other than helping, but they also don’t 

cost much. Some are innovations; some are the 

courage to do what matters; and some are just 

good, plain human thoughtfulness, such as 

Umpqua branches having dog bowls in them to 

make pet owners welcome. These efforts and ges-

tures don’t just come out of a research project or 

focus group, but an ingrained daily habit of 

listening and responding. There is also a virtuous, 

cyclical aspect to these little gestures. They form 

daily reminders that what matters is serving 

people well, and they define a standard of care in 

actions and not just words. Employees notice 

them and learn from them, and they serve as 

inspiration to spawn more of such behaviors.

細かいことに徹底的にこだわる。
They care intensely about the little things
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て生み出されるのではありません。日々、顧客
に耳を傾け、対応する習慣が、それを可能にす
るのです。ちょっとした行動でも、好循環を生
み出すことができます。顧客を大事にすること
の大切さを日常的に想起させ、言葉だけでな
く、行動によってサービス基準を明確化しま
す。従業員は、そこから学び、刺激を受けて、次
の行動へとつなげていくのです。

「小さなこと」（企業文化や従業員意識）
Little things (Culture and mind-set)

返品送料を免除する
Forgiving a return charge

マナーの良さ
Polite manners

短くてシンプルな取扱説明書
Short, simple instruction manual

顧客の名前をカップに書く
Customer’s name on the cup

オンラインロゴを毎日変える
Online logo changing daily

顧客の疑問に答える
Probing questions for customers

「大きなこと」（戦略や投資）
Big things (Strategy and investment)

顧客に合わせたカスタマイズ
Ability to personalize

深い洞察
Deep insight

最先端のデザイン
Design leadership

従業員研修
Employee training

インターネットを使いやすくする
Demystifying the web

イノベーションブレークスルー
を生み出す
Innovation breakthroughs

企業
Company

「ひとが中心の時代」のブランドリーダーは「小さなこと」にこだわる
HOW HUMAN ERA BRAND LEADERS “THINK LITTLE”
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「ひとが中心の時代」に適したブランドの最後
の特徴は、従業員を真に信頼し、必要な権限と
能力を与え、活躍してもらう意思を持っている、
ということです。マニュアルを破り、目的の遂行
を従業員に完全に委ねるのです。

Southwestのフライトアテンダントの機内アナ
ウンスは、各自異なります。歌う人もいれば、コ
メディショーのようだったり、私的な話を織り交
ぜたりする人もいます。Apple Storeの店員や 
Genius Barのスタッフは個性を前面に出して
います。Trader Joe’sでは、店員が自らPOP広
告を制作することで、それぞれの店の独自色を
出しています。USAAに電話をかけると、解りや
すい言葉と、素早く対応しようという姿勢を感
じ、まるで親切な隣人と話しているかのような
印象を受けます。IBMは、一人ひとりの意見、そ
れぞれの貢献が、ブランドにとっていかに大切
かということをみせるため、（もちろん100パー

セント足並みが揃っていることはないというこ
とを認識したうえで）何千人もの従業員の個人
ブログへのリンクをコーポレートサイトに掲載
し、プロモートしています。画一的な標準化は、
自由と信頼に取って代わられてきているので
す。

これを可能にするために、リーダー企業の多く
は 、研 修 や 福 利 厚 生 に投 資しています 。
Starbucks、 In-N-Out Burger、Disney、
Umpqua銀行は、ユニークな従業員研修施設
を誇っています。また、現場の社員に対して、
手 厚 い 報 酬 を 与 え て い ます 。例 え ば 、
Wegmansは、収益の15~17%を賃金に充て
ていますが、これはスーパーマーケット業界の
平均をはるかに上回っています。しかし、この
程度の支出は、同社の従業員が生み出す顧客
ロイヤルティや購買数の向上によって、十分に
賄われます。In-N-Out Burger や Starbucks
の場合にも、同様のことが言えます。

規則ではなく、人を中心に据えることは、利益
をもたらします。Southwestのあるパイロット
は、危篤状態の家族に会いにいく乗客のため
に、自らの判断により、定刻を過ぎても12分間
待ちました。大手航空会社の従業員の多くは、
懲罰を恐れて定刻通りに出発することを選ん
だことでしょう。このように「人をまず尊重する」
企業文化を持つSouthwestは、大手航空会社
よりもクレームの件数がはるかに少なく、業界
平均の10分の1ほどです（旅客数10万人につ
き0.25件）。さらに、「どの航空会社を使いたい
か」という質問の答で挙がる割合も、他者平均
より3倍も高いのです。

Apple Storeの店員や Genius Barのスタッフは
個性を前面に出しています。Trader Joe’sでは、
店員が自らPOP広告を制作することで、それぞれ
の店の独自色を出しています。

個 の々従業員がそのブランドに「なる」ための
権限と能力を与える。

They empower individuals to be the brand
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The final key characteristic of human brands is 

their willingness to truly trust, empower and 

celebrate their people. They throw out the script 

and entrust employees to deliver.

