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米国におけるソーシャルメディアのビジネス利用に関する動向
和田恭＠JETRO/IPA NY

１．はじめに
最近、Facebook、mixi、Twitter などの「ソーシャルメディア｣が注目を集めている。一般
消費者間でのコミュニケーションツールとしての性質が強かったソーシャルメディアである
が、最近になり、企業の間でもソーシャルメディアをビジネス目的に活用しようとする動き
が出始めている。具体的には、Yammer、Jive Software や Chatter などのソーシャル・
ビジネス・ソフトウェアベンダ（およびそのソリューション）、ビジネスインテリジェンス・ソフト
ウェアへのソーシャルメディア統合、一般企業が自社に関するソーシャルメディア上での
評判・口コミ情報を分析し、PR 戦略などに役立てられるようにするためのソーシャルメデ
ィア分析サービス、ソーシャルメディアを通して不特定多数から小口の投資を募る「クラウ
ドファンディング（crowd-funding）」、更には、一般企業が従業員採用前に行う個人バック
グラウンド調査において、対象者のソーシャルメディア利用履歴検索を雇用者に代行して
行うサービスなども登場している。
本稿では、以上の事例紹介を中心に、米国におけるソーシャルメディアのビジネス利用
の動向について報告する。

２．ソーシャルメディアのビジネス利用に関する背景
(1)

「ソーシャルメディア」の登場

インターネット接続環境の向上、およびインターネットを通して提供されるサービス利用形
態の高度化に伴って、以前はコンテンツをほぼ一方的に消費するのみであった消費者個
人が自ら情報を発信し、知人友人の社会的ネットワーク、そして不特定多数へ情報伝達
を行えるようになってきている。近年では、このような情報伝達を可能にする情報媒体と
しての Web サービスを指す「ソーシャルメディア」に対する注目が高まってきている（下
図参照）。
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【図表 1：Google（米国）における「Social Media」の検索ボリューム傾向1】

これまで、「ソーシャルネットワーク」の用語は存在したが、「ソーシャルメディア」という単
語が登場し始めたのは 2007 年であり、この用語に対する注目（検索件数）は 2009 年
以降から急激に上昇していることがわかる。なお、2010 年に入ってからは検索頻度の伸
び率が鈍化してきたことから、「ソーシャルメディア」という用語が一般に定着し始めてき
たと考えられる。
「ソーシャルメディア｣は、その注目度だけではなく、生活への浸透も進んできている。
2010 年 8 月に Nielsen 社が発表した調査結果によると、米国人がオンラインで過ごす
時間のうち実に 22.9%がソーシャルメディア利用に使わる結果となっている。これは、第
2 位の「オンラインゲーム」（10.2%）を大幅に引き離している他、ソーシャルメディア利用
時間の前年比成長率も 43%増と、他を圧倒的に上回っている2。
なお、一部では、「ソーシャルメディア」と言った場合、YouTube、Flickr など一般消費者
がコンテンツをアップロードして他者と共有するためのユーザー生成コンテンツ（User
Generated Contents、UGC）共有を主眼としたウェブサービスを含める場合もある3。「ソ
ーシャルメディア」という語の明確な定義は存在しないが、概ね「ウェブサイトまたはウェ
ブアプリケーションで、ユーザー（一般個人）同士が相互交流できる仕組みを提供するこ
とで、新たな価値の創出を促すもの」を指す用語として用いられることが多いといえる4。

1

http://www.google.com/trends?q=%22social+media%22&ctab=0&geo=us&geor=all&date=all&sort=1
左欄の計数は検索指定期間平均値（ここでは 2004 年から 2011 年）を 1 としたもの。
2
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/what-americans-do-online-social-media-and-gamesdominate-activity/
3
また、ソーシャルメディアは、「メディア」というより「ツール」の意味で用いられており、ソーシャルネットワークサービ
ス（Social Network Service, SNS）と同義で使用される事例も散見される。
http://www.google.com/search?hl=en&qscrl=1&biw=1024&bih=653&q=Social+media&tbs=dfn:1&tbo=u&sa=X&
ei=5pUcTvWnE6HN0AGsuuGxBw&ved=0CCcQkQ4
4
http://www.google.com/search?hl=en&qscrl=1&biw=1024&bih=653&q=Social+media&tbs=dfn:1&tbo=u&sa=X
&ei=5pUcTvWnE6HN0AGsuuGxBw&ved=0CCcQkQ4
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(2)

