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第 1章 はじめに 

 

１．１ 研究の背景、動機 

 近年、アメリカ発の Web サービスが世界中で爆発的なブームを巻き起こしている。日本でも

TwitterやFacebookの利用者が急増し、２０１０年は「ソーシャルメディア元年」と呼ばれるなど、ソー

シャルメディアが大きく社会的に認知されるようになった。特に、Facebook に関しては、創始者であ

マーク・ザッカーバーグ氏をモデルとした映画「ソーシャル・ネットワーク」が公開され、大きな話題と

なった。また、Twitter や Facebook などのソーシャルメディアが、チュニジアやエジプト、リビアなど

のアラブ諸国の革命や騒乱のきっかけになるなど、ソーシャルメディアは単なるWebサービスという

ものではなく、世界的に影響のあるグローバルなソーシャルグラフとして存在しているのである。 

 ソーシャルメディアという、これほど影響力のある存在はビジネスの観点からも無視できないもの

で、既に多くの企業がこのソーシャルメディアをビジネスに活用しようと取り組んでいる。 

私自身、ソーシャルメディアのいちユーザーとして、このソーシャルメディアの現場で次々と仕掛

けられる企業の Web 戦略について大変興味が尽きない。そこで、今回の卒業研究のテーマに、こ

のソーシャルメディアを取り上げようと思った。 

 

 

１．２ 研究の要旨 

 この研究では、企業がマーケティングを行うにおいてソーシャルメディアをどのように活用している

か事例を調査・分析し、ソーシャルメディアのマーケティング活用の可能性を探ることを目的とする。

実際に企業がソーシャルメディアをマーケティング活動に活用している事例を調べ、事例の分類・

分析を行う。また、得られたデータから、ソーシャルメディアを活用したマーケティングの今後の展

望や可能性について論じ、まとめたいと思う。 

 

 

 

第２章 ソーシャルメディアについて 

 

２．１ ソーシャルメディアとは 

 ソーシャルメディアとは一体何なのか、これまでの Web サービスとはどのような違いがあるのかと

いうことについて、この章ではまとめていきたい。 

 ソーシャルメディア（social media）は直訳すると「社会的情報媒体」となる。つまり、インターネットを

利用して社会的な環境を持ち、情報利用者が相互にコミュニケーションを取ることができる媒体の

ことを言う。具体的には、Facebookや mixi といった SNS（social network service）や、ブログ、twitter

などのミニブログ、YouTube やニコニコ動画と言った動画共有サイトなど、ユーザー同士が情報を

発信させることによって、コミュニケーションを促進することが可能なサービスである。これらのサー
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ビスはいずれもユーザーが情報を発信したり、共有し、拡散させる事ができる機能が備わっている。

従来のWebサイトのような一方通行の情報の流れではなく、双方向性のある点が特徴である。 

 日本における代表的なソーシャルメディアサービスとして、下記表１のタイプに分類することがで

きる。 

 

 

表１ 日本におけるソーシャルメディアサービス 

サービス分類 サービス名 

SNS Facebook Mixi  

リアルタイムストリーム Twitter USTREAM ニコニコ生放送 

アバターSNS アメーバピグ ニコッとタウン 
Yahoo!アバタ

ー 

ゲーム SNS モバゲー GREE  

ナレッジコミュニティ Yahoo!知恵袋 発言小町 OKweb 

ソーシャルブックマーク はてなブックマーク Yahoo!ブックマーク  

ライフログ Life-X i コンシェル  

クーポン共同購入 Groupon ポンパレ  

消費者リクエストサービス たのみこむ 空想生活 復刊ドットコム 

プライベートコミュニティ コカ・コーラ パーク はぴてら 
ウィメンズパー

ク 

商品レビューサイト アマゾン 楽天 価格.com 

クチコミサイト 食べログ フォートラベル ＠COSME 

位置情報ソーシャルゲーム コロプラ ケータイ国盗り合戦 Foursquare 

地図連携ソーシャルメディ

ア 
Googleプレイス ことさが  

動画共有サービス Youtue ニコニコ動画  

ブログサービス アメーバブログ FC2ブログ 
ライブドアブロ

グ 

ナレッジコミュニティ Wiki Wikipedia  

電子掲示板 ２ちゃんねる   

イラストコミュニティー Pixiv   

 

 

 

 

 

http://life-x.jp/
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２．２ ソーシャルメディアとマスメディアの違い 

ソーシャルメディアという単語には「メディア」という単語が含まれているが、どのような点がメディ

アなのか、また、従来のメディアとはどのような相違点があるのだろうか。 

 まず従来のメディアにはテレビや新聞、ラジオと言った、いわゆるマスメディアを指すのだが、その

特徴の１つは、情報の即効性が高いことである。何万人もの視聴者を持つスケールメリットを有して

いるので１度の放送で大多数の視聴者へメッセージを送り、短期間で認知度上げることができる。

また、視聴者や読者は基本的に受身であるため、比較的宣伝に対して寛容な一面がある。しかし、

その反面莫大なコストが発生するため、これらのメディアを利用することのできる企業は限られてい

る。 

２つ目としては、情報の説得性・信頼性が高い点である。放送基準や審査などをクリアーした情

報であるという、基本的な信頼を確立しており、信頼性・説得性の高い訴求が可能である。また、そ

の信頼を背景に情報発信者の意図するイメージやメッセージを形成・コントロールすることが可能

である。 

 