No Southwest flight attendant’s announcement 

feels like any of his or her colleagues — be it a song, 

a comedy show or a personal story. Each member 

of the floor staff or genius bar at Apple is uniquely 

themselves. Trader Joe’s employees make each 

store their own by making their own signs. And 

when you call USAA, you really feel you’re talking to 

a polite neighbor — plain talk, real-time prob-

lem-solving. IBM has shown how important every 

individual’s views and contributions are to its brand 

— even if they are not 100 percent in lockstep — as 

the firm links to and promotes the individual blogs 

of thousands of employees. Standardization is 

giving way to freedom and trust. 

To enable this, many of these companies are also 

investing more in training and often benefits. 

Many of our leaders — Starbucks, In-N-Out 

Burger, Disney and Umpqua Bank, to name a few 

— boast unique employee-training facilities. And 

many of the companies on the leader list also give 

the front line better rewards. For example, 

Wegmans’ compensation cost of 15–17 percent 

of revenues is significantly higher than the 

supermarket average, an expense more than 

made up for in the customer loyalty and basket 

size these employees can deliver. The same holds 

true for In-N-Out Burger and Starbucks. 

Being people-centric versus policy-centric pays 

off. A Southwest pilot made an individual choice 

to wait 12 minutes for a man trying to visit a dying 

family member; whereas most competitive 

employees at major carriers would follow the 

“on-time departure” policy to avoid retribution. 

The result of this people-first culture is that 

Southwest has a tiny fraction of the complaints of 

the majors (.25 per 100,000 complaints versus an 

industry average which is almost 10 times higher). 

And they have almost three times the preference 

when asked which “airline I would first choose to 

fly.”

Each member of the floor staff or genius 
bar at Apple is uniquely themselves. 
Trader Joe’s employees make each store 
their own by making their own signs.

Welcome to the Human Era
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「ひとが中心の時代」指数 :
傑出したブランドの事例

The Human Era Index:  
Which brands stand out?

Welcome to the Human Era
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11%

50%

「ヒューマンブランド」を目指す取り組み
が増えてくる中で、本当に問うべき
は、どの企業がより「ヒューマン」な経

験をもたらすことができるか、ということです。
つまり、どの企業が誠実で、思いやりがあり、「リ
アル」か。どの企業が、顧客にそのブランドを信
頼され、何か間違いがあっても許してもらえ、
本物の絆をつくれるか、ということです。また、
逆に、どの企業がそれらのことを全くできてい
ないのか、ということも、見極める必要があるで
しょう。

「ひとが中心の時代」のリーダー企業をより深く
理解するために、私たちは、複数の業界を対象
に、Lippincottブランド調査のデータベースを
分析しました。以下に、私たちが作った新たな
指標である「ひとが中心の時代」指数に基づい
たリーダー企業の評価を掲載してあります。こ
の指標は、信頼性、共感、活力の3つの「ヒュー
マン」な特徴の評価に基づいています。

当然かもしれませんが、この指標において最も
高い評価を得た企業は、経済的にも優れた結
果を出しています。「ひとが中心の時代」のリー

ダー企業と認定された上場企業は、過去4年間
にわたり、ダウ平均株価を年平均 11％も上
回っており、この間の価値創造は、50％増にも
上りました。

Lippincottブランド調査
四大陸に渡る千を超える数のブランドの顧客
計3万人を対象として実施されるLippincott ブ
ランド調査は、顧客経験や市場におけるブラン
ド認識の数値化を目標としています。

「ひとが中心の時代」指数は、ブランドがより人
間らしいつながりを構築しているかどうかを判
断するための3つの特徴を均等に加重すること
により、計算されています。次の3つの項目に
おいて、各ブランドを顧客に評価して頂きまし
た。

•  本当に顧客のことを思い、対応しているか?
•  信頼でき、自他に対して誠実であるか?
• 活力があり、独自の個性を持っているか?

10点満点中、最高点は9.4点、最低点は1.0点でし
た。また、米国のブランドの平均点は6点でした。

B eyond the rise of the “human brand 

campaign,” the real question is which 

company truly delivers a more human 

experience — one that is honest, caring and real; 

and one where customers are more likely to trust 

the brand, forgive it when something goes wrong 

and create real relationships? Or one that does 

none of that?

To learn more about which companies really stand 

out as Human Era leaders, we analyzed the 

Lippincott Brand Study database across multiple 

industries. Exhibit 1 shows us the leaders in a  

new metric we created — the Human Era Index 

— an assessment of the extent to which brands 

exhibit three human characteristics: authenticity, 

empathy and vitality. 

