
今まさに大きく変わる価値観を

グローバルに読み解き、

社会のリ・デザインへ

再生に向けての価値観変遷把握
日本からグローバルを読み解く

かつてない世界的な規模でのこの体験は、私たちが今まで組み上げてきた
街・社会やサービス、プロダクト、
ーひいては生活・暮らしが潜在的に抱えていた問題点を
あぶり出す試験であると捉えるべきかもしれません。

最前線の医療や感染拡大防止をどう支援するかがまずは近々の課題ですが、
一方で、新型コロナにより全世界で、
価値観やライフスタイルの大きな転換を迎えると考えられます。

現在を知り、その後の世界の変化を読み解いていくことこそが、
私たちの役割と考えます。

この資料では、日本から世界の情報を得て、変化を読み解く方法について
私たちのこれまでの実績をもとにご案内します。

はじめに

トリニティ デザインリサーチDiv . から、未来に向けて



渡航や訪問が制限される中、
自社拠点にありながら生きた情報を得る

とにかく現状を
掴みたい

グローバル
トレンドリサーチ
   （デスクリサーチ）

グローバル
オンラインアンケート

リモートエスノグラフィ

有識者
オンラインセッション

・ トレンド把握

・ 先進事例収集

・ 生活者インサイトの探索

・ 社会変化の予測

・ 未来像の創造

・ 新コンセプトの創造

・ 生活者の現在の意識や

　行動変化の把握

生活環境、消費意識、ライフスタイルの
変化を把握する。

今進んでいる計画を
軌道修正したい
消費意識や価値観、ライフスタイルの
構造変化を読み解く。

全く新しい戦略を
創りたい
社会意識・社会構造における
変化の兆しを把握する。

目的 アプローチの例 調査手法の例

新型コロナの影響で、長期的に、国内の自由な移動や訪問、海外

への渡航は制限される見込みにあります。

しかし、ご存知の通り、オンライン技術を用いた遠隔リサーチ

ツールは発達しており、遠方に移動することなく、日本の拠点

からユーザの家庭や、海外リサーチを実施することも可能に

なっています。

トリニティのネットワーク構築は 1980 年代の創業時にマネジメン

トを担当した、世界トップクラスのデザイン大学院である「ドムスア

カデミー /Domus Academy」（イタリア・ミラノ）との協働関係に

端を発します。

同大学院では、優秀なデザイナー / デザインリサーチャーが世界中か

ら集まり、建築からプロダクト、今でいうデザイン思考、UX の基礎と

なる先鋭的なスキルを学びました。そしてその教授陣や卒業後の生徒

たちは様々な国に戻り、ローカル＆グローバルに活躍しています。

トリニティではそこで培った顔の見える関係をもとに、人物も信頼で

き、品質の高いデザインリサーチができる優秀な協力パートナーたち

と徐々に拠点を広げてきました。現在では、欧米だけでなく、アジアや

アフリカにもトリニティの活きたネットワークが展開されています。
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トリニティの海外ネットワーク パートナー拠点（アジア 8 カ国、欧州 7 カ国　、南北アメリカ 2 か国　/ 計 58 パートナー） 2020 年 5 月現在

日本の拠点から海外リサーチを可能にした
オンライン技術の発達

一方で、本当に" 生きた" 現地の情報や視点を獲得することは、

現地への訪問を伴うかどうかにかかわらず、最もリサーチャー

のノウハウや経験値が必要とされる部分。

トリニティではこれまでに培ったお互いに自立した関係で有機

的に協業ができる海外パートナーネットワークの活用や、

私達自身の豊富な海外リサーチの経験をもとに、今の時代だか

らこそできる、真に役立つ海外情報収集・海外リサーチをご提

案します。

生きた情報を獲得する
自立した関係の海外リサーチネットワーク

現在、トリニティ リサーチDiv. では、「今後の戦略を考えて、いちはやく手を打っていきたい」というみなさまのお声に応える為、
これまでの実績に基づき、以下のメニューを推奨いたしております。