 一方、ソーシャルメディアのメディアとしての特徴として、１つは、幅広い情報発信者を有すること

だ。インターネットの普及やソーシャルメディアなどの進化によって低コスト化が進み、情報発信者

はほぼ無料に近いコストで世界中に情報を発信することが可能となった。情報発信は、従来のマス

メディアでは莫大なコストを要していたため、一部の企業のみが可能な行為であったが、ソーシャ

ルメディアにおいては、企業だけでなく個人でも可能な行為となって来ているのだ。 

２つ目として、情報量の圧倒的な多さが挙げられる。個人でも情報発信が可能となったソーシャ

ルメディアにおいては、日々大量の情報が生み出されている。その情報は利用者自身が検索機能

によって選別することができ、いつでもアウトプットが可能であるのだ。インターネットは、利用者側

に圧倒的に選択権がある世界となっており、マスマーケティングで行われてきた企業から利用者へ

の一方通行の情報の押しつけが、非常に難しくなってきている。 

３つめの特徴として、一方通行で利用者に情報を配信するマスメディアと異なり、ソーシャルメデ

ィアは双方向である点が挙げられる。上記でも記載した通り、ネット上での情報利用には、利用者

側に選択権があり、企業から発信される情報から個人による情報まで様々な情報を入手することが

可能となっている。さらに、双方向のコミュニケーションが可能なことから、企業と個人の利用者間で

生の声の双方向のやり取りを行うことができるのだ。これにより、企業が個人利用者との交流を深め

ブランド構築に務めるなど、利用者と中長期的な関係を築くと言ったことが可能である。 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

２．３ ソーシャルメディアのクチコミ性について 

ソーシャルメディアにおいては、情報発信者と情報利用者との双方向のコミュニケーションが可

能である。ソーシャルメディアは言わば、情報発信者と情報利用者、利用者同士のコミュニケーショ

ンの場であるため、企業のソーシャルメディア上でのマーケティング活動などで、企業が利用者に

対して無理な情報の押しつけをしたり、事実を誇張したマーケティングを展開したりすると、利用者

側から目に見えた反発が起きやすい環境になっているのだ。そのため、テレビや雑誌では当たり

前のように展開されているマーケティング手法であっても、同様にインターネット上でそのまま展開

しようとすると、思わぬ形で利用者の反発を受ける可能性もある。 

 瞬時に何万人もの視聴者へメッセージを伝達することができるマスメディアに対して、ソーシャル

メディアは利用者同士のコミュニケーション、つまりクチコミが基本である。しかし、従来のクチコミと

言えば、情報が様々な人を介するうちに情報が劣化するといった欠点がある。その点、ソーシャル

メディアはリアルタイムに情報が劣化することなく大多数の人へとクチコミを広げることができるツー

ルなのだ。 

 

 

 

 

 

表２ マスメディアとソシャルメディアの比較 

  マスメディア ソーシャルメディア 

即効性 短期間で認知を上げることを得意とする 
中長期での利用者との関係構築を得

意とする 

訴求性 
不特定多数の視聴者や読者へ宣伝す

ることが容易である 

不特定多数の利用者に宣伝すること

は比較的不得意 

親近性 
視聴者や読者は宣伝に対して比較的

寛容 
利用者は一方的な宣伝に対して敏感 

説得性 
情報発信者によるメッセージのコントロ

ールが可能 

発信者の情報利用者への情報コント

ロールは不可能 

情報量 限定的 無限大 

情報発

信者 
有力企業に限定 すべてのネット利用者 

情報の

流れ 
発信者から視聴者・読者への一方通行 発信者と利用者の双方向 
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第３章 ソーシャルメディアにおけるマーケティングについて 

 

３．１．１ マーケティング３．０とは 

 情報技術の進歩、特にこのソーシャルメディアなどニューウェーブの技術の台頭は消費者の行動

や価値観を大きく変え、必然的に企業のマーケティング活動にも大きな変化をもたらしている。また、

上記でも記載した通り、従来のマスメディアで行うマス広告のやり方はソーシャルメディアでは全く

通用しないだけでなく、企業への損失をもたらす可能性もあるため、ソーシャルメディアに適したマ

ーケティング活動を行う必要がある。 

米国の経営学者、フィリップ・コトラーは著書『コトラーのマーケティング 3.0』において、マーケテ

ィングは新しい時代に入りつつあると提言している。製品中心の考え方で、いかにしてモノを売るか

が焦点であった「マーケティング 1.0」。顧客中心の考え方で、どのように継続的に販売するかが焦

点であった「マーケティング 2.0」。そして、今日のネット社会で求められる人間中心の考え方で、ど

のように顧客から協力を得られるかがテーマである「マーケティング 3.0」。この、マーケティング 3.0

こそが、ソーシャルメディアが急速に普及した今日で求められているとコトラーは主張する。 

 

３．１．２ マーケティング１．０時代 

 マーケティング 1.0 は 1960 年代前後、産業革命時の生産技術の向上によって誕生した概念であ

る。工業機械の発達によって大量生産が可能となった製品をいかに売り込むかが当時のマーケテ

ィングであった。特に重要視されたのはエドモンド・ジェローム・マッカーシーが 1960 年に提唱した

「4P」と呼ばれるもので、「Product（製品）」、「Price（価格）」、「Place（流通）」、「Promotion（プロモー

ション）」の 4つの Pを組み合わせた商品戦略が主流となっていた。 

 やがて 70年代～80年代になり、製品の大量生産の広まりによってモノが溢れる時代になると、消

費者はより良いモノを求め、個々の趣向や嗜好に合わせた価値を求めるようになった。企業にとっ

ては顧客のニーズを掴むことが重要とされたのだ。 

 

