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１－１．先行文献調査
4

１．電通受託事業
①中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」

②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業
①経済産業省「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」

②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」

３．電通情報センター文献



１．電通受託事業

① 中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者
向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」

② 経済産業省「平成30年度中小企業実態調査
（生産性向上の取組支援調査事業）」
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①中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」
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概要

１．電通受託事業



①中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」
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１．電通受託事業

ヒアリング調査



①中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」
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１．電通受託事業

ヒアリング調査



①中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」
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１．電通受託事業

ヒアリング調査



①中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」
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１．電通受託事業

ヒアリング調査



１．電通受託事業

① 中小企業庁 「平成29年度中小企業・小規模事業者
向け情報発信サイトのあり方に関する調査研究」

② 経済産業省「平成30年度中小企業実態調査
（生産性向上の取組支援調査事業）」
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②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
12

＊従業員数はパートアルバイト等を含む場合と含まない場合があります

№ 事業者（屋号） 区分 県 市 従業員数*

1 アルパカ舎 小売 富山県 富山市 5

2 花の舞酒造 製造・小売 静岡県 浜松市 60

3 アクセスコーポレーション 販売サービス 兵庫県 尼崎市 7

4 三水苑 飲食 宮城県 仙台市 20

5 京料理 下鴨福助 飲食 京都府 京都市 25

6 ホテル小柳 宿泊業（旅館） 新潟県 田上町 90

7 ヤングリゾート 旅行業 大阪府 大阪府 －

8 複合型介護施設檀紙 介護（施設型） 香川県 高松市 43

9 青空 介護（訪問介護他） 神奈川県 横浜市 150

10 角館観光タクシー 運輸 秋田県 仙北市 9

11 彦新 運輸 東京都 江戸川区 35

12 河内建設 建設 広島県 五日市町 6

13 一寸房 建設（設計） 北海道 札幌市 140

14 運乗建築 建築 宮崎県 延岡市 4

15 はぎわら歯科医院 医療 群馬県 高崎市 30

16 フジヤクリーニング 生活・衛生 滋賀県 大津市 35

17 アームスリレーション 生活・衛生 岡山県 岡山市北区 7

18 古川農園 農業 静岡県 袋井市 -

19 あすか保育園 教育・学習 京都府 京都市 8

20 石垣焼窯元 製造・小売 沖縄県 石垣市 5

１．電通受託事業

取材一覧



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例
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②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業
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取材事例
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②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例
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24

取材事例
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取材事例
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取材事例

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業
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取材事例

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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取材事例

１．電通受託事業
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業
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37

中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業



②経済産業省「平成30年度中小企業実態調査（生産性向上の取組支援調査事業）」
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中小企業支援施策の効果的な周知方法に関する調査

１．電通受託事業



２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

① 経済産業省
「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」

② 経済産業省
「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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①経済産業省「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業



①経済産業省「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業



①経済産業省「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」
45

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業



①経済産業省「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業



①経済産業省「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業



２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

① 経済産業省
「平成29年度補正学びと社会の連携促進事業」

② 経済産業省
「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ローカルベンチマーク



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
60

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

IT導入補助金活用による生産性向上事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
62

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

ITツール活用事例



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
70

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通

業種ならではの悩み・課題はありま
すが、複数の業種に共通する悩
み・課題もたくさんあります。こちらの
ページでは、さまざまな業種に共通
する悩みとその悩みに対応するIT
ツール機能をご紹介します。



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
73

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
74

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
75

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
76

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 全業種共通



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
77

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 飲食業

これまでのIT導入補助金では、人
気メニューや顧客動向を把握する
ための顧客管理ツールや、売上や
給与計算等の日々時間がかかる
会計業務の効率化を図るITツー
ルが多く導入されています。
しかしながら、企業規模や従業員
数、立地などによって抱える悩みは
異なります。
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 飲食業
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 飲食業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
80

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 宿泊業

これまでのIT導入補助金では、複
数Webサイトへの宿泊プラン掲載
にかかる手間や、日々変わる予約
情報への対応のため、予約や顧客
管理に対応するITツールが多く導
入されています。
しかしながら、施設のタイプ、企業
規模や従業員数、立地などによっ
て、抱える悩みはさまざまです。
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 宿泊業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
82

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 宿泊業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 宿泊業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
84

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業

これまでのIT導入補助金では、取
引先とのやり取りで発生する受発
注処理や、それに伴う複数帳簿へ
の記載・転記の時間短縮のため、
会計業務の効率化に対応するIT
ツールが多く導入されています。
しかしながら、企業規模や従業員
数、立地などによって、抱える悩み
はさまざまです。



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
85

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
87

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
88

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
89

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
90

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 卸・小売業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
91

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 運輸業

運輸業にはタクシー業、代行業、
運送業など、多くの業態があります。
共通する悩みもありますが、業態に
より抱える悩みはさまざまです。
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 運輸業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
93

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 医療

これまでのIT導入補助金では、患
者管理や訪問診療への対応、会
計業務にかかる時間の削減のため、
電子カルテやレセプト管理、会計
業務の効率化に対応するITツール
が多く導入されています。
しかしながら、クリニックの規模や看
護師をはじめとする従業員の数に
よっても、取り組むべき課題は異な
ります。
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 医療



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
95

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 医療



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
96

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 介護業

施設での介護、訪問での介護、共
通する悩みもありますが、業態なら
ではの悩みも多くあります。
これまでのIT導入補助金では、介
護保険請求業務や給与計算など
会計業務の効率化を図るITツー
ルや、ケア内容の記載にかかる時
間の削減のため、本部への報告や
スタッフとの情報共有に関するIT
ツールが多く導入されています。



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
97

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 介護業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
98

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 介護業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
99

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 保育業

園児によって異なる保育料。延長
保育や教材の購入費なども一人
ひとり異なり、会計業務の負担が
大きいため、これまでのIT導入補
助金では会計業務の効率化に対
応するITツールが多く導入されてい
ます。
また、保護者とのコミュニケーション
の手法も時代とともに変化をしてい
ます。
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２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 保育業



②経済産業省「平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」
101

２．サービスデザイン推進協議会受託・補助事業

業種別 お悩み解決ITツール機能 保育業
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電波新聞 2019年5月21日

電波新聞 2018年11月12日
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電波新聞 2019年3月29日 電波新聞 2019年3月29日
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電波新聞 2018年3月29日
電波新聞 2018年3月29日
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電波新聞 2018年3月29日 電波新聞 2018年3月29日
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中部経済新聞 2018年11月22日

日刊自動車新聞 2018年2月3日
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株式会社MM総研
「月刊IT総合情報誌 Ｍ＆Ｄ Report」
2018年12月 Vol.270
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第2部 第4章
IT利活用による労働生産性の向上

2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
（中小企業庁）
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
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2018年版中小企業白書
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IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月
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IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月
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IT導入に関するアンケート調査報告書
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2018年8月
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IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月



文献 ③IT導入に関するアンケート調査報告書
133

３．電通情報センター文献

IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月
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IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月
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IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月
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IT導入に関するアンケート調査報告書
（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
2018年8月
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平成30年通信利用動向調査 ポイント（総務省）2018年8月
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平成30年通信利用動向調査 ポイント（総務省）2018年8月
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平成30年通信利用動向調査 ポイント（総務省）2018年8月
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平成30年通信利用動向調査 ポイント（総務省）2018年8月



文献 ④平成30年通信利用動向調査
141

３．電通情報センター文献

平成30年通信利用動向調査 ポイント（総務省）2018年8月
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平成30年通信利用動向調査 ポイント（総務省）2018年8月
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『ケータイ社会白書2019年版』（モバイル社会研究所）

2章 ケータイコミュニケーション
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『ケータイ社会白書2019年版』（モバイル社会研究所）
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『ケータイ社会白書2019年版』（モバイル社会研究所）
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『ケータイ社会白書2019年版』（モバイル社会研究所）



152

１－１．先行文献調査

１－２．ヒアリング調査

１－３．中小企業・支援機関のデジタル化・

デジタル支援の実態調査

中小企業のＩＴツール等導入プロセスの調査・分析

仮説構築のためのプレ調査

1



【仮説構築のためのプレ調査】 ヒアリング調査

153

ヒアリング対象企業/ベンターの選定について



154

出典：BUSINESS BASICS: NUDGING FIRMS TO IMPROVE PRODUCTIVTY

現状の
状況理解

評価認知 実行計画

経営課題の
把握

ITツール等
による解決

可能性の認知

ITツール等
の調査・相談

(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の算出

ITツール等
支援者等の決定

(支援者/ベンダー)

導入計画の
策定 導入 活用

行動
プロセス

障壁

助長

自意識過剰

成長阻害の考え方

自意識過剰

予想誤り

選択肢が複雑(多すぎて)選べない/リソース不足（知識不足/人材不足で判断できない)

実践を採用することを決定する。そのメリットとコストの評価 採用決定向けて行動する

（企業/経営の）変化の瞬間

わかりやすいメリット・利益

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)

利益成長を促す考え方
利益成長を促す考え方

アクション

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

IT導入の「きっかけ×決定要因」組み合わせパターン別

■BUSINESSBASICS:NUDGING FIRMS OIMPROVEPRODUCTIVTY に合わせて考えてみる■

各プロセルで考えられる障壁/助長(EAST含む)を把握

ヒアリング内容(中小企業)：IT導入プロセスの各段階において障壁となる項目を抽出する



27.1%

11.9%

17.2%

7.7%

11.4%

18.2%

2.4%

4.1%

構成比

155ヒアリング対象企業の選定について：IT導入の「認知」プロセスにはパターンが存在

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

事務機器や保険、リース、回線等の販売代理店など(114人)

営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク(402人)

IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家(255人)

個人やフリーランスでIT・経営の相談を受けている人や
そのコミュニティ/ネットワーク(176人)

税理士、会計士、中小企業診断士、社労士、弁護士など(170人)

公的な中小企業支援機関（商工会議所・商工会・中央会・中小機構など）
や都道府県の中小企業支援センターなど(271人)

金融機関（地方銀行・信用金庫など）(36人)

データ：本事業内【実態把握調査】
『業務のITツール活用に関するお伺い』 調査期間：令和2年1月7日~14日 調査対象：全国 「ミラサポ コミュニティ」メルマガ会員 調査方法：WEBアンケート 有効回答数：中小企業・小規模事業者 1,602人

Q18 「相談相手がいる人ベース(1,485人)」 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、前問で選択された方の内、誰が一番信頼できそうな人ですか。（ひとつだけ）

その他(61人)

コミュニティ・ネットワークといった横のつながり

38.8％

ITやICTの専門家やベンダー

24.8％

企業経営の士業者

11.4％

公的な支援/金融の機関

20.7％



ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー)

導入計画
の策定

導入 活用

解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価 実行計画

27.1%

11.9%

17.2%

7.7%

11.4%

18.2%

2.4%
4.1%

構成比

156IT導入プロセスの構造化の仮説を導くためのヒアリング調査：対象企業/ベンターの考え方

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

必要性を認識する

認知

ITツール等の導入プロセス

コミュニティ・ネットワークといった
横のつながり

38.8％

ITやICTの専門家やベンダー

24.8％

企業経営の士業者

11.4％

公的な支援/金融の機関

20.7％

相談相手 評価・計画・実行の伴走者

経営者、異業種、IT知識のある者のネットワーク

⚫ D

⚫ 有限会社 E

⚫ 有限会社 F

⚫ 株式会社 A

⚫ 株式会社 C

⚫ 合同会社 B 業界専用

業界専用

業務特化

ヒアリング対象である「IT導入に成功した企業」について「認知の入口」である「相談相手」でパターン分けし6社を選定。ベンダーについては製品サービスの特徴からバランスを考慮し選定。



【仮説構築のためのプレ調査】 ヒアリング調査

157

中小企業のITツール導入・活用プロセスにおける障壁/助長の把握



158企業側 ヒアリング内容：ナッジ視点でのまとめ

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

※数値は「実態把握調査」より算出

障壁

助長

助長

障壁

助長

自意識過剰：
業界/業種全体がIT化が遅れている(から大丈夫)

選択肢が複雑(多すぎて)選べない/リソース不足（知識不足/人材不足で判断できない)：
自社特化型ツールを業界特化型ベンダー/地元ベンダーと共同でカスタマイズ

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：
商工会等公的支援機関による親身なサポート、社内に複数の旗振り役の存在、地元ベンダーの存在

利益成長を促す考え方：
経営者自らが危機感を持ち公的支援機関とつながる

分かりやすいメリット・利益：IT補助金の存在

変化の瞬間：複数店舗へ事業拡大

変化の瞬間：複数店舗へ事業拡大、
経営者の代替り、新規事業立ち上げ

利益成長を促す考え方：紙帳簿では把握できなかったデータに基づく経営分析で売上改善

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：会計士とツール連携。相互に効率化で利便性を享受

わかりやすいメリット・利益：3日かかっていたシフト管理が1.5時間に軽減(9割軽減)、
パート/アルバイトとリアルタイム管理

利益成長を促す考え方：データに基づく経営分析の視点が生まれる、
業界全体のIT化をけん引する思想が芽生える

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：
同業者・異業種交流会による情報

わかりやすいメリット・利益：紙管理からデータ化され、業務が可視化され重複業務がなくなる、
自転車操業だった業務がデータによる一元管理で経営判断の材料が持てる、
複数店舗/営業所の売上・勤務状況がリアルタイムで状況把握できる、
社員・お客様(保護者・予約者等)と相互コミュニケーションにより評判/客単価の向上が得られる

利益成長を促す考え方：
経営者のIT/ICTの高い知識

成長阻害の考え方：
社員のIT化への反発(特に年配層)

成長阻害の考え方：社員のIT化への反発 わかりやすいメリット・利益：電子申請により正月休みが取得可能に。
紙管理ではできなかった過去数十年分の情報の検索

選択肢が複雑(多すぎて)選べない/リソース不足（知識不足/人材不足で判断できない)：
自社特化型ツールをベンダーと共同でカスタマイズ、無料/トライアルによる初期投資なしで検討できる、
専門人材(IT部門等)がいなくとも遠隔操作でサポート

選択肢が複雑(多すぎて)選べない/リソース不足（知識不足/人材不足で判断できない)：
無料/トライアルにより費用対効果を判断せずに利用開始できる

利益成長を促す考え方：業界全体のIT化をけん引する思想が芽生える

導入成功企業に
ヒアリングしたため、
全企業において
利用維持しており、
追加・拡張の意志に
つながっていた。

⚫ アルパカ舎（アルパカコーヒー）

⚫ 有限会社 河内建設 ⚫ 有限会社 青空

⚫ 株式会社 彦新 ⚫ 株式会社 アームスリレーション⚫ 合同会社 イネイト保育園



159ベンダー側 ヒアリング内容：ナッジ視点でのまとめ

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

※数値は「実態把握調査」より算出

導入したものの
運用し続けられるか不
安。

【知識不足で判断できない】
(中小企業側が)実際にツールを導
入して、どんな意味があるのかを具
体的にイメージできない。

【知識不足で判断できない】
困りごとが漠然としている。（業務整理、生産管理等が出来ていない状態）
家族経営で実務者が身内(奥様)ということも多く、ITの知識がない。

【リソース不足】
特に小規模事業者だと経理専門のスタッフがいないケー
スが多く、社長の奥様などが担当していることも。

ツールを導入したものの、
使いかたがわからない、
うまく使いこなせない。

【知識不足で判断できない】
IT化が必要だと漠然と思っているが、具体的なイメージができていない。

【リソースの不足】ツールを導入するまでの環境整備 運用を続けていけるか【リソースの不足】一度に全部を入れ替えようとすると頓挫して
しまい、導入を諦める顧客も。

【ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク）の不足】
導入は段階的に行われるので、計画的に導入のレベルを高く・広くする提案・支援が有効で、一度ツールを導入して終わりではなく、毎年ステップアップしていかないと、
IT化による生産性向上は難しく、支援の意味がないかもしれない。
ツール運用の保守に対する支援もあると、導入後に運用が頓挫することが減少するのではないだろうか。
資金がない顧客に対して、リースなどでも対応はできないか？ 金銭面で頓挫してしまうことも多々あった。

【現状維持のバイアス】
お客さまにとっては「現状を維持したい」という考えがある

慣れるまでに時間がか
かります。また、飽きて
放置してしまうことがあり
ます。

【知識不足で判断できない】・【現状維持のバイアス】
制度やシステムを導入することで、どのような効果があるのかわかりづらい。
人事評価制度の構築のみを考えて問い合わせしてきた企業は、システム導入段階でつまずく場合もあります。
社内には制度やシステムの導入に乗り気じゃない人たちもいます。

【わかりやすいメリット・利益の不足】
設定は当社の営業がお客さまのもとへ行くことはなく、ご自身で行っていただきます。
顧客自身が設定を行うので、途中で投げ出してしまうことがあります。

【知識不足で判断できない】
使いかたが難しそうだと思われてし
まうことがあります。

お試し期間で諦めてし
まうことがあります。

【知識不足で判断できない】
ツールの特性などを知らないまま、当社と接点を持つこと
が多く、営業担当がお客さまのもとへうかがうと「今日は
何の話なの？」というところがスタートになることも。代理
店に言われたから話を聞いている、というスタンスになりが
ちなので、商談が頓挫してしまうことも多々あり。

【現状維持のバイアス】
労務書類提出のためにオフィスを離れることを息抜きと感じている人からは、逆に導入されたら困るという声もあり。
電子申請やツールによる書類作成を「自分の仕事がなくなる」として、拒否感を示す担当者がいる場合がある
書類作成のプロとして自分の存在意義を見出している担当者のかたからは「自分の仕事がなくなる」と言われて拒否されてしまう
ことも。



160ヒアリング内容から得られたファインディング

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

障壁

助長

自意識過剰：業界/業種全体がIT化が遅れている(から大丈夫)

ピア効果(地域や身内による他律的な支援/三位一体型継続的な伴走体制)：
商工会等公的支援機関による親身なサポート、社内に複数の旗振り役の存在、地元ベンダーの存在、長い付き合いで業務理解のあるベンダーの存在