今だからこそできるリサーチアクションの考え方（例）

ローカルと世界の双方への知見をもつパートナーと、デザインやアートの専門性の基盤にたち、主観と客観の両軸で定性リサーチを実践しています。　

B
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C
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トリニティのリサーチの特徴

グローバルトレンドリサーチ　事例

地域

欧州

グローバル

欧米

テーマ/ クライアント 内容

デスクリサーチとはその名の通り、デスクで既存の資料や公開情報を収集し、資料を解釈する
ことで新たな知見を得る方法です。
集める資料は、既存の調査結果、公的機関や企業による発表、ニュースなど多岐にわたります。

個人が主体的に情報を発信できるようになった現在、デス
クリサーチに活用できる情報の幅は大きく広がっていま
す。一方で、情報ソースの信頼性を含めて、情報の取捨選択
の重要性はこれまで以上に増しており、まさに分析者の視
点やその手腕が大きく問われるようになっています。

トリニティではこれまでに培った海外パートナーネット
ワークを駆使。現地リサーチャーやデザイナーの視点を通
してローカルの生きた情報を収集し、20 年来に渡りグロー
バル価値観やライフスタイル動向を見続けてきたトリニ
ティの視点を加えて読み解くことにより、価値ある情報を
届けます。

グローバルトレンドリサーチ（デスクリサーチ）

事例からトレンドを把握し、現状を掴むA

エコトレンドを牽引する欧州のデザイン事務所と協業し、循環型社
会に配慮した世界の製品開発事例を収集。そこから今後のエコロ
ジー製品のあり方を考察。

海外新規事業進出の足掛かり

世界各地のデザインリサーチャーの視点で富裕層におけるトレン
ド事例やデザイン事例を収集することにより、富裕層に現れ始めた
新しい価値観やライフスタイルを考察し、そうした新しい価値をデ
ザインとして表現する為のリファレンスを収集・提示した。

新規ターゲットの価値観把握と
デザイン表現のリファレンス整備

グローバルに製品を展開している競合メーカーの戦略を読み解く
為に、各プロダクトの展開形態や該当組織に関わる情報、全社的な
PRに関わる情報を収集。国内／海外リサーチャー双方の視点を通
して、各社の戦略の特徴や強み・弱みを読み解き。

対グローバル競合施策の構築
競合メーカーの
戦略調査

エコトレンド
先進事例研究

総合電機メーカー
産業機械メーカー

ほか

富裕層向け新価値と
デザイン表現の探求
自動車・自動車部品メーカー

総合電機メーカー
ほか

総合電機メーカー
産業機械メーカー

ほか

海外ネットワークを駆使し、
現地の生きた情報を収集。
現地語での調査も可能です。

価値観やライフスタイル動向を読み解き。価値あるレポートに編集します。

従来通り、オンラインで実施しております。
お打ち合わせなどは、リモート会議システムを活用させていただきます。

オンラインでの実施方法

例えば.. .
・とにかく現状を把握したい
・現地で今起こっている変化やその背景を知りたい
・プロダクトやサービスの先進事例から開発のヒントを得たい

期間：2 か月～

実施体制
・リサーチャー（日本）
・リサーチャー（現地）

進行例
1.  打ち合わせ、テーマ設計
2.  調査企画
3.  調査実施
4.  中間報告　分析の方針の確認
5.  追加調査、まとめレポート
6.  最終報告
※オプションで現地リサーチャーとの
　ディスカッション会議にも対応しております。

最終成果物例
・レポート

サンプルはこちらからご覧いただけます。

   》新型コロナへの世界の企業・組織のアクション事例と社会に起こりつつある変化の読み解き」）
    https://trinitydesign.jp/news/3184/

