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調査詳細 : インスタカート

インスタカート
（Instacart）

全米の１割強が使う
生鮮食料品デリバリーサービス

　インスタカートは、ウェブサイトやアプリで、顧客が
好きな食料品店で買い物をし、顧客の代わりにお店で
購入しそれを届けるサービスを提供している。欠品は
チャットで代わりの品を相談したり、時間は 1 時間ごと
に設定、職場に届けることも可能である。
　創業は２０１４年、最初は男性3人であるスーパーマー
ケットの全ての商品の写真を撮ってウェブサイトに載せ
たことから始まる。オーダーがくると、購入・配達する
サービスを始めたところ、オーダーが増え始めた。実際
こういうことをやり始めたところ、小売店側はあまり快
く思っていなかった。その後、顧客や一緒にしようとい
うパートナーの小売店が増えてきた。
　現在では、アメリカの最大手 3 社の食料品店（Target、
Publix、H-E-B）を始めとして、全米で 100 以上の小売
店と取引をしている。ユーザー数は全米で25都市・1,500
万世帯にのぼり、人口の約 12％にあたる。設立して約 4
年、この 1 年半の間に会社の規模が倍増した。近い将来、
全米でサービスを提供できることが目標である。
　顧客がオーダーをすると、全米の小売店の 10,000 人
の買い物代行者（ショッパー）がオーダーされたものを
店内でピックアップする。インスタカートは顧客の問題
解決のためにこのサービスを開始した。「ソウル・フォー・
ザ・カスタマー」というのがカンパニーバリューだ。

カンパニーバリュー

　時間を活用することや、別の方法を考えること、チー
ムワークやコラボレーションでより大きなことを達成す
ること。自分一人でやると手っ取り早く出来るかもしれ
ないが、皆でやらないと大きなことは達成できない。自
分のこととして、責任を持って行動すること。これらが
大事だと考えている。「ソウル・フォー・ザ・カスタマー」
という顧客のために問題解決するというバリューがあ
る。我々は様々なサービスを提供しているが、全ては顧
客のためである。ペルソナが必要としているサービスを

提供している。

インスタカートが連携するパートナー：
小売店、メーカー

　インスタカートがこのような事業をするうえで、小売
店とのパートナーシップは重要な要素である。自前の在
庫を持つのではなく、小売店の在庫を利用させてもらう。
小売店側にとっても、店舗販売に加えてオンライン販売
も可能となり、販売経路が増えることメリットとなる。
インスタカートには、多くの小売店から商品と価格の情
報が提供される。それは商品のアイテムリストであった
り、在庫情報であったり、必要な情報を全てデータとし
て提供している。 
　これにより、顧客の立場から見れば、幾つもの小売店
と順番に回ることなく、全ての小売店から好きなものが
一か所で買えることになる。インスタカートのウェブサ
イトに来ると、色々な小売店が並行して並んでおり、好
きな店から買うこともできる。普段買いなれたお店であ
れば、良く買うものの値段を把握している。それと同じ
値段で買えるように、小売店側からも協力を得ている。
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　もう 1 つの重要なパートナーは、P ＆ G、コカコーラ、
ジェネラルミルズなどのメーカーである。インスタカー
トはオンラインのプラットフォームを提供することで、
メーカーは自社ブランドをプロモーションすることが出
来る。顧客側も自分たちがいつも買っている有名なブラ
ンドを買える。場合によっては、こういったブランドが、
よりお得な値段で提供することも可能である。
　小売店によっては、インスタカート専用のレジスター
がある。小売店によってはインスタカートの受注量があ
まりにも大きいので、効率化のために専用レジスターを
設置している。そうしてもらうためには、お店側の信頼
を得ていなければならない。そういう意味でも、緊密な
パートナーシップを結んでいるところが多い。もう 1 つ、
店舗側とのパートナーシップによって出来ていること
は、買い物をしたものを集めてきて、袋詰めした後それ
を集積する場所を設置してもらっていることである。お
店によっては、冷蔵庫や冷凍庫を用意してもらっている。
発注時間と配達時間が異なる場合には、商品をここに置
いておくことが可能である。
　インスタカートでの売上の一部は小売店の収入にな
る。 CPG も自社商品を優先的に表示してもらうために、
何らかのプレミアムを払うことが可能となっている。