Perhaps not surprisingly, the highest-scoring 

companies do indeed outperform financially. The 

public companies on the leadership list outdis-

tanced the Dow by an average of 11 percent per 

year over the last four years, implying 50 percent 

more value creation over that period.

The Lippincott Brand Study 

Comprising 30,000 customers across four 

continents and over 1,000 brands, the Lippincott 

Brand Study quantifies customers’ experiences 

and the general market’s perceptions of brands.

We determined the Human Era Index from an 

equal weighting of three character traits that 

indicate whether a brand connects on a more 

human level than its counterparts. Each brand is 

rated by its customers on three dimensions:

• Do you truly care for and about your customers?

•Are you trustworthy, real and authentic?

•Is your personality vital and unique?

The composite score is calculated on a range of 

1–10, with a high of 9.4 and a low of 1.0. The 

average brand in the U.S. has a score of 6.

「ひとが中心の時代」の
リーダー企業の株価は、
過去4年間にわたり、ダウ
平均と比較して、年平均
11％も高かった。

average distance ahead 
of the Dow of public 
companies on the Human 
Era leadership list per year 
over the last four years

同期間における「ひとが
中心の時代」のリーダー
企業による価値創造は
50%増だった。

increase in value creation 
by Human Era leadership 
companies over that 
period
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Perhaps not surprisingly, 

the highest-scoring 
companies do 

indeed outperform 
financially. 

当然かもしれませんが、
「ひとが中心の時代」指数において最も高い評価を得た企業は、

経済的にも優れた結果を出しています。
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SCORE: 6.9

各業界の「ひとが中心の時代」のリーダー企業

航空業界
業界リーダー（一位タイ）:

調査対象のなかで最も平均点の低かった航空
業界において、VirginやSouthwestは、遅延、警
備、混雑など、悩みの種が尽きない世界におい
ても、ヒューマンな企業であることが可能だと、
示しています。

Virgin Americaは、個性あふれるカスタマーエ
クスペリエンスの創出に集中したことで、航空業
界で最高の評価を得ました。ムード照明、オン
デマンド映画、ビジネスクラスの機内アートギャ
ラリー、新たに始めた「get lucky」（他の乗客に
飲み物を贈ることができる仕組み）など、思わず

笑みがこぼれてしまうような機内サービスの導
入を心がけているように思えます。
また、同社のゲストサービスコミットメントを公表
し、「Virgin Americaらしくない体験」があった
場合には、全力を尽くして対処することを約束し
ています。19を数える国内線市場に拡大した
Richard Bransonのブランドは、規制と競争が厳
しく、マージンも低い市場でも、真のパーソナリ
ティを作り上げることが可能だということを、証
明しています。

In an industry with the lowest average scores, 
Virgin and Southwest show it is indeed possible to 
be human in the world of flight delays, security 
headaches and crowded airports.

Virgin America gets the top airline human score, 
focusing on a differentiated customer experience 
that is infused with personality. With onboard 
features including mood lighting, on-demand 
movies, an in-flight art gallery for business class, 
and their new “get lucky” seat-to-seat ordering 
service where you can send fellow passengers a 

drink, Virgin’s service principle seems to be to 
help “make you smile.”

 They publish their guest services commitment 
and pledge to do everything in their power to 
remedy any un-Virgin-America-like experiences. 
Now expanded to 19 domestic markets, Richard 
Branson’s brand proves that you can create real 
personality in tough and regulated, low-margin 
industries.

Lippincottブランド調査のデータベースを分析し、顧客視点からみて、本当に傑出
している企業をみつけだしました。各業界のリーダー企業は、次の通りです。

Welcome to the Human Era
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SCORE: 6.9

We analyzed the Lippincott Brand Study database to see who truly 
stands out in the eyes of their customers. The leaders are …

AIRLINE
Industry Leader (tie):

The Human Era leaders across industries

Southwestは、顧客を欺くような仕組みを排除
し、楽しい体験だけをしてもらおうと心がけてい
ます。同社が「bags fly free」 （荷物は無料）と
いう原則に忠実であり続けているのも、顧客と
のつながりを築くことや顧客から信頼を得るこ
との方が、付加的な収入源の確保よりも、よほ
ど価値が大きいことを理解しているからです。 
CEOのGary Kellyは、次のように同社のヒュー
マンな哲学を説明しています。「お客様はこの
ような追加料金に強い嫌悪感を示します。よっ
て、そのような課金制度が自動的に収支の改善
につながるというアナリストの想定に反して、実
際には、それが最終的な利益につながるかは、
明確ではないのです。」 

