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はじめに：本調査の背景・内容

 スマートフォンの普及等に伴い、ソーシャルメディアの利用者が増加している。
消費者の消費行動においても、ソーシャルメディアから得られる情報が影響
を持つようになってきていると考えられる。

 一方、企業側から見ると、ソーシャルメディアは、低コストで消費者に情報提
供をしたり、消費者ニーズを把握したマーケティングや商品開発を行ったり
することを可能にする。特に中堅・中小規模の企業にとっては、効率的にビ
ジネスチャンスを広げられる可能性がある。

 しかし、企業での活用は十分ではない。総務省の通信利用動向調査による
と、平成26年度末で回答企業の18％に留まっている。背景として、活用人材
の不足、適切な手法が分からない、ソーシャルメディアに対する心理的な
ハードルの高さなどがあると考えられる。

 そこで、本調査では、先進的にソーシャルメディアを活用して事業活動を高
度化させている取組事例の調査等を実施し、取組の普及・啓発をするととも
に、普及にあたっての課題とその解決策の検討を行った。



 企業はソーシャルメディア活用において、単にファンの数を増やせばいい状
況ではなくなっている。販売や消費者への共感に結びつくような施策が欠か
せなくなっている。業種や扱う製品やサービスによって、ソーシャルメディアへ
の反応も異なる。

 「日経デジタルマーケティング」（日経BP社）が算出している以下の３つの指
標を活用すると、業種ごとの特徴が見えた。

 「消費行動スコア」：各企業・ブランドのアカウント登録者・閲覧者（＝ソーシャル接
触者）のうち、「購入や利用の候補に加えた」「購入・利用した」「繰り返し購入・利用
するようになった」と回答した人の割合を算出し、偏差値化した指標

 「好感スコア」：ソーシャル接触者のうち、好感を持ったと回答した人の割合を偏差
値化した指標

 「興味関心スコア」：ソーシャル接触者のうち、 リツイートやコメントなどをする、メル

マガに登録する、キャンペーンに申し込むなど、購入には至らないが何らかのアク
ションを引き起こしたと回答した人の割合を偏差値化した指標

１．ソーシャルメディアがもたらす事業活動への変化
（業種毎の特徴を把握する指標）
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１．ソーシャルメディアがもたらす事業活動への変化
（各業種におけるソーシャルメディアの影響度）

 消費行動スコアでは、比較的安価な価格帯である「ファストフード・コーヒー・宅配」、次い
で「コンビニエンスストア」が高い。

 好感スコアでは、スポーツブランドや、テーマパークなどのレジャー施設といった、固定
ファンが付いている業種は好感スコアが高まりやすい。

 興味関心スコアでは、ソーシャルメディアと連動したキャンペーン等を積極的に実施して
いる「飲料・ビール」がトップ。



 ソーシャルメディアを通じた消費者に対する働きかけ及びその反応は、企業
の事業活動の様々なフェーズにおいて影響をもたらしつつある。

＜販売フェーズ＞
消費者がソーシャルメディアを通じて積極的に商品情報を得るようになっている。そのた
め、販売フェーズでソーシャルメディアを活用し、商品の訴求を行う企業が増えてきてい
る。ソーシャルメディアを活用したプロモーションを行った場合の方が、より早く商品の認
知度を上げて売り上げにつながる例が出てきている。

＜商品開発フェーズ＞
ソーシャルメディアは製品やサービスの開発にも大きな影響を与えうる。低コストかつ短
期間で多くの消費者の声を集めることができ、消費者のニーズを知ることができるように
なる。プロダクトアウト的な発想を転換できる可能性もある。

＜海外展開フェーズ＞
ソーシャルメディアの活用により、海外展開の方法も多様化している。商品を販売する
企業が海外展開する場合、現地に販売拠点を置いたり現地企業とパートナーシップを
組んだりしなくても、知名度を上げられ、海外からの注文やインバウンド消費などを取り
込むことができるようになっている。