オーダーからデリバリーの流れ

　顧客がウェブサイトなりモバイルアプリなりで発注す
ると、一旦オーダーが本社に集まる。その内容を見て、
執務中のショッパーがどこに居るかや受注状況を見なが
ら、自動的に注文が分配され、ショッパー専用のアプリ
にオーダーが届く。ドライバーが買物袋をピックアップ
して、自分の車で配達して、顧客に届ける。 
　ショッパーと同じアプリにドライバー画面があり、ド
ライバーがそれを見るとどの袋を配達すべきか分かる。
そしてドライバーが顧客に配達する。場合によっては複
数のオーダーを一度に配達することもある。ドライバー
が配達を効率よくできるように、配達ルートも決めてあ
り、この袋とこの袋をこのルートで届けるようにと指示
が出る。
　配送料の他、サービス料（支払は任意）も利益となる。
それとは別に、顧客が任意でショッパーやドライバーに
チップを出したいというときは、直接本人の収入にする
ことが出来る。
　顧客が商品を受け取って、最後にフィードバックをす
る。ウェブサイトなりアプリなりで、満足度に応じて星
を付ける。星が付かないくらい不満な時は、電話をして
くれればカスタマーサポートのところにかかってくる。
こうやって得たフィードバックを開発側に回して、商品
を改善する努力を常にしている。

インスタカート
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インスタカートのすごいところ　
〜１時間単位の時間指定

　インスタカートのシステムの利点は、デリバリーの指
定時間が 1 時間の枠となっているところ。他社だと例え
ば 3 時間だったりするので、そうすると顧客が３時間も
在宅できず、留守の場合があり、再配達の負担が増える。
　さらに、商品が欠品していた場合、ショッパーが代
わりのものを通知して、顧客が了承すると購入になる。
アプリを通してその処理が自動的になされる。実際に
ショッパーが顧客と電話で話す必要はない。

成功要因は小売店とのパートナーシップ

　小売店の幾つかは、ニーズがあると分かっていても、
オンラインでオーダーを取ってそれをデリバーすること
に投資はしたくない。そこで我々がそういうサービスを
提供して、両者がマッチしていることが要因と考える。
オンデマンドのニーズが市場として、ウーバー等どんど
ん出てきている。
　コンピュータでオーダーして、届けてもらうことに消
費者が慣れてきている。食料品をオンラインで注文する
というのが、アメリカの小売業界の中では出来上がって
いない分野の 1 つ。

組織体制
顧客志向を支えるカスタマーリサーチと
需給予測システム

■ デザイナー
　在籍するデザイナーは 12 名。プロダクトデザイナー
とブランドマーケティングデザイナーがいる。プロダク
トデザイナーは、消費材パッケージやカスタマーリサー
チもする。集まったデータを分析して、上手くいったこ
とそうでないことを導き出し、顧客とのやり取りに関す
るデザインをする。同時に、開発スタッフと密に連絡を
取り合いながら、実際の商品開発に結び付けている。
　ブランドマーケティングデザイナーは、店内のポップ
を使ったマーケティング等をしている。あるいは、新し
い地域に進出した時には、街中に広告を出したり、バス
に掲示を出したりしている。Facebook 等のソーシャル
メディアでも、マーケティングを展開している。

■ ショッパー、ドライバーは
　予測システムで確保
　天候や特別なイベントがある日等、様々な要素を加味
して、予測を立てている。経験を積むことで、その精度
も上がってきている。ただ、常に予測が当たるわけでは
ない。需要が増え、供給が間に合わない場合には、時給
も若干上げるようにして、需給バランスを取るようにし
ている。

インスタカート
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インスタカートの KPI
　マクロで見れば、どれだけ食料品数のデリバリー件数
を上げるか。これは会社全体としての KPI である。デザ
イナーの KPI は、インスタカートのブランドの認知を上
げること。デジタルマーケティングの各所で、一般消費
者とのエンゲージメントを上げて、そこから自社のサイ
トに連れてくる成功率も KPI である。プロダクトデザイ
ナーに関しては、新規顧客の受注やオーダー数を増やす
ことである。ショッパーに関しては、単位時間当たりの
処理件数である。

今後の展望５０都市に展開！
　インスタカートがこれまでやってきたことで、学習し
たことは様々である。同じ都市でも、サンフランシスコ
とニューヨークではビジネスを展開する上で異なった。
これらの知見を活用することで、新しい都市に展開する
上では上手くいくようになった。また、インスタカート
の扱っている商品は、例えば家電のように決まったもの
ではなくて、リンゴならこういう状態のリンゴが欲しい
との要望がある。それを 1 つ 1 つ気にしながら配達のす
るのは容易ではないが、取り組んでいく。
　進出先は、市場やそこに住んでいる住民を調査して決
める。インスタカートのサインアップは誰でもできるの
で、実際に進出していないところの人も多くサインアッ

