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＜用語説明＞ 

 

本報告書内をはじめ、ソーシャルメディアに関する記述においてよく使用される用語についての

説明を掲載する。 

 

●エンゲージメント（率） 

ソーシャルメディアの効果を総合的に評価する指標で、投稿を見たユーザーがどの程度の割

合で反応したのかを測る。「いいね！」、「シェア」、「コメント」、コンテンツの「クリック」それぞれの

数を、ユーザーに表示された投稿数で割ることで求める。 

 

●オウンドメディア 

企業などが自身で所有、運営するサイト。お金を払って広告を掲載する「ペイドメディア」、クチコミ

が広がることで消費者などの評判、信頼を得られる「アーンドメディア」（ソーシャルメディアなど）

と区別するために使われる。 

 

●シェア、リツイート  

あるユーザーの投稿を再度自分のアカウントから投稿すること。投稿がシェアやリツイートされ

るとつながりのない相手にも投稿が拡散していく効果がある。 

 

●SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス） 

ソーシャルメディアの一種で、登録ユーザー同士の関係がネットワーク化されている特長があ

る。 

 

●ソーシャルメディア  

消費者や企業が情報を発信することができる媒体のことで、テレビやラジオなどのマスメディア

と区別される。一般的に、SNS、ブログ、動画共有サイト、ナレッジコミュニティ等を含んだ概念とさ

れることが多く、本報告書においても同様に捉えている。 

 

●ソーシャルリスニング  

Twitter などの投稿データを収集し、特定のキーワードで検索することで新たなトレンドやリスク

などを発見すること。キーワードに自社の製品やサービスを設定するのが一般的である。 

 

●タイムライン  

つながっているユーザーの投稿を順番に表示した画面。投稿の時系列で表示されるのが基

本だが、サービスによって、投稿の順番が入れ替わったり、表示されない投稿があったりと差異

がある。 
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●友だち、ファン、フォロワー  

SNS 上でつながりのある相手のこと。Facebook であれば企業のページなどで「いいね！」を押

すことでその企業の「ファン」となり、企業がコンテンツを投稿するとファンのタイムライン上に表示

されるようになる。 

 

●バイラルメディア  

思わず人に伝えたくなるコンテンツを発信し、SNS を介してネット上に拡散し、膨大なトラフィッ

クを集めるメディアのこと。こうした販促手法をバイラルプロモーションと呼ぶこともある。バイラル

は「ウイルス性」を意味する。 

 

●ハッシュタグ  

SNS などの投稿のテキスト中に、「＃ABC」のように記述するタグのこと。ユーザーにハッシュタ

グをつけてもらうことで、「ABC」をキーワードとして検索し、ある商品やイベントなど特定の話題につ

いての投稿を一覧できる。 

 

●PV（ページビュー）  

Web サイトやページの閲覧回数。Web サイトの視聴規模を示す単位として使われる。 
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はじめに：調査の背景及び内容 

 

近年、スマートフォンの普及等に伴い、ソーシャルメディアの利用者が増加している。情報通信

政策研究所の「平成 26 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、ソーシ

ャルメディアの利用率は全年代で平成 26 年度に 62.3％と 2 年前に比べて 20 ポイント増加してい

る。30 代では 82％、20 代では 95％とほとんどが利用している状況である。このことから、消費者の

消費行動においても、ソーシャルメディアから得られる情報が影響を持つようになってきていると考

えられる。 

 

 一方、企業側から見ると、ソーシャルメディアは、低コストで消費者に情報提供をしたり、消費者ニ

ーズを把握したマーケティングや商品開発を行ったりすることを可能にする。特に中堅・中小規模

の企業にとっては、従来では考えられないほど広い市場を相手にビジネスを展開できるようになる

可能性がある。 

 

 しかしながら、企業において活用が十分なされているとは言えない。総務省の「平成 26 年通信利

用動向調査」によると、ソーシャルメディアを活用している企業の割合は、平成 26 年度末で回答企

業の 18％に留まっている。この背景として、活用できる人材の不足、適切な手法が分からない、ソ

ーシャルメディアに対する心理的なハードルの高さなどがあると思われる。 

 

 ソーシャルメディアを利用する消費者の増加傾向は今後も続くものと思われる。実際、情報通信

政策研究所の調査では、10 代・20 代においてはソーシャルメディアの閲覧や投稿がインターネット

利用時間の最も大きな比率を占めている。20 代は平日に平均 91 分、10 代は実に平均 117 分も利

用している。そのため、ソーシャルメディアを有効に活用することにより、企業の事業活動を高度化

することができると考えられる。 

 

 こうした背景を踏まえ、本調査では、先進的にソーシャルメディアを活用して事業活動を高度化さ

せている取組事例の調査等を実施し、取組の普及・啓発をするとともに、普及にあたっての課題と

その解決策の検討を行った。 

 

 なお、事例の調査にあたっては、国内外約 50 社のソーシャルメディア活用企業のヒアリングを実

施した（次ページを参照）。その中から特徴的な取組を抽出し、結果をまとめた事例集を作成すると

ともに、それを用いて企業向けの報告会を実施した。 
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製造 BtoC アパレル ジーユー   情報・通信 情報・通信 米 IBM 

  アパレル トヤマかばん店     情報・通信 米アドビ 

  アパレル ピーチ・ジョン   運輸・旅行 旅行 アールエヌティーホテルズ 

  自動車 富士重工業     旅行 エイチ・アイ・エス 

  アパレル 柳田織物     空運 米ジェットブルー航空 

 自動車 ヤマハ発動機    空運運輸 全日本空輸 

製造 BtoB 産業工具 京都機械工具   金融 カード 米アメリカン・エキスプレス 

  精密 コニカミノルタ     信用金庫 大阪信用金庫 

  造船 ツネイシホールディングス     銀行 三菱東京 UFJ 銀行 

食品・日用品 食品 上澤梅太郎商店   サービス 外食 ケンタッキーフライドチキン 

  日用品 花王     外食 
スターバックスコーヒージャ

パン 

  食品 カルビー     教育 Ｚ会 

  日用品 キングジム     外食 米タコベル 

  日用品 
クロス・クローバー・ジャパ

ン 
    外食 ドミノ・ピザ ジャパン 

  飲料 サッポロビール     外食 米ブルー・ボトル・コーヒー 

  飲料 日本コカ・コーラ   
   

  日用品 ファンケル   
   

  食品 船橋屋   
   

  飲料 ヤッホーブルーイング   
   

流通 専門店 kedama（トラ男）   
   

  専門店 Circles 
    

  専門店 サダマツ 
    

  百貨店 大丸松坂屋百貨店 
    

  専門店 タワーレコード 
    

  専門店 日本トイザらス 
    

  専門店 良品計画 
    

  
コンビニエ

ンスストア 
ローソン 
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第１章：ソーシャルメディアがもたらしている事業活動への影響 

 

 冒頭に述べた通り、ソーシャルメディアは各年代の消費者が利用するようになっており、こうしたソ

ーシャルメディアの普及によって、ソーシャルメディアを通じた情報が消費者に影響を持つようにな

るなど、消費行動が変化しつつある。 

 しかしながら、単に公式アカウントのファンの数等を増やせば消費者に情報が届くのではない。

企業は、届かせるような工夫、すなわち興味を喚起する投稿内容とすることや、商品等に応じた適

切なソーシャルメディアの選択、目的の設定を行う必要がある 1。 

 

１－１ ソーシャルメディアに対する消費者の反応 

  

業種や扱う商品等によって、ソーシャルメディアに対する消費者の反応は異なる。ここでは、マー

ケティング専門誌の「日経デジタルマーケティング」（日経 BP 社）が分析している「消費行動スコア」

「好感スコア」「興味関心スコア」の３点について述べることとする。 

 

 

 

 

 