昨年、Southwestは、AirTranの吸収合併を始
めたばかりにもかかわらず、業界のリーダー企
業としての存 在 感を示しました。同 社は、

「Warrior Spirit」（闘魂）に忠実に、新しい仲間
へ「ひとが中心の時代」の価値を伝えることに
重きを置いています。「OneLUVツアー」

（「LOVE」と「LUV」 = Southwestの証券コード
を引っ掛けたタイトル）の開催によって彼らを
迎え入れたり、Wingmateプログラムを通して
Southwestの従業員とペアを組ませたりして、
企業文化の伝達に取り組んできました。いまや
170億ドルの収益を誇り、国内線第3位となった
Southwestは、大手航空会社でもヒューマンな体
験をもたらすことができることを示しています。

「 モチベーションの高い従業員は、顧客を大切にします
…これは秘密の法則でもなんでもなく、単純明快なる事
実なのです。」
“A motivated employee treats the customer well … It’s not one of the enduring mysteries of all 
time, it’s just the way it works.” 

Herb Kelleher, former CEO of Southwest Airlines

Southwest makes it fun without the trappings. 
They have stayed true to their “bags fly free” 
approach, strongly believing that the value of the 
customer connection and trust outweighs the 
extra revenue potential. CEO Gary Kelly articu-
lates their human philosophy: “Customers hate 
these fees. Analysts assume you charge the fee 
and it drops straight to the bottom line. But it’s 
not clear that we’ll make more money if we charge 
than if we don’t.”

This last year, the company has managed to 
perpetuate its leadership role despite beginning 
to assimilate AirTran. True to its “Warrior Spirit,” 
the company has focused significantly in 
imparting its Human Era values to its new 
teammates, welcoming them with a One LUV tour 
and pairing them with Southwest employees 
through its Wingmate program. Now at $17 
billion in revenue and being the third-largest 
domestic carrier, Southwest shows human experi-
ences can be delivered by even the biggest 
airlines.

Welcome to the Human Era
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GROCERY食料雑貨業界
業界リーダー Industry Leader:

SCORE: 7.0 60億ドル規模を誇る家族経営の食料雑貨会
社Wegmansは、従来型（実店舗販売型）企業
の中ではNordstromに次ぐスコアを獲得しま
した。同社は、抜群の品揃えと知識豊富でフレ
ンドリーな従業員で有名です。「家族とはビジ
ネスである」とも言いますが、同社の約4万人の
従業員のうち20％が実際に親族です。Weg-
mansは、従業員を通して、顧客にコミットして
います。店舗スタッフは各所に多めに配置され
ており、採用、研修、雇用継続、報酬体系につい
ても、真剣に配慮がなされています。また、同
社の核となっているのは価値観であり、これは
入社プログラムでも強調されています（従業員
の家族を対象とした研修DVDも配布されてい

ます）。経営陣はその価値観を実際に行動に
反映させており、従業員に対し、イノベーション
をもたらすこと、変化を起こすこと、カスタマー
エクスペリエンスを常に意識することを促して
います。
CEOのDanny Wegmanは、毎週のように新店
舗を訪問し、家族のような親しさで、彼を敬愛
する顧客との写真撮影に応じるといいます。
マージンがごく僅かな業界において、従業員
が築き上げてきた人間的なつながりに投資す
ることで、WegmansはWalmartとの厳しい競
争に持ちこたえてきました。結果として、競合
他社と比べて、離職率は半分、顧客満足度と営
業利益は2倍を誇っています。

「 同社の雇用主としての戦略と、  
小売店としての戦略は、不可分であると言えます。」

“You cannot separate their strategy as an employer from their strategy as a retailer” 

Darrell Rigby, Bain & Company

The $6 billion family-run grocery scores only 
behind Nordstrom among brick-and-mortar com-
panies and is known for its extraordinary product 
assortment and knowledgeable, friendly 
employees. Family is business, and 20 percent of 
its 40,000 employees are related. Wegmans 
commits to its customers through its employees. 
It has a higher staffing level, and it applies serious 
consideration to the people it hires, trains, retains 
and rewards. Values are core and are emphasized 
in their onboarding programs, including  
take-home DVDs for family members. 

Their leaders live their values, encouraging 
employees to innovate, make changes and stay 
connected to the customer experience. CEO 
Danny Wegman visits newly opened stores 
weekly and poses with adoring customers like 
family. In a business known for razor-thin margins, 
Wegmans has withstood growing competition 
from Walmart by investing in the human connec-
tion made by its employees and boasting half the 
employee turnover, twice the customer satisfac-
tion and twice the operating margins  
of its peers.
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RETAIL小売業界
業界リーダー Industry Leader:

SCORE: 7.5 面と向かったやり取りをしなくても、ヒューマン
な体験を提供することができると証明したのは
Amazonです。同社は、買い物客が本当はど
のように客として扱われたいと思っているか、
という疑問への理解をさらに推し進めました。
Amazonは、「地球上最も顧客中心の企業」を
目標に掲げ、その達成に取り組んできました
が、実際に、NRF（全米小売連盟）の調査にお
いて、米国の全小売企業の中で、サービス部門
における最高スコアを獲得しました。