ビジネス分野でのソーシャルメディアに対するこれまでの認識

ソーシャルメディアの概念が登場して以降も、ビジネス分野の活用に関して言えば、（消
費者向けの）既存ソーシャルメディア利用や5、そもそもビジネスユースを前提としたソー
シャルメディアは尐なかったとされる6。
この理由としては、企業の認知度を高めるための検索エンジン最適化（Search Engine
Optimization、SEO）や検索エンジンマーケティング（Search Engine Marketing、SEM）
など、ウェブサービス・サイト（製品販売および紹介サイトなど）の認知度を上げることによ
り、消費者へのリーチを獲得しようとする動きはあったものの、企業サイドにおいて、ソー
シャルメディアの特徴である消費者間コミュニケーション、口コミ情報や UGC を利用する
ために必要な社内リソース消費が、それによってもたらされるブランドイメージの向上や
製品・サービスの浸透に見合わないもの、という認識が強かったためと考えられる7。
ソーシャルメディアを積極的に活用している大企業 140 社を対象としたある調査によると、
1 社当たりのソーシャルメディア予算の内訳では、PR 活動の予算に比べて、ソーシャル
メディアにおけるブランドモニタリングやソーシャル CRM システムなど、ソーシャルメディ
アを PR 以外の目的でビジネス活用するための投資は依然低いことも判明している（下
図参照）8。

5

http://www.heidi-miller.com/2009/10/new-survey-54-of-cios-ban-social-media.html
http://jaycross.posterous.com/reconciling-the-enterprise-it-portfolio-with
http://gigaom.com/2010/06/13/jive-software-wants-to-be-facebook-for-the-enterprise/
7
http://webbiquity.com/social-media-marketing/how-marketers-are-using-social-media-for-business-newreport/
8
http://www.web-strategist.com/blog/2011/03/13/data-how-wealthy-corporations-spend-on-social-business/
6
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【図表 3：大企業 140 社の 2011 年度ソーシャルメディア予算内訳（平均値）】

その一方で、ソーシャルメディアの使用形態については、個人ベースでの利用がビジネ
ス分野での利用に先行し、急速な拡大を続けている。Facebook の利用者数は現在 6
億 8000 万人を超え、世界のインターネット利用人口の 1/3 に達しているといわれている。
この利用者数の拡大を背景に、Facebook で PR 活動を行う企業は増加の一途にあり、
Facebook 社の広告収入は 2011 年度には推計約 40 億ドル（うち米国での収入は約
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21 億 9,000 万ドル）に達するという見込みもあり、広告媒体の 1 つとしての認知度は高
まっているといえる9。
現在、Facebook を消費者向けのポータルサイトとして活用している主な小売・消費者向
けサービス企業の一覧をあげる。なお、Facebook の自社ページ上で直接消費者に対し
て製品・サービスを販売しているものに限定して取り上げた。
【図表 2：Facebook 上の E コマース展開例10】
会社名
Starbucks
Victoria’s Secret
Best Buy
Vans
GameStop
Old Navy
JC Penney
Express
1-800-Flowers.com
Delta Air Lines
Livescribe

業界
飲食
衣服
家電、AV
衣服
テレビゲーム
衣服
総合小売（デパート）
衣服
花・植物
航空
スマートペン

Like の人数11
23,9673,074
14,606,469
3,354,842
2,774,350
2,591,609
2,321,318
1,862,673
1,107,727
237,221
186,577
111,235

企 業 内 で 用 い ら れ る ERP （ Enterprise Resource Planning ） や CRM （ Customer
Relationship Management）システムなどの基幹システムについても、プライベートでソ
ーシャルメディアを利用している人々が、職場で使うシステムにもソーシャルメディアの要
素（コラボレーション、ネットワーキング、友人知人の活動アップデート）を求めるようにな
ったと考えられる。つまり、消費者向け技術の影響によって、ソーシャルメディアの特徴を
統合した ERP ソフトウェアなどが登場し始めている12。
実際に、CRM や ERM におけるソーシャルメディア活用は、ここ 1-2 年の間で本格的に
採用を目指す動きが企業の間で出始めたとされており13、広告表示など PR 活動媒体と
しての認識が高まっている点を除けば、ソーシャルメディアのビジネス利用に向けた動き
はこの 1 年で活発化してきたと言える。

9

http://www.emarketer.com/Reports/All/Emarketer_2000757.aspx
http://www.usatoday.com/money/industries/retail/2011-05-10-retailers-turn-to-facebook_n.htm、
facebook.com の各ページなどを基に筆者作成。
11
Facebook の各ページにおける「like」「いいね！」のボタンを押した人数。そのページが好きなファンの数とも言える。
人数は 2011 年 7 月 22 日現在。なお、E-commerce 機能がないものでは、Facebook ページ 49,120,855 人、CocaCola ページ 32,580,297 人など、さらに「like」の人数が多いページが多数存在する。
12
http://blog.softwareinsider.org/2010/10/04/mondays-musings-how-the-five-consumer-tech-macro-pillarsinfluence-enterprise-software-innovation/
13
http://www.ischool.berkeley.edu/files/student_projects/ess_addressingbarrierstoadoption.pdf
10
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(3)