                                                   
1米フェイスブックは投稿をタイムライン上にすべて表示していない。利用者が興味を持つ投稿を優先的に

表示することで満足度を高めることが目的と推測されるが、企業が別途料金を支払うことで露出を増やす

広告のビジネスに、同社は重点を移しつつあるようである。 

25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0

各業界におけるソーシャルメディアの影響度

消費行動 好感 興味関心
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（１）消費行動スコア 

 「消費行動スコア」は、各企業・ブランドのアカウント登録者・閲覧者（＝ソーシャル接触者）のうち、

「購入や利用の候補に加えた」「購入・利用した」「繰り返し購入・利用するようになった」と回答した

人の割合を算出し、偏差値化したものである 2。 

 この消費行動スコアを、企業・ブランドの業種別でランキングすると、ソーシャルメディア投稿が売

り上げに結び付きやすい業種などの傾向がはっきりと分かる。 

ソーシャルメディアによる売り上げ貢献が最も顕著に出た業種は「ファストフード・コーヒー・宅配」、

次いで「コンビニエンスストア」である。 

 これらの業種が上位だった理由として、LINE などを活用して割引クーポンの配信に積極的である

こと、そして消費者が企業側の投稿をきっかけに認知し、気になった商品を気軽に試せる比較的

安価な価格帯であることが挙げられる。 

 反対に、ソーシャルメディア投稿が直接売り上げに結び付きにくいトップは「自動車・二輪」である。

5～6 年、長ければ 10 年は買い替えないクルマという高額商品ゆえに、「新車の紹介投稿を見てそ

のクルマを買った」という展開になりにくい。 

 購入までのリードタイムが長く高額な商品については、消費行動ではなく、好感度を高めるのが

得策と言える。やがて訪れる買い替え時に、好感度の高さはプラス効果を与えると考えられる。消

費行動スコアでは最下位の自動車・二輪だが、次で述べる好感スコアでは全 18 業種中 10 位と中

位に浮上する 3。 

 

（２）好感スコア 

 「好感スコア」は、企業・ブランド発のソーシャルメディア投稿が、好感度や共感のアップに結びつ

いたかどうかを把握する指標である。 

 例えば、自動車・二輪以外でも、頻繁に購入しないもの、やや値の張るものは、消費行動スコア

が伸びにくい分、「好感度」を高める施策が必要である。スポーツブランドや、テーマパークなどの

レジャー施設といった、固定ファンが付いている業種は好感スコアが高まりやすい。 

逆に、「このブランドでなければダメ」という選好性（こだわり）の低い商品群が中心の業種では、

好感スコアを高めることは難しいが、同業他社と比べて好感スコアが明らかに劣るようであれば製

品やサービスなどに改善の余地がある。 

 

 

 

 

                                                   
2 2015年末にかけて実施した調査では、Facebookのファン数や Twitterのフォロワー数、LINEの友だち

数などが多い 100のソーシャルメディア積極活用企業・ブランドを選定し、ソーシャルメディア利用者に

アンケートを実施。1万 7233人の有効回答を得た。 
3 ただし、消費スコアで軒並み下位の自動車メーカーが好感スコアではそろって中位になるのではなく、

100社の中でトップ 10に入る企業もあれば、90位台の企業もある、という具合に明暗が分かれている。 
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（３）興味関心スコア 

「興味関心スコア」は、企業発のソーシャルメディア投稿に対し、リツイートやコメントなどをする、

メルマガに登録する、キャンペーンに申し込むなど、購入には至らないが何らかのアクションを引き

起こした度合いを偏差値化した指標である。 

この指標においては「飲料・ビール」がトップであった。これは、小売店の限りある棚を確保するた

め顧客接点を強化してリピート購入を増やそうと、ソーシャルメディアと連動したキャンペーン、プロ

モーションを頻繁に実施していることによるものと考えられる 4。 

 

１－２ ソーシャルメディアが企業の事業活動に与える影響 

 

ソーシャルメディアを通じた消費者に対する働きかけ及びその反応は、企業の事業活動の様々

なフェーズにおいて影響をもたらしつつある。ここでは、特に傾向が顕著と考えられる「販売フェー

ズ」「商品開発フェーズ」「海外展開フェーズ」の３点について述べる。 

 

（１）販売フェーズ 

消費者がソーシャルメディアを通じて積極的に商品情報を得るようになっている。そのため、販

売フェーズでソーシャルメディアを活用し、商品の訴求を行う企業が増えてきている。その結果、従

来のようにマスメディアを通じたプロモーションを行った場合と比較して、ソーシャルメディアを活用

したプロモーションを行った場合の方が、より早く商品の認知度を上げて売り上げにつながる例が

出てきている。 

実際に、スターバックスなど、BtoC の食品や外食産業などでは、ソーシャルメディアでの商品訴

求が功を奏して、想定を上回る売れ行きを示すことが起きている。 

また、ソーシャルメディアを活用することにより、販売フェーズに消費者を巻き込む企業も現れて

いる。その結果、消費者も企業と一体となってプロモーションに参加することにより、商品の売り上

げを底上げするということも起きている。 

 このような場合に「想定外の売れ行き」として機会損失を起こさないためには、社内体制の整備が

必要である。すなわち、ソーシャルメディアを活用した販促活動が行われることが社内で共有され、

さらにソーシャルメディアに対する反応は早く高まりやすいことから、その成果をできる限りリアルタ

イムで社内の各部門に伝えていくことで、販売などの機会損失を最小限に抑えることが可能とな

る。 

 この点については、コンビニエンスストア大手のローソンの取り組みが参考になる。同社はソーシ

ャルメディアでの販促を行う全社の会議を定期的に開催し、情報を共有している。各現場からの販

売促進の提案などもその場で受けている。また、ソーシャルメディア活用が進む米大手ファストフー

ドチェーンのタコベルも同様に社内での情報共有と連携を図っているという。 

                                                   
4 ただし飲料・ビールは消費行動スコアが 18業種中 11位にとどまる。プレゼント企画などのキャンペー

ンが常態化し、実施したからといって売り上げには直接つながりにくいことなどが理由として考えられる。 
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（２）商品開発フェーズ 

 ソーシャルメディアは製品やサービスの開発にも大きな影響を与えうる。特に日本企業は、これま

で作り手側の思いを反映するプロダクトアウト的な発想をしがちであるが、こうした開発は消費者の

ニーズとのギャップを生み出しやすい。 

それに比べてソーシャルメディアを活用すると、低コストかつ短期間で多くの消費者の声を集め

ることができるため、適切に活用することにより消費者のニーズを詳細に把握することができる可能

性がある。 

大手企業の一部では、商品開発のプロセスにソーシャルメディアを活用する動きが出ているが、

中堅中小企業も、そうした情報をいち早く把握して商品開発を行うことにより、成長につなげること

ができるだろう。 

 

（３）海外展開フェーズ 

 ソーシャルメディアの活用により、海外展開の方法も多様化している。 

例えば、商品を販売する企業が海外展開する場合、これまでは現地に販売拠点を置く、又は現

地企業とパートナーシップを組むといったことが一般的であった。しかし、そうしたことをせずとも、ソ

ーシャルメディアを通じてきめ細やかなプロモーションを行うことにより、日本に訪れる際に確実に

購入してもらう、あるいは海外から直接注文が来るといったことが起きつつある。 

ソーシャルメディアは中国などアジアにおいても活用が進んでおり、日本企業にとって海外市場

を開拓したりするための有効な手段として、今後も一層の活用が見込まれる。 
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第２章：国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例 

 

 ソーシャルメディアを活用した先進的な取組事例を調査分析するために、約 50 社へのインタビュ

ー調査を行った。 

なお、ベストプラクティスとして事例集に掲載した企業 42 社を集計すると、業種は以下の通りとな

る。食品・日用品、流通、製造BtoCなど消費者の生活に身近で日々接する商材を扱う企業が多い

ことが分かる。 

 

・食品・日用品   10 社 

・流通  8 社  

・サービス 6 社 

・製造 BtoC 5 社 

・製造 BtoB 4 社 

・運輸・旅行 4 社  

・金融  3 社 

・情報・通信 2 社  

 