Overview
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グローバルオンラインアンケート　事例

地域

国内

グローバル

欧州

テーマ/ クライアント 内容

WEB調査とはオンラインを活用してひろく人々にアンケートを行う手法です。
移動の制限を受けずに、グローバルの生活者の嗜好や価値観について、
比較的低コスト、短スケジュールで大サンプルのデータを収集できます。

アンケートの項目設計は、調査結果の質に直結
します。「生活者の意識」というあいまいな情報
を掴むためには、事実を捉える質問設計に加え、
広がりつつある生活トレンドの仮説をもとに幅
広く網掛けし、得られた情報を生活に紐づいた
目線で読み解くことが重要になります。
トリニティでは、例年実施しているグローバル
な価値観トレンド調査に基づき、項目を設計。

さらに複数ヶ国の生活者の嗜好や価値観を構造
化します。マーケットを俯瞰的に捉えた上で各
マーケットの攻略方法を考えることや、各国の
同一性と差異を考察し、他エビデンスの情報も
加えた上で、その地域の生活者の特性を読み解
きます。

グローバルオンラインアンケート
生活者の現在の意識や行動の変化を掴むB 例えば.. .

・ 生活者の現在の意識や嗜好、行動変化の予兆を捉えたい
・ 世代ごと、クラスタごとの意識や嗜好、行動を知りたい
・ 製品コンセプトと仕様を現地向け、現状向けにローカライズする際のポイントを知りたい

期間：2 か月～

実施体制
・リサーチャー（日本）
・現地リサーチ会社（オンラ
インパネル）

進行例
1.  打ち合わせ、テーマ設計
2.  調査企画
3.  調査実施
4.  中間報告　速報レポート
5.  分析・統計解析
6.  まとめレポート
7.  最終報告

最終成果物例
・ローデータ
・クロス集計表
・分析レポート

ターゲットとなり得る生活者に対して、アンケートで収集した価値
観やデザイン嗜好 等の非属性情報を軸にクラスタリングを実施。デ
ザインリサーチャーによるデザイントレンドの読み解きと併せる
ことで、生活者のライフスタイル像をビジュアル豊かに描き出し、
その後の製品開発に繋がるイメージ資料を作成した。

主幹ブランドにおける次期製品開発

各地域の該当製品利用者のCMF 嗜好をオンラインアンケートで
収集し、地域と嗜好の関係性を分析。
グローバルにおける嗜好の同一性と差異を検証することにより、
各マーケット攻略を考える際の基本フレームとなる構造を炙り出
した。

現地の価値観に根差した次期CMF 開発

欧州における住宅に纏わる価値観や嗜好を把握する為、住宅インテ
リアに関する嗜好調査をオンラインアンケートにて実施。結果を元
に、欧州で求められる様々なインテリア価値仮説を構築し、その後
の有識者調査において仮説の検証・深堀りを行った。

海外向け製品開発

ユーザクラスタ調査

自動車・自動車部品メーカー
消費財・サービス

ほか

CMF 嗜好調査

自動車・自動車部品メーカー
通信
ほか

インテリア嗜好調査

総合電機メーカー
衛生機器メーカー

ほか

価値観トレンドの仮説に基づき項目を設計。

現地の文化、価値観への洞察をもとに
生き生きとした像を読み解き。

「使える」レポートを作成します。

クロスオーバー

Overview

トリニティのリサーチの特徴

POINT

従来通り、オンラインで実施しております。
お打ち合わせなどは、リモート会議システムを活用させていただきます。

オンラインでの実施方法

REMOTE



現地の文化的背景を重ねながら
読み解き、インサイトを獲得。 リモート（遠隔）エスノグラフィ　事例

地域

グローバル

ASEAN

テーマ/ クライアント 内容

目的に合わせて、対象者や地域の策定を行うことが重要となるため、調査のバリエーションは多岐にわたります。
トリニティではこれまでに国内/ 海外を問わず、多数のリモートによる生活者調査を行っております。
どのように調査するのが良いかなど、お気軽にご相談ください。訪問でのエスノグラフィの実施の場合はひとつなぎに「観察」「インタビュー」を行いますが、遠隔エスノグラフィでは、