３．１．３ マーケティング２．０時代 

そこで登場した概念がマーケティング 2.0 である。マーケティング 2.0 では「消費者中心」のマー

ケティングである。 

消費者の個々の趣向に合わせた市場を効果的に開発するために、STP という手法が頻繁に用

いられている。STP とは、Segmentation（セグメント化）、Targeting（ターゲット選定）、Positioning（ポ

ジショニング）の頭文字を取ったもので、自社が誰に対してどのような価値を提供するのかを明確に

するために用いられる。これにより個々の消費者のニーズのマッチした製品戦略が行えるのである。

そして 90 年代に入ると、CRM（Customer Relationship Management）と呼ばれる概念が登場する。

CRM とは顧客満足度を向上させるために、顧客との関係を構築することに力点を置く手法で、日

本語では、顧客情報管理や顧客関係管理などと呼ばれる。これらの登場によりマーケティングは消

費者個別のニーズに合わせた One to One の関係思考となり、顧客に継続的に消費してもらうこと
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に主眼が置かれるようになった。 

 しかし、このような消費者中心のアプローチは、消費者は消費行動において受動的であるという

見方を前提にしてしまうのだ。消費者を機能面で満足させることは可能でも、精神面で満足を与え

ることは難しいのである。この時代、企業は消費者に都合の悪い情報を覆い隠し、一方的に都合

の良いメッセージを流し続けた。そして売り手が買い手より多くの情報を持つ、情報の非対称性を

生み出したのだ。コトラーはこれを「モノローグ（一人芝居）の時代」と呼んでいる。 

 

３．１．４ マーケティング３．０時代 

インターネットと、それらを活用したソーシャルメディアなどのニューウェーブの技術が躍進した現

在、マーケティングの手法が大きく変化している。それが「マーケティング3.0」である。マーケット3.0

は「人間が中心」のマーケティングである。 

インターネットの登場は消費者の消費行動に大きな変化をもたらした。マーケティング 2.0時代の

消費者心理のプロセスとして「AIDMA の法則」と呼ばれる法則がある。AIDMA の法則では消費者

が商品を知って購入に至るまでに、1.Attention（注目）、2.Interest（関心）、3.Desire（欲求）、

4.Memorry（記憶）、5.Action（購買）の段階を踏むとされてきた。 

しかし、インターネットの登場により消費者のプロセスが変化し「AISAS の法則」へと変化している

と、大手広告代理店の電通が提唱している。「AISAS の法則」では、1.Attention（注目）、2.Interest

（関心）、3. Search（検索）4.Action（行動、購入）、5.Share（共有、商品評価をネット上で共有しあう）

という行動プロセスになり、消費者は商品についての情報を検索し、評価をシェアし合いより良い商

品を選ぼうという能動的な消費活動へと変化していると言われている。消費者は普段の消費行動を

行いながら、情報交換を重ね、次第に賢くなってゆくのだ。 

 そして、ソーシャルメディアなどのニューウェーブの登場はこの消費者の情報交換の流れをより活

発にさせている。インターネット上、とりわけソーシャルメディア上においては、消費者同士の情報

交換が活発に行われ、商品の使用感、品質、更には価格に至るまで、広く「クチコミ」されている。こ

の「クチコミ」こそが消費者の影響力を高め、消費者の方が企業よりも立場が強い時代になりつつあ

るのだ。消費者はソーシャルメディアで厳密につながっており、企業に対して大いに意見を述べる

一方で、友人と常に最新情報を交換する。今までのような厚化粧のブランディングや口先だけの顧

客第一主義が通用しない、透明性の高い地代が到来しているのだ。 

消費者は自発的に世界をよりよい場所にしようと活動し、自分たちの問題を解決しようとする。製

品やサービスも、このようなマインド・ハート・精神を基準にして選ばれるようになる。そのため、マー

ケティング 3.0 においては、信頼関係や感情的な結びつきといった関係を構築することは望ましい。

マーケティングの役割として求められているのは、消費者をコントロールすることではなく、むしろ消

費者との協働によって消費を含めたあらゆる人間活動の高みを目指し、世界をよりよい場所にして

行くという姿勢・心意気なのである。 
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マーケティング３．０
• マーケティング１．０ どのようにして販売するか？

• マーケティング２．０ どのように顧客に継続購入してもらうか？

• マーケティング３．０ どのようにユーザーに(製品開発や販売などに)協
力してもらうか？

.