 本章では、この調査をもとに、国内外の企業における先進的なソーシャルメディア活用の特徴、

そこから得られる取組を始めるための知見について見ていく。 

 

２－１ 活用するソーシャルメディア 

 

従来は、ソーシャルメディア活用というと手軽に短文が投稿できる Twitter が主流であったが、長

文を投稿できたり画像や動画を活用できたりする Facebook や質の高い写真の投稿が多く流行感

度の高いユーザーが多い Instagram、ダイレクトに情報を届けることができるメッセージアプリの

LINE など、手段が多様化している。 

特にこの 2～3 年の間に、アパレルやサービスを中心に、投稿したコンテンツの表示先をつなが

っている友だちに限定しない利用者が多い点で Facebook と差別化されている Instagram を積極的

に活用する企業も増えている。 

また、国内市場ではなく中国市場をターゲットとする企業は、LINE や Facebook とは異なる現地

で優勢となっているソーシャルメディアを活用する動きも出てきている。 

 

（１）顧客のタイプによるメディアの選択 

 ソーシャルメディア活用で先進的な企業の中には、例えばローソンのように、主要なサービスをほ

ぼ全て利用しているところもある。ただし、同時に全てに注力するのではなく、そのときの流行廃り

などのトレンドを考慮しながら、訴求したい層に合わせて使い分けを行っていることが分かった。 
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●ローソンが活用する各種のソーシャルメディア 

 

 

 一方、多くの企業では、顧客のタイプ（ターゲットとする年齢層、性別、趣味嗜好性の高さ等）によ

って最適なソーシャルメディアを見いだし始めており、活用するソーシャルメディアの絞り込みをし

ている。 

 

（例） 

 和菓子を販売する船橋屋では、顧客の大半が中高年の女性であるが、EC サイトでは男性や

若い女性にも訴求を図りたいため、主要な顧客層の息子・娘の世代である 30 から 40 代の利

用が多い Facebook を活用することにした。 

 玩具を販売する日本トイザらスでは、分析の結果、Twitter は趣味嗜好性が強い情報に対して

反応が高い一方、Facebook ではファンのうち 60%以上を女性が占めることが分かり、両者の特

性を生かして投稿内容を工夫することにより訴求を図っている。 

 

（２）自社の製品やサービスの特性によるメディアの選択 

 製品やサービスの特性によっても、活用するソーシャルメディアの絞り込みを行っている企業があ

る。特に、Instagram は綺麗な写真を載せて広く訴求することに適しているため、アパレルを中心と

して多く使われ始めている。 

 

（例） 

 衣料品製造・販売大手のジーユーは、アプリから顧客が着こなした写真を Instagram に投稿で

きるようにしている。ハッシュタグを付与することで後に分析も可能にした。 

 猫グッズの製造販売をしているクロス・クローバー・ジャパンでは、顧客が Instagram に商品の
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写真を投稿すると、それを契機に売れていることがコメントを通じて知ることができることから、

友だち限定の投稿が多い Facebook より広がりがある Instagram を強化している。 

 

（３）訴求を図る地域によるメディアの選択 

 特に中国では、Facebook や Twitter の利用が制限されているため、それら以上に現地で人気を

集めている以下に挙げるようなソーシャルメディアが存在する。中国を念頭に置いた活用を行う企

業は、積極的にこうしたソーシャルメディアを選択している。 

 

 Weibo（微博、ウェイボー）：中国版 Twitter とも言われ、月間利用者数は 2 億 3600 万人に上り、

パソコンでも利用可能だが 83％はモバイル経由のアクセス。 

 WeChat（微信、ウィーチャット）：メッセージアプリの LINE にあたるスマートフォン向けサービス

で、中国の IT 大手であるテンセントが提供している。LINE と同様にメッセージのやり取りと無

料通話が可能。近年はモバイル決済の機能を強化している。月間利用者数は約 6 億 5000 万

人に達している。 

 

（例） 

 宝飾品販売のサダマツでは、インバウンド消費を狙って中国版 LINE とされる WeChat を活用

し、中国で人気の日本人俳優を起用したところ、万単位でリツイートされるほど注目を集めた。 

 造船・海運業のツネイシホールディングスでは、中国の顧客など一般とのコミュニケーションの

ためには WeChat、アジア圏の従業員との交流のため LinkedIn を活用している。 

 

●ツネイシが WeChat で提供する中国語の企業情報 

 

２－２ ソーシャルメディア活用の目的 

ソーシャルメディアは、「売るための情報を一気に拡散する」という活用から、「共感を得て、顧客

との一歩踏み込んだ関係を構築」「顧客の本音や真のニーズを知り、製品やサービスに生かす」た
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めのツールとして活用する動きへと変わりつつある。 

ソーシャルメディア活用ベストプラクティス集では活用の目的について「販売促進」（商品売り上

げの向上、店舗誘導の増加、CRM 戦略の一環）、「認知向上」（企業・商品ブランドの認知向上、理

解促進）、「製品開発」（製品開発目的で顧客の要望を集める、商品モニターを募る）、「サポート」

（アクティブサポート、リスクモニタリング）、「その他」（顧客同士の交流促進）の 5 種類で分類したが、

その割合をグラフで示すと以下の通りである。 

 

  
●42 事例のソーシャルメディア活用の目的 

 

以下ではそれぞれの活用目的について、ソーシャルメディア活用の参考となる先進的な事例を

見ていく。 

 

（１）販売促進 

 販売促進は 17 事例とすべての活用目的のなかで最も多いが、ソーシャルメディア上で話題を作

り、自社の EC サイトに誘導するといった使い方が一般的である。 

この際に重要となってくるのは、ソーシャルメディア上での話題作りであり、飽きられない投稿を

行うために各社とも創意工夫をこらしている。 

例えば、柳田織物（東京都港区）では、社長自らがコーディネートを工夫して Facebook 上などの

コンテンツとして登場することにより、顔の見える安心感を演出しつつ、着こなしの提案を行ってい

る。 

また、1904 年創業のトヤマかばん店（群馬県前橋市）は、2009 年度の新入生向けのランドセル

商戦から EC を開始すると同時に、ランドセルの選び方を解説する動画を YouTube に公開した。家

庭用のデジタルビデオカメラで、ランドセルの重要部位を指差しながら解説する姿を収録し、ビデ

オ編集ソフトで、「錠前」「内装」などジャンル別に動画を分割して、解説のテロップを追加している。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他

サポート

製品開発

認知向上

販売促進

ソーシャルメディアの活用目的
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牛革の厚さなど重要な部位を他社商品と実際に比較、測定して丈夫さをアピールしたところ、1個5

万円以上の高級ランドセルにも関わらず、1000 個超の予約完売時期が年々早まっているという。 

  

飲料などの消費財ではソーシャルメディアを活用したキャンペーンが多数行われているため、企

業も消費者も飽き気味とも言われている。 

そこで日本コカ・コーラは飲料水「い・ろ・は・す」の新しいフルーツフレーバーシリーズ「もも」の発

売に当たり、ソーシャルメディア上での盛り上がりを 2 度作った。次のフレーバーを当てるクイズの

出題と解答で、キャンペーン慣れした消費者に違ったお楽しみ体験を与えるという発売前に高い

商品認知を得て消費行動につなげる施策を打った。 

 

さらに、「販売促進」のなかでも一歩進んで、ソーシャルメディアを「販売チャネル」として活用す

る動きが出てきている。 

例えば、ピザの宅配を行うドミノ・ピザでは、リアルに商品を売り込むためのチャネルとして LINE

を活用し、トーク感覚でピザが注文できる仕組みを作ったことで、4 カ月で 1 億円を売り上げるという

結果につながったという。 

 

 

 

●ドミノ・ピザを LINE で注文しているところ 

 