ソーシャルメディアのビジネス利用に対する関心の向上

以上のように、これまで、ソーシャルメディアのビジネス利用に対する認識は低かった。し
かし、Facebook で商品や店舗の情報を確認する者が増加傾向にあること14、ソーシャル
メディアでの意見形成が一般的となり無視できなくなっていること、また企業 IT システム
のクラウド化が進み、クラウド利用を前提とするソーシャルメディアの要素を統合した
ERP システムなどが導入しやすい環境が整ってきていること、などから、ソーシャルメデ
ィアのビジネス活用への関心は高まりつつある。
また、2010 年頃より、ソーシャルメディア関連技術を開発する新興ベンダに対する投資
や M&A 活動が米国で活発化している。最近 1 年間の主要な事例を以下に表記する。
【図表 4：ソーシャルメディア関連 IT ベンダへの投資・M&A 事例】
時期

投資・M&A
を受けた企業

投資・M&A を行っ
た企業

形態

投資・
M&A 規
模

資本
参加

2,500 万
ドル

2010 年
11 月

Yammer

US Venture
Partners

2011 年
1月

Dachis
Group

Austin Ventures

資本
参加

3,000 万
ドル

2011 年
2月

Seesmic

 Salesforce.com
 Softbank Group

資本
参加

2011 年
3月

Radian6

Salesforce.com

買収

400 万ド
ル
3億
2,600 万
ドル

2011 年
3月

Hubspot

 Salesforce.com
 Google
Ventures
 Sequoia Capital

資本
参加

3,200 万
ドル

2011 年
5月

OffiSync

Jive Software

買収

3,000 万
ドル

Scoutlabs

Lithium

買収

Viralheat

Mayfield Fund

資本
参加

2,000 万
ドル
425 万ド
ル

PostRank

Google

買収

不明

2011 年
5月
2011 年
6月
2011 年
6月

14

買収対象サービス・技術の概
要
Twitter に似たソーシャル・ビジ
ネス・ソフトウェア（社内利用目
的のソーシャルメディア・サー
ビス）開発
ソーシャルメディアを利用した
ビジネス戦略立案のコンサル
ティングサービス提供
複数の SNS アカウントを一括
管理するツール類の開発
SNS 上の投稿内容・傾向を分
析するツール類の開発
SNS 上の投稿内容・傾向を分
析するツールや SEO ツールな
どを統合したオンラインマーケ
ティングソフトウェアの開発
Google Docs を Microsoft
Office に統合するプラグインの
開発
SNS 上の投稿内容・傾向を分
析するツール類の開発
SNS 上の投稿内容・傾向を分
析するツール類の開発
SNS 上の投稿内容・傾向を分
析するツール類の開発

http://www.mainstreet.com/article/small-business/marketing/consumers-turn-facebook-show-brand-support
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2011 年
6月

BackType

Twitter

買収

不明

SNS 上の投稿内容・傾向を分
析するツール類の開発

これに加え、様々なソーシャルメディアが事業拡大のための資金調達にむけた新規株式
公開（Initial Public Offering, IPO）を相次いで行っている。LinkedIn 社は 5 月、Pandora
Media 社（インターネットラジオ）が 6 月に上場、Groupon 社（地域型クーポンサービス）
は 6 月 2 日に上場申請を行っており、その他、Facebook 社の IPO も 2012 年に予定さ
れていると噂されている15。
投資・M&A 活動以外に特に注目を浴びている動きとしては、Google 社が 2011 年 6 月
末に独自の SNS サービス「Google+」がある。Google+は、現在こそ既存ユーザーから
の招待による登録制となっているが、個人のつぶやきの伝達やアクティビティ情報の共
有など、既存の主要ソーシャルメディア機能を網羅していることから、同社ポータルサイト
へのユニークビジター数の多さを踏まえれば、現在の 2 大ソーシャルメディアである
Facebook および Twitter を脅かす存在になり得る16、とする声も強い。Google+の開設
によるソーシャルメディアのビジネス利用促進への直接的な影響は定かでないが、既に
数多くのエンタープライズ SaaS ソリューションを提供する Google 社が、ソーシャルメデ
ィアの仕組みをそれらに統合してビジネスソフトウェアとして販売することなどで17、周辺
ベンダを取り込んだいわゆる「エコシステム」が形成されることも期待される。また、
Google+が Facebook に匹敵する一大ソーシャルメディアに急成長するとの予測もなさ
れている18。