企業 大多数の消費者へマスメディア

企業 CRM 一人一人の消費者へ

企業 ソーシャルメディア
興味関心を持つ
コミュニティーへ

 

図１ 各マーケティング形態の比較 

 

 

 

第４章 ソーシャルメディアを用いたマーケティングの事例調査 

 

この章では、先進企業ではどのようにソーシャルメディアを活用し、マーケット 3.0を実践している

のだろうか。ここでは実際に行われた事例を調査し、概要を掲載する。特筆すべき事例に関しては

詳細を記入する。 

 

事例１、加ト吉（現・テーブルマーク株式会社）http://twitter.com/#!/TableMark 

使用サービス：Twitter 

 「おそれいりだこし」「ありカトキチ」などの親父ギャグと親しみやすいキャラから多くのフォロワーか

ら支持を集めた。特に 2009 年の紅白歌合戦に投稿した「かとぉぉぉぉぉきちぃぃぃぃ」というツイート

が注目を浴び、一躍有名となる。ユーザーとの”緩い”コミュニケーションを重ね、自社のファンを獲

得すると共に、自社に寄せられたつぶやきを市場調査にも活かしている。 

出典：「BUZZ革命」p.68-69 

 

http://twitter.com/#!/TableMark
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事例２、NHK広報局 http://twitter.com/#!/NHK_PR 

使用サービス：Twitter 

 日本の公共放送局として非常にお固いイメージがある NHK であるが、フレンドリーで緩いつぶや

きがギャップを生み注目を集める。フォロワー数は３８万人を超え、Twitter における企業アカウント

の中でもトップクラスの数を誇る。 

 ユーザーとのフレンドリーなやり取りや、NHK らしからぬ人間味あふれる発言にファン層が拡大。

仮に単純な番組宣伝ツイートだけ流していたとしたら、おそらくユーザーに感心を持たれなかった

はずで、Twitter活用の成功事例と言えるのでは無いだろうか。 

出典：「ソーシャルシフト」p.117 

 

事例３、日産自動車「リーフ」におけるプロモーション 

使用サービス：自社サイト、Twitter、Facebook、YouTubeなど 

 日産移動者では 2010 年発売の電気自動車「リーフ」の宣伝手法として、テレビや新聞、雑誌と言

った従来のマスメディアを使わない代わりに TwitterやFacebook、YouTubeなどのソーシャルメディ

アを活用したプロモーション活動を行った。国内では予約開始から 2 ヶ月で 6000 台、米国では 5

ヶ月で 2万台の予約と、それぞれ目標とした数値を達成した。 

http://www.netyear.net/growdigital/doc/growdigi1119_ogawa.pdf 

 

事例４、 ファーストリテーリング ユニクロ UNIQLO LUCKY LINE 

使用サービス：Twitter、自社サイト 

ユニクロは 2010年のユニクロ誕生 26周年を記念し「ユニクロ誕生感謝祭」を開催した。この感謝

祭への集客を目的として、Twitter ち連動した自社サイト「UNIQLO LUCKY LINE」を開設した。

Twitter アカウントを登録すると、ユーザーの代理となるアバターがサイト上の行列に並ぶという仕

組みである。ユーザー同士のコメントが閲覧出来、26 名中 1 名に 1,000 円分のオンラインクーポン

が、また抽選で 260名にオリジナルの「行列 T」が当たるという特典が用意されていることから、爆発

的なクチコミを呼び、「UNIQLO LUCKY LINE」という言葉は、Twitterのワールドワイドトレンドワード

のトップにもなった。バーチャル上の行列には日本では 18万人、台湾では 63万人、中国では 130

万人が並んだが、実際のお店の前にも大きな行列が生まれ、 日本においては、セール 1 日あたり

の売上が 100億円を超えるという 記録を達成した。 

出典：http://creative-award.yahoo.co.jp/nominate/cw03.html 

 

事例５、 財団法人全国競馬・畜産振興会 JAPAN WORLD CUP  http://www.jra-jwc.jp/ 

使用サービス：YouTube、自社サイト併用 

競馬未経験の方に対して、競馬の世界への入り口作りをするために制作した競馬体験サイト。 

東京競馬場をＣＧで完全に再現したのをはじめ、新聞、出走表、擬似馬券購入システムなど、レー

スを取り巻く要素をマジメに固めたのに対して、レース自体は突っ込みどころしかないものにし、リア

http://twitter.com/#!/NHK_PR
http://www.netyear.net/growdigital/doc/growdigi1119_ogawa.pdf
http://creative-award.yahoo.co.jp/nominate/cw03.html
http://www.jra-jwc.jp/
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リティーと非現実のギャップをエンタメとして提供した。これが YouTube やニコニコ動画などでウケ、

大きな話題を読んだ。一通り体験すると、基本的な競馬の要素を把握できるよう設計。 人気キャラ

クターはフィギュア化し、サイトを見て競馬場に来場した人にに先着順で配布した。 

 

事例６、 江崎グリコ株式会社 AKB48推し面メーカー 

http://www.icenomi.com/oshimen/ 

使用サービス：Twitter 自社サイト 

このサイトでは、ＡＫＢ４８メンバーの『髪＆輪郭、目＆眉、鼻、口』を、それぞれのメンバーのパー

ツから組み合わせて自分好みの推し面を制作することができる。作成した”推し面”は Twitter や

Facebookでシェアできる。AKBの知名度故か、公開とほぼ同時にTwitterのトレンドワードになった。

この企画の成功要素として、ソーシャルメディア内でのコミュニケーションが図りやすい点とユーザ

ー自身が制作することによって、自身の作品をより多くの人に見てもらいたい、共感して欲しいとい

う、共感欲・共感度が高まった点にあると考える。共感欲と共感度はソーシャルメディア内でクチコミ

を加速させる要因になるのではないだろうか。 

 