Amazonの顧客と優れたパフォーマンスに対す
るコミットメントは、同社の企業文化や人材採
用に色濃く反映されています。CEOの Jeff 
Bezosは、創立当初から、「50人面接して誰も
採用しない方が、不適合な人材を採用するより
もましだ」と公言してきました。Amazonの子
会社であるZapposも同様の理念を持ってお
り、就職後に従業員が職場に「合わない」と感
じた場合、2000ドルの退職金を受け取り、即時
退職することを推奨しています。

「 私たちは、顧客をパーティーの招待客、  
自らをパーティーのホスト役だと考えます。」
“We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts.”

Jeff Bezos

Proving that you don’t need to have face-to-face
interactions to deliver a human experience, 
Amazon has set a new standard for understand-
ing how shoppers really want to be treated. 
Amazon is starting to live its mission of “Earth’s 
most customer-centric company,” and it scored 
highest in service among all retailers according to 
the NRF (National Retail Federation). Amazon’s 
commitment to its customers and excellent 
performance is heavily instilled in the company’s 
culture and its talent selection. From day one, 
CEO Jeff Bezos has said that he’d “rather interview 

50 people and not hire anyone than hire the 
wrong person.” Zappos, owned by Amazon, 
espouses a similar philosophy by offering new 
hires $2,000 to take the money and leave if they 
don’t feel like they’re a good fit.
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小売業界
他のリーダー企業から学ぶ

小売企業50社中、第2位のスコアを誇るNord-
stromは、群を抜く顧客サービスにより、その地
位を保っています。Nordstromの有名な返品
制度はオンライン企業にも導入されています
が、同社の優れた顧客サービスを真似するの
は、簡単なことではありません。Nordstromは
顧客を親切に扱ってもらうために従業員を雇
い、また、そのために必要なトレーニング、ツー

ル、リソース、サポートを提供しています。重要
なことに、同社は、従業員が顧客にとって最も
役立つ行動をとるために必要な権限と能力を
与えています。その基本となっているのが、次
の従業員ハンドブックの有名な一節です。「第
一のルールは、どんな状況でも最適な判断をす
る、ということです。その他のルールはありませ
ん。」

「 第1のルール：あらゆる状況において、ベストな判断を
下すこと。それ以外のルールはなし。」

“Rule #1: Use best judgment in all situations. There will be no additional rules.” 

Nordstrom Employee Handbook

With the second-highest score among 50 retailers, 
Nordstrom remains strong as it continues to deliv-
er its exceptional customer service. While 
Nordstrom’s famous return policy can be imitated 
by online retailers, recreating its level of outstand-
ing customer service is more challenging. 
Nordstrom hires employees to be nice to 

customers, and then gives them the training, 
tools, resources and support to help them achieve 
this for customers. Importantly, it empowers 
them to act to best help the customer, starting 
with their now-famous Employee Handbook: 

“Rule #1: Use best judgment in all
situations. There will be no additional rules.”

RETAIL
Learnings from other leaders
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CONSUMER ELECTRONICS消費者向けエレクトロニクス
業界リーダー Industry Leader:

SCORE: 7.8 当然のごとく、エレクトロニクス業界をリードし
続けているのはAppleです。10年程前、PCが
急速に日用品と化し、マージンが激減した時に
は、コンピューター会社が、Ritz-Carltonのよう
な手厚いサービスを誇るブランドよりも、ヒュー
マンだと見なされるようになることなど、想像さ
えできませんでした。しかし、Appleブランド

は、顧客の潜在的なニーズを理解し、人生を
もっとエンジョイするためにシンプルで有意義
な方法で「コネクト」することに、並外れた手腕
を発揮しました。また、小売部門に属する約
30,000人の熱心な従業員は、Appleの個性を
真に理解し、顧客一人ひとりにあったサービス
とサポートを提供しています。

「 顧客はより幸せでよりよい人生を夢見ている。製品を 
売ろうとするのではなく、彼らの人生を豊かにするのだ」

“Your customers dream of a happier and better life. Don’t move products. Enrich lives.” 