分かりやすいメリット・利益：IT補助金の存在

変化の瞬間(経営の転換点) ：複数店舗へ事業拡大、
経営者の代替り、新規事業立ち上げ、

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：会計士とツール連携。相互に効率化で利便性を享受

利益成長を促す考え方：データに基づく経営分析の視点が生まれる、
業界全体のIT化をけん引する思想が芽生える

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：
同業者・異業種交流会による情報

わかりやすいメリット・利益：紙管理からデータ化され、業務が可視化され重複業務がなくなる、
自転車操業だった業務がデータによる一元管理で経営判断の材料が持てる、
複数店舗/営業所の売上・勤務状況がリアルタイムで状況把握できる、
社員・お客様(保護者・予約者等)と相互コミュニケーションにより評判/客単価の向上が得られる

自業界(業務プロセス)に特化したツール/ベンダーを無料/トライアルにより初期投資なし/判断なしで検討できる、
社内に専門人材(IT部門等)がいなくとも遠隔操作でサポート

成長阻害の考え方：社員のIT化への反発(特に年配層)

選択肢が複雑(多すぎて)選べない/リソース不足（知識不足/人材不足で判断できない)：
業務をプロセス化できない、汎用的ツールへ適合できない

【現状維持のバイアス】
非効率な業務を息抜きと感じている人からは、逆に導入されたら困る
という声/電子申請やツールによる書類作成を「自分の仕事がなくな
る」として、拒否感を示す担当者がいる場合がある

【現状維持のバイアス】
制度やシステムを導入は効果がわかりづらい。社内には制度やシステムの導入に乗り気じゃない人たちもいます。

【知識不足で判断できない】・ 【リソース（知識、人材、設備）の不足】

リソースの不足：ツールを導入するまでの環境整備

利益成長を促す考え方(経営者の業務改善に対する高い課題意識)：
経営者自らが危機感を持ち公的支援機関とつながる

利益とコストの評価における予測エラー：
自社業務へのカスタマイズ費用で費用対効果が下がると思込み

障壁

助長

⚫ ITツール活用水準【高い】/「経営課題と解決手段【IT/ICTを選ぶ】

⚫ ITツール活用水準【低い】/「経営課題と解決手段【IT/ICTを選べない】
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１－１．先行文献調査

１－２．ヒアリング調査

１－３．中小企業・支援機関のデジタル化・

デジタル支援の実態調査

中小企業のＩＴツール等導入プロセスの調査・分析

仮説構築のためのプレ調査

1



実態把握調査：各調査の建付け 162

調査タイトル：『業務のITツール活用に関するお伺い』

調査期間：令和2年1月7日~14日

調査対象：全国 「ミラサポ コミュニティ」メルマガ会員

調査方法：WEBアンケート

有効回答数：中小企業・小規模事業者 1,602人 支援者 379人

1．調査概要

2．設問内容

【企業について】業種、従業員数、売上高

【回答者について】IT導入意思決定権の有無、役職、性別、年齢

【経営課題】経営課題・困りごととその対応方法

【企業のデジタル度合い】使用ツール種類、ツール数、デジタル投資額、売上高デジタル投資比率

【心理的障壁】各プロセスごとの心理的障壁(EAST+合理的選択)

【介入ポイント】デジタル化対応・ITツール等の信頼できる相談相手、情報源、重視点

調査タイトル：『【IT導入補助金】アンケート調査ご協力のお願い
（IT導入補助金事務局／サービスデザイン推進協議会）』

調査期間：令和2年1月16日~21日

調査対象：全国 「IT補助金事業者(H30)」

調査方法：WEBアンケート

有効回答数： 990人

「ミラサポ」会員 調査 IT導入補助金補助事業者調査

評価認知 実行計画 継続

ITツール等の導入プロセス

⚫ 複数ツールの導入計画

共
通
設
問

特
有
設
問

⚫ 回答者が意思決定者ではない場合の組織の意思決定者
⚫ 導入したツールの位置づけ

【支援者向け】
⚫ 支援経験の有無
⚫ 支援意向の有無
⚫ 無い場合、その理由

回答者のおかれているプロセス(想定)
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「ミラサポ」会員 調査 IT導入補助金補助事業者調査

評価認知 実行計画 継続

ITツール等の導入プロセス

企
業
・
回
答
者
に
つ
い
て

従業員数 平均：21.3人

年間売上額 平均：436,385,951円

従業員数 平均：40.1人

年間売上額 平均：964,362,346円

年齢(回答者) 平均：51.7歳 男性83% 年齢(回答者) 平均：48.6歳 男性82%

回答者の立場は「経営者・役員」が84%と最も高く、次いで「部長・課長など管理職」(11%)の順で
ある。

回答者の立場は「経営者・役員」が59%と最も高く、次いで「部長・課長など管理職」(25%)の順である。
→回答者がIT意思決定権がない場合のITの意思決定者は87.4%が「経営者」と回答。

活用しているツール数 平均：5.6ツール

デジタル投資額 平均：1,498,435円/年間

売上額に占める投資率：0.34% ※
※計算方法 1,498,435円÷ 436,385,951円≒0.34%

活用しているツール数 平均：7.4ツール

デジタル投資額 平均：2,301,658円/年間

売上額に占める投資率：0.24% ※
※計算方法 2,301,65円÷ 964,362,346円≒0.24%

インストール型のパッケージソフト

(ソフトウェアライセンスの購入)

61.9%(▲24.4)→86.3%

月額または従量課金のクラウドサービス
(SaaS,キャッシュレス)お試し期間を含む

41.0%(+1.3)→39.7%

Webプラットフォーム
（ECサイト、パートナー探索、クラウドファ
ンディング、SNS法人アカウント等）

35.1%(+17.5)→17.6%

自社用に開発した

独自の情報システム
（PaaS、HaaS、独自サーバ）

16.3%(+2.0)→14.4%

いづれも利用していない

18.4%(+12.3)→6.1%

➢ いづれも利用していないが高い
➢ インストール型で約6割
➢ Webプラットフォームで１/３程度

➢ インストール型導入率 約9割弱

Q.業務で実施している/使用しているものがありましたらお知らせください。 （いくつでも） ミラサポ数値(差分)→補助金数値

企
業
の
デ
ジ
タ
ル
度
合
い

IT化への意思決定権のある人ベース N=1,602 補助金事業者ベース N=990
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経
営
課
題

1. 人材確保（採用・育成、技術の承継等）(80.9％)
2. 働き方改革（残業時間削減、同一労働同一賃金化、賃上げ等）(62.1%)

3. バックオフィス業務効率化（管理業務時間の削減、経営状況の見える化等）(40.7%)

4. 販路開拓（プロモーション、マーケティング等）(31.7%)

5. 経営革新（新製品・サービスの開発、生産プロセスの改善、研究開発等）(31.4%)

6. 事業継承（後継者の育成、売却先の探索等）(26.6%)

Q.あなたが直近1年で感じていた・現在感じている「経営課題」や「困りごと」としてあてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）

1. 販路開拓（プロモーション、マーケティング等）(60.9%)

2. 人材確保（採用・育成、技術の承継等）(55.7％)

3. 経営革新（新製品・サービスの開発、生産プロセスの改善、研究開発等）(46.7%)

4. 働き方改革（残業時間削減、同一労働同一賃金化、賃上げ等）(41.1 %)

5. バックオフィス業務効率化（管理業務時間の削減、経営状況の見える化等）(34.6%)

6. 事業継承（後継者の育成、売却先の探索等）(21.1%)

（高い順）

赤太字80％以上
黄太字60％以上
黒太字40％以上

IT化への意思決定権のある人ベース N=1,602 補助金事業者ベース N=990

Q. 「経営課題・困りごと」について、どのように対応・解決しようと思いますか。
あてはまるものをお選びください。（いくつでも）

Q.あなたが直近1年で感じていた・現在感じている「経営課題」や「困りごと」として
あてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

▲18.0▲21.0

▲25.2

+15.3

+29.1

➢ 現状維持のバイアス

1. 既存の経営資源を上手く活用する(69.8%)

2. 外部の専門家・パートナーに依頼する（50.6%）

1. 既存の経営資源を上手く活用する(61.9%)

2. IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する（56.6%）

Q. 「経営課題・困りごと」について、どのように対応・解決しようと思いますか。あてはまるものをお選びください。（いくつでも） （Top2）



現状の
状況
理解

経営
課題

の把握

ITツール等で
解決可能性

の認知

ITツール等
の調査・相談

(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果

の予測

ITツール等支
援者等の決定

(支援者/ベンダー)

導入計画
の策定

導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

「ミラサポ」会員 調査 IT導入補助金補助事業者調査
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心
理
的
障
壁

現状の
状況
理解

経営
課題

の把握

ITツール等で
解決可能性

の認知

ITツール等
の調査・相談

(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果

の予測

ITツール等支
援者等の決定

(支援者/ベンダー)

導入計画
の策定

導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

解決策として
IT化を選ばない
950人(61%)

解決策として
IT化を選んだ
605人(39%)

①Easy
ITツールの有用
性は認識してい
るが、検討する
余裕（ヒト、カネ、
時間）がない
45.7%

②Attractive
課題がどのように紐付く
かわからない 38.0%

③Timely
すぐに取り組む必要性
を感じない 31.8%

進んでいない
333人(55%)

進んでいる
272人(45%)

①Social
評判・費用対
効果が分から
ない 57.7%

②Attractive
合ったITが見
当たらない
53.2%

③Easy
多すぎて選べな
い 49.5%

複数は計画
していない

70人(26%)

複数計画している
202人(74%)

①合理的選択
個別に試したい
ので 62.9%

実行していない
53人(19%)

実行している
219人(81%)

①Timely
目の前の業務
が優先され実
行が先送り
64.2%

継続していない
ツールがある

615人(38%)

導入した
ツールは全て
継続している

987人(61%)

①合理的選択
試してみたところ
大きな効果を得
られない
48.0%
②Attractive
機能の一部しか知らず
使いこなせない
39.5%
③Easy
操作が複雑で使いこな
せない 30.2%

解決策として
IT化を選ばない
416人(43%)

解決策として
IT化を選んだ

554人(57%)

①Attractive
課題がITツールと
どのように紐づくか
分からない
42.5%
②Easy
有用性は認識しているが
検討する余裕がない
39.4%
③Timely
すぐに取り組む必要性を
感じない 30.0% 進んでいない

206人(37%)

進んでいる
348人(63%)

①Attractive
合ったITが見当
たらない
47.6%
②Social
評判・費用対効
果が分からない
46.1%
②Easy
多すぎて選べな
い 46.1%

複数は
計画していない
84人(24%)

複数計画している
264人(76%)

①合理的選択
個別に試したい
ので 56.0%

実行していない
59人(17%)

実行している
289人(83%)

①Timely
目の前の業務
が優先され実
行が先送り
79.7%

継続していな
いツールがある
228人(23%)

導入した
ツールは全て
継続している

762人(77%)

②Attractive
機能の一部しか
知らず使いこなせ
ない 45.2%
①合理的選択
試してみたところ
大きな効果を得
られない
42.5%
③Easy
操作が複雑で使いこな
せない 31.1%

ITツール等の導入プロセス別：EAST+合理的選択の評価結果

➢ 認知段階で約6割の人が「解決策としてIT化」を選ばず、その理由としては「IT
ツールの有用性は認識しているが、検討する余裕（ヒト、カネ、時間）がない」
(45.7%)が最も高かった。

➢ 認知段階で約4割の人が「解決策としてIT化」を選ばず、その理由としては「課
題がITツールとどのように紐づくか分からない」(42.5%)が最も高かった。

赤太字80％以上
黄太字60％以上
黒太字40％以上

IT化への意思決定権のある人ベース N=1,602 補助金事業者ベース N=990
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「ミラサポ」会員 調査 IT導入補助金補助事業者調査

介
入
ポ
イ
ン
ト

1. IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家(57.0%)
2. 事務機器や保険、リース、回線等の販売代理店など(45.7%)
3. 経営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク(36.5%)
4. 税理士、会計士、中小企業診断士、社労士、弁護士など(35.1%)
5. 公的な中小企業支援機関（商工会議所・商工会・中央会・中小機構など）や都道府県の中小企業支援センターなど(13.8%)
6. 個人やフリーランスでIT・経営の相談を受けている人やそのコミュニティ/ネットワーク(10.3%)
7. 金融機関（地方銀行・信用金庫など）(10.0%)

Q.あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、 誰に相談しますか。あてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）
（高い順）

1. 経営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク(44.4%)
2. 公的な中小企業支援機関（商工会議所・商工会・中央会・中小機構など）や都道府県の中

小企業支援センターなど(32.5%)
3. IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家(31.7%)
4. 税理士、会計士、中小企業診断士、社労士、弁護士など(27.3%)
5. 個人やフリーランスでIT・経営の相談を受けている人やそのコミュニティ/ネットワーク(24.3%)
6. 事務機器や保険、リース、回線等の販売代理店など(21.5%)
7. 金融機関（地方銀行・信用金庫など）(10.9%)

誰から

1. 補助金等の支援策の活用を検討している時(61.0%)
2. 経営課題の解決策を検討している時(59.2%)
3. 担当者がツールの情報を入手した時(38.8%)
4. 制度変更に対応する時(32.8%)
5. 経営者が他の経営者や支援者（ITベンダー含む）と情報交換をしている時(21.4%)
6. 会社の体制変更を伴う時（経営者の交代等）(12.3%)

Q.あなたの企業では、どのようなタイミングでデジタル化対応・ITツール導入を検討しますか。 （いくつでも）
（高い順）

1. 補助金等の支援策の活用を検討している時(59.4%)
2. 経営課題の解決策を検討している時(48.0%)
3. 会社の体制変更を伴う時（経営者の交代等）(25.7%)
4. 担当者がツールの情報を入手した時(24.3%)
5. 経営者が他の経営者や支援者（ITベンダー含む）と情報交換をしている時(22.8%)
6. 制度変更に対応する時(22.5%)

タイ
ミング

Q.あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について情報収集する】際に、どのようなところで情報収集しますか。あてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）

1. インターネット(比較サイト等) 75.2%(+10.6)→64.6％
2. セミナーや相談会 59.1％(差なく3.1)→62.2％

どこで

Q.あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、気にする/重視することをお知らせください。 （いくつでも）

▲15.7何を
➢ 共通して最も高いのは「費用」
➢ 差が出ているのは実際に導入済みで

ある補助金事業者は「フォローが重
要」スコアが高い(差15.7)

赤太字50％以上
黒太字40％以上
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中小企業・小規模事業者でIT決裁権のある人の内、
経営課題・困りごとがない人(34人) もしくは対策・解決しようとは思わない人(13人)の除いた1,555人(全体の97%)

解決策としてIT化を選ばない
950人(61%)

解決策としてIT化を選んだ
605人(39%)

①Easy
有用性は認識しているが
検討する余裕がない 45.7%

②Attractive
課題がどのように紐付くかわからない
38.0%

③Timely
すぐに取り組む必要性を感じない
31.8%

④Social
周りにITに関して相談できるあいてがい
ない 19.2%

⑤合理的選択
IT活用を検討・実行する手間が割に合わ
ない 15.9%

進んでいない
333人(55%)

進んでいる
272人(45%)

①Social
評判・費用対効果が分からない 57.7%

②Attractive
合ったITが見当たらない 53.2%

③Easy
多すぎて選べない 49.5%

④Social
制度変更が控える中、業務プロセスを見
直すタイミングが決めきれない 22.5%

⑤合理的選択
販売業者の推薦に従った方が楽なので比
較検討する気がない 2.1%

複数は計画していない
70人(26%)

複数計画している
202人(74%)

①合理的選択
個別に試したいので 62.9%

②Easy
種類が多すぎて適切な組み合わせを選べ
ない 28.6%

③Social
個別ツールの活用事例はあっても複数の
導入計画の事例がないので策定の仕方が
わからない 15.7%

④Timely
習慣がない 14.3%

⑤Attractive
計画を立てて複数のツールを連携させる
メリットが分からない 11.4%

実行していない
53人(19%)

実行している
219人(81%)

①Timely
目の前の業務が優先され実行が先送り
64.2%

②Attractive
導入初期の効果がみえないため、投資
決定にいたらない 35.8%

③Social
周りに同様の取組事例がないため、最
終判断ができない 15.1%

④Easy
導入手続きが煩雑で利用開始まで至ら
ない 11.3%

⑤合理的選択
計画を立てた結果、大きな効果が期待
できないことがわかり実行しないこと
にした 3.8%

継続していないツールがある
615人(38%)

導入したツールは全て
継続している
987人(61%)

①合理的選択
試してみたところ大きな効果を得られな
い 48.0%
②Attractive
機能の一部しか知らず使いこなせない
39.5%
③Easy
操作が複雑で使いこなせない 30.2%

④Social
ユーザーコミュニティ等を通じて、上手
なツールの使い方等について情報交換で
する場がない 12.5%

⑤Timely
会社の方針が変更されて、継続投資が困
難になった 5.4%

プロセス

1,555人

全員回答
1,602人

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を選択 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続



補助金調査：具体的なツールを導入した対象者 IT導入プロセスにおけるナッジ要素の反応率(回答結果) 168

①Attractive
合ったITが見当たらない 47.6%

②Social
評判・費用対効果が分からない 46.1%
②Easy
多すぎて選べない 46.1%

④Timely
制度変更が控える中、業務プロセスを見
直すタイミングが決めきれない 29.1%

⑤合理的選択
販売業者の推薦に従った方が楽なので比
較検討する気がない 3.4%

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を選択 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

経営課題・困りごとがない人(11人) もしくは対策・解決しようとは思わない人(9人)の除いた970人(全体の98%)

970人

解決策としてIT化を選ばない
416人(43%)

解決策としてIT化を選んだ
554人(57%)

進んでいない
206人(37%)

進んでいる
348人(63%)

複数は計画していない
84人(24%)

複数計画している
264人(76%)

実行していない
59人(17%)

実行している
289人(83%)

継続していないツールがある
228人(23%)

導入したツールは全て
継続している
762人(77%)