プしている。そういう人がいる地域には進出の可能性が
高まる。ただ、パートナーシップを結んでいる小売店は、
全国展開しているところが多いので、店側と検討して次
に進出する地域を決めていく。
　インスタカートは、都市部の方の需要が高い。郊外だ
と、車でないと出かけることが出来ない。そのためにど
こかに行ったついでに食料品を買うことが出来るが、都
市部だとそれが出来ない。渋滞や駐車場の問題もある。
5 ～ 10 年後には食料品の買い物は店に行って行うもの
でなく、当然のようにデリバリーしてもらうようになる
ことを願っている。

インスタカート

インスタカートのペルソナ

　実際に顧客の自宅を訪問し、食事等を調査した。
その調査で分かったことを顧客像とている。例えば、
ロビンというペルソナは、母親で仕事を持っていて、
食事の計画を立てる時間もなく、頻繁に買い物に行
かなければならない。エリックというペルソナは、
我が社のエンジニアのような消費者像で、買い物が
好きではない。ビクトリアは母親で子供がおり、多
忙である。一週間分の食事のメニューを予め決めて
いる。ジョージは節約家で、値段が重要である。マ
ギーは食事の品質にこだわっている。
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調査詳細 : Pivotal Labs

Pivotal Labs, 
San Francisco
事業概要

　Pivotal Labs の Web ページのトップに掲げられた言
葉。それは「Pivotal Labs は世界中のソフトウェア開発
に変革をもたらします。」である。Pivotal Labs は 20 年
にわたり、エンタープライズや新興企業にアジャイル開
発の環境と支援を提供している。 
　Pivotal Labs のアジャイル開発は、顧客と Pivotal 
Labs メンバーが合同で結成したチームで進めている。
ペアプログラミングと呼んでいるこの顧客と一体となっ
たプロジェクトチームは、デザイナー、プロダクトマ
ネージャー、デベロッパーそれぞれ顧客 1 名に対して
Pivotal Labs のメンバーがそれぞれ 1 名つく。つまり 2
名 1 組のペアが集まって構成されたプロジェクトチーム
である。例えば、デザイナーは顧客 1 名、Pivotal Labs 
1 名、プロダクトマネージャーが顧客 1 名、Pivotal 
Labs 1 名、そしてデベロッパーが顧客 2 名、Pivotal 
Labs 2 名で合計 8 名のプロジェクトチームといった構
成であり、人数が増えても顧客 1 名に必ず Pivotal Labs 
メンバー 1 名が付く。
　それぞれのペアが連携して課題を認識し、解決策を考
え、超短期間での開発を行い、市場に出しテストを行う
ことで、世界を変革する革新的な製品 / サービスを送り
出している。Pivotal Labs は徹底的にアジャイルであり、
業務は効率的である。革新的なアイデアに好奇心をそそ
られ、最先端のテクノロジーがモチベーションを高め、
知識のサイロ化を打ち破り、顧客と Pivotal Labs のチー
ムが一体化することで、エネルギッシュで透過的なパー

トナーシップを築く。それによって、徹底的なアジャイ
ルを実現している。

朝食と朝礼

　Pivotal Labs オフィスの朝は、顧客と Pivotal Labs 
社員全員、すなわち Pivotal Labs のオフィスにいるペア
プログラム全員による朝食から始まる。朝食が出る理由
は、メンバー全員が遅刻しないでオフィスに来るためで
ある。そして、この朝食は、ペアプログラムの相手と一
緒に朝食を食べるだけでなく、異なるプロジェクトに携
わるメンバー全員がみんなで一緒に朝食を食べることに
よって、今行なっているプロジェクトのこと、社会の出
来事、または個人的なことを共有し、お互いをよく知る
良い機会となっている。
　なお、この朝食はすべて無料である。最先端のテクノ
ロジーを使うアジャイル開発の現場の朝食は無料であ
り、これは、朝一から効率的に働いてほしいという経営
者と、打ち合わせからすんなり仕事に移る社員らの働き
方にもあっている。オフィスに行くと、誰が顧客か社員
なのか区別がつかない。それほど彼らはシリコンバレー
文化にとけこんでいる。
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　午前 9 時 5 分になると朝食は片付けられる。メンバー
は顧客であっても、自分でお皿やマグカップを食器洗浄
機に片付け、ゴミを捨てて、全員が朝食スペースでもあ
る広間に集まり朝礼を行う。ここでの全員というのは、
Pivotal Labs の社員全員とプロジェクト実行のために常
駐している顧客全員、そして見学や打ち合わせに来てい
るビジターも含めた全員である。朝礼では、以下のこと
が行われる。
　まず最初に、初めて参加している人の紹介である。新
たにプロジェクトに参画する顧客のメンバーだけでな
く、先に挙げた「たまたま居合わせた見学者などのビジ
ター」も紹介される。次に、様々な情報の紹介・共有が
行われる。サンフランシスコシティでこんな面白いイベ
ントをやっています、ということや気になるニュースの
紹介など、参加者が他の参加者に紹介したい事柄を発表・
共有する場である。誰でも発言できるし、紹介・共有す
る内容は様々である。三つ目は、手助けをしてほしいこ
との告知である。あるプロジェクトを行っている人が、
困っていることを述べてヘルプを求める。それは情報や
知識であったり、何らかの設備かもしれない。朝礼に参
加している他のプロジェクトメンバーであっても、知識
や経験のある人が手助けをすることが少なくない。そし
て、朝礼の最後は全員での Clap で終わる。これは日本
で言うところの ” 一本締め” である。