また、宝飾品を販売するサダマツでは、中国版 LINE とされる WeChat を活用し、販促メッセージ

の投稿だけでなく、中国で一般的となっている WeChat での決済も提供している。中国人旅行者が

来た際に、アプリを立ち上げて店員の iPad にかざすと登録口座から引き落とされるという仕組みで

ある。 
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●WeChat アプリのバーコードを提示してもらい、店頭の iPad にかざして決済する 

 

（２）認知向上 

 自社の商品やサービスについて、Web サイトに掲載しただけでは伝わらない良さをソーシャルメ

ディアで伝える企業が増えている。特にマス広告に費用をかけられない中堅・中小の企業にとって

は、活用の価値がある。 

例えば、味噌のたまり漬けを製造・販売する上澤梅太郎商店（栃木県日光市）は、社長自らがみ

そ汁と漬け物がある「贅沢ではないが豊かな朝食」をイメージして毎日Facebookに写真を投稿する

中で、特に 30 歳前後の女性と 50 歳前後の男性を中心に支持を集め、企業メッセージ浸透に手応

えを感じている。 

 

一般消費者向けではない BtoB であっても、最終的な利用者は企業内の個人である。彼らが商

品をほめてくれることは広告効果になる。また、BtoB の企業は顧客の声を卸や取扱店、最終製品

やサービスの企業を通じて知ることが多いが、ソーシャルメディアは顧客に直接アプローチして反

応を知ることができる貴重なチャネルとなる。 

例えば、産業向け工具の開発・販売を行う京都機械工具は、工具の新商品やセール、イベント

などの販促情報だけでなく、工具に関するクイズや活用ノウハウなどの話題も投稿している。調達

部門ではなく工具を利用する職人が整備用の工具を選定することがあり、個人では趣味の工具需

要がある。このため卸や取扱店を通じたアプローチだけでなく、最終利用者へと直接接触するブラ

ンディング活動を重視する必要があると考えた。同社は直販していないが、コアなファン層に向け

て会員クラブを組織して会報誌を発行するなどしていた。ソーシャルメディアはそのデジタル版と言

える。 

Facebook ではほとんどの投稿にコメントがつくまでになっており、コメントには逐一返答をするよう

にしている。そうしたやり取りの中で最終顧客との関係を強固にしている。ネガティブな意見に対し

ても対処することで、継続的にコメントを書き込むファンも現れている。 
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●「豊かな朝食」を紹介する上澤梅太郎商店の Facebook ページ（左）、 

工具の活用ノウハウなどを紹介する京都機械工具の Facebook ページ（右） 

 

（３）商品開発 

 ソーシャルメディアの新たな活用と言えるのが、商品やサービスの開発用途である。企業が売り込

みたいものではなく、幅広い意見を効率的に集めたり、単発のアンケート調査等と異なり企業と消

費者が双方向にやり取りすることができるため、真に顧客のニーズを把握した製品やサービスを生

み出すことができる可能性がある。 

さらに、ソーシャルメディアを通して顧客とともに製品やサービスを開発することで、企業に深く関

わり、愛着を持つ顧客を育てていくことにもつながると考えられる。 

例えば、ペットのねこグッズを販売するクロス・クローバー・ジャパン（岩手県盛岡市）は、猫を実

際に飼っている顧客の声を参考に商品を開発している。具体的には、猫が爪切り時に興奮するの

を防ぐ補助具である「もふもふマスク」についてソーシャルメディアで告知したところ、鼻が低い猫に

もフィットするマスクも欲しいといった意見があった。そうした顧客に試作品を使ってもらいながらフィ

ードバックを受けて、最終的な製品を開発した。 
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●クロス・クローバー・ジャパンが顧客の声を聞きながら開発したマスク 

 

大手企業でも、商品開発を通してファンを組織化することに成功している。 

例えば、サッポロビールは、2012 年から、ビール愛好家に呼び掛けて商品コンセプトから商品名、

味、パッケージまでのすべて消費者と議論しながら作る「百人ビール・ラボ」のプラットフォームとし

て Facebook を活用している。ソーシャルメディアの担当者だけでなく、商品開発の担当者も参加し

て消費者と一緒に商品開発を行う共創型の取り組みである。2012 年に実施した第１回のキャンペ

ーンでは、Facebook の広告サービスを活用してビールを好む層に告知したところ、10 日ほどで 1

万人以上が集まり、開発した「百人のキセキ 至福のブラウンエール」は 10 万ケースを販売した。 

また、カルビーは会員制ファンサイト「それいけ！じゃがり校」を 2007 年から運営しており、毎年

2000 人以上が入学し 3 年間在籍するというコミュニティになっている。サイトではスナック菓子「じゃ

がりこ」の食べてみたい新しい味のアイデアを募り、1000 を超える応募案の中から実現可能性を勘

案して 40～50 案をノミネートする。これを人気投票でトップ 10 案に絞り込み、決選投票で商品化す

る味を決める。パッケージ案やキャッチフレーズ、販促物もファンの発案である。毎年 1 製品ずつ投

入しており、レギュラー製品に匹敵する売れ行きを見せることもあるという。 
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●サッポロビールの「百人ビール・ラボ」の Facebook ページ（左） 

●カルビーが顧客の意見を反映して投入した「じゃがりこ」の新商品（右） 

 

 さらに、良品計画は、特別なキャンペーンではなく、普段の商品開発のプロセスにソーシャルメデ

ィアを組み込んで、レギュラー製品の開発にも活用している。具体的には、ライフスタイルを提案・

発信する「くらしの良品研究所」内にものづくりコミュニティ「IDEAPARK」を開設し、顧客からの要望

とその回答、進捗状況をサイト上で公開している。年間 8000 件に上る意見・要望から、既存製品の

改良なども含めて年間 100 件近くが商品化にこぎ着けている。 

 

●無印良品は顧客の声をレギュラー製品の開発に生かしている 

 



19 
 

（４）サポート 

 ソーシャルメディア上には自社の製品やサービスに対する、ネガティブな話題や顧客が困ってい

るといった情報も投稿される。こうした情報を放置しておかず、積極的に対処していこうという動きも

出てきている。 

 

 例えば、花王はネット上で公式アカウントから消費者に直接アプローチしている。具体的には、

Q&Aサイトの Yahoo!知恵袋の「洗濯」「掃除」「スキンケア」などのカテゴリーに投稿された質問、「花

王」というキーワードを含む質問を収集し、回答可能な質問を絞り込んで回答している。ネットでは

様々な利用者が知恵を出して助け合っているものの、適切ではないアドバイスもあることから、企業

として適切な回答をして消費者をサポートすることにより、ブランド好感度の向上に寄与しうると考え

ている。 

 

●花王が Yahoo!知恵袋上で運営している公式ページ 

 

 また、リッチモンドホテルを運営するアールエヌティーホテルズ（東京都世田谷区）では、SNS や

宿泊予約サイトに書かれた自社ホテルに関するクチコミを「立地」「料金」「接客」などの項目ごとに

ポイジティブな内容かネガティブな内容かを分類・集計するシステムを導入し、いち早く対応できる

ようにしている。特にネガティブな類似内容のコメントが見られる場合には、過去に遡って同様の投

稿があるかどうかを確認し、原因を究明して対策を取っている。 

 女性用下着通販大手のピーチ・ジョン（東京都渋谷区）は、顧客対応用の Twitter アカウントを用

意し、カスタマーサービス部門が直接対応している。例えば「ネットで買った場合にラッピングが可

能ですか？」といった投稿に対して、公式アカウントから「有料になりますが、ギフトサービスをご利
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用いただけます」といった回答をしている。Twitter での顧客とのやり取りを他の顧客が見ることが、

商品の特徴を認知することとなり購入につながることもあるという。お客様番号や名前などのパーソ

ナルデータをやり取りする場合は、やり取りが公開されないダイレクトメッセージ機能もしくは電話に

切り替える。 

 米格安航空会社のジェットブルー航空も Twitter アカウントを電話と同様の顧客サポートのチャネ

ルとして活用している。例えば、機内に忘れ物をした際に、ジェットブルーのアカウントにその旨を

投稿すれば、短時間で返事を返すという。ジェットブルーは「ヒューマニティ（人間性）」を会社の信

条に掲げており、ソーシャルメディアでもそれを実践している。 

 