15

2011 年 7 月 3 日（日）日本経済新聞４面参照。
http://technology.canoe.ca/2011/07/13/18413786.html
17
http://www.computerworld.com/s/article/9218021/Google_could_be_Google_s_latest_enterprise_weapon
18
http://www.itpro.co.uk/blogs/2011/07/13/two-years-until-google-hits-500-million/
16
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３．ソーシャルメディアのビジネス利用に関する事例
本章では、ソーシャルメディアのビジネス利用に関する事例（主要企業およびサービスの
概要）を紹介する。なお、ビジネス利用事例については、大きく分けて①企業の製品・サ
ービスの販売促進目的でソーシャルメディアを利用するもの、②企業におけるソーシャル
メディアの利用プロセス最適化を行うもの、③企業オペレーション（プロジェクト管理、リソ
ース管理、ビジネスインテリジェンスなど）効率化のためにソーシャルメディアの仕組みを
利用するもの、の 3 種類に分類されるものとした。それらの関係を図示すると以下のとお
りとなる。
なお、以上の 3 分類のうち、①にあたる SNS 上での広告表示やプロモーション提供など
といったソーシャルメディアを用いた PR 活動事例の紹介は、以前から活発に行われて
おり、ここでは省略する。
【図表 5：ソーシャルメディアのビジネス利用事例分布】

(1) ソーシャルメディア分析
以下では、ソーシャルメディア上のコンテンツ（投稿、意見等）を収集かつ分析し、特定の
企業・製品・サービスに関する意見形成の傾向を導きだすことで、一般企業が PR 目的
などでソーシャルメディアを利用する際に、より効率的な戦略の立案をサポートするサー
ビスの事例を紹介する。
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① Radian6
Radian6 社は、SNS やブログなど、ソーシャルメディアにおける一般消費者の投稿を
収集し、特定の製品・サービスに関するキーワードや話題についての傾向を分析する
ツールを一般企業向けに開発している。以下のスクリーンショットに見られるように、自
社製品のみならず、競合他社の製品についてどのような意見形成がなされているかの
分析や、製品について投稿している者の情報（ソーシャルネットワーク上の友人数や投
稿履歴を元に計算される「SNS 影響度」など）が表示され、ユーザー企業が効果的に
ソーシャルメディアを活用できるよう支援する機能が搭載されている。同社は 2011 年
3 月に Salesforce.com 社により買収された。Salesforce.com 社が今後 Radian6 社
の技術をどのように統合していくのかは明確にされていないが、同社のクラウド型
CRM ソリューションに組み込まれるのではないか、といった意見などが見られる19。
【図表 6：Radian6 が提供する SNS 分析ツールのスクリーンショット20】

② Viralheat
Viralheat 社も Radian6 社と同じくソーシャルメディア分析ツールを開発するソフトウェ
アベンダであり、2011 年 6 月には大手ベンチャー投資会社 Mayfield Fund 社21から
19

http://www.enterpriseirregulars.com/33577/salesforce-radian6-deal-analysis-2/
http://cloudtimes.org/salesforce-acquires-radian6-for-a-total-of-326-million/
21
California 州 Menlo Park 市に本拠を置き、旧 Compaq 社、Genentech 社、3Com 社、SanDisk 社などといった企
業に投資した実績を持つ。
20
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投資を受けているように、Radian6 社などと並んで注目を浴びている企業である。同社
は SAP 社、Hewlett-Packard（HP）社、Sun Microsystems 社、Oracle 社など B2B を
主軸に展開する企業や、Coca-Cola 社、Disney 社、ESPN 社など一般消費者向けに
活動する企業を顧客に持ち22、同社のサービスは多種多様な業界・業態のニーズに対
応していると考えられる。
【図表 7：Viralheat が提供する SNS 分析ツールのスクリーンショット23】

③ Visible Technologies
Visible Technologies 社も上述の 2 社と同じく、ソーシャルメディア上の投稿を収集・
分析し、一般企業が効果的なソーシャルメディア戦略を立案するための支援ツールを
開発している。同社のツールについては、Sprint 社、Microsoft 社、Xerox 社、DirecTV
社などといった大手企業に採用されている。なお、以下の項目で紹介するように、同社
22
23

http://viralheat.com/
http://www.crunchbase.com/company/viralheat

- 10 -

ニューヨークだより 2011 年 7 月

は 2009 年に米中央情報局（Central Intelligence Agency、CIA）より出資を受けてお
り、これに基づいて CIA が Visible Technologies 社のツールを身元調査目的で利用
しているのではないか、といった推測も存在する24。
【図 表 8：Visible Technologies 社が提供するソーシャルメディア分析ツール25】