行動の観察にビデオ録画を用い、その記録をもとに再度別日程でオンラインインタビューを行います。
直接訪問とオンライン活用にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。表にまとめました。

詳細につきましてはお問い合わせください。

メリット

デメリット

直接訪問 リモート（遠隔）エスノグラフィ

事前にモビリティ利用の状況を動画で記録し、映像による行動観察
を実施。観察結果を元に深堀りポイントを策定し、後日、家庭訪問
インタビューを実施。
モビリティ利用に関わる生活者インサイトを抽出し、その後のアイ
ディア開発の為の基礎資料とした。

インサイトに根ざしたアイディア開発

家電製品売場に対象者が来場し、現地のデザインリサーチャーが製
品についてデザインの目線でヒアリング。当該製品と競合製品を比
較しながらポジティブ・ネガティブポイントを抽出し、現地の文脈
を踏まえた上でデザインにおける改善ポイントをレポーティング。

製品のローカライズ展開
家電製品の
デザイン評価

モビリティ利用に
纏わる行動観察

自動車・自動車部品メーカー
ほか

総合電機メーカー
ほか

 ・ 現地訪問の人数を最小限に抑えられるため、心理的な負担が少なく自
然な行動を観察しやすい。

 ・  動画記録を何度も見返してから質問の計画を練ることができるた
め、より深い気づきを得やすい。

 ・  車内などの狭い空間や深夜・朝など通常は訪問しにくい時間帯の調
査も受け入れられやすい。

 ・  行動した本人も自分で動画を見ることができるため、引いた目線で
考えを整理することができる。

 ・  移動の制限を受けず、日本国内から実施が可能。

 ・  訪問と併せて、現地の情報を直接目
で見て確認することができる。

 ・  住環境 等の周辺環境や周囲の人と
対象者との関係性までを合わせて洞
察することができる

 ・  動画記録できる範囲に限りがある。

 ・  （インタビューでは）直接訪問に比べて多少会話のしづらい面がある。

 ・   市内視察 等の現地を体感することができない

 ・  国外など遠方の場合、移動に時間が
かかる。

 ・  家の中に入れる人数には限りがある
（通常２～４名程度）

エスノグラフィとは、観察を通じ、質的なデータを収集して人を理解するための文化人類学や
社会学、心理学で使われる研究手法の 1つです。
普段の生活の中で人々がどのように行動しているかを観察し、質問を重ねることでその行動の
裏にある価値観や動機、言葉には現れない欲求やニーズまでを把握します。

長期間の観察が許容できる学術的なエスノグラフィとは異なり、ビジネス現場で

の行動観察調査では限られた期間とバジェットで有効なインサイトまで辿りつ

く必要があります。

行動観察で得られた情報と他エビデンスの情報を掛合わせて生活者インサイト

を洞察する、我々日本人には分からない現地の文化的な背景を重ねながら読み解

きを行う など、トリニティのエスノグラフィでは、現地デザインリサーチャーの

豊富な知見を活かして共同で結果を読み解き、また私達が把握するグローバルな

価値観動向と照らし合わせながらレポーティングを行います。

リモート（遠隔）エスノグラフィ
生活者インサイトを把握し、今進んでいる計画を軌道修正するC 例えば.. .