（５）その他 

 個別の顧客に対するサポートを超えて、ソーシャルメディアを顧客コミュニティの醸成に使う動きも

ある。 

 例えば、大阪信用金庫（大阪市天王寺区）は、独自の交流サイト「だいしんなんでもネット」を立ち

上げて、約 1500 人の会員に対して、商材の売り買いやノウハウのやり取りを支援している。顧客に

多い個人事業主の場合、昼間は営業に駆け回っていることが多く、対面でサポートしきれないケー

スが増えていることから、顧客同士が直接やり取りする場の提供するために交流サイトを設置した。

サービス開始直後に食品卸と食品製造の会社との取引が成立するなどの結果が出ている。 

こうした顧客コミュニティを形成して、前述のサッポロビールやカルビー、良品計画のように商品

開発に活用している企業も存在する。 

 

●「だいしんなんでもネット」のサービス画面 

 

２－３ ソーシャルメディア活用の運用ルール 

 ソーシャルメディア活用において企業側が出したい情報を一方的に投稿するだけでは、共感が

得られず、飽きられてしまう。 
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 そこで投稿内容やスケジュールなどに一定のルールを設けるケースも増えている。活用を継続す

るための助けにもなっている。商材によっては、投稿する時間で売り上げなどの効果に差がある場

合がある。また、タイミングを工夫して投稿の波を作り、話題を盛り上げるといったことを行っている

企業もある。 

 

例えば、和菓子を製造販売する船橋屋（東京都江東区）は、投稿内容が商品の宣伝ばかりにな

らないように、地元である東京・亀戸の情報や、催事や店舗の紹介、船橋屋の歴史なども織り交ぜ

ている。これらはソーシャルメディアの開設当初にさまざまな投稿をして、好反応が得られた内容を

ジャンル分けしたものであり、投稿テーマを割り振っている。投稿時間や文字数、写真の見せ方な

どを変えながら試したところ、投稿は朝 7 時、文字数は 130 文字前後までが好反応であることが分

かったという。 

 全日本空輸は顧客の日常生活にブランドを浸透させるために投稿スケジュールを工夫している。

例えば、月曜朝は客室乗務員や機長、整備士など社員が登場し、火曜日にはお薦めの機内販売

品や空港サービスを案内する。それ以降は飛行機のトリビアなどを紹介し、金曜午後はきれいな写

真で「良い週末を♪」のコメントで締めくくるといった具合である。チケットや旅行パックの直接の売り

込みはせず、旅行に出かけたい気持ちを旅行者に喚起し、そこから同社の EC サイトによる購入に

つなげることを目指している。 

 

 

 

●船橋屋は宣伝以外の投稿も含めてスケジュール化 
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一方、ローソンはビッグデータ分析によって最適な投稿タイミングを見いだしている。具体的には、

通常午前 11 時に Twitter に投稿しているが、グリーンスムージーという飲料の購買状況について

POS データを分析したところ、午前 7～10 時台に女性に飛び抜けて売れていることが分かった。そ

こでキャンペーン期間中は午前 6 時にツイートする運用ルールに切り替えたところ、徐々に人気を

集め、2000 万本が売れるヒットとなった。 

 

 

●Twitter で話題を広げてヒットした 

ローソンの「グリーンスムージー」 

 

 

 また、玩具販売の日本トイザらス（神奈川県川崎市）は、TwitterとFacebookの利用者層の違いか

ら、投稿を 2 段階にしている。Twitter は「トイザらス」とベビー用品の「ベビーザらス」の 2 つのアカウ

ントで毎週平均 35～40 件のツイートをしている。一方で、Facebook はその中からメディアのターゲ

ット層に合う投稿だけをピックアップして投稿している。趣味嗜好性の高い Twitter はアーリーアダ

プター層が多く、Facebook はレイトマジョリティが多いと考えられている。 

 

 

  



23 
 

２－４ 活用組織・体制 

中堅・中小企業では経営者がソーシャルメディアの価値を見いだし、トップダウンで活用に取り

組むケースが多い。顔の見える顧客とのリレーションを構築し、商品の価値を丁寧に説明すること

ができるソーシャルメディアの特性を理解している。 

 前述の通り、柳田織物や上澤梅太郎商店の場合は、社長自らがソーシャルメディアに投稿したり、

ソーシャルメディアに登場したりして情報を発信している。 

また、宝飾製品のサダマツも、社長が新たな成長戦略の一環に位置づけてソーシャルメディア

活用を先導し、インバウンド需要への対応に欠かせない手段となりつつある。 

  

これに対して、大手企業においては、これまでは広報等の担当者によって分業的に行われてき

た。しかしながら、ソーシャルメディア活用の適用領域が新製品の販促や企業イメージの告知とい

ったものに留まらず、製品開発やサポートなど様々な分野に広がりを見せていることから、ソーシャ

ルメディア活用の担当者はマーケティングや営業部門だけでなく、製品開発や経営、サポートなど

全社と連携して、情報発信・取得のハブとなっていくことも求められるようになっている。 

例えば、ローソンでは、第１章でも述べたように、社内の施策をソーシャルメディアと連携させるた

め、関係する各部のチームが集まる会議を1週間に1回開催している。各ビジネス部門の新商材を

プロモーションしたり、施策を検証・共有したりしている。 

一方、音楽専門店のタワーレコードでは、顧客との接点である店舗における活用を推進しつつ、

本社でのコントロールも効かせている。具体的には、各店舗で働く音楽好きのスタッフからの要求

に応えて開設している 85 店全店の店舗別アカウントにおいて、それぞれの店の担当者ごとの特徴

が伝わり、来店につながるようにガイドラインを定め、店長やバイヤーの個性、人となりが見える投

稿（ヒト）、商品リリースやヒットチャートなど新鮮な情報（モノ）、店舗単位で開催するイベント情報（コ

ト）を重点投稿するように指南している。アカウント全体は本社の営業戦略室が担当しており、各ア

カウントの担当者に週次で運用状況をレポートし、反響の大きかった投稿などの話題は全担当者

間で情報共有している。 
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●タワーレコードの各店舗のアカウント一覧 
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２－５ ビジネスモデルを支えるソーシャルメディア活用 

 ソーシャルメディアを認知向上や販売促進などに使うのは一般化しているが、一方でソーシャルメ

ディアを自社のビジネスモデルを支える基盤として活用する取り組みも進んでいる。 

 例えば、米グーグル傘下のウェイズ・モバイル（Waze Mobile）はドライバー同士のコミュニティを SNS

のアプリで支援しつつ、それを活用してまさに現場で得た最新の口コミを基にした交通情報を提供

している。 

ドライバーのそれぞれが事故や渋滞、取り締まり、その場の天候といった情報を発生地点ととも

に投稿し、それらを地図上にマッピングしてユーザー間で共有する。同じ目的地に向かう知り合い

同士が連携したり、ガソリン価格の情報を共有したりする機能もある。 

 

 

●SNS を組み込んだナビアプリの Waze 

 

 

一方、米オープンスポンサーシップは、様々な分野のスポーツのアスリートとスポンサーとなる企

業の間を仲介するサービスを提供している。Instagram を中心に活用し、アスリートの特徴を紹介し

て、魅力を訴求。スター選手でなくても企業の十分な支援が受けられるようにするという取り組みで

ある。 

  

SNS を多様かつリアルタイムな情報源として活用するビジネスも増えている。 

 米 Quid はソーシャルメディアなどの大量データを分析して整理したうえで可視化する「ビジュアラ

イゼーション」のサービスを提供している。入力されたキーワードを基にして、英語のソーシャルメデ

ィア、ニュースサイトや商標データベースなどの情報を人工知能（AI）が分析。そのキーワードが属

している市場のプレーヤーの種類や規模、関係性などが直感的に分かる業界マップを生成する。
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例えば「ロボット」というキーワードでマップを生成すると、「センサー」というキーワードが中心に配置