④ Lithium Technologies
Lithium Technologies 社は、ソーシャルメディアの特性を活用した CRM システム、い
わゆる「ソーシャル CRM」を開発するベンダであり、2011 年 5 月に約 2,000 万ドルで
Scoutlabs 社を買収したように、近年急成長を見せているソーシャルメディア関連ベン
チャーの 1 社である。同社のソリューションを利用する企業は、一般消費者が
Facebook や Twitter アカウントを利用して投稿できる、自社ブランドに関するウェブコ
ミュニティを作成できる他、これらのソーシャルメディア上で一般消費者が述べている
意見を収集・分析するツールや、自社 Facebook ページを作成し、高度にカスタマイズ
できるツールを利用して、より一般消費者コミュニティの意見や動向を反映した顧客戦
略（ニーズの探知、製品・サービスの販売、顧客のサポート）が立てられるようになると

24

http://www.businessinsider.com/the-cia-just-put-a-ton-of-cash-into-a-software-firm-that-monitors-your-onlineactivity-2011-7
http://www.bnet.com/blog/advertising-business/social-media-is-a-tool-of-the-cia-seriously/9309
25
http://www.socialmediaexplorer.com/social-media-monitoring/visible-technologies-unveils-expanded-socialmedia-monitoring-platform/
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いう26。同社の「ソーシャル CRM」システムは AT&T 社、The Home Depot 社、Best
Buy 社、Lenovo 社、Verizon 社、BT 社などの大企業に採用されている。
⑤ 連邦政府等の捜査利用
連邦政府等の犯罪捜査においても、ソーシャルメディアは分析対象とされている。後述
のバックグラウンド調査と類似するが、Facebook や Twitter の一般消費者向けソーシ
ャルメディアを解析することにより犯罪組織の人間関係や活動履歴を明らかにする取
り組みが進められている。2011 年 7 月に開催された政府関係 IT 会議 FOSE では、
Bot 攻撃により銀行口座をハッキングし、海外銀行口座に送金させる犯罪組織 Zeus
に対する国際共同捜査 Operation Trident BreACH27の事例が紹介されたが、米国、
イギリス、ウクライナにまたがる犯罪組織の解明や、場合により顔写真やプロフィール
の入手にソーシャルメディアが用いられたとの報告が FBI からなされた28。
(2) ソーシャル・ビジネス・ソフトウェア
以下では、一般企業が業務処理に使用するソフトウェア（プロジェクト管理、リソース管理、
ビジネスインテリジェンス29（Business Intelligence、BI）など）にソーシャルメディアの概
念を導入し、より円滑な情報共有や共同作業を支援することで、内部オペレーション全体
の効率化を目指すサービスの事例を紹介する。
① Yammer
Yammer 社は 2008 年 9 月に設立された新興ベンチャーで、一般企業向けに Twitter
に似た仕組みの SNS をカスタマイズ開発するベンダである。以下のスクリーンショット
からわかるように、レイアウトやデザインの面で類似性が見られる他に、各個人のプロ
フィール情報が公開できること、「グループ」を作成して社内の特定の個人とやり取りが
できることなど、Twitter で見られる機能も備えている。その他にも、ウェブリンクや画像
のみならず、文書ファイルのアップロード・共有を可能としているほか、Yammer 上で動
作し、付加的機能を提供するアプリケーションが開発可能であるなど、企業ユーザーを
念頭に置いた機能も搭載されている30。同社によると、Yammer は現在世界中の約 10
万社によって利用されており、中でも Fortune 500 企業の 80%以上は Yammer を採
用しているという31。
26

http://www.lithium.com/what-we-do/
銀行口座送金 ACH と Breach をかけた作戦名。
28
http://fose.com/events/fose-2011/sessions/wednesday/ckn3-pleanary-session-operation-trident-breach.aspx
29
企業の事業活動に関する多種多様なデータ（例えば部門・地域・商品ごとの売上状況など）を収集、分析することで、
事業全体の効率化を目指す概念。
30
https://www.yammer.com/about/product
31
http://techcrunch.com/2010/09/28/yammer-debuts-a-facebook-for-the-enterprise/
27
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【図表 9：Yammer 社が提供するビジネス・ソフトウェアのスクリーンショット32】

② LotusLive
IBM 社は、その子会社 Lotus Software 社を通して、LotusLive と呼ばれるクラウドベ
ースのコラボレーション・ソフトウェアを一般企業に提供している。LotusLive は、
Microsoft Office のように複数のアプリケーションによって構成される総合アプリケーシ
ョン（スイート）であり、各アプリケーションが連携することでプロジェクト管理、マーケテ
ィング、営業などといった事業活動を支援することを目的としている。その中でも中心
的な役割を果たすアプリケーションは LotusLive Connections という製品であり、社内
の友人知人が行った行動のアップデート、ファイルの共有、スケジュール表の閲覧、イ
ンスタントメッセージ送信、といった機能が利用できるようになっている（下図参照。）。
また、LotusLive もサードパーティ・アプリケーションに対応しており、ユーザーはこれら
のアプリケーションを LotusLive 上で動作させることで、付加的機能を自由に追加する
ことができるようになっている。例えば、VoIP 最大手の Skype 社は VoIP クライアント