Steve Jobs

Not surprisingly, Apple continues to lead the 
electronics pack. A decade ago, as the PC 
business rapidly commoditized and margins 
plummeted, we never would have imagined that 
a computer company would be perceived as 
more human than a high-touch brand like 
Ritz-Carlton. But the Apple brand has shown its 

uncanny ability to understand our unspoken 
needs and connect in simple and meaningful 
ways to make life enjoyable. An army of 30,000 
enthusiastic retail employees truly embodies that 
brand’s human personality and provides 
individual, customized service and education to 
customers.
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メディア&エンターテイメント
業界リーダー

SCORE: 7.9 心を動かすストーリーとキャラクターという最強
の組み合わせに加えて、細部に至る徹底的な配
慮によって魔法の国の体験を創出している
Disneyは、メディア&エンターテイメント部門で
最もヒューマンなブランドとして、他をリードしてい
ます。Disneyは常に顧客に「楽」をさせることに
熱心に取り組んでいます。例えば、RFID（電子
タグ）を内蔵するMyMagic+リストバンドは、ゲス
トのクレジットカードとリンクしており、パーク内
の混雑の解消や待ち時間や支払時間の短縮を
可能にします。また、近く、アニメーションのキャ
ラクターが、ゲストを名前で呼ぶ、というような演
出も実現するかもしれません。このような取り組

みは、ゲストエクスペリエンスを改良し、ゲストに
「魔法」をかけようという、Disneyのたゆまぬ努
力の一例です。同社は、このようにヒューマン
タッチを付け加えたいと考えている他企業に対
して、Disney Instituteによるマネジメント及び
カスタマーサービス研修プログラムも提供して
います。

「 世界で最も素晴らしい場所を創造するには、 
それを設計し、建設しさえすればいい。でも、『人』が 
介在しなければ、夢を現実にすることはできない。」

“ You can design and create, and build the most wonderful place in the world. But it takes 

people to make the dream a reality.” 

Walt Disney

Disney leads as the most human brand in media 
and entertainment with an unbeatable combina-
tion of emotive stories and characters, and 
attention to detail that creates magical experienc-
es at the parks. Disney keeps obsessing about 
how to make customers’ lives easier. For example, 
their MyMagic+ wristbands — personalized RFID 
bracelets linked to a guest’s credit card — are 
aimed at further reducing the hassles of crowds, 

waiting or paying in the theme parks. Soon, 
animated creatures may be able to address 
customers directly by name, in Disney’s ongoing 
quest to improve the guest experience and deliver 
magic. For brands looking to offer more of that 
human touch, Disney offers their Disney Institu-
tion management and customer-service training 
programs.

MEDIA AND ENTERTAINMENT
Industry Leader:
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メディア&エンターテイメント
他のリーダー企業から学ぶ

Netflixが業界トップクラスと評価されたことに、
驚いた人もいるかもしれません。しかし、同社
は、よりヒューマンなブランドになるということ
は、軌道修正したり、失敗したり、その失敗を認
めたりすることなのだということを、体現してい
るのです。Netflixの契約者数は、今やHBOを
超えています。2011年にQwiksterの立ち上げ
と価格設定のミスによって80万人もの契約者
を失った企業としては、目覚ましいカムバック
であると言えます。Netflixは、新しい手法を発
明し、謙虚に過ちを認め、人が本当に必要とし
ているものを生み出す勇気を持つ、徹底して「リ
アル」な企業であり続けてきました。

Netflixの成功の最も重要な要因は、もはや伝
説ともなっている、同社の企業文化でしょう。
従業員を力づけ、行動の指針となる共有価値
には、「すぐに過ちを認める正直さ」を含む、9つ
の項目が盛り込まれています。 ユーザーが作成
する、一風変わった映画用タグ（「機能不全に
陥った家族についての感傷的なドラマ」など）
も、会員が喜ぶ魅力の一つなのです。Netflix
は、ヒューマンであることとは、完璧であること
ではないと示しています。

「機能不全に陥った家族についての感傷的なドラマ」
“Sentimental dysfunctional-family dramas.” 

Netflixのユーザーが作成した映画のタグ
Nordstrom Employee Handbook

Perhaps surprisingly, Netflix was near the top of 
the media list. The company shows us that being 
a more human brand can be about changing 
course and making and admitting mistakes. 
Netflix now has more subscribers than HBO, an 
amazing comeback after the Qwikster launch and 
pricing misstep of 2011 where the company lost 
800,000 subscribers. Netflix has always been very 
real, never lacking the courage to invent a new 
way, humbly admit mistakes or pioneer what 

people really need. Perhaps most important is its 
legendary internal culture, including nine shared 
values that empower employees and guide 
behaviors — including honesty in being quick to 
admit mistakes. Its user-generated, quirky movie 
tags (e.g., “Sentimental dysfunctional-family 
dramas”) also infuse a personality that members 
appreciate. Netflix shows that being human is 
indeed not about being perfect.