され、周辺には「工業用ロボット」や「自然言語処理」が配置される。「手術用ロボット」はさらにそれ

らの周辺に位置する。 

 

 

●Quid はソーシャルメディアの情報を基に特定話題の位置づけを可視化する 

 

 こうしたソーシャルメディアの様々な活用により、新しいビジネスが日々生まれている。 
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第３章：効果向上に向けた先進的な取り組み 

 

３－１ 効果の考え方と指標 

 

 ソーシャルメディアに取り組まない多くの企業の担当者は理由として「効果が測りにくい」を挙げる。

実際、平成 28 年 3 月 3 日の事例報告会でのアンケートでも、「ソーシャルメディアを活用していな

い理由」として「効果があるのか分からない」が 2 番目で、「本格活用の課題」として「効果指標の策

定」を挙げる声が最も多かった。 

今回、ここ数年間、積極的に取り組んでいる先行企業へのヒアリングを行った結果、ソーシャルメ

ディアの効果に対する評価軸が見えてきた。 

 

●ソーシャルメディアの効果を図る主な指標 

指標 測れるもの 

サイトへの流入数 

EC サイトであれば売り上げに結びつく投稿かどうか。企業サ

イトで動画やキャンペーン情報、詳細な製品情報を見てもら

うことは認知向上につながる 

フォロワー数、ファン数、友だち数 アカウントの影響力（投稿が表示される最大数） 

リーチ 投稿が表示されたユーザー数 

いいね！、リツイート、シェアなど   

コメント数 投稿に対する共感 

エンゲージメント率   

 

ソーシャルメディアの効果について、売り上げや利益など最終的な収益と直結した指標を持って

いる企業は一部にとどまっている。一方で各社が重視し活用しているのが、ソーシャルメディアから、

最終指標である販売などに結びつく「EC サイトへの流入数」である。例えば、衣料品製造・販売大

手のジーユー（G.U．）が KPI（重要業績評価指標）に採用している。 

さらに「EC サイトへの流入数」を増やすには、顧客に投稿をクリックしてもらう必要がある。そのた

めソーシャルメディアへの投稿をまず見てもらえる、自社の登録ユーザー数に当たる「フォロワー数」

「ファン数」「友だち数」を指標と挙げているケースが多い。 

さらに話題となって拡散していくため、あるユーザーの投稿を他のユーザーにも共有する「リツイ

ート」や「シェア」、「いいね！」の数を指標としている企業も多い。投稿したそれぞれのコンテンツに

対する評価やユーザーの反応を見るために使っているケースも多い。ソーシャルメディアの活用目

的がブランディングであれば、ユーザーが共感したことを示すこうした指標を重視する。 
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 こうしたソーシャルメディアの効果を総合的に評価するのが「エンゲージメント率」と呼ぶ指標であ

る。 

例えば、トイザらスは「エンゲージメント率」を効果指標として設定しているが、友だち数をベース

に算出している。同社によると Facebook ページのリーチ率は友だち数の総数に対して 5～8%程度

と言われているが、トイザらスでは平均 3 割前後という。8 割程度という高い数値を記録する場合も

ある。 

エンゲージメント率は企業によって定義が異なる場合がある。従来は、企業アカウントの「友だち

数」で割るのが一般的とされていたが、米フェイスブックの運用によって自らの投稿がすべての友

だちに表示されないため、「表示された数」となっている。ただし表示された数は、アカウントを保有

している企業もしくはフェイスブックにしかわからない。 

Facebook であれば投稿に付いた以下のような数式で示すのが一般的である。つまり投稿を見た

ユーザーがどの程度の割合で共感もしくは反応したのかを測る。 

 

文具のキングジムはソーシャルメディア活用で定量的な効果を出しており、それらを公表してい

る。具体的には、上述のエンゲージメント率は他社平均の約 10 倍、Twitter の広告サービスに換算

すると ROI（投資対効果）では他社平均の約 3 倍だという。 

同社はそのほか Twitter などソーシャルメディアの活用によって、テレビや雑誌で取り上げられた

り、講演会への登壇を依頼されたりといったことでの露出による認知効果も想定している。 

 

●キングジムにおけるソーシャルメディア活用の効果（左）と担当者への評価（右） 

 

また、ソーシャルメディアの費用対効果を、他のメディアと比べる動きも出ている。 例えば、デジ

タル複合機などオフィス向けの BtoB 商材を扱うコニカミノルタは、テレビ CM とネット動画の費用対
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効果を比較している。「イノベーション」をテーマにした動画を用意して、テレビ CM、Facebook など

で流すネット動画広告、電車内映像広告「トレインチャンネル」などクロスメディアで展開。動画の効

果を把握するためビジネスパーソンを対象に視聴したメディアと視聴後の好感度アップなど態度変

容についてアンケートを実施した。 

調査データから、「テレビと動画広告」または「テレビと電車内」のように 2 つのメディアと重複して

接触した場合に、単一の接触と比べて費用対効果が倍近く高いということが分かった。中でも、設

定したターゲット群の態度変容にかかったコストが最も低く済んだのが、ネット動画広告とテレビ CM

の重複接触者である。テレビ単体と比べて、半分近いコストで済む計算になった。テレビの「接触の

広さ」とネット動画の「接触の深さ」というそれぞれのメディアの特性を生かすことで、ROI を高めるこ

とができた例である。 

 

 

●コニカミノルタはソーシャルメディアと他メディアの ROI を測定した 
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３－２ 効果を高めるための創意工夫 

 

 ソーシャルメディアによって売り上げを向上させたり、認知度や好感度の向上を狙った通りに上げ

たりといった成果を出すのは一般に難しいと言われている。その一方で成果を出している企業は活

用に際して、創意工夫をしている。 

 取り組みは様々であるが、一様に言えることは、企業側から一方的に商材のコンテンツを投稿し

て情報提供するだけでなく、いかに製品やサービスなどに共感してもらい、愛着を感じてもらうとい

う観点が重要である。そこからさらに、共感した消費者による自発的な行動（消費者自身によるソー

シャルメディアへの投稿等）を呼び込むことを目指す、ソーシャルメディアを起点とするイベントへの

参加を促す、といった企業もある。 

前項で説明した、代表的な評価指標である「エンゲージメント率」を高めるためにも、投稿で共感

を得たり、消費者を巻き込んだりして、分子である「いいね！」や「シェア」、「コメント」を獲得していく

必要がある。 

 

・ユーザー自身の投稿を促進 

 コーヒーショップを展開する米ブルー・ボトル・コーヒーは、来店した顧客が Instagram に投稿した

写真や動画を自社のアカウントに流用している。消費者による体験そのものの投稿が最も価値の

高いコンテンツであると考えている。該当する投稿を探すために利用しているのが、Instagram や

Twitter などでよく使われているハッシュタグ（#）という仕組みである。ブルー・ボトル・コーヒーを訪

れた人の中には、（#bluebottlecoffe）といったハッシュタグを付けて投稿する人は多いが、

「#bluebottlecoffe」と検索することでそれらを一覧できる。こうしてハッシュタグから目当ての投稿を

見つけると、その消費者と連絡を取って、許諾を得た上で、自社のソーシャルメディアや Web サイト

上で紹介する。 

また、ヤマハ発動機は「#YAMAHA が美しい」のハッシュタグ付きでの投稿を推奨している。ツー

リングに出かけた際、美しい景色を愛車とともに撮影して SNS に投稿するライダーは多いが、愛車

自慢の投稿意欲を高めている。それをヤマハ公式 Twitter がリツイートすることでバイク好きの間に

さらに拡散し、ライダーとの距離感を縮める狙いである。 

 さらに、衣料品製造・販売のジーユー（G.U.）も同様にハッシュタグを活用しているが、ユーザー

側で設定する手間を省いている。自社のスマートフォンアプリに、自らのコーディネートを利用者間

で共有する機能「GU-SHARE」を搭載した。写真を投稿すると、「#GUMANIA」というハッシュタグが

自動的に付いて、Instagram にも投稿されるという仕組みである。 
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●ジーユーのコーディネート投稿画面 