32

http://techcrunch.com/2008/10/27/yammer-to-add-groups-tags-and-threaded-comments/
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の Skype を対応させており、これを利用するユーザーは、自らのプロフィール画面など
から直接 Skype 通話を行うことができる33。
【図表 10：LotusLive Connections のスクリーンショット34】

③ Jive Software
Jive Software 社は、ソーシャルメディアの仕組みを利用したコラボレーション・ソフトウ
ェア、ソーシャルメディア上のマーケティング活動を支援するツール、SNS 分析ツール
などをパッケージ化し、総合ソリューションとして一般企業に販売している。同社主軸製
品の Jive SBS（Social Business Software）のインターフェイスの外観（下図参照。）や
機能性から、Jive SBS を「企業向けの Facebook」とする意見もあるが35、Jive
Software 社自身はそのような意見を否定している36。

33

https://www.lotuslive.com/en/catalog/index.php?id=integratedapps&tab=skype
http://lotusliveblog.com/blog/lotuslive.nsf/dx/lotuslive-connections-how-does-it-look
35
http://gigaom.com/2010/06/13/jive-software-wants-to-be-facebook-for-the-enterprise/
36
http://blogs.wsj.com/venturecapital/2010/11/03/jive-software-its-not-facebook-for-the-enterprise-stupidfastech/
34

- 14 -

ニューヨークだより 2011 年 7 月

【図表 11：Jive SBS のスクリーンショット37】

Jive Software 社によると、現在世界の約 3,000 社における総計約 15 万人の従業員
によって同社のソリューションが利用されており、これらのユーザー企業には Nike 社、
Starbucks 社、HP 社、SAP 社、Cisco 社などの大企業も含まれているという38。また、
同社は非公開企業であり、その売上高などは公表していないものの、既に年商 1 億ド
ルを越えているという推計もある他39、2011 年 3 月には Facebook 社、Google 社お
よび情報セキュリティ大手の McAfee 社から役員を迎えており、これは同社の IPO に
向けた準備の一環ではないかとする指摘が多い40。このように、数多くのソーシャルメ
ディアを利用したビジネス・ソフトウェアベンダが登場する中でも、Jive Software 社は
最も注目を集めている企業の 1 つであるといえる。
なお、Jive SBS は Amazon Web Service を用いた Nike 製品のアプリケーション開発
でも有名であるが、企業側オンプレミス、Jive Software 社によるホスティング、および
SaaS の 3 種類のコンピューティング形態による事業展開を行っている41。

37

http://gigaom.com/2010/06/13/jive-software-wants-to-be-facebook-for-the-enterprise/
http://www.forbes.com/forbes/2011/0718/technology-jive-software-facebook-linkedin-social-business.html
39
http://www.forbes.com/forbes/2011/0718/technology-jive-software-facebook-linkedin-social-business.html
40
http://blogs.forbes.com/tomiogeron/2011/03/30/jive-preps-for-ipo-facebook-google-mcafee-execs-on-board/
41
http://www.informationweek.com/blog/229206302
38
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④ Chatter
Chatter は、Salesforce.com 社が一般企業向けに提供するサービスで、Yammer と
似て、社内利用を目的とした Twitter のようなソーシャルネットワーク上の情報伝達サ
ービスを構築するものである。Chatter も Yammer などと同じく、プロフィール作成、フ
ァイル共有、グループ作成などといった機能を備えているが（下のスクリーンショット参
照）、その大きな特徴としては、誰でも無料で企業アカウントを開設し、使用開始できる
ようになっていることがある。現在 Chatter は世界中の約 8 万の企業によって使われ
ており、代表的な顧客として、Lenovo 社、Nikon 社、Qualcomm 社などの名前が挙げ
られている42。
【図表 11：Chatter のスクリーンショット43】