１．ソーシャルメディアがもたらす事業活動への変化
（事業フェーズ毎の影響）



２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（インタビュー調査を実施した企業）

 日米42社に対してインタビューを実施し、ソーシャルメディアの活用状況について調査を
行った。
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２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（利用するソーシャルメディア）

 利用するソーシャルメディア
 従来は「Twitter」が主流であったが、長文を投稿できたり画像や動画を活用

したりできる「Facebook」、流行感度の高いユーザーが多い「Instagram」、ダイ
レクトに情報を届けられる「LINE」など、手段が多様化。

 その中で、以下のようなポイントで最適なソーシャルメディアを選択する傾向
が見られた。

• 顧客のタイプによるメディアの選択
（例）和菓子を販売する船橋屋（東京都江東区）では、顧客の大半が中高年の女性であるが、 EC

サイトでは男性や若い女性にも訴求を図りたいため、主要な顧客層の息子・娘の世代である
30から40代の利用が多いFacebookを活用。

• 自社の製品やサービスの特性によるメディアの選択
（例）猫グッズの製造販売をしているクロス・クローバー・ジャパンでは、顧客がInstagramに商品の

写真を投稿すると、それを契機に売れていることがコメントを通じて知ることができることから、
友だち限定の投稿が多いFacebookより広がりがあるInstagramを強化。

• 訴求を図る地域によるメディアの選択
（例）宝飾品販売のサダマツでは、インバウンド消費を狙って中国版LINEとされるWeChatを活用し、

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



２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（活用目的）

 活用目的
 「売るための情報を一気に拡散する」という活用から、「共感を得て、顧客との

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

 事例集では、活用目的について、以下の５種類で分類した。
①「販売促進」（商品売り上げの向上、店舗誘導の増加、CRM戦略の一環）
② 「認知向上」（企業・商品ブランドの認知向上、理解促進）
③ 「製品開発」（製品開発目的で顧客の要望を集める、商品モニターを募る）
④ 「サポート」（アクティブサポート、リスクモニタリング）
⑤ 「その他」（顧客同士の交流促進）

４２社の調査においては、活用目的
としては「販売促進」と「認知向上」
が多数を占めた。0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他
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ソーシャルメディアの活用目的



 和菓子を販売する船橋屋（東京都江東区）は、顧客の大半が中高
年女性だがECでは男性や若い女性にも訴求を図りたい。主要な顧
客層の息子・娘世代の30・40代の利用が多いFacebookを活用する
ことにした。

 衣料品製造・販売大手のジーユーは、アプリから顧客が着こなした
写真をInstagramに投稿できるようにした。ハッシュタグを付与するこ
とで後に分析も可能にした。

 ドミノ・ピザ ジャパン（東京都千代田区）では、LINEを使って友達と
会話をする感覚で、ピザを注文してもらうハードルを大幅に引き下
げた。

 宝飾品を販売するサダマツでは、中国版LINEとされるWeChatを活
用。販促メッセージの投稿だけでなく、中国で一般的となっている
WeChatでの決済も提供している。

●ドミノ・ピザをLINEで注文しているところ

●サダマツでは、WeChatアプリの
バーコードを提示してもらい、店頭の

iPadにかざして決済する

２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（先進事例（１）販売促進）



２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（先進事例（２）認知向上）

 味噌のたまり漬けを製造・販売する上澤梅太郎商
店（栃木県日光市）は、社長自らがみそ汁と漬け
物がある「贅沢ではないが豊かな朝食」をイメージ
して毎日Facebookに写真を投稿する中で、特に30
歳前後の女性と50歳前後の男性を中心に支持を
集めている。

 産業向け工具の開発・販売を行う京都機械工具
は、卸や取扱店を通じたアプローチだけでなく、最
終利用者へと直接接触するブランディング活動を
重視する必要があると考え、工具の新商品やセー
ル、イベントなどの販促情報だけでなく、工具に関
するクイズや活用ノウハウなどの話題も投稿して
いる。コアなファン層を作り、最終顧客との関係を
強固にしている。