 

 

・長期的な共感の醸成 

 自動車など高額の商材はソーシャルメディアでの訴求が購入に結びつきにくいと言われる。この

ため購入に至るまでの間のイメージ醸成も重要なポイントである。 

 スバル（富士重工業）はソーシャルメディアでの露出を、機能訴求型から、「安心と愉しさを」の情

緒訴求型への切り替えを図っている。例えば、衝突安全技術の PR では衝撃を軽くする車体の構

造や技術を説明していたが、身重の妻を助手席に乗せて走るシーンを描く動画「父になる」篇など

で、安全への思いを伝えている。これらはテレビ CM などでも統一している。こうした施策もあって、

スバルは日経 BP の調査でソーシャルメディア接触後の好感度で自動車業界 1 位となっている。 
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・店舗に導き購入機会を作る 

 ソーシャルメディアによる売り上げ向上策は EC サイトへの誘導が一般的であるが、実店舗への誘

導策としても活用されている。いわゆる O2O（オンライン・ツー・オフライン）の取り組みである。 

 ビールの製造・販売のヤッホーブルーイング（長野県軽井沢町）は、キャンペーンとあわせて消費

者自らの投稿を促した。2014 年秋に特定のコンビニ限定で「僕ビール、君ビール。」という限定発

売ビールのキャンペーンを実施。その際にヤッホーのアカウントから、「本当に売られているかどう

か確かめてほしい」と投稿した。これに興味を持ったユーザーが「ビールを探して購入した」といっ

た写真付きの投稿をするようになり、それをヤッホーのアカウントが地図としてまとめる形で報告して

いった。消費者に参加させる形でキャンペーンの盛り上がりを継続することができ、3 カ月で完売さ

せる予定の限定ビールが 1 カ月でほぼ完売した。 

 

●ヤッホーブルーイングが投稿した、限定ビール購買の状況 

 

米カード大手のアメリカン・エキスプレスは、中小規模の加盟店でのカード利用の促進にソーシ

ャルメディアを活用した。米国では年末商戦の初日、11 月の第 4 金曜日を「ブラックフライデー」、

翌月曜をネットでの販売が伸びる「サイバーマンデー」と呼ぶが、中小規模の小売業者での利用が

伸びていないという背景があった。これを打開すべくアメリカン・エキスプレスが行ったキャンペーン

「Small Business Saturday」は、消費者がソーシャルメディア上で来店を宣言したうえカードで買い

物をすると、キャッシュバックが受けられるというものである。成果があったため、現在ではレストラン

やバーにまで対象を広げている。 

 三菱東京 UFJ 銀行は他のユーザーと対戦するソーシャル型ゲームアプリの「Ingress」を活用し、

支店や ATM の場所を知ってもらう施策を実施している。Ingress はポータルと呼ぶ拠点に実際に出

向いてアプリを操作することで、参加者が拠点を占拠し合って陣地を広げるゲームである。通常は

企業の商業施設は拠点の対象となる「ポータル」ではないが、Ingress を運営するナイアンティックと
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提携することで、約 1700 カ所の支店と ATM をポータルとした。これによってゲームに参加するユー

ザーが同行の支店や ATM の位置を調べることとなり、認知が進む効果を期待する。 

 

●三菱東京 UFJ 銀行は、位置情報を活用したゲームで店舗の認知向上を図る 
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第４章：事例報告会のアンケート分析 

 

平成 28 年 3 月 3 日に実施した、「ソーシャルメディア活用先進事例報告会」には、約 280 人が

出席し、関心の高さをうかがわせた。そのうち 170 人からアンケートを回収し、結果を分析した。 

 

 実施したアンケートの項目は以下の通りである。 

Q1 性別 

Q2 ご所属 

Q3 業種 

Q4 企業規模 

＜ソーシャルメディアの活用状況についてうかがいます＞ 

Q5 あなたの会社ではソーシャルメディアを活用していますか。 

Q6 （Q5 で「はい」と答えられた方のみ）どのような目的で活用していますか。 

Q7 （Q5 で「はい」と答えられた方のみ）狙った効果を得られていますか。 

Q8 （Q5 で「はい」以外と答えられた方のみ）活用していない理由をお聞かせください。 

Q9 本格的な活用に向けた課題についてお聞かせください。（複数回答可） 

＜その他＞ 

Q10 支援策などについての要望がありましたらお書きください。（自由記入） 

 

 

参加企業の業種としては「通信・情報」が最も多い結果となった。これは顧客企業でのソーシャ

ルメディア活用を支援する事業者の参加も多かったことによると思われる。今後、中堅・中小企業が

取り組みを進めるためにそうした事業者が増えることが求められる。 

次いで製造、サービス、その他、食品・日用品となった。サービス、食品・日用品は活用が進む

業種であるが、製造についてはこれから取り組みたいという企業が多い。4 番目となった「その他」

には広告会社の参加が多数見られた。現時点であまり活用が進んでいない、金融・保険・カード業

が約 10 社参加しているのも注目に値する。複数の事業体を抱えるホールディングス企業の参加も

見られた。 
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●参加企業の業種 

 

 

企業規模では、従業員数 500 人未満が約半数だった。中堅・中小企業がソーシャルメディア活

用への取り組みに興味を持っていることが分かる。一方で 1 万人以上の企業も 18％の参加があっ

た。 

 

 

●参加企業の規模 
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ソーシャルメディアを現在活用しているかとの問いには約 6 割が活用中（はい）と答え、半数以上

が活用に取り組んでいる。また、35％が「今後取り組みたい」との意向を示した。「今後も活用の予

定はない」との企業は、商材特性に合わない、自社がソーシャルメディア活用の支援側企業である

といった理由があった。 

 

 

●ソーシャルメディアの活用状況 

 

企業規模別にソーシャルメディア活用の有無を分析してみると、100 人未満の企業で「今後取り

組む」との傾向が多い。1 万人規模でも 2 割以上が取り組んでいない。 

 

 

●企業規模別ソーシャルメディア活用の有無 
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ソーシャルメディアの用途について、活用中の企業（102 社）に聞いたところ、「認知向上」が 88

社と大部分を占めた。販売促進は 35 社、それにサポートの 11 社が続く。製品開発に活用している

というのは 3 社にとどまった。特に製品開発に活用することについては、これから増えることが期待

される。 

 

●活用している企業におけるソーシャルメディアの活用目的 

 

 

ソーシャルメディアを活用中の企業に「狙った効果を得られているか」を聞いてみたところ半数以

上が「いいえ」と答えた。効果を得ている企業が 3 分の 1 にとどまる。その他の回答として、取り組み

始めたところなので効果が見極められないという回答が複数あった。 

 

●活用している企業における狙った効果の獲得の有無 

 

 ソーシャルメディアを活用していない企業にその理由を尋ねてみた（複数回答）。 

「人材や知見がない」との答えが最も多く、「効果があるのか分からない」「担当部署がない」がこれ
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に続き、3 大課題となっている。まずは容易に取り組めるという第 1 歩を示すことができれば、こうし

た企業が活用に乗り出せると考えられる。 

 

●ソーシャルメディアを活用していない理由 
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39 
 

 

すべての企業に対して「本格的な活用に向けた課題」について聞いた（複数回答）。 

ソーシャルメディアを「活用中」、「今後活用に取り組みたい」と答えた企業、ともに 5 割以上が、

活用に対する効果指標の策定を課題と考えていることが分かった。 

「今後取り組みたい」と答えた企業は半数が「専門の活用部署または人材配置」と、取り組みを始め

るためのノウハウが不足していることをうかがわせる。活用のノウハウを実装した支援するツールや

サービスも拡充されているところであるが、「活用ツールやシステムの普及」についても課題を感じ

ている。扱い方によってはネット上での炎上などのリスクにつながる「消費者データの利活用」につ

いても、活用中の企業に比べて懸念を感じる声が多い。 

 