プロセス

全員回答
990 人

①Attractive
課題がどのように紐付くかわからない 42.5%

②Easy
有用性は認識しているが
検討する余裕がない 39.4%

③Timely
すぐに取り組む必要性を感じない 30.0%

④Social
周りにITに関して相談できるあいてがいない
14.9%

⑤合理的選択
IT活用を検討・実行する手間が割に合わない
13.0%

①合理的選択
個別に試したいので 56.0%

②Easy
種類が多すぎて適切な組み合わせを選べ
ない 25.0%

③Timely
習慣がない 11.9%

④Social
個別ツールの活用事例はあっても複数の
導入計画の事例がないので策定の仕方が
わからない 10.7%

⑤Attractive
計画を立てて複数のツールを連携させる
メリットが分からない 6.0%

①Timely
目の前の業務が優先され実行が先送り
79.7%

②Attractive
導入初期の効果がみえないため、投資決定
にいたらない 25.4%

③Social
周りに同様の取組事例がないため、最終判
断ができない 18.6%

④Easy
導入手続きが煩雑で利用開始まで至らない
15.3%

⑤合理的選択
計画を立てた結果、大きな効果が期待でき
ないことがわかり実行しないことにした
6.8%

②Attractive
機能の一部しか知らず使いこなせない 45.2%

①合理的選択
試してみたところ大きな効果を得られない 42.5%

③Easy
操作が複雑で使いこなせない 31.1%

④Social
ユーザーコミュニティ等を通じて、上手なツールの
使い方等について情報交換でする場がない 10.1%

⑤Timely
会社の方針が変更されて、継続投資が困難になった
7.5%



『実態把握調査調査』H30IT補助金調査 報告書



調査概要 170

調査タイトル：
『【IT導入補助金】アンケート調査ご協力のお願い（IT導入補助金事務局／サービスデザイン推進協議会）』

調査期間：令和2年1月16日~21日

調査対象：全国 「H30 IT補助金事業者」

調査方法：WEBアンケート

有効回答数： 990人



設問 171

Q1 業務で実施している/使用しているものがありましたらお知らせください。（いくつでも）

Q2S1N Q2 活用しているツール数はおおよそいくつですか。（半角で入力してください）【【 】】

Q3S1N Q3 年間のデジタル化投資額はおおよそいくらですか。（半角で入力してください）【（単位：円）【 】】

Q4 あなたが直近1年で感じていた・現在感じている「経営課題」や「困りごと」としてあてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

Q5 「経営課題・困りごと」について、どのように対応・解決しようと思いますか。あてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

Q6 「対応・解決しようとは思わない」人にお伺いします。そう思う理由としてあてはまるものをすべてお知らせください。（いくつでも）

Q7 「経営課題・困りごと」に対して対応・解決策として「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」以外をお選びになった方にお伺いします。【IT/IoT/AI等のお役立ちツールへの投
資を選ばなかった理由】としてあてはまるものをすべてお知らせください。（いくつでも）

Q8 「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」とお答えいただいた方にお伺いします。具体的なITツール選び（評価）は進んでいますか。

あてはまるものをひとつお知らせください。（ひとつだけ）

Q9 ITツールの評価・選定が「進んでいない人」にお伺いします。進んでいない理由としてあてはまるものをすべてお知らせください。（いくつでも）Q10 ITツールの評価・選定が進んでい
る人にお伺いします。【複数のITツールを導入する計画】は立てていますか。あてはまるものをひとつ

お知らせください。（ひとつだけ）

Q11 複数のITツール導入の「計画をたてていない人」にお伺いします。計画を立てていない理由としてとしてあてはまるものをすべてお知らせください。（いくつでも）

Q12 ITツールの評価を行っている人又は計画が立っている人にお伺いします。計画は実行に移されていますか。あてはまるものをひとつお知らせください。（ひとつだけ）

Q13 ITツール導入について「実行されていない人」にお伺いします。実行されていない理由としてあてはまるものをすべてお知らせください。（いくつでも）

Q14 業務で利用しているITツールについて、以前は利用していたが現在は利用していないものはありますか。あてはまるものをひとつお知らせください。（ひとつだけ）

Q15 ITツール活用が「継続していない人」にお伺いします。継続していない理由としてあてはまるものをすべてお知らせください。（いくつでも）

Q16 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、誰に、またはどこで相談しますか。あてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

Q17 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、一番信頼して相談する人は誰ですが、もしくは場所はどこですか。あてはまるものをお知らせください。
（ひとつだけ）

Q18 あなたの企業では、どのようなタイミングで、デジタル化対応・ITツール導入を検討しますか。（いくつでも）

Q19 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について情報収集する】際に、どのようなところで情報収集をしますか。あてはまるものをお知らせください。（いくつでも）



設問 172

Q20 あなたの企業で、【デジタル化・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、気にする/重視することをお知らせください。（いくつでも）

Q21 あなたの企業で、【デジタル化・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、最も気にすると思うこと/重視することをお知らせください。（ひとつだけ）

Q22 あなたの企業内での「IT導入に関する意思決定」について、最も近いものをお知らせください。（ひとつだけ）

Q23 「意思決定には関わっていない」方にお伺いします。では、あなたの企業内での「IT導入に関する意思決定」をされる方は誰ですか。最も近いものをお知らせください。（ひとつだけ）

Q24 今回、IT導入補助金で導入したツールは、既存のシステムやツールに対して、どのような状態のものでしたか。最も近いものをお知らせください。（ひとつだけ）

Q25 あなたが所属されている企業についてお伺いします。あなたが所属されている企業の主要業種（直近期で売上高が最も大きい業種）をお知らせください。（ひとつだけ）

Q26S1N Q26 あなたが所属されている企業のおおよその従業員数をお知らせください。（半角で入力してください）【【 】】

Q27S1N Q27 年間の売上額はおおよそいくらですか。（半角で入力してください）【（単位：円）【 】】

Q28 あなたは所属している企業内でどのような役職についていらっしゃいますか、お知らせください。（ひとつだけ）

Q29 あなたご自身についてお伺いします。あなたの性別をお知らせください。（ひとつだけ）

Q30S1N Q30 あなたの年齢をお知らせください。（半角で入力してください）【【 】】



中小企業・小規模事業者
N=990ss

173
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回答者属性 174

【全体】
「建設業」が29%と最も高く、次いで「製造業」(22%)「医療・福祉」(12%)「卸売・小売業」(10%)「学術研究・専門・技術サービス業」(8%)の順である。

Q25 あなたが所属されている企業についてお伺いします。 あなたが所属されている企業の主要業種（直近期で売上高が最も大きい業種）をお知らせください。 （ひとつだけ）

Q26S1N Q26 あなたが所属されている企業のおおよその従業員数をお知らせください。（半角で入力してください）【【 】】

従業員数 平均：40.1人

Q27S1N Q27 年間の売上額はおおよそいくらですか。（半角で入力してください）【（単位：円）【 】】

年間売上額 平均：964,362,346円
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回答者属性 175

【全体】
「経営者・役員」が59%と最も高く、次いで「部長・課長など管理職」(25%)の順である。
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Q28 あなたは所属している企業内でどのような役職についていらっしゃいますか、お
知らせください。 （ひとつだけ）

Q29 あなたご自身についてお伺いします。 あなたの性別をお知らせください。
（ひとつだけ）

Q33S1N Q33 あなたの年齢をお知らせください。
【年齢（半角）【 】】

年齢 平均：48.6歳
経
営
者
・
役
員

部
長
・
課
長
な
ど
管
理
職

社
員
（

非
管
理
職
）

そ
の
他

n=

(990) 58.7 24.8 15.4 1.1全体

58.7 

24.8 

15.4 

1.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[比率の差]

全体 +10      

全体 +5      

全体 -5      

全体 -10      

n=30以上の場合



デジタル化の度合い 176

Q1 業務で実施している/使用しているものがありましたらお知らせください。 （いくつでも）

Q2S1N Q2 活用しているツール数はおおよそいくつですか。 （半角で入力してください） 【【 】】

Q3S1N Q3 年間のデジタル化投資額はおおよそいくらですか。 （半角で入力してください） 【単位：円【 】】

活用しているツール数 平均：7.4ツール

デジタル投資額 平均：2,301,658円/年間
売上額に占める投資率：0.24% ※

※計算方法
2,301,65円÷ 964,362,346円≒0.24%



計画課題・困りごと 177

【全体】
「人材確保（採用・育成、技術の承継等）」が81%と最も高く、次いで「働き方改革（残業時間削減、同一労働同一賃金化、賃上げ等）」(62%)「バックオフィ
ス業務効率化（管理業務時間の削減、経営状況の見える化等）」(41%)の順である。

Q4 あなたが直近1年で感じていた・現在感じている「経営課題」や「困りごと」としてあてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）



対応・解決方法 178

【全体】
「既存の経営資源を上手く活用する」が62%と最も高く、次いで「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」(57%)の順である。

Q5 「経営課題・困りごと」について、どのように対応・解決しようと思いますか。あてはまるものをお選びください。 （いくつでも）



（対応・解決しない人：その理由） 179

【全体】「既存の経営資源を上手く活用する」が62%と最も高く、次いで「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」(57%)の順である。

Q6 「対応・解決しようとは思わない人」にお伺いします。 そう思う理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

回答サンプル数9人：参考値



IT導入プロセスにおけるナッジ要素の反応率(回答結果) 180

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

経営課題・困りごとがない人(11人) もしくは対策・解決しようとは思わない人(9人)の除いた970人(全体の98%)

970人

解決策としてIT化を選ばない
416人(43%)

解決策としてIT化を選んだ
554人(57%)

①Attractive
課題がどのように紐付くかわからな
い 42.5%
②Easy
有用性は認識しているが
検討する余裕がない 39.4%
③Timely
すぐに取り組む必要性を感じない
30.0%

進んでいない
206人(37%)

進んでいる
348人(63%)

①Attractive
合ったITが見当たらない 47.6%

②Social
評判・費用対効果が分からない
46.1%
②Easy
多すぎて選べない 46.1%

複数は計画していない
84人(24%)

複数計画している
264人(76%)

①合理的選択
個別に試したいので 56.0%

実行していない
59人(17%)

実行している
289人(83%)

①Timely
目の前の業務が優先され実行が
先送り 79.7%

継続していないツールがある
228人(23%)

導入したツールは全て
継続している

762人(77%)

②Attractive
機能の一部しか知らず使いこなせ
ない 45.2%
①合理的選択
試してみたところ大きな効果を得ら
れない 42.5%
③Easy
操作が複雑で使いこなせない
31.1%

全員回答
990人

プロセス



IT導入プロセス「認知」 の【障壁】対応・解決方法で「IT等のお役立ちルーツ」を選ばなかった人：その理由 181

【全体】
「課題がITツールとどのように紐づくか分からない」が43%と最も高く、次いで「ITツールの有用性は認識しているが、検討する余裕（ヒト、カネ、時間）がない」(39%)の順である。

Q7 「経営課題・困りごと」を「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」以外をお選びになった方にお伺いします。
【IT/IoT/AI等のお役立ちツールへの投資を選ばなかった理由】としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

IT化認知
の障壁①



IT導入プロセス「評価・選定」の【障壁】「評価・選定」が進んでいない人：その理由 182

【全体】
「自らの（規模・業種に応じた）業務プロセスにあったITツールが見当たらない」が48%と最も高く、次いで「種類が多すぎて、
適切なITツールを選べない」(46%)の順である。

Q9 ITツールの評価・選定が「進んでいない人」にお伺いします。
進んでいない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

Q8 「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」とお答えいただいた人にお
伺いします。 具体的なITツール選び（評価）は、進んでいますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

206人

評価・選定
の障壁②



IT導入プロセス「(複数)計画」の【障壁】「(複数の)計画」を立てていない人：その理由 183

【全体】
「個別にツールを試しながら導入したいので、計画の必要性を感じていない」が56%と最も高く、次いで「種類が多すぎて、適切なITツー
ルの組み合わせを選べない」(25%)の順である。

Q11 複数のITツール導入の「計画を立てていない人」にお伺いします。
計画を立てていない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

84人

Q10 ITツールの評価・選定が進んでいる人にお伺いしま
す。 【複数のITツールを導入する計画】は立てていますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

複数計画
の障壁③



IT導入プロセス「採用実行」の【障壁】「実行」が進んでいない人：その理由 184

【全体】
「目前の業務が優先され、IT導入計画の実行が先送りされている」が80%と最も高く、次いで「導入初期の効果が見えないため、投資決定に
至らない」(25%)の順である。

Q13 ITツール導入について「実行されていない人」にお伺いします。実行されていない理由としてあてはまるもの
をすべてお選びください。 （いくつでも）

Q12 ITツール選び（評価）を行っている又は計画が立っ
ている人にお伺いします。 計画は実行に移されていますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

59人

採用実行
の障壁④



IT導入プロセス「継続利用」の【障壁】「継続利用」が進んでいない人：その理由 185

【全体】
「ITツールの機能の一部しか知らず、使いこなせない」が45%と最も高く、次いで「試しに使ってみたところ、大きな効果を
得られないことがわかった」(43%)の順である。

Q15 「継続して利用していないツールがある人」にお伺いします。
継続していない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

継続利用
の障壁⑤

Q14 業務で利用しているITツールについて、以前は利用して
いたが現在は利用していないものはありますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

228人



介入ポイント：誰から 正しい情報の送り手 186

【全体】
「IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家」が57%と最も高く、次いで「事務機器や保険、リース、回線等の販売代理店など」(46%)「経
営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク」(36%)の順である。

Q16 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、 誰に相談しますか。あてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）

介入
誰から



介入ポイント：誰から 最も正しい情報の送り手 187

【全体】
「IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家」が40%と最も高く、次いで「事務機器や保険、リース、回線等の販売代理店など」(24%)「経
営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク」(16%)の順である。

Q17 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、前問で選択された方の内、誰が一番信頼できそうな人ですか。 （ひとつだけ）

介入
誰から



介入ポイント：タイミング EAST→Timely(介入のタイミング) 188

【全体】
「補助金等の支援策の活用を検討している時」が61%と最も高く、次いで「経営課題の解決策を検討している時」(59%)「担当者がツールの情報を入手した
時」(39%)の順である。

Q18 あなたの企業では、どのようなタイミングでデジタル化対応・ITツール導入を検討しますか。 （いくつでも）

介入
タイミング



介入ポイント：どこで EAST→Attractive(関心をひく) 189

【全体】
「インターネット（比較サイト等）」が65%と最も高く、次いで「セミナーや相談会」(62%)の順である。

Q19 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について情報収集する】際に、どのようなところで情報収集しますか。
あてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）

介入
どこで



介入ポイント：何で EAST→Attractive(関心をひく) 190

【全体】
「費用（初期費用、ランニングコストなど）」が87%と最も高く、次いで「効果（どの程度の効果が得られるか）」(77%)の順である。

Q20 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、気にする/重視することをお知らせください。 （いくつでも）

介入
何を



介入ポイント：最も何で EAST→Attractive(関心をひく) 191

【全体】
「効果（どの程度の効果が得らaれるか）」が42%と最も高く、次いで「費用（初期費用、ランニングコストなど）」(26%)の順である。

Q21 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、最も気にすると思うこと/重視することを前問で回答されたものの中からお知らせください。

介入
何を



IT導入の意思決定者 および 補助金で導入したITツールの位置づけ 192

Q22 「意思決定には関わっていない」方にお伺いします。 では、あなたの企業内での「IT導入に関する
意思決定」をされる方は誰ですか。 最も近いものをお知らせください。 （ひとつだけ）

Q23

「意思決定には関わっていない」

方にお伺いします。

では、あなたの企業内での「IT

導入に関する意思決定」をされる

方は誰ですか。

最も近いものをお知らせくださ

い。

（ひとつだけ）

単一回答 Ｎ ％

1 経営者 104 87.4

2 社内のITに詳しい人 5 4.2

3 ITを導入する業務の実務者 10 8.4

4 その他 0 0.0

全体 119 100.0

Q24 今回、IT導入補助金で導入したツールは、既存のシステム
やツールに対して、どのような状態のものでしたか。 最も近いものを
お知らせください。 （ひとつだけ）

119人



『実態把握調査調査』ミラサポ調査 報告書



調査概要 194

調査タイトル：『業務のITツール活用に関するお伺い』

調査期間：令和2年1月7日~14日

調査対象：全国 「ミラサポ コミュニティ」メルマガ会員

調査方法：WEBアンケート

有効回答数：中小企業・小規模事業者 1,602人 支援者 379人



設問 195

Q1 あなたが従事されている企業についてお伺いします。あなたが所属している企業・組織にあてはまるものをお知らせください。（ひとつだけ）

Q2 業務で実施している/使用しているものがありましたらお知らせください。（いくつでも）

Q3S1N Q3 活用しているツール数はおおよそいくつですか。（半角で入力してください）【【 】】

Q4S1N Q4 年間のデジタル化投資額はおおよそいくらですか。（半角で入力してください）【単位：円【 】】

Q5 あなたが直近1年で感じていた・現在感じている「経営課題」や「困りごと」としてあてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

Q6 「経営課題・困りごと」について、どのように対応・解決しようと思いますか。あてはまるものをお選びください。（いくつでも）

Q7 「対応・解決しようとは思わない人」にお伺いします。そう思う理由としてあてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

Q8 「経営課題・困りごと」を「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」以外をお選びになった方にお伺いします。【IT/IoT/AI等のお役立ちツールへの投資を選ばなかった理由】としてあてはまるものをすべてお
選びください。（いくつでも）

Q9 「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」とお答えいただいた人にお伺いします。具体的なITツール選び（評価）は、進んでいますか。あてはまるものをひとつお選びください。（ひとつだけ）

Q10 ITツールの評価・選定が「進んでいない人」にお伺いします。進んでいない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

Q11 ITツールの評価・選定が進んでいる人にお伺いします。【複数のITツールを導入する計画】は立てていますか。あてはまるものをひとつお選びください。（ひとつだけ）

Q12 複数のITツール導入の「計画を立てていない人」にお伺いします。計画を立てていない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

Q13 ITツール選び（評価）を行っている又は計画が立っている人にお伺いします。計画は実行に移されていますか。あてはまるものをひとつお選びください。（ひとつだけ）

Q14 ITツール導入について「実行されていない人」にお伺いします。実行されていない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

Q15 業務で利用しているITツールについて、以前は利用していたが現在は利用していないものはありますか。あてはまるものをひとつお選びください。（ひとつだけ）

Q16 「継続して利用していないツールがある人」にお伺いします。継続していない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

Q17 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、 誰に相談しますか。あてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

Q18 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、前問で選択された方の内、誰が一番信頼できそうな人ですか。（ひとつだけ）

Q19 あなたの企業では、どのようなタイミングでデジタル化対応・ITツール導入を検討しますか。（いくつでも）

Q20 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について情報収集する】際に、どのようなところで情報収集しますか。あてはまるものをお知らせください。（いくつでも）