⑤ Necto
Necto とは、Panorama Software 社によって開発される BI ソフトウェアで、同社による
と BI ソフトウェア業界で始めてソーシャルメディアの要素を統合したソリューションであ
42

https://www.chatter.com/customer/
http://blog.seattlepi.com/microsoft/2010/02/18/with-chatter-salesforce-com-looks-to-one-up-microsoftsharepoint/
43
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る、とされている。そもそも BI ソフトウェアとは、企業の事業活動に関する多種多様な
データ（例えば部門・地域・商品ごとの売上状況など）を収集、分析することで、事業全
体の効率化を支援することを目的とするが、2011 年 3 月に登場した Necto では、これ
にソーシャルメディアの要素を取り入れることで、より各ユーザーにとって関連性の高
い分析を行うことが可能になっているという44。具体的には、Necto は各ユーザーの嗜
好や「データとの関わり方」を追跡することで、同じプロジェクトで働いていたり、同じよ
うな興味を持っている仕事仲間をサジェストし、これらの仕事仲間と、Necto のデスクト
ップ画面上に表示されているデータについて簡単に意見交換ができるようにしている。
例えば、以下のスクリーンショットでは、ある企業の製品カテゴリごとの収益マージンが
画面中央に表示されているが、そのうち Bikes（上から 2 番目）のマージンが特に低く
なっているため、ユーザーが営業責任者に対して説明を求めるメッセージをデータセル
に書き込んでいる（画面左部）様子が示されている。
【図表 12：Necto のスクリーンショット45】

Necto は 2011 年 3 月に発表されたばかりであり、その販売実績は明確になっていな
い。しかし、Panorama Software 社は 2010 年度にソフトウェア売上を前年比約 80%
伸ばしたとされている他46、製造、金融、小売、通信、医療産業を中心に多くの顧客を

44

http://www.mspmentor.net/2011/06/29/panaroma-software-gets-social-with-panorama-necto/
http://www.panorama.com/demo/necto/Necto-Social-Demo/Necto-Social-Demo.html
46
http://www.mspmentor.net/2011/06/29/panaroma-software-gets-social-with-panorama-necto/
45
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持っており47、このように有力なベンダから、ビジネス・ソフトウェアとしては始めて「ソー
シャルな」製品が発売された点で注目を集めている48。
(3) バックグラウンド調査
最近では、ソーシャルメディア利用者の急激な増加を背景に、企業による新規採用時の
バックグラウンド（身元）調査時に、雇用対象者がソーシャルメディアに投稿している情報
を雇用者向けに代理収集する企業なども登場している。このようなサービスを行なう業者
として有名なものとしては、Social Intelligence 社、InfoCheckUSA 社、Tandem Select
社などが挙げられる49。これらの企業が行なう調査のプロセスはほぼ共通しており、雇用
者が指定する条件（暴力的、差別的な傾向を示す投稿、性的な写真や文章などの投稿、
違法薬物の使用を示す投稿など）に基づいて、該当する情報を検索し、発見された情報
を雇用者に報告する、という形態である。なお、一般企業がこのようなサービスを利用す
る理由としては、調査にかかる時間や労力を省ける点以外にも、雇用者が対象者の
SNS 情報を検索する際に雇用決定に関係の無い情報までも得てしまうことで、結果的に
米国の労働関連法に違反するリスクを防ぐ点もあるという 50。上述したように、雇用者は
あらかじめ条件を決定した上で調査を委託する理由には、この点が背景にある。
また、上で紹介した Visible Technologies 社は元々ソーシャルメディア分析ツールを開
発するベンダであり、その製品はブランドイメージの監視を強めることを狙う一般企業を
主要顧客としているが、2011 年 7 月には、CIA が同社に投資しており、諜報・防諜目的
で同社のツールを使用しているのではないか、との報道がなされている51。その投資額
は明らかになっていないものの、Visible Technologies 社が自社製品を「多言語に対応
させるために充分な額」ともいわれている。
このような目的でのソーシャルメディア利用に対しては、一旦ソーシャルメディア上に公開
された以上、その情報は公共のものであるとする声がある一方で、各個人が知らないう
ちにプライベートな情報を収集されることに疑問を呈する意見もあり 52、今後の方向性に
よっては議論を惹起する可能性がある。

47

http://www.panorama.com/company/customers/index.html
http://www.tmcnet.com/channels/knowledge-management/articles/189115-socially-enabled-knowledgemanagement-from-panorama-software.htm
49
http://www.cio.com/article/682687/Introducing_the_Safe_Social_Media_Background_Check
48