  

●取り組みの状況による、本格活用に向けた課題 
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第５章 ソーシャルメディア活用の課題と活用促進の方策検討 

 

ソーシャルメディアを活用して企業の事業活動を高度化させることを促進するために必要な方策

について、報告会のアンケート調査の結果を参照しながら検討する。 

 

５－１ 課題 

 報告会で行ったアンケート調査では、ソーシャルメディアの活用の課題について、未活用の企業

からは「人材や知見がない」ということが最も多く挙げられた。また、活用中の企業においては、半

数以上が「狙った効果を得られていない」と感じているということが分かった。 

 これらのことから、企業にとっては、どのようにソーシャルメディアを使うことが有効であるか、どうい

った点に気をつければ良いかといった点の知見が得られておらず、活用していたとしても効果的に

使えていないのではないかと考えられる。 

 

５－２ 解決策 

（１）ノウハウの普及 

ソーシャルメディアの活用には大きなコストがかからないため、始めることは容易であるが、成果

を出し継続していくには一定の知見が必要である。 

 そこで、まずは本調査の一環で作成した事例集（ソーシャルメディア活用ベストプラクティス）等を

活用しながら、先進的な事例から得られるノウハウを普及していくことが重要である。 

その際、企業の様々なニーズに応じたソーシャルメディア利用を支援する人材の育成も、活用

力を底上げするために求められるところである。特に地方にはそうした事業者や人材がいない場合

もあるが、インターネットが普及したとはいえ、フェース・トゥー・フェースで相談できる環境も必要と

なる。 

そのため、産業支援機関や商工会議所、地域の金融機関等、地域で中小企業の支援を行って

いる機関に所属する人材がこうした分野についても理解を深め、企業に対して積極的にアドバイス

できるようにしていくことが必要と考えられる。 

 

（２）専門人材の育成の推進 

 特に大手企業においては、ソーシャルメディアを効果的に扱える専門人材を置いていることがあ

るが、急速に成長している分野であるため、専門人材が不足している。そのため、専門性を評価す

る基準等、専門人材の育成を推進するための方策の検討が必要と考えられる。 

 

（３）その他 

ソーシャルメディアの活用にあたって、気をつけるべき点についても企業は知っておく必要があ

る。ソーシャルメディアには様々なデータが投稿され、集約するとまさにビッグデータとなる。一方で

改正個人情報保護法の完全施行に向けた動きが始まってはいるが、業界のガイドラインなどの整
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備はこれからである。ソーシャルメディアにおいて顧客のパーソナルデータを活用する際には何に

留意すべきか、改正個人情報保護法で何が可能になったのかといった点について、ガイドラインの

策定と分かりやすい説明が必要であると考えられる。 
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おわりに 

 

 これまで述べてきたように、ソーシャルメディアは適切に活用することにより、企業の事業活動の

様々な点において効果を発揮することができるツールである。現状では、積極的に活用しているの

は一部の企業にとどまっているが、これから日本でも多くの企業がソーシャルメディアの活用に乗り

出すことが予想されるところである。これまでになかった取組により、企業と消費者との深い関わり

合いの中で、より良い事業活動が行われることが期待される。 

 

ただし、ソーシャルメディアの活用の推進にあたっては、ソーシャルメディアの持ちうる負の特性

についても理解して取り組んでいく必要がある。 

 そのうちの 1 つは、ソーシャルメディアへの投稿やキャンペーンが社会的に受け入れられない、あ

るいは悪意ある者から攻撃されることにより炎上するという事態が起こり得るということである。 

企業を巡るソーシャルメディアリスクの原因は、大きく次の 3 つに分類できる。 

（1）企業公式アカウント発の不適切な言動 

（2）アルバイトを含む社員や取引先など関係者発の不適切な言動 

（3）ネットユーザー発の企業・製品などへの批判 

（1）は、会社の看板を背負ったアカウントでファン・フォロワーの反感を買うような内容を投稿する

ことで起こるため、特に投稿担当者において留意が必要である。 

（2）は、社員個々人の理解と自覚に委ねる形になるため、トラブルを完全にゼロにすることは難し

いが、個人向けのソーシャルメディア・ルールを策定し、教育研修することでリスクを大幅に低減で

きると考えられる。 

 （3）も完全に防ぐことは難しいため、自社に対する批判投稿をいち早く見つけて対応・改善してい

く体制を検討する必要がある。 

 特に大々的にソーシャルメディア活用に取り組む場合は、社内でリスク対策のチームを部門横断

型で立ち上げ、自社に関する問題投稿があった場合はチームで情報を共有して対策を検討する、

といった体制を取ることが望ましい。 

 このほか、ソーシャルメディア活用で留意しておくべきは、投稿されている情報の真偽が定かでは

ない点である。そうした情報を基に消費者や世間の意見としての知見を見いだしていく選択眼が必

要となる。 

 これは裏を返すと、消費者が必ずしも正しい情報のみに接しているわけではないことを意味する。

スマートフォンの普及によってこうしたソーシャルメディアの特徴は理解が進むが、そうしたリスクを

完全に排除はできない。 

 民と官が力を合わせてそうしたリスクを排除する仕組みを検討する余地はあるが、企業のアジア

やグローバルでの競争力を底上げするという意味でも、まずは使い手である企業や消費者のスキ

ルアップや知識の啓蒙が急務である。 
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（参考）ソーシャルメディアの活用を支援する企業に関する調査 

 

 ソーシャルメディア活用を推進する際に企業が利用するプラットフォーム事業者 3 社、支援事業

社 12 社の主なサービスや製品を選択し、アンケート形式で調査を行った。 

 

１．プラットフォーム事業者 

 Twitter や Facebook、LINE は企業がソーシャルメディア活用をする際に利用するプラットフォーム

であるが、それぞれのサービスを基盤とした支援メニューも用意している。 

 Twitter や Facebook は企業が公式アカウントを無料で運営できるのに対し、LINE は大企業向け

の公式アカウント、主に中小店舗向けの「LINE@」を有料プランで提供する。LINE@ではお試しで

無料の料金体系も用意する。また、企業と利用者の 1 対 1 のコミュニケーションを実現にする「LINE 

ビジネスコネクト」も用意する。ベストプラクティス集で取り上げたドミノ・ピザ ジャパンのピザ注文は

ビジネスコネクトの活用事例である。 

 LINE は、企業が独自の「スタンプ」を提供する「スポンサードスタンプ」のような、幅広い層へリー

チすることを目的とした広告メニューが中心なのに対し、Twitter や Facebook はきめ細かなターゲ

ティングによる広告配信が特徴である。Twitter は特定のテーマに関する投稿を集約する「ハッシュ

タグ」を活用した広告配信が可能で、利用者の興味関心を特定した広告に強みを持つ。一方、

Facebook は会員属性の指定や、広告出稿企業の会員限定など、利用者の属性をきめ細かくター

ゲティングして広告を配信できるのが特徴だ。 

 

２．活用支援サービス提供事業者 

 一方で、支援事業者は、各ソーシャルメディアに当該企業の話題がどのように投稿されているの

かを調べてレポートを出すサービスが多い。料金としては月額数万円台から提供されており、試験

的に取り組んでみることができると言える。 

投稿内容を分析して当該企業の投稿がポジティブか、ネガティブかを判断する。ネガティブな内容

が投稿された際に、即座にアラートを送るとった機能を持つサービスもある。複数のソーシャルメデ

ィアに開設しているアカウントの管理、投稿内容やスケジュールの管理をしながら、自社のソーシャ

ルメディアへの投稿がどの程度拡散しているのかの評価をすることができる。 

 ソーシャルメディア活用の評価指標の確立を課題として挙げる企業が多いが、こうした事業者の

サービスメニューを参考に設定するのも一考の余地がある。 
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●Facebook 広告のキャンペーン設定画面（左）と LINE＠の料金の説明（右） 

 

 