Q21 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、気にする/重視することをお知らせください。（いくつでも）

Q22 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、最も気にすると思うこと/重視することを前問で回答されたものの中からお知らせください。



設問 196

Q23 あなたの企業内での「IT導入に関する意思決定」について、もっとも近いものをお選びください。（ひとつだけ）

Q24 中小企業支援機関に所属している人にお伺いします。あなたは「企業のIT導入の支援」をしたことがありますか。（ひとつだけ）

Q25 「企業のIT導入の支援」をしたことがない人にお伺いします。あなたは今後、「企業のIT導入の支援」をしたいと思いますか。（ひとつだけ）

Q26 「企業のIT導入の支援」をしたいと思わない人にお伺いします。したいと思わない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

Q27 あなたが所属されている企業についてお伺いします。あなたが所属されている企業の主要業種（直近期で売上高が最も大きい業種）をお

知らせください。（ひとつだけ）

Q28 企業支援者の方にお聞きします。あなたのお仕事の業種としてあてはまるものをお知らせください。（あてはまるものすべて）

Q29S1N Q29 あなたが所属されている企業のおおよその従業員数をお知らせください。（半角で入力してください）【【 】】

Q30S1N Q30 年間の売上額はおおよそいくらですか。（半角で入力してください）【売上額（単位：円 半角）【 】】

Q31 あなたは所属している企業内でどのような役職についていらっしゃいますか、お知らせください。（ひとつだけ）

Q32 あなたご自身についてお伺いします。あなたの性別をお知らせください。（ひとつだけ）

Q33S1N Q33 あなたの年齢をお知らせください。【年齢（半角）【 】】



中小企業・小規模事業者 かつ IT決裁権のある人
N=1,602ss

197



回答者属性 198

【全体】
「製造業」が31%と最も高く、次いで「卸売・小売業」(15%)「サービス業」(13%)「学術研究・専門・技術サービス業」(8%)「情報通信業」(6%)の順である。

農
業
・
林
業

漁
業

鉱
業
・
採
石
・
砂
利
採
取

業 建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

情
報
通
信
業

運
輸
・
郵
便
業

卸
売
・
小
売
業

金
融
業
・
保
険
業

不
動
産
、

物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
・
専
門
・
技
術

サ
ー

ビ
ス
業

宿
泊
・
飲
食
サ
ー

ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
・
娯

楽
業

教
育
・
学
習
支
援
業

医
療
・
福
祉

複
合
サ
ー

ビ
ス
業

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

分
類
不
能
の
産
業

n=

(1,602) 1.7 0.2 0.2 5.6 30.8 0.4 6.5 1.0 15.2 0.9 1.3 8.2 3.8 2.3 2.5 3.1 1.6 13.1 0.0 1.7全体

1.7 0.2 0.2 
5.6 

30.8 

0.4 

6.5 
1.0 

15.2 

0.9 1.3 

8.2 
3.8 2.3 2.5 3.1 1.6 

13.1 

0.0 1.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[比率の差]

全体 +10      

全体 +5      

全体 -5      

全体 -10      

n=30以上の場合

Q27 あなたが所属されている企業についてお伺いします。 あなたが所属されている企業の主要業種（直近期で売上高が最も大きい業種）を
お知らせください。 （ひとつだけ）

Q29S1N Q29 あなたが所属されている企業のおおよその従業員数をお知らせください。 （半角で入力してください） 【【 】】

従業員数 平均：21.3人

Q30S1N Q30 年間の売上額はおおよそいくらですか。 （半角で入力してください） 【売上額（単位：円 半角）【 】】

年間売上額 平均：436,385,951円



回答者属性 199

【全体】
「経営者・役員」が84%と最も高く、次いで「部長・課長など管理職」(11%)の順である。
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Q31 あなたは所属している企業内でどのような役職についていらっしゃいますか、お
知らせください。 （ひとつだけ）

男
性

女
性

n=

(1,602) 83.0 17.0全体

83.0 

17.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[比率の差]

全体 +10      

全体 +5      

全体 -5      

全体 -10      

n=30以上の場合

Q32 あなたご自身についてお伺いします。 あなたの性別をお知らせください。
（ひとつだけ）

Q33S1N Q33 あなたの年齢をお知らせください。
【年齢（半角）【 】】

年齢 平均：51.7歳



デジタル化の度合い 200

Q2 業務で実施している/使用しているものがありましたらお知らせください。 （いくつでも）

Q3S1N Q3 活用しているツール数はおおよそいくつですか。 （半角で入力してください） 【【 】】

Q4S1N Q4 年間のデジタル化投資額はおおよそいくらですか。 （半角で入力してください） 【単位：円【 】】

活用しているツール数 平均：5.6ツール

デジタル投資額 平均：1,498,435円/年間
売上額に占める投資率：0.34% ※

※計算方法
1,498,435円÷ 436,385,951円≒0.34%



計画課題・困りごと 201

【全体】
「販路開拓（プロモーション、マーケティング等）」が61%と最も高く、次いで「人材確保（採用・育成、技術の承継等）」(56%)「経営革新（新製品・サービスの
開発、生産プロセスの改善、研究開発等）」(47%)の順である。

Q5 あなたが直近1年で感じていた・現在感じている「経営課題」や「困りごと」としてあてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）



対応・解決方法 202

【全体】
「既存の経営資源を上手く活用する」が70%と最も高く、次いで「外部の専門家・パートナーに依頼する」(51%)の順である。

Q6 「経営課題・困りごと」について、どのように対応・解決しようと思いますか。あてはまるものをお選びください。 （いくつでも）



（対応・解決しない人：その理由） 203

【全体】
「課題は認識しているが、検討する余裕（ヒト、カネ、時間）がない」が38%と最も高く、次いで「対応しても大きな効果は見込めない」(38%)の順である。

Q7 「対応・解決しようとは思わない人」にお伺いします。 そう思う理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

回答サンプル数13人：参考値



IT導入プロセスにおけるナッジ要素の反応率(回答結果) 204

現状の
状況理解

経営課題
の把握

ITツール等で
解決可能性の認知

ITツール等の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果の予測

ITツール等支援者等の決定
(支援者/ベンダー) 導入計画の策定 導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

中小企業・小規模事業者でIT決裁権のある人の内、
経営課題・困りごとがない人(34人) もしくは対策・解決しようとは思わない人(13人)の除いた1,555人(全体の97%)

1,555人

解決策としてIT化を選ばない
950人(61%)

解決策としてIT化を選んだ
605人(39%)

①Easy
有用性は認識しているが
検討する余裕がない 45.7%

②Attractive
課題がどのように紐付くかわからな
い 38.0%

③Timely
すぐに取り組む必要性を感じない
31.8%

進んでいない
333人(55%)

進んでいる
272人(45%)

①Social
評判・費用対効果が分からない
57.7%

②Attractive
合ったITが見当たらない 53.2%

③Easy
多すぎて選べない 49.5%

複数は計画していない
70人(26%)

複数計画している
202人(74%)

①合理的選択
個別に試したいので 62.9%

実行していない
53人(19%)

実行している
219人(81%)

①Timely
目の前の業務が優先され実行が
先送り 64.2%

継続していないツールがある
615人(38%)

導入したツールは全て
継続している

987人(61%)

①合理的選択
試してみたところ大きな効果を得ら
れない 48.0%
②Attractive
機能の一部しか知らず使いこなせ
ない 39.5%
③Easy
操作が複雑で使いこなせない
30.2%

全員回答
1,602人

プロセス



IT導入プロセス「認知」 の【障壁】対応・解決方法で「IT等のお役立ちルーツ」を選ばなかった人：その理由 205

【全体】
「ITツールの有用性は認識しているが、検討する余裕（ヒト、カネ、時間）がない」が46%と最も高く、次いで「課題がITツールとどのように紐づくか分からない」(38%)の順である。

Q8 「経営課題・困りごと」を「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」以外をお選びになった方にお伺いします。
【IT/IoT/AI等のお役立ちツールへの投資を選ばなかった理由】としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

IT化認知
の障壁①



IT導入プロセス「評価・選定」の【障壁】「評価・選定」が進んでいない人：その理由 206

【全体】
「ITツールに関する評判・費用対効果が分からないので心配で投資できない」が58%と最も高く、次いで「自らの（規模・業
種に応じた）業務プロセスにあったITツールが見当たらない」(53%)の順である。

Q10 ITツールの評価・選定が「進んでいない人」にお伺いします。
進んでいない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

Q9 「IT/IoT/AI等のお役立ちツールに投資する」とお答えいただいた人にお
伺いします。 具体的なITツール選び（評価）は、進んでいますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

333人

評価・選定
の障壁②



IT導入プロセス「(複数)計画」の【障壁】「(複数の)計画」を立てていない人：その理由 207

【全体】
「個別にツールを試しながら導入したいので、計画の必要性を感じていない」が63%と最も高く、
次いで「種類が多すぎて、適切なITツールの組み合わせを選べない」(29%)の順である。

Q12 複数のITツール導入の「計画を立てていない人」にお伺いします。
計画を立てていない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

70人

Q11 ITツールの評価・選定が進んでいる人にお伺いしま
す。 【複数のITツールを導入する計画】は立てていますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

複数計画
の障壁③



IT導入プロセス「採用実行」の【障壁】「実行」が進んでいない人：その理由 208

【全体】
「目前の業務が優先され、IT導入計画の実行が先送りされている」が64%と最も高く、
次いで「導入初期の効果が見えないため、投資決定に至らない」(36%)の順である。

Q14 ITツール導入について「実行されていない人」にお伺いします。実行されていない理由としてあてはまるもの
をすべてお選びください。 （いくつでも）

Q13 ITツール選び（評価）を行っている又は計画が立っ
ている人にお伺いします。 計画は実行に移されていますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

53人

採用実行
の障壁④



IT導入プロセス「継続利用」の【障壁】「継続利用」が進んでいない人：その理由 209

【全体】
「試しに使ってみたところ、大きな効果を得られないことが分かった」が48%と最も高く、
次いで「ITツールの機能の一部しか知らず、使いこなせない」(40%)の順である。

Q16 「継続して利用していないツールがある人」にお伺いします。
継続していない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

継続利用
の障壁⑤

Q15 業務で利用しているITツールについて、以前は利用して
いたが現在は利用していないものはありますか。
あてはまるものをひとつお選びください。 （ひとつだけ）

615人



介入ポイント：誰から 正しい情報の送り手 210

【全体】
「経営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク」が44%と最も高く、次いで「公的な中小企業支援機関（商工会議所・商工会・中央会・中
小機構など）や都道府県の中小企業支援センターなど」(33%)「IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家」(32%)の順である。

Q17 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、 誰に相談しますか。あてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）

介入
誰から



介入ポイント：誰から 最も正しい情報の送り手 211

【全体】
「経営仲間、地元・地域の知人などの仲間のつながり・ネットワーク」が27%と最も高く、次いで「公的な中小企業支援機関（商工会議所・商工会・中央会・中
小機構など）や都道府県の中小企業支援センターなど」(18%)「IT販売会社/ITベンダー、ITコーディネータといったITの専門家」(17%)の順である。

Q18 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、前問で選択された方の内、誰が一番信頼できそうな人ですか。 （ひとつだけ）

介入
誰から



介入ポイント：タイミング EAST→Timely(介入のタイミング) 212

【全体】
「経営課題の解決策を検討している時」が59%と最も高く、次いで「補助金等の支援策の活用を検討している時」(48%)「会社の体制変更を伴う時」(26%)
の順である。

Q19 あなたの企業では、どのようなタイミングでデジタル化対応・ITツール導入を検討しますか。 （いくつでも）

介入
タイミング



介入ポイント：どこで EAST→Attractive(関心をひく) 213

【全体】
「インターネット（比較サイト等）」が75%と最も高く、次いで「セミナーや相談会」(59%)の順である。

Q20 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について情報収集する】際に、どのようなところで情報収集しますか。
あてはまるものをお知らせください。 （いくつでも）

介入
どこで



介入ポイント：何で EAST→Attractive(関心をひく) 214

【全体】
「費用（初期費用、ランニングコストなど）」が88%と最も高く、次いで「使いやすさ（簡単に使える、専門知識がいらないなど）」(76%)の順である。

Q21 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、気にする/重視することをお知らせください。 （いくつでも）

介入
何を



介入ポイント：最も何で EAST→Attractive(関心をひく) 215

【全体】
「費用（初期費用、ランニングコストなど）」が37%と最も高く、次いで「効果（どの程度の効果が得られるか）」(32%)の順である。

Q22 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入を業務に取り入れる】際に、最も気にすると思うこと/重視することを前問で回答されたものの中からお知らせください。

介入
何を



中小企業支援機関
N=379ss
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支援者側設問：支援者の業種

Q28 企業支援者の方にお聞きします。 あなたのお仕事の業種としてあてはまるものをお知らせください。 （あてはまるものすべて）



支援者側設問：IT導入の支援について 218

Q24 中小企業支援機関に所属している人にお伺いします。
あなたは「企業のIT導入の支援」をしたことがありますか。 （ひとつだけ）

Q25 「企業のIT導入の支援」をしたことがない人にお伺いします。
あなたは今後、「企業のIT導入の支援」をしたいと思いますか。 （ひとつだけ）

Q26 「企業のIT導入の支援」をしたいと思わない人にお伺いします。 したいと思わない理由としてあてはまるものをすべてお選びください。 （いくつでも）

ITツールの有用性は認識し
ているが、企業のIT導入支
援にあてる余裕（ヒト、カネ、
時間）がない

企業が抱えている課題が
ITツールとどのように紐づ
かか分からない

ITツールに関する評
価・費用対効果が
分からないので企業
に提案できない

IT導入よりも他に優
先すべき支援があり、
今すぐにIT導入を推
進する必要性を感じ
ていない

IT導入を支援する
手間が割に合わない

その他

支援者全体
N=379

「支援したことがない人」
N=145

N=33

145人

33人

回答サンプル数33人：参考値

• 企業のIT導入の支援に関
する力不足

• 専門が違うため
• ニーズが無い
• 知識・ノウハウがない
• 別部署にてIT支援を行って

いるので自分自身がわざわ
ざ行う必要がない。

• 知識なし
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中小企業のＩＴツール等導入における効果的アプローチの検討

複数施策の比較実験

2



【複数施策の比較実験】 実験計画とサマリ

220



ナッジ比較実験：支援機関等へのアプローチ 221

No. イベント名 実施内容 実施可否

1 全国中小企業クラウド実践大賞 ミラサポメルマガ 配信日：2月5日 〇

2 金融EDIイベント ミラサポメルマガ 配信日：2月7日 〇

3 伸び盛り企業会議2020／日本経済新聞社 バナー広告 〇

4 はじめてIT活用セミナー／東京商工会議所 東商ICTスクエアマガジン 配信日：2月下旬 ×

5
介護業向けプラスITワークショップ／公益社団法人全国老人福祉施設協
議会

開催予定日：2月26日 ×

6
小売・サービス業向けプラスITワークショップ／一般社団法人長野ITコラボ
レーションプラットフォーム

開催予定日：3月9日 ×

7 建設業向けプラスITワークショップ／一般社団法人群馬県建設業協会 開催予定日：3月11日 ×

8
飲食業向けプラスITワークショップ／公益社団法人北九州産業学術推進
機構

開催予定日：3月12日 ×

9
介護業向けプラスITワークショップ／あいおいニッセイ同和損害損保株式会
社

開催予定日：3月13日 ×

10 食品ITフェア2020／株式会社内田洋行 開催予定日：東京3月4日、大阪3月10日 ×

11 実践ソリューションフェア2020／株式会社大塚商会 開催予定日：2月5日～2月7日 ×

12 生産性向上研修／東広島市、ITC広島 開催予定日：2月16日 ×

13 生産性向上セミナー／鳥取商工会議所、ITC広島 開催予定日：3月26日 ×

ナッジ比較実験に際し、本事業主旨に沿うイベントを開催する予定の支援機関に対して協力依頼を実施。

事業スケジュール等を鑑みてナッジ比較実験実施可否を協議した。



ナッジ比較実験：それぞれの実験計画 222

メルマガによる比較実験WEBバナーによる比較実験

調査機関：電通デジタル

調査期間：2020年02月26日～03月09日

調査対象：中小企業庁ミラサポメールマガジン

計画：EAST及び複数の要素を組み合わせたベンチマークの効果を調べるために、

件名と本文を変更部分xとした比較群、統制群＝normal とした。比較群につい

ては、件名のみEAST（4パターン）変更した群と、件名＆本文をEAST（4パター

ン）変更した群の計8パターン。ナッジ要素を組み合わせたベンチマークを1パターン

を用意。ベンチマークは件名のみを変更部分xとし本文はnormalとと同様）

実験回数：4回

無作為割当：メールアドレスをランダムに10群に割当

測定：クリックユーザー数、配信通数

調査機関：一般社団法人サービスデザイン推進協議会/電通デジタル

調査期間：2020年02月28日～03月05日

調査対象：日経WEBバナー広告

計画：バナーの第一印象に影響を与える「①背景」と「②メッセージ」の組み合わせた。

①背景：通常「イメージ（普通のITイベント告知)」×ナッジ「イラスト(現場の人間が可

視化された数値で気づきを得る※)」の2パターン

※表現意図：課題とIT活用を紐づけるをわかりやすく表現 を狙った

②メッセージ：通常「セミナー内容のコピー」×ナッジ「Attractiveのコピー」の2パターン

無作為割当：AD枠内にランダム表示

測定：クリック数、インプレッション数



詳細：WEBバナー 223
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バナーはAD枠内にランダムに表示される ナッジ表現は、以下の通り ２×２の組み合わせ

セミナー内容 Attractive表現
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設計：背景(印象)とメッセージ(言葉)とにおいて、変更部分xを設置。変更部分Xを組み合わせにより比較。

背
景

メッセージ



詳細：メルマガ 224

設計：件名と本文において、変更部分xを設定。
統制群＝normal とし、比較群については、件名のみEAST（4パターン）変更した群と、件名＆本文をEAST（4パターン）変更した群を設定。
加えて、複数のナッジ要素を組み合わせたベンチマークとなる件名（ベンチマークは件名のみを変更部分xとし本文はnormalとした）を設定。

各実験の統制群

赤文字＝変更部分x

※別途、webバナー広告あり

ITプラットフォームサイト「ここからアプリ」　サイト紹介 クラウド実践大賞　総務大臣賞受賞　事例紹介 制度変更（インボイス又は働き方改革）　 イベント（日経）「伸び盛り企業会議2020」　 申込受付