MEDIA AND ENTERTAINMENT
Learnings from other leaders

Welcome to the Human Era
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RESTAURANTSレストラン業界
業界リーダー Industry Leader:

SCORE: 8.3 McDonaldと創業年（1949年）を同じくする
In-N-Out Burgerは、「ひとが中心の時代」指
数でMcDonaldやBurger Kingのほとんど倍
近いスコア（平均値より標準偏差の2つ分も
高い数値）を獲得しました。同社はファスト
フードの慣習に挑み、顧客に常に信頼される
品質を提供してきました。フランチャイズはせ
ず、冷凍された材料を使わず、販促品も一切
使用しません。メニューは4種類しかありませ

んが、「アニマルスタイル」などユニークな名称
を用いた人気のカスタムオーダーを「Not-So-
Secret Menu」（半ば公然の「シークレットメ
ニュー」）として、ホームページに掲載していま
す。
従業員は使い捨てにせず、新規のパートの
コックの賃金は最低賃金をはるかに上回り、
店長は10万ドル以上の年収（ボーナス別途）
を得ることもあります。

Founded the same year as McDonald’s (1949), 
In-N-Out Burger scores almost twice as high as 
McDonald’s or Burger King on the Human Index, 
and it is two standard deviations above the norm. 
The company has defied fast-food conventions to 
continue to provide customers the same trusted 
quality. They have never franchised, never use 
prefrozen ingredients and never use promotional 

items. While they have only four menu items, they 
have a “not-so-secret” menu listed online (includ-
ing the quirkily named “animal style”) that 
originated from popular custom orders. Employ-
ees are not treated as disposable, with pay rates 
well above minimum wage for new part-time cooks, 
and store managers can earn six figures plus 
bonuses.

Welcome to the Human Era
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Chick-Fil-A はレストラン部門第2位でした。家族
経営企業であり、今でも日曜日は定休日としてい
る同社は、レストラン部門で「思いやり」の項目

（「本当に顧客のことを思い、対応しているか?」）
で最高スコアを獲得しています。In-N-Out Burg-
er同様、Chick-Fil-Aは品質と誠実性を重要視して
おり、一つ一つ手で揚げたフライドチキンや搾りた
てのレモネードなどに、その理念が反映されてい
ます。同社の商品の味はやみつきになると評判

ですし、「もっとチキンを食べてください」と牛が訴
えかける広告も個性的ですが、他にも、親身な
サービスが、顧客の心をつかんでいます。個 の々
顧客の体験は企業ホームページに投稿されてい
ます。食べ物をわざわざ席まで運んでくれたこと、
ひどい一日にふさぎ込んでいるときに無料で食事
を提供してくれたことなど、親切にしてもらった体
験、礼儀正しく、温かいサービスを受けた体験が、
そこには多く書き込まれているのです。

RESTAURANTS

RESTAURANTS

レストラン業界
他のリーダーから学ぶ

レストラン業界
他のリーダーから学ぶ

Learnings from other leaders

Learnings from other leaders

Starbucksはレストラン業界50社のうち、3位に
つけ、「企業規模が大きくても人間らしいつなが
りを築くことができる」ということを示しました。
Starbucksのスコアは「ひとが中心の時代」指数

の平均的企業を標準偏差分上回っており、年間
10億杯以上のコーヒーを販売しながらも、顧客と
パーソナルなつながりを作ることに成功していま
す。

Starbucks does extremely well, third out of more 

than 50 restaurants, showing that scale does not 

necessarily prevent you from making a human 

connection. Starbucks is a standard deviation above 

other restaurants on the human index, staying 

connected in a personal way while serving over a 

billion cups of coffee a year.

Chick-Fil-A ranked second in the restaurant category. 

A family-run business that still remains closed on 

Sundays, it scores the highest on our “caring” 

dimension among restaurants. Like In-N-Out Burger, 

Chick-Fil-A puts an emphasis on quality and integrity, 

from hand-battered chicken to fresh-squeezed 

lemonade. While customers crave the taste, and likely 

find personality in its advertising of cows proclaiming 

“Eat Mor Chikin,” they are also delighted by the 

friendliness and service they encounter. Customers 

submit their stories on the company website, 

mentioning kindnesses such as employees providing 

table service, giving them their meals “on the house” 

when a customer is having a bad day, and generally 

treating customers with respect and good cheer.

Welcome to the Human Era
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SCORE: 9.4

金融サービス業
業界リーダー

USAAは全業種において最も高いスコアを獲
得しました。90年以上前に「米国軍人間の互
助」をコンセプトに創立された同社の核には、
顧客への理解と共感が深く根付いています。

「世界で最も優秀な従業員が、世界で最も尊
敬に値する顧客に奉仕する」という理念に基づ
くUSAAは、ある顧客の言葉を借りると、「私た
ちを人として扱ってくれ、私たちの立場に立っ
て考えてくれる」企業なのです。
USAAの企業文化は、目的意識と価値観の共
有に基づいた、従業員に対する敬意を反映し
ています。同社が常にFortune誌による「働き
たい職場」の上位に選ばれていることも、驚く

ことではないでしょう。同社は顧客のニーズに
応えるべくITや研修に多額の投資を行い、専
門知識やソリューションを理解し、効率的に提
供できるように努め、また、顧客とのやりとりの
場で関係構築のために時間を割くことができ
るようにしています。これらの取り組みは、
98%という並外れて高い顧客維持率となっ
て、事業に好影響をもたらしています。

「 USAA以上に顧客を理解している企業は、 
地球上に他に存在しない」

“There is nobody on this earth who understands their customers better than USAA.” 