●上澤梅太郎商店は「贅沢ではないが
豊かな朝食」のイメージを伝える

●京都機械工具は最終顧客との関係構築に重きを置く



 ねこグッズを販売するクロス・クローバー・ジャパン（岩手県盛岡
市）は、猫を実際に飼っている顧客の声を参考に商品を開発し
ている。猫が爪切り時に興奮するのを防ぐ補助具である「もふも
ふマスク」についてソーシャルメディアで告知したところ、鼻が低
い猫にもフィットするマスクも欲しいといった意見。試作品を使っ
てもらい製品を開発した。

 サッポロビールは、2012年から、ビール愛好家に呼び掛けて商
品コンセプトから商品名、味、パッケージまでのすべて消費者と
議論しながら作る「百人ビール・ラボ」のプラットフォームとして
Facebookを活用している。

 良品計画は、普段の商品開発のプロセスにソーシャルメディア
を組み込んで、レギュラー製品の開発にも活用している。ライフ
スタイルを提案・発信する「くらしの良品研究所」内にものづくりコ
ミュニティを開設、進捗状況をサイト上で公開。年間8000件の意
見・要望から、既存製品の改良なども含め年100件近く商品化し
ている。

●クロス・クローバー・ジャパンが
顧客の声を聞きながら開発したマスク

●サッポロビールの
「百人ビール・ラボ」のFacebookページ

２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（先進事例（３）商品開発）



 花王は、Q&AサイトのYahoo!知恵袋の「洗濯」「掃除」「スキンケ
ア」などのカテゴリーに投稿された質問等を収集し、回答可能
な質問を絞り込んで公式アカウントから回答している。ネットで
は適切ではないアドバイスもあることから、企業としてサポート
することにより、ブランド好感度の向上に寄与しうると考えてい
る。

 リッチモンドホテルを運営するアールエヌティーホテルズ（東京
都世田谷区）では、SNSや宿泊予約サイトに書かれた自社ホテ
ルに関するクチコミを「立地」「料金」「接客」などの項目ごとにポ
イジティブな内容かネガティブな内容かを分類・集計。特にネガ
ティブなコメントが見られる場合、原因を究明して対策している。

 女性用下着通販大手のピーチ・ジョン（東京都渋谷区）は、顧
客対応用のTwitterアカウントを用意し、カスタマーサービス部
門が直接対応している。「ネットで買った場合にラッピングが可
能ですか？」といった投稿に対して、「有料になりますが、ギフト
サービスをご利用いただけます」といった回答をするなど、
Twitterを通じたサポートを行っている。

●花王がYahoo!知恵袋上で
運営している公式ページ

２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（先進事例（４）サポート）



 ローソンはビッグデータ分析によって最適な投稿タイミングを見いだ
している。通常午前11時にTwitterに投稿しているが、グリーンス
ムージーという飲料の購買状況についてPOSデータを分析。午前7
～10時台に女性に飛び抜けて売れていることが分かった。キャン
ペーン期間中は午前6時にツイートする運用ルールに切り替え、
徐々に人気を集め、2000万本が売れるヒットとなった。

 全日本空輸は顧客の日常生活にブランドを浸透させるために投稿
スケジュールを工夫している。例えば、月曜朝は客室乗務員や機長、
整備士など社員が登場し、火曜日にはお薦めの機内販売品や空港
サービスを案内。それ以降は飛行機のトリビアなどを紹介し、金曜
午後はきれいな写真で「良い週末を♪」のコメントで締めくくると流れ
である。チケットや旅行パックの直接の売り込みはせず、旅行に出
かけたい気持ちを旅行者に喚起し、そこから同社のECサイトによる