■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ

テーマ タイトル 本文 テーマ タイトル 本文 テーマ タイトル 本文 テーマ タイトル 本文

normal
お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋生産性向上に役立つ業務用アプリやIT活用事例を紹介する「ここからアプリ」が

リニューアルオープン！検索機能や事例が充実しました！！（利用料無料）

https://ittools.smrj.go.jp/

「ここからアプリ」は、IT導入で生産性向上等に取り組みたい中小企業のための

ビジネスアプリ検索サイトです。中小企業基盤整備機構が厳選したアプリの中から

業種や経営課題別に最適なものを検索できます。

さらに、実際にアプリを導入した企業の体験談やIT活用に関する各種支援策等の

情報も見ることもできます。

まずは、気軽にアプリ検索を始めてみませんか?

https://ittools.smrj.go.jp/

------------------------

normal
全国中小企業クラウド実践大

賞が決定！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋２月12日、全国中小企業クラウド実践大賞の受賞企業が決定！

総務大臣賞企業は、顧客情報をクラウドで一元管理し、商談化率の向上に成功！

https://www.cloudil.jp/report-2019/

総務大臣賞を受賞した「株式会社atsumel」は

働き方改革やIT化が遅れていると言われている不動産業界の企業です。

数年前までほとんどの業務が紙で処理されていたが、クラウド対応のツールを導入。

その結果、クラウドで一元管理している顧客情報に基づく営業により

商談化率の向上、そして事業の拡大に成功しました。

この他にも、クラウド実践により収益力向上・経営効率化を成功させた企業の

成功ノウハウを紹介していますので、今後の取組にお役立てください。

https://www.cloudil.jp/report-2019/

------------------------

normal
2023年10月から適用義務

化！【インボイス制度】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenz

eiritsu/pdf/300416.pdf

売上高が1,000万円を超える全ての事業者は、顧客の求めに応じて税率を区分した

請求書（インボイス）を交付する義務や写しを保存する義務が生じます。紙で経理処

理を行っている場合は業務量が増大する可能性も・・・！

（独）中小企業基盤整備機構では、インボイス制度への対応を支援するため、IT導

入補助金をはじめ、各種支援事業を実施します。

これを機に、バックオフィス業務をIT化してみませんか？

https://seisansei.smrj.go.jp/

------------------------

normal
「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋「伸び盛り企業会議2020（視聴無料）」

中堅・中小企業の生産性改革の向上に関するヒントが満載！

https://events.nikkei.co.jp/24636/

3月10日（火）13時より、「伸び盛り企業会議2020」

－IT導入、サービス品質の向上による生産性改革について－が動画配信されます。

経済産業省サービス政策課浅野課長による講演

「『使えるIT』でサービス現場はどう変わるか」や

IT導入補助金の導入事例に関するパネルディスカッションを予定

日経チャンネルにて、3月10日（火）13:00～16:40（配信予定）

https://events.nikkei.co.jp/24636/

------------------------

～～～以下、フッター省略～～～

Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋生産性向上に役立つ業務用アプリやIT活用事例を紹介する「ここからアプリ」が

リニューアルオープン！検索機能や事例が充実しました！！（利用料無料）

https://ittools.smrj.go.jp/

Easy

知識ゼロの営業マンが一人で

実現！全国中小企業クラウド

実践大賞が決定！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋２月12日、全国中小企業クラウド実践大賞の受賞企業が決定！

総務大臣賞企業は、顧客情報をクラウドで一元管理し、商談化率の向上に成功！

https://www.cloudil.jp/report-2019/

Easy
クラウドなら制度変更に楽々

対応！【インボイス制度】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenz

Easy

AI導入はこんなに簡単！「使

えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋「伸び盛り企業会議2020（視聴無料）」

中堅・中小企業の生産性改革の向上に関するヒントが満載！

https://events.nikkei.co.jp/24636/

Attracti

ve

その悩み、実はアプリで解決で

きるんです！お助けアプリ検索

サイト！【ここからアプリ】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋生産性向上に役立つ業務用アプリやIT活用事例を紹介する「ここからアプリ」が

リニューアルオープン！検索機能や事例が充実しました！！（利用料無料）

https://ittools.smrj.go.jp/

Attracti

ve

顧客管理で商談数が４倍以

上に！全国中小企業クラウド

実践大賞が決定！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋２月12日、全国中小企業クラウド実践大賞の受賞企業が決定！

総務大臣賞企業は、顧客情報をクラウドで一元管理し、商談化率の向上に成功！

https://www.cloudil.jp/report-2019/

Attracti

ve

早めのクラウド化でこんなにおト

ク！？【インボイス制度】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenz

Attracti

ve

AIで売上が4倍に！「使える

IT」で現場が変わる！（伸び

盛り企業会議2020）

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋「伸び盛り企業会議2020（視聴無料）」

中堅・中小企業の生産性改革の向上に関するヒントが満載！

https://events.nikkei.co.jp/24636/

Timely

今やらないと大変なことに！？

お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋生産性向上に役立つ業務用アプリやIT活用事例を紹介する「ここからアプリ」が

リニューアルオープン！検索機能や事例が充実しました！！（利用料無料）

https://ittools.smrj.go.jp/

Timely

今、真似すべき事例はコレ！

全国中小企業クラウド実践大

賞が決定！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋２月12日、全国中小企業クラウド実践大賞の受賞企業が決定！

総務大臣賞企業は、顧客情報をクラウドで一元管理し、商談化率の向上に成功！

https://www.cloudil.jp/report-2019/

Timely

補助金が使える今のうちに取

引業務をクラウド化！【インボ

イス制度】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenz

Timely

AI使うなら今がチャンス！「使

えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋「伸び盛り企業会議2020（視聴無料）」

中堅・中小企業の生産性改革の向上に関するヒントが満載！

https://events.nikkei.co.jp/24636/

Social

使ってないのはあなただけ！？

お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋生産性向上に役立つ業務用アプリやIT活用事例を紹介する「ここからアプリ」が

リニューアルオープン！検索機能や事例が充実しました！！（利用料無料）

https://ittools.smrj.go.jp/

Social

あなたの地域の企業も登壇！

全国中小企業クラウド実践大

賞が決定！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋２月12日、全国中小企業クラウド実践大賞の受賞企業が決定！

総務大臣賞企業は、顧客情報をクラウドで一元管理し、商談化率の向上に成功！

https://www.cloudil.jp/report-2019/

Social

クラウド化しておかないと取引

先を困らせてしまうかも！？【イ

ンボイス制度】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenz

Social

AI導入の身近な事例をご紹

介！「使えるIT」で現場が変

わる！（伸び盛り企業会議

2020）

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋「伸び盛り企業会議2020（視聴無料）」

中堅・中小企業の生産性改革の向上に関するヒントが満載！

https://events.nikkei.co.jp/24636/

■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文

bench

mark

利用料無料！お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋生産性向上に役立つ業務用アプリやIT活用事例を紹介する「ここからアプリ」が

リニューアルオープン！検索機能や事例が充実しました！！（利用料無料）

https://ittools.smrj.go.jp/

「ここからアプリ」は、IT導入で生産性向上等に取り組みたい中小企業のための

ビジネスアプリ検索サイトです。中小企業基盤整備機構が厳選したアプリの中から

業種や経営課題別に最適なものを検索できます。

bench

mark

無料で学べる事例の宝庫！

全国中小企業クラウド実践大

賞が決定！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋２月12日、全国中小企業クラウド実践大賞の受賞企業が決定！

総務大臣賞企業は、顧客情報をクラウドで一元管理し、商談化率の向上に成功！

https://www.cloudil.jp/report-2019/

総務大臣賞を受賞した「株式会社atsumel」は

働き方改革やIT化が遅れていると言われている不動産業界の企業です。

数年前までほとんどの業務が紙で処理されていたが、クラウド対応のツールを導入。

bench

mark

知らなきゃ大損？インボイス制

度適用義務化！

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenz

eiritsu/pdf/300416.pdf

売上高が1,000万円を超える全ての事業者は、顧客の求めに応じて税率を区分した

請求書（インボイス）を交付する義務や写しを保存する義務が生じます。紙で経理処

理を行っている場合は業務量が増大する可能性も・・・！

bench

mark

【お見逃しなく】視聴無料！

「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）

┌┐━━━━━━━━━━

└■ミラサポメルマガ

━━━━━━━━━━━━

╋「伸び盛り企業会議2020（視聴無料）」

中堅・中小企業の生産性改革の向上に関するヒントが満載！

https://events.nikkei.co.jp/24636/

3月10日（火）13時より、「伸び盛り企業会議2020」

－IT導入、サービス品質の向上による生産性改革について－が動画配信されます。

経済産業省サービス政策課浅野課長による講演

件名・本文の詳細については添付のエクセル「全体_比較実験メルマガ_内容」シートをご覧ください。

要素①：サイト紹介 要素②：事例紹介 要素③：制度変更 要素④：イベント/セミナー

想定される介入方法を各配信の訴求要素とし各配信内で比較実験

配
信
は
母
数(

メ
ル
マ
ガ
会
員)

を
ラ
ン
ダ
ム
に
10

分
割
し
配
信

各配信内に、「件名と本文の組み合わせ」によって９つの比較群を設定

統制群

統制群

件名 本文 件名 本文

1 Nomal ＆ Nomal 6 benchmark ＆ Nomal

2 E ＆ Nomal 7 E ＆ E

3 A ＆ Nomal 8 A ＆ A

4 S ＆ Nomal 9 S ＆ S

5 T ＆ Nomal 10 T ＆ T

各回、10パターン（統制群１、比較群９）

要素④については、現在、運営方法について
随時変更対応が迫られています。
つきましては、実施が見送られる場合もござい
ます。

ただし、「WEBバナー」はすでに告知が始まって
いますのでこちらでの比較実験が可能です。
（次ページに詳細説明）



ナッジ比較実験：WEBバナー サマリ 225

➢ ITイメージとAttractive メッセージの組み合わせが最も高い結果(0.091％)であった。

➢ メッセージは、ナッジ表現「AIで売上が４倍に！」が各同背景と比べて高い結果であった。

【解釈】

ビジネスパーソンにリーチする日経WEBバナーでは、多くの情報が瞬間的に伝えられ判断される媒体特性上、印象に影響

する背景よりもメッセージの方が認識されやすく、今回はAttractive「4倍」が効果的であった。

WEBバナーによる比較実験

■画像情報(AD)によるEAST手法について

【考察】

多くの情報が瞬間的に伝えられ判断されるWEBアプローチ(バナー広告)では、メッセージ

ではEASTのAttractiveが効果的であった。

日経バナー(媒体)特性によって、意思決定者にメッセージを送ったうえで、Attractive

「関連性を明確に示している(売上が4倍)」メッセージと「正式かつオフィシャルな情報(AI

のセミナー)をビジュアルで示す」ことで相乗的に効果を得られたのではないか。



ナッジ比較実験：メルマガ サマリ 226

メルマガによる比較実験

要素①施策(サイト紹介)が高く、1.98％ であった。

要素①のEASTについては、タイトルのみ・タイトル+本文の両方で、「Social」のクリック率が最も高かった。

■介入ポイントについて

【解釈】

次世代的行動介入の在り方として「アプリによるツールマッチング」施策は、IT化を

ナッジ理論で推し進める場合の介入ポイントとして適していた。

EAST手法では、この介入ポイント「ビジネスサービス市場の改善」においては

Socialが効果的である可能性がみえた。

【考察】

IT導入から活用までを一貫して支援するための介入ポイントは単独ではなく、

各介入ポイントでの行動障壁と行動助長要素を組み合わせを政策デザインするべきであろう。

(プレ調査：ヒアリング調査からもピア効果や助長要因が複数挙がっていた）



ナッジ比較実験：メルマガ サマリ 227

メルマガによる比較実験

➢ 情報量：どの回もタイトル+本文にてEASTを組み合わせたパターンが最も高い結果に。

➢ EAST比較：4回中2回で、「Timely」が最も高かった。

➢ EAST比較：EAST別に集約してみると、「Timely」と「Social」が高い傾向にあり、2.0％を超えているものが4パターンあった。

➢ ノーマルとベンチマーク比較：「ミラサポ」メルマガにおいては、通常のメルマガタイトルの方が複数のナッジ表現を組み合わせたものよりクリック率が高かった。

■ナッジ理論、EAST手法について

【解釈】

情報量：EASTの変更部分Xの情報量としては、タイトル＋本文が適当量といえる。

EAST内容：メルマガの文字情報の表現文言としては、EASTの中でも、TimelyとSocialが効果的であった。

実験の場として：未来の企業応援サイト「ミラサポ」のメルマガ登録している会員に対してのアプローチとしては、

会員組織向けの表現(ノーマル)が適していたのではないか。

【考察】

⚫ 信頼のおける（正しい情報の送り手：中小企業庁）からの「ミラサポ」メルマガにおいては、広告表現に近い印象を

受ける文字情報より、内容の正しさを端的に伝える文字情報のほうが適していた。

⚫ 意思決定者におくるEASTの文字情報では、TimelyとSocialが効果があるのではないか。



ナッジ比較実験：メルマガ 検証とまとめ（速報値） 228

メルマガによる比較実験

■メルマガにおけるナッジ手法(EAST)について

➢ 結果は、「お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】」の原文に「使ってないのはあなただけ！？」をつけることのみが正の有意差が出ました。ただし統計モデルにもよ

り結果は異なります。本文にナッジ的文言を入れることで効果はみられたものは、ひとつもありませんでした。

➢ 今回の「使っていないのはあなただけ」のように効果的なものが見つかれば、クリック数を16%から39%（95%信頼区間）は向上させることも見込めます。

➢ ただし、様々なメールタイトルを試した結果、１つしか効果が認められなかったことから、タイトル等を闇雲に工夫しても得られる平均的効果はうすいともいえます。

（竹内様よりご教授）



【複数施策の比較実験】 WEBバナー比較
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NIKKEI INC.

http://www.nikkei.com/

掲載実績レポート

広告主名 ：

キャンペーンID ：

キャンペーン名 ：

キャンペーン期間 ： 2020/2/28 ～ 2020/3/5

レポート実行期間 ： 2020/2/28 ～ 2020/3/5

出力日時 インプレッション数 クリック数 クリックレート

2020/3/6 9:36 715,087 597 0.08%

日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート

2020/2/28 134,598 118 0.09%

2020/2/29 22,636 35 0.15%

2020/3/1 18,655 22 0.12%

2020/3/2 133,266 103 0.08%

2020/3/3 141,232 104 0.07%

2020/3/4 137,445 112 0.08%

2020/3/5 127,255 103 0.08%

合計 715,087 597 0.08%

レポート実行期間 実績概要

キャンペーン日別実績

一般社団法人サービスデザイン推進協議会

12349

2020_0228伸び盛り企業会議

230日経WEBバナー広告：全体

4パターンの合計でみると、土日にインプレッション数・クリック数ともに低く
「日経バナー」への出稿によりビジネスパーソンにリーチできていたといえる。

(土)
(日)



231日経WEBバナー広告：【ナッジ視点】ナッジ表現比較

日付

IT風×AI活用

先進事例をご紹介
IT風×AIで売上4倍

イラスト×AI活用

先進事例をご紹介

イラスト×AIで売

上4倍

2020/2/28 0.075% 0.098% 0.086% 0.092%

2020/2/29 0.229% 0.143% 0.107% 0.140%

2020/3/1 0.042% 0.170% 0.131% 0.129%

2020/3/2 0.072% 0.081% 0.082% 0.075%

2020/3/3 0.085% 0.077% 0.065% 0.068%

2020/3/4 0.070% 0.093% 0.076% 0.087%

2020/3/5 0.088% 0.087% 0.075% 0.073%

合計 0.082% 0.091% 0.079% 0.082%

クリックレート

CR別：日別クリックレート および 合計クリックレート（数値）

メッセージは、
ナッジ表現「AIで売上が４倍に！」が

各同背景と比べて高い結果に。

CR別：合計クリックレート（％） CR別：日別クリックレート推移（％）

全体0.0835%

土曜日 日曜日

背景は、
「イメージ(通常のITセミナー) 」が

土日のクリック数が高かった。

ITイメージとAttractive メッセージの組み合わせが
最も高い結果になった(0.091％)。



IT風×AI活用先進事例をご紹介 IT風×AIで売上4倍

日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート 日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート

2020/2/28 33,521 25 0.075% 2020/2/28 33,527 33 0.098%

2020/2/29 5,666 13 0.229% 2020/2/29 5,612 8 0.143%

2020/3/1 4,737 2 0.042% 2020/3/1 4,696 8 0.170%

2020/3/2 33,452 24 0.072% 2020/3/2 33,329 27 0.081%

2020/3/3 35,478 30 0.085% 2020/3/3 35,076 27 0.077%

2020/3/4 34,464 24 0.070% 2020/3/4 34,266 32 0.093%

2020/3/5 31,757 28 0.088% 2020/3/5 32,098 28 0.087%

合計 179,075 146 0.082% 合計 178,604 163 0.091%

イラスト×AI活用先進事例をご紹介 イラスト×AIで売上4倍

日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート 日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート

2020/2/28 33,833 29 0.086% 2020/2/28 33,717 31 0.092%

2020/2/29 5,624 6 0.107% 2020/2/29 5,734 8 0.140%

2020/3/1 4,580 6 0.131% 2020/3/1 4,642 6 0.129%

2020/3/2 33,055 27 0.082% 2020/3/2 33,430 25 0.075%

2020/3/3 35,438 23 0.065% 2020/3/3 35,240 24 0.068%

2020/3/4 34,269 26 0.076% 2020/3/4 34,446 30 0.087%

2020/3/5 32,024 24 0.075% 2020/3/5 31,376 23 0.073%

合計 178,823 141 0.079% 合計 178,585 147 0.082%

232日別詳細）インプレッション数とクリック数

CR別：日別クリックレート および 合計クリックレート（数値）

IT風×AI活用先進事例をご紹介 IT風×AIで売上4倍

日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート 日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート

2020/2/28 33,521 25 0.075% 2020/2/28 33,527 33 0.098%

2020/2/29 5,666 13 0.229% 2020/2/29 5,612 8 0.143%

2020/3/1 4,737 2 0.042% 2020/3/1 4,696 8 0.170%

2020/3/2 33,452 24 0.072% 2020/3/2 33,329 27 0.081%

2020/3/3 35,478 30 0.085% 2020/3/3 35,076 27 0.077%

2020/3/4 34,464 24 0.070% 2020/3/4 34,266 32 0.093%

2020/3/5 31,757 28 0.088% 2020/3/5 32,098 28 0.087%

合計 179,075 146 0.082% 合計 178,604 163 0.091%

イラスト×AI活用先進事例をご紹介 イラスト×AIで売上4倍

日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート 日付 インプレッション数 クリック数 クリックレート

2020/2/28 33,833 29 0.086% 2020/2/28 33,717 31 0.092%

2020/2/29 5,624 6 0.107% 2020/2/29 5,734 8 0.140%

2020/3/1 4,580 6 0.131% 2020/3/1 4,642 6 0.129%

2020/3/2 33,055 27 0.082% 2020/3/2 33,430 25 0.075%

2020/3/3 35,438 23 0.065% 2020/3/3 35,240 24 0.068%

2020/3/4 34,269 26 0.076% 2020/3/4 34,446 30 0.087%

2020/3/5 32,024 24 0.075% 2020/3/5 31,376 23 0.073%

合計 178,823 141 0.079% 合計 178,585 147 0.082%



【複数施策の比較実験】 メルマガ比較
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【介入サマリ：値＝クリックユーザー率】 【事例紹介：値＝クリックユーザー率】 【制度変更：値＝クリックユーザー率】 【イベント/セミナー：値＝クリックユーザー率】

介入 テーマとタイトル
クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

①クリック

ユーザー率

②クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

クリック

ユーザー率

施策（アプリ） ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Social 最大値 2.45% 事例紹介 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Timely 最大値 1.33% 制度変更 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Timely 最大値 1.95% 2.54% ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Easy 最大値 1.38%

■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Attractive 最小値 1.65% ■変更部分Ｘ：タイトルのみ;Social 最小値 1.05% ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Easy 最小値 0.89% 0.82% ■変更部分Ｘ：タイトルのみ;Timely 最小値 1.11%

平均 1.98% 平均 1.21% 平均 1.25% 1.40% 平均 1.20%

【クリックユーザー率】 【クリックユーザー率】 【クリックユーザー率】 【クリックユーザー率】

■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ

normal normal normal normal

Easy Easy Easy Easy

Attractive Attractive Attractive Attractive

Timely Timely Timely Timely

Social Social Social Social

■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文

benchmark benchmark bench mark benchmark

Easy Easy Easy Easy

Attractive Attractive Attractive Attractive

Timely Timely Timely Timely

Social Social Social Social

イベント/セミ

ナー

1.94%

1.81%

1.96%

2.09%

2.36%

1.93%

1.75%

1.65%

1.83%

2.45%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】

誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここから

アプリ】

その悩み、実はアプリで解決できるんです！お助け

アプリ検索サイト！【ここからアプリ】

今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サ

イト！【ここからアプリ】

使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サ

イト！【ここからアプリ】

利用料無料！お助けアプリ検索サイト！【ここから

アプリ】

誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここから

アプリ】

その悩み、実はアプリで解決できるんです！お助け

アプリ検索サイト！【ここからアプリ】

今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サ

イト！【ここからアプリ】

使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サ

イト！【ここからアプリ】

クリックユーザー率

1.25%

1.25%

1.31%

1.27%

1.05%

1.14%

1.32%

1.16%

1.33%

1.06%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

全国中小企業クラウド実践大賞が決定！

知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企業ク

ラウド実践大賞が決定！

顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラウド

実践大賞が決定！

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラウド

実践大賞が決定！

無料で学べる事例の宝庫！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！

知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企業ク

ラウド実践大賞が決定！

顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラウド

実践大賞が決定！

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラウド

実践大賞が決定！

クリックユーザー率

1.95%

0.89%

0.99%

1.25%

1.19%

1.59%

0.94%

0.93%

1.40%

1.39%

1.55%

1.03%

1.10%

1.67%

1.39%

1.33%

0.82%

1.01%

2.54%

1.60%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

2023年からインボイス制度が義務に！

クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス制度

早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボイス制度

補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！インボイス制度

クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうかも！？インボ

イス制度

知らなきゃ大損？インボイス制度適用義務化！

クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス制度

早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボイス制度

補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！インボイス制度

クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうかも！？インボ

イス制度

①クリック

ユーザー率

②クリック

ユーザー率

1.15%

1.17%

1.33%

1.11%

1.22%

1.13%

1.38%

1.13%

1.12%

1.26%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り企業会議

2020）

AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）

AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現場が変

わる！（伸び盛り企業会議2020）

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」で現場

が変わる！（伸び盛り企業会議2020）

【お見逃しなく】視聴無料！「使えるIT」で現場が

変わる！（伸び盛り企業会議2020）

AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）

AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現場が変

わる！（伸び盛り企業会議2020）

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」で現場

が変わる！（伸び盛り企業会議2020）

クリックユーザー率

234ミラサポ会員向けメルマガ：「介入方法」要素についての結果

介入要素においてはクリックユーザー率1.5％前後という結果であった。
要素①のEASTについては、タイトルのみ・タイトル+本文の両方で、「Social」のクリック率が最も高かった。

平均の算出方法：こちらは10パターンのクリックユーザー率の平均

要素①：サイト紹介 要素②：事例紹介 要素③：制度変更 要素④：イベント/セミナー

想定される介入方法を各配信の訴求要素とし、変更部分XをEAST×2（件名のみ/件名＋本文）、Benchmark を作成

┌┐━━━━━━━━━━
└■ミラサポメルマガ
━━━━━━━━━━━━
╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として
適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

売上高が1,000万円を超える全ての事業者は、顧客の求めに応じて
税率を区分した請求書（インボイス）の交付や
写しを保存する義務が生じます。

紙で経理処理を行っている場合は、業務量が増大する可能性があります。
これを機に、バックオフィス業務をIT化してみませんか？

インボイス制度対応の支援策等はこちらから。
https://seisansei.smrj.go.jp/

①上部に表示されたURL
②下部に表示されたURL



235参考）ミラサポ会員向けメルマガ：過去タイトル クリック率上位20件

クリック率上位は「補助金」関連の情報である。一方、事例集など拡散（SNS等による転載）により会員外にも波及し、クリック率が飛躍的に上がる。

■ミラサポメルマガ　クリック率ランキング　上位20（20年2月まで）

順位 配信日 タイトル 介入ポイント キーワード ナッジ要素 クリック率

1 2019/12/6 金 はばたく中小企業・小規模事業者300社/商店街30選 事例紹介 具体的な数字 A:関係性を明確に 422.46% 行ラベル 平均 / クリック率

2 2019/7/3 水 損をしない消費税転嫁対策 制度変更 損失回避 87.95% 事例紹介 216.3%

3 2019/4/24 水 軽減税率制度 すべての事業者の方に影響が！ 制度変更 S/同調効果 23.73% 制度変更 22.2%

4 2019/11/25 月 災害に、備える。 テーマ/課題提起 災害 S/同調効果 13.22% テーマ/課題提起 10.4%

5 2020/2/27 木 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者のみなさまへ テーマ/課題提起 コロナウイルス S/同調効果 12.16% 補助金 6.4%

6 2019/12/9 月 人手不足の処方箋 テーマ/課題提起 処方箋 E:簡潔に 11.77% 制度変更/補助金 4.9%

7 2020/1/22 水 成功事例から学ぶ！テレワーク活用のヒント 事例紹介 テレワーク/ヒント
A:関係性を明確に

E:簡潔に
10.22% 総計 32.9%

8 2019/7/19 金 「IT導入補助金」二次公募スタート！ 補助金 補助金 7.49%

9 2019/6/3 月 IT導入補助金　交付申請受付中！ 補助金 補助金 7.05%

10 2019/12/25 水 新「補助金電子申請システム」サービス開始！ 補助金 補助金 6.91%

11 2019/9/2 月 H30補正予算 ものづくり補助金 二次公募受付中！ 補助金 補助金 6.52%

12 2019/4/17 水 事業承継補助金　公募開始！ 補助金 補助金 6.24%

13 2019/11/11 月 時間外労働 上限規制導入迫る！ 制度変更 規制・改正 6.14%

14 2019/4/10 水 平成31年度税制改正のポイント 制度変更 規制・改正 5.31%

15 2019/7/8 月 「事業承継補助金」二次公募がスタート 補助金 補助金 5.23%

16 2020/1/15 水 4月から原則屋内禁煙に！対策には助成金も！！ 補助金 補助金 5.22%

17 2019/5/14 火 キャッシュレス対応　準備OK？ 制度変更 規制・改正 5.16%

18 2019/9/9 月 4月から中小企業にも時間外労働上限規制が適用！助成金で対策を 制度変更/補助金 規制/補助金 4.92%

19 2020/1/20 月 4月より時間外労働の上限規制がスタート 制度変更 規制・改正 4.88%

20 2019/4/26 金 令和時代のヒントが満載！中小企業白書／小規模企業白書 テーマ/課題提起 ヒント E:簡潔に 4.62%

外れ値は、メルマガから拡散され
クリックされた数によるもの

行ラベル 平均 / クリック率

事例紹介 216.3%

制度変更 22.2%

テーマ/課題提起 10.4%

補助金 6.4%

制度変更/補助金 4.9%

事例紹介

テーマ/課題提起

制度変更

補助金

制度変更/補助金

凡例：介入ポイント

参考）上位20を介入ポイントで集計（平均値）

全135値での基本統計量

中央値 （メジアン） 2.08%



236ミラサポ会員向けメルマガ： 【ナッジ視点】EAST×変更部分Ｘ（件名のみ・件名＋本文）についての結果

どの回もタイトル+本文にてEASTを取り入れたものが最も高い結果に。
また、4回中2回で、「Timely」が最も高かった。

【提供する情報の種類】施策（アプリ）の紹介 【提供する情報の種類】事例紹介 【提供する情報の種類】制度変更 【提供する情報の種類】イベント/セミナー

配信日 2020年2月26日 配信日 2020年3月2日 配信日 2020年3月6日 ①：本文上部のURL ②：本文株のURL 配信日 2020年3月9日

■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ

テーマ タイトル 配信成功数

URLクリッ

クユーザー

数

クリック

ユーザー率
テーマ タイトル 配信成功数

URLクリッ

クユーザー

数

クリック

ユーザー率
テーマ タイトル 配信成功数

①URL

クリック

ユーザー数

①クリック

ユーザー率

②URL

クリック

ユーザー数

②クリック

ユーザー率
テーマ タイトル 配信成功数

URLクリッ

クユーザー

数

クリック

ユーザー率

normal お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】 11,181 217 1.94% normal 全国中小企業クラウド実践大賞が決定！ 11,170 140 1.25% normal 2023年からインボイス制度が義務に！ 11,167 218 1.95% 173 1.55% normal
「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り企業

会議2020）
11,164 128 1.15%

Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】
11,174 202 1.81% Easy

知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企

業クラウド実践大賞が決定！
11,164 139 1.25% Easy

クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス

制度
11,164 99 0.89% 115 1.03% Easy

AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場

が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,166 131 1.17%

Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お

助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】
11,098 217 1.96% Attractive

顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業

クラウド実践大賞が決定！
11,094 145 1.31% Attractive

早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボ

イス制度
11,096 110 0.99% 122 1.10% Attractive

AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,095 148 1.33%

Timely
今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,132 233 2.09% Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,128 141 1.27% Timely

補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド

化！インボイス制度
11,127 139 1.25% 186 1.67% Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現

場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,125 123 1.11%

Social
使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,171 264 2.36% Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,157 117 1.05% Social

クラウド化しておかないと取引先を困らせてし

まうかも！？インボイス制度
11,155 133 1.19% 155 1.39% Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」

で現場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,153 136 1.22%

■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文

benchmark
利用料無料！お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】
11,177 216 1.93% benchmark

無料で学べる事例の宝庫！全国中小企業クラウ

ド実践大賞が決定！
11,172 127 1.14% bench mark 知らなきゃ大損？インボイス制度適用義務化！ 11,168 178 1.59% 148 1.33% benchmark

【お見逃しなく】視聴無料！「使えるIT」で現

場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,169 126 1.13%

Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】
11,106 194 1.75% Easy

知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企

業クラウド実践大賞が決定！
11,096 146 1.32% Easy

クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス

制度
11,090 104 0.94% 91 0.82% Easy

AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場

が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,091 153 1.38%

Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お

助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】
11,121 183 1.65% Attractive

顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業

クラウド実践大賞が決定！
11,111 129 1.16% Attractive

早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボ

イス制度
11,108 103 0.93% 112 1.01% Attractive

AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,112 126 1.13%

Timely
今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,119 203 1.83% Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,112 148 1.33% Timely

補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド

化！インボイス制度
11,110 156 1.40% 282 2.54% Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現

場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 124 1.12%

Social
使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,165 274 2.45% Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,147 118 1.06% Social

クラウド化しておかないと取引先を困らせてし

まうかも！？インボイス制度
11,148 155 1.39% 178 1.60% Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」

で現場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 140 1.26%

※2/26時点 ※3/4時点 ※3/6時点 ※3/9 時点

【介入サマリ：値＝クリックユーザー率】 【変更部分Xの差分：値＝クリックユーザー率】 【変更部分Xの差分：値＝クリックユーザー率】 【変更部分Xの差分：値＝クリックユーザー率】

介入 テーマとタイトル
クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

①クリック

ユーザー率

②クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

クリック

ユーザー率

施策（アプリ） ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Social 最大値 2.45% 事例紹介 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Timely 最大値 1.33% 制度変更 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Timely 最大値 1.95% 2.54% イベント ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Easy 最大値 1.38%

■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Attractive 最小値 1.65% ■変更部分Ｘ：タイトルのみ;Social 最小値 1.05% ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Easy 最小値 0.89% 0.82% ■変更部分Ｘ：タイトルのみ;Timely 最小値 1.11%

平均 1.98% 平均 1.21% 平均 1.25% 1.40% 平均 1.20%

適格請求書等保存方式（インボイス制

度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shir

aberu/zeimokubetsu/shohi/keigen

zeiritsu/pdf/300416.pdf

インボイス制度対応の支援策等はこち

らから。

https://seisansei.smrj.go.jp/

要素①：サイト紹介 要素②：事例紹介 要素③：制度変更 要素④：イベント/セミナー

想定される介入方法を各配信の訴求要素とし、変更部分XをEAST×2（件名のみ/件名＋本文）、Benchmark を作成
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Easy Timely

変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率
変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

施策（アプリ） Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】

11,174 202 1.81% 施策（アプリ） Timely
今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サイト！

【ここからアプリ】
11,132 233 2.09%

事例紹介 Easy
知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！
11,164 139 1.25% 事例紹介 Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラウド実践大賞

が決定！
11,128 141 1.27%

制度変更 Easy
クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス制度

11,164 99 0.89% 115 1.03% 制度変更 Timely
補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！インボイ

ス制度
11,127 139 1.25% 186 1.67%

イベント/セミナー Easy
AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場が変わる！（伸

び盛り企業会議2020）
11,166 131 1.17% イベント/セミナー Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）
11,125 123 1.11%

44,668 571 1.28% 44,512 636 1.43%

施策（アプリ） Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】

11,106 194 1.75% 施策（アプリ） Timely
今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サイト！

【ここからアプリ】
11,119 203 1.83%

事例紹介 Easy
知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！
11,096 146 1.32% 事例紹介 Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラウド実践大賞

が決定！
11,112 148 1.33%

制度変更 Easy
クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス制度

11,090 104 0.94% 91 0.82% 制度変更 Timely
補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！インボイ

ス制度
11,110 156 1.40% 282 2.54%

イベント/セミナー Easy
AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場が変わる！（伸

び盛り企業会議2020）
11,091 153 1.38% イベント/セミナー Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）
11,111 124 1.12%

44,383 597 1.35% 44,452 631 1.42%

Attractive Social

変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率
変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

施策（アプリ） Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,098 217 1.96% 施策（アプリ） Social

使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サイト！

【ここからアプリ】
11,171 264 2.36%

事例紹介 Attractive
顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業クラウド実践

大賞が決定！
11,094 145 1.31% 事例紹介 Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラウド実践大賞

が決定！
11,157 117 1.05%

制度変更 Attractive
早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボイス制度

11,096 110 0.99% 122 1.10% 制度変更 Social
クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうかも！？

インボイス制度
11,155 133 1.19% 155 1.39%

イベント/セミナー Attractive
AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り

企業会議2020）
11,095 148 1.33% イベント/セミナー Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,153 136 1.22%

44,383 620 1.40% 44,636 650 1.46%

施策（アプリ） Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,121 183 1.65% 施策（アプリ） Social

使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サイト！

【ここからアプリ】
11,165 274 2.45%

事例紹介 Attractive
顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業クラウド実践

大賞が決定！
11,111 129 1.16% 事例紹介 Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラウド実践大賞

が決定！
11,147 118 1.06%

制度変更 Attractive
早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボイス制度

11,108 103 0.93% 112 1.01% 制度変更 Social
クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうかも！？

インボイス制度
11,148 155 1.39% 178 1.60%

イベント/セミナー Attractive
AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り

企業会議2020）
11,112 126 1.13% イベント/セミナー Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 140 1.26%

44,452 541 1.22% 44,571 687 1.54%

1.34%

1.18%

1.48%

1.64%

1.44%

1.55%

タイトル

のみ

タイトル

＋本文

タイトル

のみ

タイトル

＋本文

タイトル

のみ

タイトル

＋本文

タイトル

のみ

タイトル

＋本文

1.23%

1.24%

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

全4回の
値の平均

EAST別に集約してみると、「Timely」と「Social」が高い傾向にあり、2.0％を超えているものが4パターンあった。

★

★

★

★

★:2.0％以上
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情報の種類 施策（アプリ） normalとの検定