Karen Pauli, TowerGroup

USAA is the most “human” brand rated across  
all industries. Customer understanding and 
empathy run deep in USAA’s core, with its 
founding over 90 years ago on the concept of 

“military brothers looking out for one another.” 
With a mission of “the world’s best employees 
serving the world’s most honorable customers,” 
one member says, “they look to us as people and 
walk in our shoes.” Their culture reflects an 
internal respect toward their employees, with a 
shared sense of purpose and values. Not surpris-
ingly, USAA is consistently rated as one of the top 

places to work by Fortune Magazine. USAA is 
continually pushing to meet customer needs, 
investing millions in IT and employee training to 
better understand and efficiently serve up the 
most relevant expertise and solutions — leaving 
more time for relationship-building during 
member interactions. The impact shows up in the 
business, as USAA boasts an unparalleled 98 
percent  customer-retention rate.

FINANCIAL SERVICES
Industry Leader:
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FINANCIAL SERVICES金融サービス業
他のリーダーから学ぶ Learnings from other leaders

商業銀行としてはトップスコアの7.4を獲得し
たUmpqua銀行は、従来の顧客と銀行の関係
性を打ち破りました。
Umpqua銀行は、自らを金融サービス会社で
はなく、小売業として位置づけており、各支店
には小売店のようなデザインを施し、従業員に
は、Ritz-Carltonなどのホスピタリティ業界や
小売業界のリーダー企業と同様の研修プログ
ラムを受けさせています。他のヒューマンなブ
ランドと同様、Umpquaは従業員が自ら進んで
行動すること、また、過ちを認め、そこから学ぶ
ことを推奨しています。カスタマーエクスペリエ
ンスにおいては、顧客が数字ではなく人として

扱われていると感じること、退屈な類の事柄で
も、興味を持ちやすいようにすることで、コミュ
ニティバンクのような感覚を持たれることを目
指しています。
Umpqua銀行の「ショップ」は、周囲の環境をう
まく反映させたデザインを採用しており、招き
入れるようで、しかし、プレッシャーを感じさせ
ない雰囲気が特徴です。同時に、テクノロジー
の採用にも進んで取り組んでおり、イノベーショ
ンラボ形式の特別な支店も有しています。ま
た、各支店にはCEOに直接つながる電話が設
置されていて、マネジメントとの連携と責任の
所在の明確化に役立っています。

Portland-based Umpqua Bank is rated the top 
commercial bank, with a score of 7.4. The company 
has surely parted with expectations as to how a 
bank connects with its customers. Umpqua 
fashions itself as a retailer rather than a financial 
services company, with its store-like design and 

“training missions” for employees similar to other 
retail and hospitality leaders like Ritz-Carlton. Like 
many other “human” brands, Umpqua creates a 
culture that encourages its employees to take 
charge of their actions, but also to admit mistakes 
and learn from them. In its customer experience, it 

always strives to feel like a community bank by 
making sure its customers never feel like a number, 
and also to create interest in a “boring” category. 
Their “stores” are beautifully designed to reflect the 
local environment and create a welcoming, 
no-pressure setting. Umpqua is not old-fashioned 
though; it pushes ahead with integrating technolo-
gy and even has special Innovation Lab branches. 
Each store also has a direct telephone to the CEO, 
keeping management connected and accountable.

Welcome to the Human Era
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Turbulence
is the new norm

混迷が常態化する未来に向かって

私たちは、大きな変革の時を迎えています。卓越した軌
道修正能力が、すべての企業に強く求められています。
また、顧客と企業との間の協力関係が、今後の持続的
成長の鍵となります。

言葉だけでなく、行動においても、ヒューマンであるため
には、今までとは異なる考え方が必要になります。

企業の役割は、商品を作り、販売することにとどまらず、
共にバリューを創出する協力者である顧客と、深く、
オープンな関係を築いていくことにあります。

私たちは、組織的な行動や枠組みに別れを告げます。
そして、「ひとが中心の時代」に歩みだしていくのです。

Like any reformation, we are at a moment of great change. 

The ability to recover quickly has become essential. And 

cooperation between customers and companies is key to  

future sustainable growth.

To be human in deeds as well as words, a different 

mind-set prevails — that the role of the firm is no longer 

just to make and sell products, but also to engage deeply 

and openly with customers as collaborators in creating 

value together. 

We’re saying goodnight to institutional behaviors and 

paradigms. We’re waking up in the Human Era. 

Welcome to the Human Era
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