事例 ７ 、  UCC 上島珈琲  「 コ ー ヒ ー ス ト ー リ ー 大賞 」 「 コ ー ヒ ー アー ト 大 賞 」

http://www.ucc.co.jp/gcs/ 

使用サービス：Twitter、自社サイト 

 UCC は２０１０年にコーヒーにちなんだエッセイや画像などの作品を募集する「コーヒーストーリー

大賞」「コーヒーアート大賞」の一貫で、2 月 5 日に Twitter を活用したキャンペーンを開始した。

Twitterに自動でつぶやく BOT と呼ばれるソフトウェアを用い、キャンペーンに関連した「コーヒー」

「アート」「懸賞」などのキーワードをつぶやいたユーザーへメッセージを送り、キャンペーンサイトへ

誘導を図るものであった。 

しかし、送られてきたメッセージは、受け取ったユーザーにはスパムに映った。フォローしていな

いアカウントからプロモーション的なメッセージが送られてくる上、同様のアカウントが複数稼働して

いたため、「UCC を偽装したアカウントによるスパム BOT ではないか」と不審がるつぶやきが多数

投稿され、ユーザーの間で騒ぎになったのだ。UCC という名の通った企業によるもので、しかも、

Twitter上で影響力のあるユーザーが騒いだことで火種はあっという間に広がり、キャンペーン開始

から１時間も経たずに炎上状態へと陥ったのだ。 

しかし、見事であったのは UCCの鎮火劇である。UCCの担当者は炎上を認識してからすぐアカ

ウントを停止。キャンペーンは開始からわずか２時間後のことである。それから３時間後にはホーム

ページ上で社長名入りの謝罪文を pdfで公開。その直後、「謝罪文のHTML版はないのか？」とい

うユーザーからのツイートを見て、HTML 版も作成・公開した。その他にも、グループ会社が運営し

ていたアカウントを借り、できる限りの陳謝の意を示し、同日の夕方頃にはほぼ鎮火されたのだ。素

早い対応とその真摯な姿勢にフォロワーからは、「頑張って」「応援してます」など温かい言葉も寄

せられたという。 

http://www.icenomi.com/oshimen/
http://www.ucc.co.jp/gcs/


12 

 

この事例からは、ソーシャルメディア時代においては、旧来の押し付け型のマーケティング手法

が全く通用しないことだけでなく、企業のイメージダウンに繋がる可能性も示していると言えるだろ

う。 

出典：「BUZZ革命」 

 

事例８ セブンイレブン・ジャパン 「極上ロール」キャンペーン 

使用サービス：Twitter 

２０１０年４月２１日に発売されたスイーツ「極上ロール」の発売に合わせ Twitterにて展開。１日に

１回、プレゼント応募用のハッシュタグを発表、それを素早く見つけ指定のキーワードと共につぶや

くと、先着１０名にプレゼントが送られるというもの。Twitter 公式サイト上のバナー広告を設置したこ

とや先着ということもあり、キャンペーン開始からわずか６日でフォロワーが１万人を超え、毎回ハッ

シュタグの発表から３０秒後にはプレゼント当選者の枠が埋まるほどの盛況であった。 

出典：「BUZZ革命」 

 

事例９、伊藤ハム 「ハム係長」 

<Facebook>http://www.facebook.com/itoham 

<GREE>http://gree.jp/?mode=profile&act=look&user_id=42581035 

使用サービス：GREE、Facebook 

ハム係長はグリーの公式アカウントのキャラクターとして誕生、Fecebook にも進出し、注目されて

いる。NHK と同様、老舗メーカーらしからぬ緩さから生じるギャップがウケ、GREE では「友達」の数

が５万５０００人を超え、Facebookでは開始から２ヶ月で 3500人が「いいね！」を押すなど人気を集

めている。 

出典:「ソーシャルシフト」p.111 

 

事例１０、日本航空 http://ja-jp.facebook.com/jal.japan 

使用サービス：Facebook 

日本航空は２０１１年の 5 月 21 日、Facebook ページをオープンした。日本航空のページでは、

同社の取り組みや旅客への想い、サービスや商品の最新情報やその舞台裏などを、社員の視点

で発信する。すべての投稿は部門名と実名で始まるのが特徴で、伊藤ハムが架空のキャラクター

を全面に出しているのに対して、社員の一人一人の社員を全面に出すブランディングを行なって

いるのが特徴だ。 

出典：「ソーシャルシフト」p.112 

 

事例１１、 良品計画 くらしの良品研究所 http://www.muji.net/lab/ 

使用サービス：自社サイト、Facebook 

 用品計画では２００１年から消費者視点の商品開発をすすめるため自社サイト「モノづくりコミュニ

http://ja-jp.facebook.com/jal.japan
http://www.muji.net/lab/
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ティ」を開設した。顧客とのコラボレーションによって、「体にフィットするソファ」や「持ち運びできる

あかり」など様々な商品を生み出した。さらに２０１０年１０月には「くらしの良品計画」としてリニュー

アル。Facebook ファンページを開設して、「くらし研究」という連携ページを用意した。ソーシャルメ

ディアの活用によって、顧客との対話を活発にさせ、新商品開発はもちろん、ブランディングや商

品情報のクチコミ、ファンの増加を狙っている。開設から現在までに約３５万人のファンを獲得して

いる。 

出典：「ソーシャルシフト」p.123 

 