ナッジタイプ メールタイトルへの追加文言 タイトルのみ タイトル・本文

normal (なし：お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】) 1.94%          

Easy 誰でも簡単！ 1.81% 1.75%

Attractive その悩み、実はアプリで解決できるんです！ 1.96% 1.65%

Social 使ってないのはあなただけ！？ 2.36% 2.45% 有意差p<5%

Timely 今やらないと大変なことに！？ 2.09% 1.83%

Benchmark 利用料無料！ 1.93%

情報の種類 事例紹介 normalとの検定

ナッジタイプ メールタイトルへの追加文言 タイトルのみ タイトル・本文

normal (なし：全国中小企業クラウド実践大賞が決定！) 1.253%          

Easy 知識ゼロの営業マンが一人で実現！ 1.245% 1.316%

Attractive 顧客管理で商談数が４倍以上に！ 1.307% 1.161%

Social あなたの地域の企業も登壇！ 1.049% 1.059%

Timely 今、真似すべき事例はコレ！ 1.267% 1.332%

Benchmark 無料で学べる事例の宝庫！ 1.137%

情報の種類 制度変更 normalとの検定

ナッジタイプ メールタイトルへの追加文言 タイトルのみ タイトル・本文

normal (なし：インボイス制度) 1.952%          

Easy クラウドなら制度変更に楽々対応！ 0.887% 0.938% 有意差p<5%

Attractive 早めのクラウド化でこんなにおトク！？ 0.991% 0.927% 有意差p<5%

Social クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうかも！？ 1.192% 1.390% 有意差p<5%

Timely 補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！ 1.249% 1.404% 有意差p<5%

Benchmark 知らなきゃ大損？インボイス制度適用義務化！ 1.594% 有意差p<5%

情報の種類 イベント/セミナー normalとの検定

ナッジタイプ メールタイトルへの追加文言 タイトルのみ タイトル・本文

normal (なし：「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）) 1.147%          

Easy AI導入はこんなに簡単！ 1.173% 1.380%

Attractive AIで売上が4倍に！ 1.334% 1.134%

Social AI導入の身近な事例をご紹介！ 1.219% 1.260%

Timely AI使うなら今がチャンス！ 1.106% 1.116%

Benchmark 【お見逃しなく】視聴無料！ 1.128%

クリック率

クリック率

クリック率

クリック率

一橋大学・竹内幹さまによる検定結果（速報値としていただきました）



239ミラサポ会員向けメルマガ： 【ナッジ視点】EAST×変更部分Ｘ（件名のみ・件名＋本文）についての結果

要点 2020/3/17 現在の仮の結論です。

● A4_比較実験結果報告‗EAST別　における　メールタイトルおよび本文に挿入したナッジ的文言の　クリック率①

への効果を検定しました。

● 結果は「まとめ」にある通りですが、「お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】」の原文に「使ってないのはあなただ

け！？」をつけることのみが正の有意差が出ました。ただし統計モデルにもより結果は異なります。

（クリック率を1.94%を2.41%へと上昇させる効果＝クリック人数でいえば平均24%増の効果がありました。）

● インボイス制度変更に関連したメールでは、ナッジ的文言の追加は負の効果がありました（統計的優位）。考察

の価値あり。

● 本文にナッジ的文言を入れることで効果はみられたものは、ひとつもありませんでした。

● 今回の「使っていないのはあなただけ」のように効果的なものが見つかれば、クリック数を16%から39%（95%信

頼区間）は向上させることも見込めます。

　ただし、様々なメールタイトルを試した結果、１つしか効果が認められなかったことから、タイトル等を闇雲に工夫

しても得られる平均的効果はうすいともいえます。

　メール文言を工夫することの対費用効果を高めるためには、早期のA/Bテスト（多腕バンディット）などによって

絞るこむ必要はありそうです。

作成方法

1) シート「A4_比較実験結果報告‗EAST別」のデータをコピペして「Itmails」の一覧表形式に変換する。

2) それを Itmails.csv として書き出し保存する。

3) Stataで、「StataDO」シートにあるコマンドで処理をする。

注記 当初は、比率の検定（多群比較）をしようとも思いましたが、N=445,425 のデータベースを再構築し、プロビッ

トモデルで各要素のダミーを説明変数とし、クリックの有無を被説明変数として係数を推定しました。

要望： データの原型があると統計分析ソフトで開きやすいので、できれば Itmails あるような一覧表形式で、かつ、変数

名もアルファベットで作成していただけると幸甚です。

　また、メールを送信した年月日も分析には必要であるようにも思います。



╋2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として
適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiri
tsu/pdf/300416.pdf

売上高が1,000万円を超える全ての事業者は、顧客の求めに応じて
税率を区分した請求書（インボイス）の交付や
写しを保存する義務が生じます。

紙で経理処理を行っている場合は、業務量が増大する可能性があります。
これを機に、バックオフィス業務をIT化してみませんか？

インボイス制度対応の支援策等はこちらから。
https://seisansei.smrj.go.jp/

240ミラサポ会員向けメルマガ：全体で最も高ったEASTについての結果

全体を通して最も高ったのは「インボイス」の「② 」のクリックユーザー率(2.54％)であった。
特にTimely「補助金＆制度変更」が全体を通して最も高く、組み合わせとして相乗効果があったのではないか。

【提供する情報の種類】施策（アプリ）の紹介 【提供する情報の種類】事例紹介 【提供する情報の種類】制度変更 【提供する情報の種類】イベント/セミナー

配信日 2020年2月26日 配信日 2020年3月2日 配信日 2020年3月6日 ①：本文上部のURL ②：本文株のURL 配信日 2020年3月9日

■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ ■変更部分Ｘ：タイトルのみ

テーマ タイトル 配信成功数

URLクリッ

クユーザー

数

クリック

ユーザー率
テーマ タイトル 配信成功数

URLクリッ

クユーザー

数

クリック

ユーザー率
テーマ タイトル 配信成功数

①URL

クリック

ユーザー数

①クリック

ユーザー率

②URL

クリック

ユーザー数

②クリック

ユーザー率
テーマ タイトル 配信成功数

URLクリッ

クユーザー

数

クリック

ユーザー率

normal お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】 11,181 217 1.94% normal 全国中小企業クラウド実践大賞が決定！ 11,170 140 1.25% normal 2023年からインボイス制度が義務に！ 11,167 218 1.95% 173 1.55% normal
「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り企業

会議2020）
11,164 128 1.15%

Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】
11,174 202 1.81% Easy

知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企

業クラウド実践大賞が決定！
11,164 139 1.25% Easy

クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス

制度
11,164 99 0.89% 115 1.03% Easy

AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場

が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,166 131 1.17%

Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お

助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】
11,098 217 1.96% Attractive

顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業

クラウド実践大賞が決定！
11,094 145 1.31% Attractive

早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボ

イス制度
11,096 110 0.99% 122 1.10% Attractive

AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,095 148 1.33%

Timely
今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,132 233 2.09% Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,128 141 1.27% Timely

補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド

化！インボイス制度
11,127 139 1.25% 186 1.67% Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現

場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,125 123 1.11%

Social
使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,171 264 2.36% Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,157 117 1.05% Social

クラウド化しておかないと取引先を困らせてし

まうかも！？インボイス制度
11,155 133 1.19% 155 1.39% Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」

で現場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,153 136 1.22%

■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文

benchmark
利用料無料！お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】
11,177 216 1.93% benchmark

無料で学べる事例の宝庫！全国中小企業クラウ

ド実践大賞が決定！
11,172 127 1.14% bench mark 知らなきゃ大損？インボイス制度適用義務化！ 11,168 178 1.59% 148 1.33% benchmark

【お見逃しなく】視聴無料！「使えるIT」で現

場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,169 126 1.13%

Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここ

からアプリ】
11,106 194 1.75% Easy

知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企

業クラウド実践大賞が決定！
11,096 146 1.32% Easy

クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス

制度
11,090 104 0.94% 91 0.82% Easy

AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場

が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,091 153 1.38%

Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お

助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】
11,121 183 1.65% Attractive

顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業

クラウド実践大賞が決定！
11,111 129 1.16% Attractive

早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボ

イス制度
11,108 103 0.93% 112 1.01% Attractive

AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,112 126 1.13%

Timely
今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,119 203 1.83% Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,112 148 1.33% Timely

補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド

化！インボイス制度
11,110 156 1.40% 282 2.54% Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現

場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 124 1.12%

Social
使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検

索サイト！【ここからアプリ】
11,165 274 2.45% Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,147 118 1.06% Social

クラウド化しておかないと取引先を困らせてし

まうかも！？インボイス制度
11,148 155 1.39% 178 1.60% Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」

で現場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 140 1.26%

※2/26時点 ※3/4時点 ※3/6時点 ※3/9 時点

【介入サマリ：値＝クリックユーザー率】 【変更部分Xの差分：値＝クリックユーザー率】 【変更部分Xの差分：値＝クリックユーザー率】 【変更部分Xの差分：値＝クリックユーザー率】

介入 テーマとタイトル
クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

①クリック

ユーザー率

②クリック

ユーザー率
介入 テーマとタイトル

クリック

ユーザー率

施策（アプリ） ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Social 最大値 2.45% 事例紹介 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Timely 最大値 1.33% 制度変更 ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Timely 最大値 1.95% 2.54% イベント ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Easy 最大値 1.38%

■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Attractive 最小値 1.65% ■変更部分Ｘ：タイトルのみ;Social 最小値 1.05% ■変更部分Ｘ：タイトル+本文;Easy 最小値 0.89% 0.82% ■変更部分Ｘ：タイトルのみ;Timely 最小値 1.11%

平均 1.98% 平均 1.21% 平均 1.25% 1.40% 平均 1.20%

適格請求書等保存方式（インボイス制

度）が導入されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shir

aberu/zeimokubetsu/shohi/keigen

zeiritsu/pdf/300416.pdf

インボイス制度対応の支援策等はこち

らから。

https://seisansei.smrj.go.jp/

インボイス制度対応の支援策等はこちらから。
https://seisansei.smrj.go.jp/

要素①：サイト紹介 要素②：事例紹介 要素③：制度変更 要素④：イベント/セミナー

想定される介入方法を各配信の訴求要素とし、変更部分XをEAST×2（件名のみ/件名＋本文）、Benchmark を作成

https://seisansei.smrj.go.jp/


241ミラサポ会員向けメルマガ：NormalとBenchmarkについての結果

「ミラサポ」メルマガにおいては、通常のメルマガタイトルの方が
複数のナッジ表現を組み合わせたものよりクリック率が高かった。

normal benchmark

変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

全4回分

平均
変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

全4回分

平均

施策（アプリ） normal
お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】

11,181 217 1.94% 施策（アプリ） benchmark
利用料無料！お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】

11,177 216 1.93%

事例紹介 normal
全国中小企業クラウド実践大賞が決定！

11,170 140 1.25% 事例紹介 benchmark
無料で学べる事例の宝庫！全国中小企業クラウド実践大賞が

決定！
11,172 127 1.14%

制度変更 normal
2023年からインボイス制度が義務に！

11,167 218 1.95% 173 1.55% 制度変更 bench mark
知らなきゃ大損？インボイス制度適用義務化！

11,168 178 1.59% 148 1.33%

イベント/セミナー normal
「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り企業会議2020）

11,164 128 1.15% イベント/セミナー benchmark
【お見逃しなく】視聴無料！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）
11,169 126 1.13%

44,682 703 1.57% 44,686 647 1.45%

タイトル

のみ

タイトル

＋本文

1.57% 1.42%

Normal:通常メルマガの文体 Benchmark:複数のナッジ手法を組み合わせた文体

平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数 平均の算出方法：合計ユーザー数÷合計配信通数
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中小企業に対するＩＴ活用支援の政策提言

ナッジの政策実装

3



 1 【実態把握調査】：各調査概要 回答者特徴 243

調査タイ ル：『業務のITツール活用に関するお伺い』

調査期間：令和2 1 7 ~14 

調査対象：全国 「ミラサポ コミュニ ィ」メルマガ会員

調査方法：WEBアンケー 

有効回答数：中小企業・小規模事業者 1,602人 支援者 379人

1．調査概要

調査タイ ル：『【IT導入補助金】アンケー 調査ご協力のお願い
 IT導入補助金事務局／サービスデザイン推進協議会 』

調査期間：令和2 1 16 ~21 

調査対象：全国 「IT補助金事業者(H30)」

調査方法：WEBアンケー 

有効回答数： 990人

「ミラサポ」会員調査 IT導入補助金補助事業者調査

評価認知 実行計画 継続

ITツール等の導入プロセス

回答者のおかれているプロセス(想定)

「ミラサポ」会員 調査 IT導入補助金補助事業者調査IT化への意思決定権のある人ベース N=1,602 補助金事業者ベース N=990

従業員数 平均：21.3人

 間売上額 平均：436,385,951円

従業員数 平均：40.1人

 間売上額 平均：964,362,346円

活用 ているツール数 平均：5.6ツール

デジタル投資額 平均：1,498,435円/ 間

売上額に占める投資率：0.34% ※
※計算方法 1,498,435円÷ 436,385,951円≒0.34%

活用 ているツール数 平均：7.4ツール

デジタル投資額 平均：2,301,658円/ 間

売上額に占める投資率：0.24% ※
※計算方法 2,301,65円÷ 964,362,346円≒0.24%

➢ いづれも利用 ていないが高い
➢ インス ール型導入率 約6割
➢ Webプラッ フ ームで１/３程度

➢ インス ール型導入率 約9割弱

2．回答者特徴



現状の
状況
理解

経営
課題
の把握

ITツール等で
解決可能性
の認知

ITツール等
の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果
の予測

ITツール等支
援者等の決定

(支援者/ベンダー)

導入計画
の策定

導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

「ミラサポ」会員 調査 IT導入補助金補助事業者調査

 1 【実態把握調査】：行動プロセス別障壁把握 全体 244

心
理
的
障
壁

現状の
状況
理解

経営
課題
の把握

ITツール等で
解決可能性
の認知

ITツール等
の調査・相談
(情報源/窓口)

ITツール等
費用対効果
の予測

ITツール等支
援者等の決定

(支援者/ベンダー)

導入計画
の策定

導入 活用

必要性を認識する 解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価認知 実行計画

維持 拡張

継続利用

継続

解決策  て
IT化を選ばない

950人(61%)

解決策  て
IT化を選んだ
605人(39%)

①Easy
ITツールの有用

性は認識 てい
るが、検討する
余裕 ヒ 、カ
 、時間 がな
い 45.7%

②Attractive

課題がどのように紐
付くかわか ない
38.0%

③Timely

すぐに取 組む必要
性を感じない
31.8%

進んでいな
い

333人(55%)

進んでいる
272人(45%)

①Social

評判・費用対
効果が分か 
ない 57.7%

②Attractive
合ったITが見

当た ない
53.2%

③Easy

多すぎて選べ
ない 49.5%

複数は計画
 ていない
70人(26%)

複数計画 ている
202人(74%)

①合理的選択

個別に試 た
いので
62.9%

実行 ていない
53人(19%)

実行 ている
219人(81%)

①Timely

目の前の業務
が優先され実
行が先送 
64.2%

継続 ていない
ツールがある
615人(38%)

導入 た
ツールは全て
継続 ている

987人(61%)

①合理的選択

試 てみた こ
ろ大きな効果を
得 れない
48.0%
②Attractive

機能の一部 か知 
ず使いこなせない
39.5%
③Easy

操作が複雑で使いこ
なせない 30.2%

解決策  て
IT化を選ばない

416人(43%)

解決策  て
IT化を選んだ
554人(57%)

①Attractive
課題がITツール

 どのように紐
づくか分か な
い42.5%
②Easy

有用性は認識 ている
が

検討する余裕がない
39.4%
③Timely

すぐに取 組む必要性
を感じない 30.0%

進んでいない
206人(37%)

進んでいる
348人(63%)

①Attractive
合ったITが見

当た ない
47.6%
②Social

評判・費用対
効果が分か 
ない 46.1%
②Easy

多すぎて選べ
ない 46.1%

複数は
計画 ていない

84人(24%)

複数計画 ている
264人(76%)

①合理的選択

個別に試 た
いので
56.0%

実行 ていない
59人(17%)

実行 ている
289人(83%)

①Timely

目の前の業務
が優先され実
行が先送 
79.7%

継続 ていな
いツールがある

228人(23%)

導入 た
ツールは全て
継続 ている

762人(77%)

②Attractive

機能の一部 か
知 ず使いこな
せない 45.2%
①合理的選択

試 てみた こ
ろ大きな効果を
得 れない
42.5%
③Easy

操作が複雑で使いこ
なせない 31.1%

ITツール等の導入プロセス別：EAST+合理的選択の評価結果

認知段階で約6割の人が「解決策  てIT化」を選ばず、その理由  ては「ITツールの
有用性は認識 ているが、検討する余裕 ヒ 、カ 、時間 がない」(45.7%)が最も高
かった。

認知段階で約4割の人が「解決策  てIT化」を選ばず、その理由  ては「課題が
ITツール どのように紐づくか分か ない」(42.5%)が最も高かった。

IT化への意思決定権のある人ベース N=1,602 補助金事業者ベース N=990

➢ 「ITツール等の導入プロセス」について「ミラサポ会員」、「IT補助金事業者」に定量
調査した結果、「認知の壁」が最も大きいことがわかった。(ミラサポ調査：61％)

➢ 「認知の壁」を超えても、評価が進んでいない人が多く（ミラサポ調査：55％)、その理由
としては「課題がITツールとどのように紐づくか分からない」(IT補助金：42.5%)が高い。 赤太字80％以上

黄太字60％以上
黒太字40％以上



最も大きい障壁に着目し、定量調査(ミラサポ)の認知段階を深堀分析。
➢ 「認知の入口」を相談相手＝「企業のデジタル化対応・ITツール導入について相談する際、誰が一番信頼できそうな人

か」と想定しクロス集計。相談者別分析をしたところ、誰に相談するかによって「①ITリテラシーに違いがある →②認
知プロセスの障壁が異なる →③介入方法がかわる」ことがわかり、ITリテラシーは2分類できることがわかった。