開発プロジェクト
　全体朝礼は 5 分ほどで終わり、その後はそれぞれのプ
ロジェクトチームに分かれての作業となる。まずは、チー
ムごとの朝礼で前日のプロジェクト進行状況、今日やる

べき内容や達成すべき事項などを確認し合う。
　個々のプロジェクトチームは隔離された個室でプロ
ジェクトを推進するのではなく、オープンスペースであ
るオフィスで作業を行う。隣の机では全く別の顧客が全
く別のプロジェクトを行なっているが、その間には壁が
ないだけではなく、パーティションのような仕切りもな
い。この開放的なオープンスペースを見渡してみると、
顧客と Pivotal Labs の社員を見分けることはできなだろ
う。それも、Pibotal Labs の特徴のひとつある。Pibotal 
Labs では、顧客と社員をあえて区別しない。ここに来
れば顧客・社員の区別のない 1 つの開発チームになる。
　Pivotal Labs の開発手法は、3 つの柱となる特徴があ
る。1 つ目はペアプログラミング、2 つ目は TDD（テス
ト・ドリブン・ディベロップメント）、そして 3 つ目は
CDCI（コンテュニアス・デリバリー・コンテュニアス・
インテグレーション）である。
　ペアプログラミングについては、先に説明した通り
顧客 1 名と Pivotal Labs メンバー 1 名がペアとなった
体制とすることである。２つ目の TDD とは、プログラ
ミングコードを書く前には必ずテストすることで、3 つ
目の CDCI はペアがユーザーのストーリーのコンピュー
ティングを終了した時点で、その行動をプッシュして、
実際に実行環境にプッシュする。このプッシュの作業に
より、自動的にテストが実行されテストをパスしたプロ
グラムは、自動的い本番実行環境（プロダクション環境）
に展開される。これにより開発者はプロジェクト推進途
中であっても頻繁にプログラムを本番環境でアップデー
トしながら完成させていくことができる。

Pivotal Labs
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デザインプロジェクト
　ペアプログラミングについては、先に説明した通り
顧客 1 名と Pivotal Labs メンバー 1 名がペアとなった
体制とすることである。２つ目の TDD とは、プログラ
ミングコードを書く前には必ずテストすることで、3 つ
目の CDCI はペアがユーザーのストーリーのコンピュー
ティングを終了した時点で、その行動をプッシュして、
実際に実行環境にプッシュする。このプッシュの作業に
より、自動的にテストが実行されテストをパスしたプロ
グラムは、自動的い本番実行環境（プロダクション環境）
に展開される。これにより開発者はプロジェクト推進途
中であっても頻繁にプログラムを本番環境でアップデー
トしながら完成させていくことができる 。
　顧客がまだ開発すべきものをはっきりと定義しきれて
いない場合がある。その時には、デザインリサーチを顧
客とともに実施する。顧客は欲しいものを分かっていな
いが、自分たちの日常生活がどのように機能して、何を
達成したいのかは知っている。Pivotal Labs のプロダク
トマネージャー、デザイナーが顧客から情報を引き出し、
多様な方法で本来の意味をそこから引き出す。単なる「良
い」から「素晴らしい」へ持っていく。これが一番難し
い部分である。一つのことを言っても、やっていること
が違う人がほとんどである。そのため掘り下げて質問を
する。「なぜ」の質問にきちんと答えることが重要である。
　例えば、速い車がほしい。なぜか？自分の親に会うた
め。親が病気になっているため等の理由がある。であれ
ば速い車ではなく、両親とコミュニケーションがより取
れることが必要なのかもしれない。車をニーズの機能と