購入につなげることを目指している。

●Twitterで話題を広げてヒットした
ローソンの「グリーンスムージー」

２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（ソーシャルメディア活用の運用ルール）

 消費者の共感を得られる情報発信をするために、投稿内容やスケジュール等に一定の
ルールを設けるケースが増えている。



 音楽専門店のタワーレコードでは、各店舗で働く音楽好
きのスタッフからの要求に応えて、85店全店の店舗別

アカウントを開設した。それぞれの店の担当者ごとの特
徴が伝わり、来店につながるようにガイドラインを定め
ている。アカウント全体は本社の営業戦略室が担当し
ており、各アカウントの担当者に週次で運用状況をレ
ポートし、反響の大きかった投稿などの話題は全担当
者間で情報共有している。

 ローソンでは、社内の施策をソーシャルメディアと連携さ
せるため、関係する各部のチームが集まる会議を1週
間に1回開催している。各ビジネス部門の新商材をプロ
モーションしたり、施策を検証・共有したりしている。

●タワーレコードが各店舗で運営して
いるアカウント一覧

２．国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
（活用組織・体制）

 中堅・中小企業では、トップダウンでソーシャルメディアの活用に取り組むケースが多い。

 一方、大手企業では、これまでは広報担当者が分業的に活用してきたものの、全社的な
情報発信・取得のハブになることが求められてきている。



指標 測れるもの

サイトへの流入数 ECサイトであれば売り上げに結びつく投稿かどうか

フォロワー数、ファン数、友だち数 アカウントの影響力

リーチ 投稿が表示されたユーザー数

いいね！、リツイート、シェアなど 投稿に対する共感

コメント数 投稿に対する共感

エンゲージメント率 投稿に対する共感

 売り上げや利益など最終的な収益と直結した指標を持っている企業は一部にとどまって
いる。各社が重視し活用しているのが、ソーシャルメディアから、最終指標である販売な
どに結びつく「ECサイトへの流入数」である。

 「ECサイトへの流入数」を増やすには、顧客に投稿をクリックしてもらう必要がある。その
ため、自社の登録ユーザー数に当たる「フォロワー数」「ファン数」「友だち数」を指標と挙
げているケースが多い。

 さらに拡散していくため、あるユーザーの投稿を他のユーザーにも共有する「リツイート」
や「シェア」、「いいね！」の数を指標としている企業も多い。活用目的がブランディングで
あれば、ユーザーが共感したことを示すこうした指標を重視する。

 共感への効果を総合的に評価するのが「エンゲージメント率」と呼ぶ指標であり、投稿を
見たユーザーがどの程度の割合で反応したのかを測ることができる。

３．効果向上に向けた先進的な取組
（効果の考え方と指標）



・ユーザー自身の投稿を促進

・長期的な共感の醸成

 スバル（富士重工業） はソーシャルメディアでの露出を、機能訴求型から、「安心と愉しさ
を」の情緒訴求型への切り替えを図っている。衝突安全技術のPRでは衝撃を軽くする車
体の構造や技術を説明していたが、身重の妻を助手席に乗せて走るシーンを描く動画
「父になる」篇などで、安全への思いを伝えている。こうした取組の結果、前述の「好感ス
コア」において自動車業界１位となった。

 衣料品製造・販売のジーユー（G.U.）は、ソーシャルメディアへの投稿を
分類できるハッシュタグを活用しているが、さらに一工夫している。自社
のスマートフォンアプリに、自らのコーディネートを利用者間で共有する
機能「GU-SHARE」を搭載し、写真を投稿すると「#GUMANIA」というハッ
シュタグが自動的に付いて、Instagramに投稿されるようにしている。

３．効果向上に向けた先進的な取組
（効果を高めるための創意工夫①）



・店舗に導き購入機会を作る

 ビールの製造・販売のヤッホーブルーイング（長野県軽井沢町）は、
コンビニ限定ビールのキャンペーンとあわせて消費者 自らの投稿を
促した。ヤッホーのアカウントから、「本当に売られているかどうか確
かめてほしい」と投稿。「ビールを探して購入した」といった投稿をす
るようになり、ヤッホーが地図としてまとめる形で報告し、キャンペー
ンを盛り上げた。