・生活者インサイトを把握したい
・生活者が実際にどのような行動・暮らしをしているかを知りたい
・製品コンセプトと仕様を現地向け、直近の状況向けにローカライズする際のポイントを知りたい
・生活者の嗜好の変化を捉えたい

期間：３～４か月

実施体制
・リサーチャー（日本）
・リサーチャー（現地）
・インタビュワー（現地）
・記録担当
・通訳（現地語―日本語
　または　現地語―英語）

進行例
1.  打ち合わせ、テーマ設計
2.  企画設計
3.  リクルーティング
4.  行動観察記録（動画記録）
5.  動画による行動観察会
6.  ヒアリング設計
7.  生活者へのヒアリング　 
   ※現在はオンラインでの
　   ヒアリングを行っております。
8.  分析・レポーティング
9.  最終報告

最終成果物例
・行動観察動画
・ 発言録（現地語
   または日本語翻訳）
・インタビュー会場記録 
  （写真、音声記録、
   動画記録など）
・ 分析レポート

Overview

トリニティのリサーチの特徴

POINT

オンラインでの実施方法: 動画による観察
REMOTE



詳細につきましてはお問い合わせください。

メリット

デメリット

デザインに関連する豊富なネットワーク
目的に合わせて適切な有識者をアサイン

有識者オンラインセッション　事例

地域

アジア

国内

テーマ/ クライアント 内容

国内/ 海外を問わず、さまざまな分野の有識者調査を行っています。
テーマに合わせてどのような分野の有識者に話を伺うべきか、どのようにヒアリングするのが良いかなど、お
気軽にご相談ください。

有識者調査は直接訪問する場合もありますが、現在は新型コロナの影響のため、国内、国外共にオンライン会議システム
を用いての実施を推奨いたしております。それぞれにメリット・デメリットを表にまとめました。

直接訪問 オンラインセッション

新興国の中間層における価値観やライフスタイルの変化について、
デスクリサーチや有識者ヒアリングを通して今後の変化を牽引す
るであろうドライバーを抽出し、現状と掛け合わせることで将来の
社会や生活を読み解く為のキーワードを策定した。

海外向け新規製品設計の発想基盤構築

モビリティ社会の在り方について、モビリティ分野に留まらない
様々な領域の有識者から意見を聴取し、それらを重ね合わせること
で、生活者のライフスタイルを含んだ未来のモビリティ社会のビ
ジョン／シナリオを創出した。

ビジョン・シナリオ設計
モビリティ社会の

将来予測

中間層の価値観
未来予測

自動車・自動車部品メーカー
総合電機メーカー

ほか

アジア
新興国における新しいコンセプトの住宅設備を開発する為、
広範な範囲の現地トレンド情報の収集と有識者へのヒアリングを
通して、これからの社会や生活、住環境の変化に応えることができ
る新しいプロダクトコンセプトを立案した。

海外向け新規製品コンセプト立案住宅設備の
新コンセプト立案
総合電機メーカー
衛生機器メーカー 

ほか

自動車・自動車部品メーカー
ほか

 ・  柔軟な日程を組むことができ、忙しい有識者のスケジュールを抑えや

すい。

 ・  移動の制限を受けず、日本国内から実施が可能。

 ・  事前課題、事後質問 等、インタビュー前後のフォローアップにもフレ

キシブルに対応しやすい

 ・  オンラインセッションで同時に複数の有識者を繋ぐことができる。

 ・  複数ヶ国を跨いだ有識者の知見の収集とそれらを統合した読み解き

ができる。

 ・  訪問と併せて、現地の情報を直接

目で見て確認することができる。

 ・  直接訪問に比べて多少会話のしづらい面がある。

 ・  国によってはネットワーク環境が悪く、進行に十分な注意が必要。

 ・  市内視察 等の現地を体感することができない

 ・  国外など遠方の場合、移動に時間

がかかる。

 ・  滞在期間中に集中してアポイント

をとる必要があるため、多忙な有

識者へのヒアリングが難しい場合

がある

有識者調査とは特定の分野に詳しい有識者にヒアリングし、専門的な見地からの考え方や情報
を集約し、また彼らから今後に対する見立てを聴取することにより新たな知見や未来像を獲得
する手法です。目的に応じて、複数の有識者に座談会のような形式で集まっていただき、意見交
換をしていただく場合もあります。