事例、１２ 良品計画 Twitterを活用したタイムセール  

https://twitter.com/#!/ryo_hinkeikaku 

使用サービス：Twitter、自社サイト 

無印良品を展開する良品計画は２０１０年２月１６日、ツイッターの公式アカウント「＠muji_net」で

フォロワー向け限定セールを急遽開催した。フォロワー数 1 万 5000 人超えを達成した「記念」に行

われた企画で、日時は翌 17日と設定した。 

当日の午前９時半にはセールの詳細が明かされた。午前 11時～午後 2時のタイムセールスで、

無印良品ネットストアアウトレット商品の一部が通常よりも安くなるということが判明。午前 11 時には

「タイムセールなう」とのつぶやきを合図に販売が開始された。売れ行きが好調のため次々と商品

が追加され、セールは 1 時間の延長もあった。スタートの合図としてつぶやかれた「タイムセールな

う」には 6431回のクリックがあったということだ。タイムセール情報は RT（リツイート）も頻繁に行われ、

フォロワー数も 1日で 1000人以上増加、約６００人が購入した。 

参考：j-castニュース http://www.j-cast.com/2010/03/13062110.html?p=all 

日経デジタルマーケティング 

http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmgp/20110118/218016/ 

 

事例１３、本田技研工業 「Ole!Ole!CR-Z」 

使用サービス：mixi 

mixi アプリを利用した企画で、ニックネームに「CR-Z」という語句を入れることにより、Honda のハ

イブリッドカーCR-Z をはじめとするプレゼントがもらえるというもの。ニックネームに商品名を追加す

るという斬新な手法が注目を集め、マイミクの名前を経由して伝搬することから浸透のスピードも早

く、急速にユーザー数を伸ばした。また、１日１回サイコロを降るアプリを用意、サイコロを降ると当

選確率が変動するのだが、マイミク（mixi上の友達）と協力し合うことで、さらに当選確率が上がる仕

組みが更にクチコミを呼ぶことに繋がった。結果として 1ヵ月半で 82万人以上が利用、ミクシィ会員

2000 万人中の 4％近くが参加したこの企画は日本国内では最大規模のソーシャルメディア企画と

言われる。 

参考：82万人が「CR-Z」に改名 ホンダの史上最大キャンペーン  

「週刊ダイヤモンド」7 月 17 日号「ツイッターマーケティング入門」特集より特別公開！｜ツイッター

https://twitter.com/#!/ryo_hinkeikaku
http://www.j-cast.com/2010/03/13062110.html?p=all
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmgp/20110118/218016/
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マーケティング入門｜ダイヤモンド・オンライン http://diamond.jp/articles/-/9943 

 

事例１４、日清食品 ラ王追湯式典 

使用サービス：自社サイト、twitter 

「追湯式典」は、同社のカップラーメン「ラ王」が２０１０年８月末で生産を終了する、という告知とと

もに開始されたキャンペーンである。最初に新聞にて「ラ王、終わる。」というコピーで生産終了を宣

言。その後、特設サイトを設け、ツイッターで、追悼文ならぬ追湯文のツイートを募集した。応募者

には抽選で「ラ王」が 1ケースもらえるというもの。同社には生産終了を惜しむ声が全国から 20万件

以上寄せられたという。またその様子は、色々なメディアに取り上げられました。しかし、キャンペー

ン終了からたった 4 日後、「ラ王」がリニューアルして全国で発売するという発表がなされる。この発

表には、「ラ王」を追湯した多くの人々が、ネガティブコメントを残したが、これも様々なメディアに取

り上げられることで、注目度が上がるという結果に至った。 

 

事例１５、ソフトバンクモバイル 孫正義社長の Twitter活用 

 ソフトバンクモバイルの社長、孫正義氏は、「やりましょう」と無名の一般ユーザーからの問い合わ

せに Twitter上で直接答え、それを基に何らかの改善を次々と行ったことで人気を博す。孫氏が利

用する Twitterアカウント（@masason）のフォロワー数は２０１１年１月現在で約１５０万人と Twitterの

日本語アカウントの中でトップに君臨する。 

大企業のトップが一般ユーザーの要望を受け入れ、新たなサービスを実施するという前代未聞

の事案は２０１０年２月にユーザーが孫氏に寄せた要望から始まる。「ホワイトプランに障害者割引

を適用してほしい」という要望に対し、孫社長は「早速検討しましょう」と返信。６日後にサービスをリ

リースし、「出来ました」と返信した。 

 出展：ホワイトプランに障害者割り引き孫社長 Twitter の要望に応え-ITmedia ニュース 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/09/news103.html 

 

事例１６、ソフトバンクモバイルの Twitter活用 

 ソフトバンクモバイルは、Twitter を利用して、ソフトバンクのサービスに関する質問を受け付けて

いる。２０１０年８月２０日、問い合わせ用の公式アカウントが同社 Web サイト上で公開された。問い

合わせ公式アカウントとして、ソフトバンクモバイルのサービス内容や操作方法に関する問い合わ

せを受け付ける「@SBCare」、3G のエリア改善要望を受け付ける「@SBCareDenpa」、ソフトバンク

Wi-Fiスポットに関する問い合わせを受け付ける「@SBCareWiFi」の 3つを用意している。ソフトバン

クでは、Webサイト上で Twitter窓口のサポートメンバーを公開しており、開かれた中で顧客対応を

行なっている。 

引用： http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100823_388801.html 

 

 

http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100823_388801.html
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事例１７、ソフトバンク決算説明会を Ustreamでライブ配信 