 三菱東京UFJ銀行は他のユーザーと対戦するソーシャル型ゲームア
プリの「Ingress」を活用し、支店やATMの場所を知ってもらう施策を
実施。 Ingressは、ポータルと呼ぶ拠点に実際に出向いてアプリを操
作することで、参加者が拠点を占拠し合って陣地を広げるゲームで
あり、Ingressを運営するナイアンティックと提携することで、約1700カ
所の支店とATMをポータルとした。

３．効果向上に向けた先進的な取組
（効果を高めるための創意工夫②）
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 通信・情報が最多（支援事業者）が多く、製造、サービスが続く。
 従業員規模500人未満が約半数であった。

４．事例報告会のアンケート分析
（参加企業のプロファイル）
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 約6割の企業がソーシャルメディアを活用している。
 規模別で見ると、従業員100人未満の活用率が低くなっている。
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４．事例報告会のアンケート分析
（ソーシャルメディアの活用状況①）

活用している
63%

今後取り組み

たい
35%

今後も活用の

予定はない
2%



88

35

3
11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

認知向上 販売促進 製品開発 サポート

 ソーシャルメディアを活用している企業における活用目的は、認知向上が最も
多い。製品開発については今後期待される。

 しかしながら、狙った効果を得られていないとしている企業が半数以上に上る。
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４．事例報告会のアンケート分析
（ソーシャルメディアの活用状況②）
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 未活用企業が活用していない理由は、「人材や知見がない」が最も多く、「効果
があるか分からない」が続く。

 本格活用に向けた課題として、未活用企業は「活用ツールやシステムの普及」
「活用の専門部署または人材の配置」と答える比率が活用企業より高い。運営
体制の整備への不安から、活用開始に踏み切れない様子がうかがえる。

ソーシャルメディアを活用していない理由 取り組みの状況による、本格活用に向けた課題

４．事例報告会のアンケート分析
（ソーシャルメディアの活用に向けた課題）
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 報告会で行ったアンケート調査では、未活用の企業からは「人材や知見が
ない」という課題が最も多く挙げられた。

 活用中の企業においては、半数以上が「狙った効果を得られていない」と
感じている。

 これらのことから、企業にとっては、「どのようにソーシャルメディアを使うこ
とが有効であるか」「どういった点に気をつければ良いか」といった知見が
得られておらず、活用していても「効果的に使えていない」と認識している。

５．ソーシャルメディア活用の課題と活用促進の方策検討
（ソーシャルメディアの活用に向けた課題）

 ソーシャルメディアの活用に向けた課題



５．ソーシャルメディア活用の課題と活用促進の方策検討
（ソーシャルメディアの活用に向けた方策）

 ノウハウの普及

ソーシャルメディアの活用には大きなコストがかからないため、始めることは容易である
が、成果を出し継続していくには一定の知見が必要であることから、本調査の一環で作成
した事例集等を活用しながらノウハウを普及していくことが重要である。また、産業支援機
関や商工会議所、金融機関等、地域で中小企業の支援を行っている機関に所属する人材
がこうした分野についても理解を深め、企業に対して積極的にアドバイスできるようにして
いくことが必要と考えられる。

 専門人材の育成の推進

特に大手企業においては、ソーシャルメディアを効果的に扱える専門人材を置いているこ
とがあるが、急速に成長している分野であるため専門人材が不足している。専門性を評価
する基準等、専門人材の育成を推進するための方策の検討が必要と考えられる。

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

要がある。ソーシャルメディアにおいて顧客のパーソナルデータを活用する際には何に留
意すべきか、改正個人情報保護法で何が可能になったのかといった点について、ガイドラ
インの策定と分かりやすい説明が必要であると考えられる。

 ソーシャルメディアの活用に向けた方策
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