 1 【実態把握調査(ミラサポ)】：認知の入口分析 「相談者別分析」
245

ITベンダー/コーディネー
ターといった専門家
【17.2％】

金融機関
【2.4%】

事務機器等の
販売代理店
【7.7％】

公的な支援機関
【18.2％】

経営仲間、地元など仲
間のつながり・ネット
ワーク【27.1％】

IT・経営の相談を受
けている個人/コミュ
ニティ/ネットワーク
【11.9％】

企業経営の
士業者
【11.4％】

「課題がITルールと
どのように紐付くか
わからない」
（54.8％↑）

「周りにITに関して相談できる
相手がいない」

（25.4％↑） （25.8％↑）

お役立ちツールに投資する
率が高い（56.2％）

IT活用を検討・実行する手間
が割に合わない（23.6％）

「課題がITルール
とどのように紐付く
かわからない」
（29.0％↓）「周
りにITに関して相
談できる相手がいな
い」（11.2％↓）

「検討する余裕がない」
（55.8％↑）

データ：本事業内【実態把握調査(ミラサポ会員調査)】 『業務のITツール活用に関するお伺い』 調査期間：令和2年1月7日~14日 調査対象：全国 「ミラサポ コミュニティ」メルマガ会員 調査方法：WEBアンケート 有効回答数：中小企業・小規模事業者 1,602人

経営課題を解決する際、適
したベンダーとのマッチン
グ。導入時・導入後の丁寧
なフォロー体制/対応。

インターネット上で
の経営者同士や地元
仲間などのつながり。

補助金、制度変更、
セミナー相談会が低
い。

会社の体制変更時をと
らえたメルマガ/営業チ
ラシ。ツールの「使い
易さ」、「ベンダー側
の信頼感」、親身な
「導入フォロー」支援。

企業の経済状況
を理解している
士業による制度
変更対応時のベ
ンダー紹介。

公的支援機関側から
の補助金等の支援策
の活用についてセミ
ナー/相談会の実施。

【
介

入
】 金融機関から制度

変更に対応する時
に信頼のおけるベ
ンダーを紹介。

【％】は構成比

Q18 「相談相手がいる人ベース(1,485人)」 あなたの企業で、【デジタル化対応・ITツール導入について人に相談する】際、前問で選択された方の内、誰が一番信頼できそうな人ですか。（ひとつだけ）

お役立ちツールに投
資する率が高い
（43.6％）

認知
の

入口

（％）は回答率

①デジタル化の度合い【ITリテラシー】

②認知プロセス：EASTに基づく【障壁】

認
知

の
【

障
壁

】

③情報源・情報経路・内容

5.84 5.65 5.92 4.93 4.52 4.61 4.15

「月額又は従量金
型のクラウドサー
ビス」（47.5％）

Webプラットーフォー
ム(22.8%)/クラウド
サービス共に低い
(34.2%)

「いづれも利用していない」

（28.0％） （44.4％）
「自社用に開発した独自の情報
システム」（31.4％）

クラウドサービス利用率が低い

「 Webプラットー
フォーム(ECサイト
等)]（46.6％）

平均
ツール数

活用
ツール

⚫ ITツール活用水準【高い】/経営課題と解決手段【IT/ICTを選ぶ】 ⚫ ITツール活用水準【低い】/経営課題と解決手段【IT/ICTを選べない】



246（1） 【ヒアリング調査】：ヒアリング内容から得られたファインディング(まとめ)

自意識過剰：業界/業種全体がIT化が遅れている(から大丈夫)

ピア効果(地域や身内による他律的な支援/三位一体型継続的な伴走体制)：
商工会等公的支援機関による親身なサポート、社内に複数の旗振り役の存在、地元ベンダーの存在、長い付き合いで業務理解のあるベンダーの存在

分かりやすいメリット・利益：IT補助金の存在

変化の瞬間(経営の転換点) ：複数店舗へ事業拡大、

経営者の代替り、新規事業立ち上げ、
ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：会計士とツール連携。相互に効率化で利便性を享受

利益成長を促す考え方：データに基づく経営分析の視点が生まれる、
業界全体のIT化をけん引する思想が芽生える

ピア効果(相互成長効果のあるネットワーク)：
同業者・異業種交流会による情報

わかりやすいメリット・利益：紙管理からデータ化され、業務が可視化され重複業務がなくなる、
自転車操業だった業務がデータによる一元管理で経営判断の材料が持てる、
複数店舗/営業所の売上・勤務状況がリアルタイムで状況把握できる、
社員・お客様(保護者・予約者等)と相互コミュニケーションにより評判/客単価の向上が得られる

自業界(業務プロセス)に特化したツール/ベンダーを無料/トライアルにより初期投資なし/判断なし
で検討できる、社内に専門人材(IT部門等)がいなくとも遠隔操作でサポート

成長阻害の考え方：社員のIT化への反発(特に年配層)

選択肢が複雑(多すぎて)選べない/リソース不足（知識不足/人材不足で判断できない)：
業務をプロセス化できない、汎用的ツールへ適合できない

【現状維持のバイアス】
非効率な業務を息抜きと感じている人からは、逆に導入され
たら困るという声/電子申請やツールによる書類作成を「自分
の仕事がなくなる」として、拒否感を示す担当者がいる場合
がある

【現状維持のバイアス】
制度やシステムの導入効果がわかりづらい。社内に制度やシステムの導入に乗り気でない人が存在。

【知識不足で判断できない】/ 【リソース（知識、人材、設備）の不足】

リソースの不足：ツールを導入するまでの環境整備

点線内：
ベンダーヒアリングより

枠なし：
経営者ヒアリングより

利益成長を促す考え方(経営者の業務改善に対する高い課題意識)：
経営者自らが危機感を持ち公的支援機関とつながる

➢ ヒアリング調査の結果、ITリテラシーの違いによって、助長要素や障壁要素が異なり、「ピア効果」においては質に違いがあることが
わかった。

利益とコストの評価における予測エラー：
自社業務へのカスタマイズ費用で費用対効果が下がると思込み

助長

I
T
ツ

ー
ル

活
用

水
準

【
高

い
】
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段
【

I
T
/
I
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選
べ

な
い

】

障壁

助長

障壁

潜
在

的
に

対
処

可
能

な
行

動
因

子

解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価 実行計画

必要性を認識する

認知

介入の対象となる企業の採用決定の段階：ITツール等の導入プロセス



 2 【比較実験】：メルマガ実験、バナー広告実験の実験計画 247

設計：件名と本文において、変更部分xを設定。
統制群＝normal とし、比較群については、件名のみEAST（4パターン）
変更した群と、件名＆本文をEAST（4パターン）変更した群を設定。
加えて、複数のナッジ要素を組み合わせたベンチマークとなる件名（ベンチ
マークは件名のみを変更部分xとし本文はnormalとした）を設定。
全40パターン作成し比較。

測定値：配信通数、URLクリックユーザー数、クリックユーザー率

設計：表現(言葉)と背景(印象)において、変更部分xを設置。
変更部分Xを組み合わせにより比較。
全４パターン作成し比較。

測定値：インプレッション数、クリック数、クリック率

【実験計画】【実験計画】

メルマガによる比較実験 WEBバナーによる比較実験

ナッジ比較実験に際し、本事業主旨に沿うイベントを開催する予定の支援機関に対して協力依頼を実施。
事業スケジュール等を鑑みてナッジ比較実験実施可否を協議した。

実験媒体の特徴：ビジネスパーソンへリーチ効率の良いWEB媒体
「日経バナー」に選定。

実験媒体の特徴：「認知の入口」に位置づけられるミラサポ会員に向けられ
た「メルマガ」に選定。



 2 【比較実験】：メルマガ実験、バナー広告実験の結果 248

normal benchmark

変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリッ

クユー

ザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

全4回分

平均
変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリックユー

ザー率

全4回分

平均

施策（アプリ） normal
お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】

11,181 217 1.94% 施策（アプリ）
benchma

rk

利用料無料！お助けアプリ検索サイト！【ここからア

プリ】
11,177 216 1.93%

事例紹介 normal
全国中小企業クラウド実践大賞が決定！

11,170 140 1.25% 事例紹介
benchma

rk

無料で学べる事例の宝庫！全国中小企業クラウド実践

大賞が決定！
11,172 127 1.14%

制度変更 normal
2023年からインボイス制度が義務に！

11,167 218 1.95% 173 1.55% 制度変更
bench

mark

知らなきゃ大損？インボイス制度適用義務化！
11,168 178 1.59% 148 1.33%

イベント/セミナー normal
「使えるIT」で現場が変わる！（伸び盛り企業会議

2020）
11,164 128 1.15% イベント/セミナー

benchma

rk

【お見逃しなく】視聴無料！「使えるIT」で現場が変

わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,169 126 1.13%

Easy Timely

変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリッ

クユー

ザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率
変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリックユー

ザー率

施策（アプリ） Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここからア

プリ】
11,174 202 1.81% 施策（アプリ） Timely

今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サイ

ト！【ここからアプリ】
11,132 233 2.09%

事例紹介 Easy
知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,164 139 1.25% 事例紹介 Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！
11,128 141 1.27%

制度変更 Easy
クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス制度

11,164 99 0.89% 115 1.03% 制度変更 Timely
補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！イ

ンボイス制度
11,127 139 1.25% 186 1.67%

イベント/セミナー Easy
AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,166 131 1.17% イベント/セミナー Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,125 123 1.11%

44,668 571 1.28% 44,512 636 1.43%

施策（アプリ） Easy
誰でも簡単！お助けアプリ検索サイト！【ここからア

プリ】
11,106 194 1.75% 施策（アプリ） Timely

今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サイ

ト！【ここからアプリ】
11,119 203 1.83%

事例紹介 Easy
知識ゼロの営業マンが一人で実現！全国中小企業クラ

ウド実践大賞が決定！
11,096 146 1.32% 事例紹介 Timely

今、真似すべき事例はコレ！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！
11,112 148 1.33%

制度変更 Easy
クラウドなら制度変更に楽々対応！インボイス制度

11,090 104 0.94% 91 0.82% 制度変更 Timely
補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！イ

ンボイス制度
11,110 156 1.40% 282 2.54%

イベント/セミナー Easy
AI導入はこんなに簡単！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,091 153 1.38% イベント/セミナー Timely

AI使うなら今がチャンス！「使えるIT」で現場が変わ

る！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 124 1.12%

Attractive Social

変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリッ

クユー

ザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率
変更部分 情報の種類 テーマ

タイトル

配信成功数

①URLク

リックユー

ザー数

②クリック

ユーザー率

②URLク

リックユー

ザー数

②クリックユー

ザー率

施策（アプリ） Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お助けア

プリ検索サイト！【ここからアプリ】
11,098 217 1.96% 施策（アプリ） Social

使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サイ

ト！【ここからアプリ】
11,171 264 2.36%

事例紹介 Attractive
顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業クラウ

ド実践大賞が決定！
11,094 145 1.31% 事例紹介 Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！
11,157 117 1.05%

制度変更 Attractive
早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボイス制

度
11,096 110 0.99% 122 1.10% 制度変更 Social

クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうか

も！？インボイス制度
11,155 133 1.19% 155 1.39%

イベント/セミナー Attractive
AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）
11,095 148 1.33% イベント/セミナー Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」で現場が

変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,153 136 1.22%

44,383 620 1.40% 44,636 650 1.46%

施策（アプリ） Attractive
その悩み、実はアプリで解決できるんです！お助けア

プリ検索サイト！【ここからアプリ】
11,121 183 1.65% 施策（アプリ） Social

使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サイ

ト！【ここからアプリ】
11,165 274 2.45%

事例紹介 Attractive
顧客管理で商談数が４倍以上に！全国中小企業クラウ

ド実践大賞が決定！
11,111 129 1.16% 事例紹介 Social

あなたの地域の企業も登壇！全国中小企業クラウド実

践大賞が決定！
11,147 118 1.06%

制度変更 Attractive
早めのクラウド化でこんなにおトク！？インボイス制

度
11,108 103 0.93% 112 1.01% 制度変更 Social

クラウド化しておかないと取引先を困らせてしまうか

も！？インボイス制度
11,148 155 1.39% 178 1.60%

イベント/セミナー Attractive
AIで売上が4倍に！「使えるIT」で現場が変わる！

（伸び盛り企業会議2020）
11,112 126 1.13% イベント/セミナー Social

AI導入の身近な事例をご紹介！「使えるIT」で現場が

変わる！（伸び盛り企業会議2020）
11,111 140 1.26%

タイトル

のみ
1.34%

タイトル

のみ
1.44%

タイトル

＋本文
1.18%

タイトル

＋本文
1.55%

タイトル

＋本文
1.24%

タイトル

＋本文
1.64%

タイトル

のみ
1.23%

タイトル

のみ
1.48%

タイトル

のみ
1.57%

タイトル

＋本文
1.42%

➢ 比較実験の結果、「認知の入口」向けメルマガでは、EASTのSocial「使っていないのはあなただけ！？」
やTimely「今やらないと」・「今のうちに」が効果的であった。

➢ 広くビジネスパーソンにリーチする「バナー広告」では、Attractive「売上が4倍」が高かった。

【「ミラサポ会員メルマガ」中央値※2.08%を超えているもの】

⚫ Social：使ってないのはあなただけ！？お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】2.45%(有意差あり)
⚫ Timely：今やらないと大変なことに！？お助けアプリ検索サイト！【ここからアプリ】2.09%
⚫ Timely：補助金が使える今のうちに取引業務をクラウド化！インボイス制度2.54%

※中央値は約1年分（135回分）のメルマガクリック率から算出

メッセージは、ナッジ表現Attractive「AIで売上が４倍に！」が各同背景と比べて
高かった。

CR別：合計クリックレート（％）

メルマガによる比較実験 WEBバナーによる比較実験
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解決方法を特定 ツールの決定 採用行動

評価 実行計画

必要性を認識する

認知

介入の対象となる企業の採用決定の段階：ITツール等の導入プロセス

249 3 中小企業に対するＩＴ活用支援の政策提言

➢ 「デジタル化度合い」×「導入プロセス」の４象限において、実証結果に基づく、効果的な介入策（＝打ち手）を整理。

打ち手④ (Incentive)

補助金・税制優遇による投資負担の軽減

・インセンティブ付与とナッジを組み合わせることによる相乗効果の創出
例１：制度変更とインセンティブの連動（賃上げ、テレワーク、インボイス等）
例２：生産性向上や賃上げ等の成果の見える化とそれに応じたインセンティブの付与

打ち手② (Timely, Attractive)

経営の現状（As is）を知り、他社との相対位置や
理想的な姿（To be）を考える機会を提供

・自己診断ツールの提供
・サイバーセキュリティに関するハザードマップの作成

打ち手③ (Easy)

現場に入り込み、担当者に寄り添ってサポートを継続できる体制の構築

・専門家派遣制度における継続的伴走支援を可能にするための仕掛けの導入
・業務プロセスを容易にアジャストできる標準ツールの開発

打ち手① (Social)

経営者同士、又は経営者とIT専門家が結びつく
コミュニティ・プラットフォームの形成

・オンラインコミュニティの醸成
・ＳＮＳでの情報拡散（インターネットミーム）

打ち手④ (Easy)

無料トライアル期間の活用による社員への浸透・適用

・クラウドサービスの無料お試し提供の促進
・社員向けデジタル化普及啓蒙（教育コンテンツ提供）

■：enablerの活用
■：barrierの克服

打ち手② (Timely)

事業転換のタイミングに合わせた
マーケティング・プロモーション

・創業・事業承継直後の企業へのターゲティング
・行政手続きの Digital by Default

民
間
サ
ー
ビ
ス
主
体

打ち手③ (Attractive)

最適なツールと導入効果の「見える化」による導入・定着

・経営課題を解決するために必要な手順をまとめたガイドラインの作成
・ＩＴツールの比較サイトの整備

公
的
サ
ー
ビ
ス
主
体

打ち手① (Social)

伝統的支援機関（商工団体、金融機関、士業等）
や大手販売代理店による情報提供・ツール紹介

・セミナーの開催、ＩＴ関連メディアの提供
・制度変更や補助金等政府支援策の案内
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行動要因別に整理した介入ポイント

介入の対象となる企業の採

用決定の段階

潜在的に対処可能な行動因子

障壁 助長

技術または管理手法を

採用する

必要性を認識する

• 自信過剰

• 利益成長に資しない低レベルな考え方

• ピアとネットワークの効果

• 利益成長を促す高い意識レベル

• 変化の瞬間

一連のオプションから

適切なテクノロジーまたは

管理手法を

特定する

• 情報のギャップや複雑さ、またこれらに

対する意識の低さ

• ピアおよびネットワーク効果

• 顕著なメリット

• 変化の瞬間

テクノロジーまたは

管理手法の採用を

決定する

• 自信過剰

• 利益とコストの評価における予測エラー

• 利益成長に資しない低レベルな考え方

• 情報のギャップや複雑さ、またこれらに

対する意識の低さ

• ピアおよびネットワーク効果

• 顕著なメリット

• 変化の瞬間

技術または管理の実践を

実施するための行動
• 情報のギャップや複雑さ、またこれらに

対する意識の低さ

• 利益成長を促す高い意識レベル

• 変化の瞬間

出典：英国政府（2019）, BUSINESS BASICS: NUDGING FIRMS TO IMPROVE PRODUCTIVTY October 2019



参考資料）調査結果②行動を促す機会

251

ビジネスを促進する行動を促すものとして、最も効果的な機会行為は以下の通り。

Frame

社会的規範、損失回避、互恵性、簡素化といったフレームは、企業が何らかの形で望ましい行動

を取るように促すのに効果的である

有望な介入：複数の有効なフレームを同時に使用。 テキストの複雑さを軽減し、パーソナライズ

（「選ばれた」ことを伝える等）は、より有効と考えられる。

Messengers

政府や同様の企業などが示すエビデンスは、企業が信頼できる身近な情報源としてより受け入れ

やすくなる。ただし、これらが誰であるかは必ずしも明確ではない。

有望な介入：信頼できることが事前に特定された組織、あるいは類似のビジネスピア。

Time

リマインダーが送信される時間などのトリガーポイント。

組織の歴史が浅いほど、影響を受けやすい場合がある。

有望な介入：会計年度末、管理の変更後、規制/法の変更、危機時期。

Mode

電子メール、電話、対面など、受け取るフォームが影響する。

双方向の人間の相互作用を含むフォームは、効果的だが確かなエビデンスは限られている。

有望な介入：ソーシャルメディア、低コストのデジタルチャネル、対面などを混合した介入。

Recipient

CEOなどの組織内の上級層にコンタクトすることで、企業全体に情報を広めることができる。

しかし、これに関する確かなエビデンスは限られている。

有望な介入：重要な意思決定者へのメッセージ（例：ジェネラル・カウンセル、CFO、取締役）;

あるいは

技術の実装を担当する個人

出典：英国政府（2019）, BUSINESS BASICS: NUDGING FIRMS TO IMPROVE PRODUCTIVTY October 2019