 ソフトバンクは、２０１０年２月２日に開かれた決算説明会を、Ustream や Twitter などさまざまな媒

体を使ってライブ配信を行った。放送は株主以外にも、すべての人に無料で公開され、視聴者は６

０００人にものぼるという。日本の大企業が公式に Ustream を活用するのは珍しく非常に画期的で

ある。Twitter などに寄せられたコメントも公開され、誰でも気軽に見られる形で行われた。この様な

開かれた形でライブ配信は企業に与えるイメージを一新するものとして非常に注目された。 

 参考：ソフ トバンク決算説明会、 Ustream や Twitter で実況  - ITmedia ニュース 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/01/news048.html 

 

事例１８、インド人完全無視カレー http://calamel.jp/curry 

 この事例は、意図的にソーシャルメディア内でバイラルが加速することを狙って、打ち出した企画

で成功したものとして、非常に駿逸で画期的な事例であると考える。 

 「インド人シェフのアドバイスを無視してつくった」「本格カレーにトムヤムクンを入れてやりました」

などといったキャッチコピーは Twitter や Facebook、２ちゃんねるなどで瞬く間にクチコミで広がり、

マスコミにも取り上げられた。ユーモアで遊び心にあふれたプロモーション手法がバイラルを加速さ

せ大ヒットとなった。つまりインターネット上、とりわけソーシャルメディアではバイラル（クチコミ）を加

速させる要因となる仕掛けを作ることで、無名の企業からヒットを生み出すことが可能となるのだ。 

 

事例１９、ソーシャルカフェバー緑緑 

使用サービス：Gree、mixi 

 ソーシャルメディア内コミュニティのオフ会の開催、オフ会会場提供による、ブランディング・販売

促進活動。 

参考：図解ソーシャルメディア P.130 

 

事例２０、JR九州 「コロプラ乗り放題きっぷ」 

使用サービス：コロニーな生活プラス 

 携帯ゲーム「コロニーな生活プラス」との共同企画。ゲーム内で「九州一周塗りつぶし位置ゲーの

旅」というイベントを実施、JR 九州の乗り放題きっぷを購入すればイベントを効率よくお得に、進め

られるような仕組み。切符の売上効果を狙う。 

参考：「BUZZ革命」P.154 

 

事例２１、サウスウェスト航空 即時埋め合わせ事例 

使用サービス：Twitter 

空港にいたポール・コリガン氏は，サウスウェストのフライトを勝手にキャンセルされ後の便にされ

たことを怒り，ツイートして不満をぶちまけた。コリガン氏が目的地につくと「埋め合わせのために次

回のフライトを無料にする」とのサウスウェストからのツイートが届いていた。コリガン氏は感銘を受け，

http://calamel.jp/curry
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2500人のフォロワーに事の顛末をツイートした。 

 引用：「ソーシャルメディア・ダイナミクス」p.49 l25-30 

 

事例２２、ジェットブルー航空 空港内案内事例 

使用サービス：Twitter 

ダニエル・ウィリー氏は空港で仕事をしていたが，バックグラウンド音楽がうるさいため電話ができ

ないと怒りをこめてツイートした。するとすぐさまジェットブルーのツイートが届いた。「北コンコース

T5はいかがでしょう？」 ウィリー氏は移動したのちに，その感動体験を思わずツイートした。 

 引用：「ソーシャルメディア・ダイナミクス」p.49 l20-24 

 

 事例２３、バージンアメリカ航空 即時チェック事例 

使用サービス：Twitter 

トニー・ヘイル氏は機体が滑走路に向かって走行中に，機内エンターテインメントが貧弱だとツイ

ートした。すると4分もたたないうちにバージンアメリカからメールが届いた。機会のエンターテインメ

ントシステムをチェックし，さらにヘイル氏のメールアドレスを調べた上で，機内エンターテインメント

番組の現状と改善計画について言及した内容だった。この4分間のマジックに彼は感動し．バージ

ンアメリカの手際の良さをツイートした。バージンはロイヤル・カスタマーを一人増やす結果となっ

た。 

引用：「ソーシャルメディア・ダイナミクス」p.50 l1-8 

 

 

 

第５章 取集事例から見た活用方法のパターン 

 

 この章では、収集した事例について、傾向とその類型・分類について整理してゆく。 

 

５．１ 事例の傾向 

 まず、ソーシャルメディアサービスの利用形態であるが、４つの利用形態に分類できる。１つは、

自社サイトは使用せずソーシャルメディア内で完結している形態。２つ目は自社サイトとソーシャル

メディアサービスを連携させているもの。３つ目は、独自の自社サイトのみを使用する形態。そして

４つ目は、ソーシャルメディアとリアル店舗を連携させるタイプである。 

 さらに、ソーシャルメディア活用方法の類型では、大きく分けて、「傾聴型」、「対話型」、「販促型」、

「開発型」、「顧客対応型」の５つに分類できると考えられる。 

 上記の事例を、利用形態の分類、活用方法の類型ごとに整理すると下記の表の通りに分類され

る。 
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表３、企業のソーシャルメディア活用方法の分類 

  ソーシャルメディアのみ 
ソーシャルメディア 

自社サイト連携 
自社サイトのみ 

ソーシャルメディ

ア 

リアル店舗連携 

対話型 加ト吉 日産 江崎グリコ 
ギャラリーカフェバ

ー緑緑 

  伊藤ハム       

  NHK広報局       

  日本航空       

  ソフトバンク孫正義氏       

  バージンアメリカ航空       

販促型 本田技研 ユニクロ 
インド人完全無視

カレー 
JR九州 

  セブンイレブン 日清食品 
全国競馬・畜産

振興会 
  

開発型   良品計画     

顧客対応

型 
ソフトバンク       

  サウスウェスト航空       

  ジェットブルー航空       

傾聴型 加ト吉 バージンアメリカ航空   

 