有識者調査は製品やサービスの先行開発段階から改善検証、プロ―モーション
段階に至るまで、様々なフェーズにおいて有効な知見を得られる手法です。
有識者の見識の深さや幅広い有識者をリクルートすることが求められますが、
トリニティではこれまでに国内外で、デザイン分野、学術分野、実務分野 等の
様々な領域の有識者とネットワークを構築しセッションを実施してきました。
トリニティでは最終目的に合わせて適切な情報やアドバイスをいただける方
をアサイン。
一般ユーザではわからない俯瞰的な目線から見たトレンドの意味や、過去の事
例との比較、将来の構想などをお伺いすることができます。

有識者オンラインセッション
未来を掴み、全く新しい戦略を創るD 例えば.. .

・この先の社会がどう変わっていくのか、未来の社会を描きたい。
・新製品、新サービスを開発する為の新たな視点を得たい。
・アイディアやコンセプトの改善点を把握したい。
・生活者の価値観や嗜好の背景にある文化的・社会的文脈を知りたい

期間：３～４か月

実施体制
・リサーチャー（日本）
・リサーチャー（現地）
・インタビュワー（現地）
・記録担当
・通訳（現地語―日本語
　または　現地語―英語）

進行例
1.  打ち合わせ、テーマ設計
2.  企画設計
3.  有識者候補のリストアップ
4.  インタビュー設計
5.  有識者へのヒアリング　 
   ※現在はオンラインでの
　   ヒアリングを行っております。
8.  分析・レポーティング
9.  最終報告

最終成果物例
・ 発言録（現地語
   または日本語翻訳）
・インタビュー会場記録 
  （写真、音声記録、
   動画記録など）
・ 分析レポート

Overview

トリニティのリサーチの特徴

POINT

オンラインでの実施方法: テレカンツールの活用
REMOTE



デ ザ イ ン で
超 え て い く

今、世界中で共有しているこのパンデミックの体験を経て、次にわたしたちが何をやるべきなのかについて様々な意見が飛び交っています。

例えば、『サピエンス全史』の著者である世界的歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏はTIMES誌に寄せた緊急起稿の中で社会が大きく変わること、

今実行されているプロジェクトが社会のあり方を変えてしまう可能性のあること*を指摘しました。

また、デザインの分野ではジョルジオ・アルマーニ氏が、米「WWD」との公開書簡**の中で、「われわれの仕事が持っていた価値をよみがえらせ、

商品を手にした顧客に本当の価値を理解してもらえるようにする道」、「オーセンティシティー（欺瞞がなく、信頼できる本物であること）を取り戻す機会」

について言及しました。

かつてないほどのスピードでしかも広い範囲に、大きな変化が訪れることは、誰の目にも明らかなように思われます。

そして、私たちトリニティは、生きた情報とその読み解きこそが、

次のあり方を考えるために必要な土台になると考えています。

ご紹介した手法は、これまでに私たちの構築してきた海外ネットワークや経験を元に長年実施してきたものです。

気になる点や疑問、迷われていることなど、ご相談ベースで結構ですので、どうぞご連絡ください。

これからの社会を作っていくみなさまに併走させていただけましたらとても嬉しく思います。

今求められる社会のあり方を探る

お問い合わせ先

おわりに：トリニティから皆様へ

*「新型コロナウイルス後の世界　―　この嵐もやがて去る。だが、今行なう選択が、長年に及ぶ変化を私たちの生活にもたらしうる」
2020年 3月 20日「フィナンシャル・タイムズ」紙
http://web.kawade.co.jp/bungei/3473/

**ジョルジオ・アルマーニからの公開書簡　「今回の危機は、業界の現状をリセットしてスローダウンする貴重な機会」
https://www.wwdjapan.com/articles/1068987

トリニティ株式会社

EメールCONTACT

ADDRESS

info@trinitydesign.jp
コンタクトフォーム https://trinitydesign.jp/contact/

102-0094 千代田区紀尾井町 3-29 NGA紀尾井町ビル6階

https://trinitydesign.jp