捉えていたが、そうではないかもしれないというように
理由を掘り下げる。表面的な所から、もっと高いレベル
の顧客の期待を調べる必要がある。顧客が質問に答える
時に、そこに隠れているものを把握できていない。プロ
ジェクトの複雑性にもよるが、平均的に 4 ～ 6 週で実施
する。　

Pivotal Labs

Pivotal のペアプログラミング

　ここに 2 人のデベロッパーがいる。別々に設置さ
れている 2 人のそれぞれのモニターはミラーとなっ
ていて同じ画面が映っている。片方のデベロッパー
がプログラミングコードを書き、隣に座っているも
う 1 人のデベロッパーがそのプログラミングコード
をレビューし、正しいかどうか、良い品質かどうか
を確認する。2 人の役割分担は、社員、顧客のどち
らでもよい。社員と顧客の区別がないからだ。
　デベロッパーチームが 4 名以上の場合には、ペア
は毎日ローテーションする。チーム内でナレッジを
共有するためである。特定の人とばかりの仕事だと、
他の人の考え方や行動、やり方がわからない。ある
デベロッパーは IOS の経験があるが Android をやっ
たことがないといったような場合には、Android の
スキルの高い人とペアを組んだりする。そうするこ
とで、そのデベロッパーも IOS の経験を知ることが
できる。双方が知識を拡張でき、全員のスキルが上
がっていく。
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参考写真：スタンフォード大学 d.school
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調査方法概要
調査日程と訪問都市 :
２０１６年１１月７日（月）～１０日（木）

米国・サンフランシスコ／シリコンバレー

調査項目 :
• 米国の製造業およびサービス業企業におけるビジョン構築、事業戦略・開発等における

デザイン思考やサービスデザイン活用の現状

• デザイン思考やサービスデザインを推進する組織や人材育成

• デザイン思考やサービスデザイン導入における課題と解決方法

主な訪問先 :
• スタンフォード大学 d.school

• ＩＢＭ ( アルマデン研究所 )

• ＧＥデジタル ( デザインセンター )

• ＳＡＰ ( シリコンバレー )

• インスタカート

• Pivotal Lab

調査手法：
　インタビュー（１−２時間程度）

Appendix
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調査メンバー :

澤谷  由里子　 東京工科大学 大学院　バイオ・情報メディア研究科教授

鈴木　輝重　　アルケア　代表取締役社長

山下　寛人　　オイシックス　執行役員システム本部長

岩井　智子　　クラブビジネスジャパン　取締役

黒田　達也　　事業創造大学院大学　副学長・教授

岩崎　薫里　　日本総合研究所　調査部 上席主任研究員

本多　健吾　　フューチャーアーキテクト ディレクター

齋藤　奈保　　国際ＩＴ財団　事務局長

湯浅　勝浩　　日本生産性本部　サービス産業生産性協議会課長

【参照】
Vargo, S. L. and Lusch, R. F., “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing” , Journal of Marketing, 
Vol. 68, No. 1, pp. 1-17, 2004.
Weinberg, A., “Science and trans-science,” Minerva, 10, 209-22, 1972.
Sawatani, Y, “Service design: Linking people, technology and business” , Advances in The Human Side 
of Service Engineering, Springer, p.3-10, 2016.
Sawatani, Y, Kashino, T and Goto, M, "Analysis and Findings on Innovation Creation Methodologies” , 
Proceedings of International Conference on Serviceology, 2016.
澤谷由里子 , “サービスサイエンスとその進展 ~ サービスデザイン研究領域を中心に ~” , 経営システム 24(4), 
185-190, 2015. 
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澤谷 由里子
澤谷由里子　東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科　教授　
東京工業大学大学院修士。東京大学大学院総合文化研究科 Ph.D( 学術博士 )。日本アイ・ビー・
エム株式会社入社、情報技術の研究開発及び戦略、2005 年からサービスサイエンス研究に
従事。2013 年 4 月早稲田大学教授を経て、現職。経済産業省 産業構造審議会 商務流通情
報分科会「情報経済小委員会」、「攻めの IT 投資評価指標策定委員会」委員等。INFORMS 
Service Science Editorial Board、サービス学会理事、研究・イノベーション学会理事、早
稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 客員上級研究員等を兼任。専門分野は、サービスサイ
エンス、サービスデザイン、R&D マネジメント、技術経営。
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