 

５．２ ソーシャルメディアの活用方法のパターン 

 前項で、ソーシャルメディアの活用方法を５つに分類したが、ここではその詳細について記載す

る。 

・傾聴型：傾聴型は、ソーシャルメディア上での様々な情報収集や分析・調査に活用するタイプで

ある。具体的には、ソーシャルメディア上の自社の評判、風評などを察知したり、自社の顧客や消

費者の声を集約すること、また業界トレンドや競合企業の動向の調査などにも役立てられると考え

られる。 

 

・対話型：対話型はソーシャルメディア上で自社の公式アカウントやページを作成し、情報発信を
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行ったり、一般ユーザーとの対話を行う形態である。ユーザーと同じ目線で対等に交流し、長期的

な信頼関係を構築し、顧客ロイヤリティを向上させることが主目的である。前章の事例では、NHK

広報局の Twitter アカウントやソフトバンクの孫正義社長の Twitter アカウントなどがこの対話型に

当てはまる。 

 

・販促型：販促型は、ソーシャルメディアを自社の商品販売に活用したり、自社の販売サイトと連携

させることで販売促進に繋げることを目的とした活用法である。特定のソーシャルメディアサービス

内でキャンペーンやプロモーションを仕掛け短期的にバズを増大させ、売上に繋げる手法。また、

日常的にユーザーと交流を深め、そこに販売窓口を連携させ販売促進に繋げる「ソーシャルコマ

ース」と呼ばれる手法が存在する。 

 

・開発型：開発型は、新商品の開発や、自社の既存商品の改善のために、顧客からアイディアを募

集したり、顧客とともに商品開発を行う活用方法である。ユーザーとの商品開発への参加はマーケ

ティング３．０時代を象徴する意味で注目を集めている。 

 

・顧客対応型： 顧客対応型は、自社の顧客や利用者へのカスタマーサポートをソーシャルメディ

ア上で行う手法である。顧客から寄せられた問い合わせに受動的に対応するパッシブサポートが

基本であるが、企業が自らソーシャルメディア上で困っている顧客やネガティブ発言を行ったユー

ザーに対応する、アクティブサポートという手法も注目されている。ネガティブなクチコミに対して、

いち早く対応することで、ネガティブイメージの拡散や、ネット炎上などを未然に防ぐことが可能で

ある。また、ソーシャルメディア上で行われる顧客とのやり取りは、第三者にも公開されるため真摯

な態度で顧客と接し顧客満足を与えることが出来れば、そのやりとりを見ていた第三者へも好感度

を与えることも可能である。逆に対応を誤れば、ブランドイメージの損失にも繋がりやすいとも言える

のだ。 

 

 

 

第６章 ソーシャルメディア活用の未来 

 

 ソーシャルメディアの利用者数は現在も世界的に増加傾向にある。米 Facebook は、２０１１年９月

２２日に、Facebookの会員数が８億人を越えたことを明らかにした。日本においても、２０１１年３月１

１日に起きた東日本大震災から、ソーシャルメディアの可能性が注目され利用者が急増した。ネット

レイティングスの調査によると、２０１１年８月の Twitter月間利用者数は１４００万人、Facebook も１０

００万人を超えたという。Facebook にいたっては、２０１０年の同月と比べ、5,6 倍と急激に増加して

いる。利用者数が１０００万人を超え、「知る人ぞ知るサービス」から「一般的なサービス」となった現

在、ソーシャルメディアは新たな成長期に入ったと言える。 
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 ソーシャルメディアの隆盛の背景にはスマートフォンの普及が影響していると考える。携帯電話全

体の月間販売台数に占めるスマートフォンの割合は、２０１１年６月に初めて５割を超え、１０月には

過去最高の７０％を記録した。人々は常に Web に接続された状態となり、スマートフォンで今の出

来事をソーシャルメディアで共有すると言ったことが更に進んでゆくと考える。ソーシャルメディアの

さらなる普及は、企業にとって避けては通れない道だと言っていいだろう。 

 また、スマートフォンの普及による利便性の向上、マルチタスク化、ボタン１つで様々なソーシャル

メディアにアクセスできるといった環境は、今後ソーシャルメディアサービスの使い分けといったこと

が広まるのではないかと予測する。ビジネスでの付き合いは Fecebook や LinkedIn、情報収集には

Twitter、ゲームには Greeやモバゲー、位置情報は forsquareなどといった具合に用途や気分、共

有したい相手によって、アプリで簡単に使い分るようになるのではないだろうか。 

もし、そのようになれば企業におけるソーシャルメディア活用は、それぞれのソーシャルメディア

サービスごとに即した戦略や展開といった使用方法の転換が求められるだろう。Facebook や

Twitter といったサービスも、新技術・新サービスの登場によっていつ崩壊するか予測できない。新

たなサービスが普及する兆しが見えれば、企業はすぐに対応できるように備える必要もあるだろう。 

 ソーシャルメディアの一般化によって、今後様々な面で変化をもたらすだろう。フィリップ・コトラー

氏の提言通り、ニューウェーブの技術、すなわちソーシャルメディアによって世界が透明で「より良

い世界」になることを私は期待する。今後も様々な戦略や技術革新が繰り広げられるソーシャルメ

ディアの動向に注目して行きたい。 
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