50

http://www.cio.com/article/682687/Introducing_the_Safe_Social_Media_Background_Check?page=1&taxonom
yId=3175
51
http://www.businessinsider.com/the-cia-just-put-a-ton-of-cash-into-a-software-firm-that-monitors-your-onlineactivity-2011-7
52
http://www.henricksconsulting.com/news/2011/online-background-checks/
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(4) クラウドファンディング（crowd funding）
その他のソーシャルメディアのビジネス利用例としては、ソーシャルメディアを通して不特
定多数から小口の投資や寄付を募る「クラウドファンディング（crowd funding）」の試み
がある。クラウドファンディングの場を提供するサービスは多数あり、そのほとんどは中
小ベンチャーや非営利団体による利用を想定している他、通常は投資・寄付を募ること
ができる期間が設定されており、期間内に目標金額が満たされない場合はそれまでに集
められた金額はすべて返却される、などの特徴がある53。現在では多数のクラウドファン
ディング仲介業者が見られるが、中でもユニークな例として appbackr というクラウドファ
ンディングサービスがある。これは、iOS や Android OS 向けにモバイルアプリケーショ
ンを開発するデベロッパを対象とするもので、有望なアプリケーションに対してその開発
段階で個人投資家が投資し、そのアプリケーションが iTunes Store や Android Market
など公式ストアで販売された際に、投資家は売上の一部を得られる、という形態を取って
いる54。
また、クラウドファンディングの成功例としては、2008 年に行われた米大統領選挙が頻
繁に取り上げられる。同選挙では、オバマ陣営がオンライン戦略においてマケイン陣営を
上回っていたとする意見が多いが55、実際にオバマ氏は 21 か月にわたる選挙活動期間
中に合計で約 5 億ドルをオンライン募金によって集めたとされている56。具体的に、この
うちの何割がソーシャルメディアにおける呼びかけに呼応する形での募金であったは明
らかでないが、オバマ陣営はブログ、ビデオ共有サイト、SNS などのソーシャルメディア
を有効活用した選挙活動を展開しており、ソーシャルメディアが同氏の資金集めに大きな
役割を果たした可能性は高いといえる。

53

http://www.greenmarketing.tv/2011/03/16/social-entrepreneur-funding-options-crowdfunding/
http://www.appbackr.com/faq.php
55
http://www.marketingvox.com/mccain-lags-behind-obama-in-online-fundraising-social-networking-popularity039556/
56
http://voices.washingtonpost.com/44/2008/11/obama-raised-half-a-billion-on.html
54
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４．ソーシャルメディアのビジネス利用における課題
以上のように、ソーシャルメディアをビジネス活用するためのサービスが最近になって
次々に登場している。その一方で、ソーシャルメディアは依然として新しい概念であり、そ
のビジネス活用についての課題も指摘されている。以下では、このような意見のうち代表
的なものを紹介する。

(1)

収益性向上に関する懸念

一般企業としては、ソーシャルメディアのビジネス活用によってその収益が必ずしも向上
するとは限らず、ソーシャルメディア活用に投資することに疑念を持つ企業も依然として
多く見られる。例えば、先に紹介した E-commerce 機能をもつ Facebook ページにおい
ても、自社サイトと比較して自社製品の販売・促進効果が高いという理由で、ページを設
置しているものが多いと考えられ、ソーシャルメディアは、あくまで自社製品・サービスに
関する広告宣伝の一環、ブランドイメージの向上といった域を出ていない57。
また、企業内部オペレーションにおいても、ソーシャルメディア導入の有効性について、
企業側の共通認識が存在するわけではない。最近、「ソーシャル」という概念が流行して
いる中で、多くの経営者が、その有効性がどこまで期待できるものであるのか、という疑
念を持っている。実際に、2010 年に経営者に対して実施された調査では、実に 93%以
上の回答者が「ソーシャルメディア利用についての過剰宣伝と現実の見極め」を重要な
課題として挙げた、という情報もある58。依然として多くの企業がソーシャルメディアの具
体的な効果をイメージできておらず、実用性に確信を持っていないことが、その活用にお
ける障壁となっているようである。
(2)

情報過多の発生に関する懸念

社内での情報共有やコラボレーションを促進する手段として期待されているソーシャル・
ビジネス・ソフトウェアであるが、利用する従業員の立場からは、現在最も利用されてい
る情報流通手段である電話および電子メールに加えて、ソーシャルメディアという更に新
たな情報の流れが加わることから、情報過多の状況に陥り、作業効率が低下するという
懸念がある59。これに対して、前章で紹介した SNS 分析ツールは、従業員にかかる情報
過多の負担を軽減する仕組みであるともいえる。つまり、外部のソーシャルメディア上に
57

逆に、E-commerce 機能をもたない Facebook ページでは、ユーザーからのフィードバックやそれに対するレスポン
スの提供が活発に行われているものも多く、Facebook ページにおける E-commerce のありかたは過渡期にあると考
えられる。
58
http://www.enterpriseirregulars.com/31603/best-practices-applying-social-business-challenges-to-socialbusiness-maturity-models/
59
http://blogs.gartner.com/craig-roth/2011/03/08/if-you-thought-your-inbox-was-overloaded-wait-until-activitystreams/

- 20 -

ニューヨークだより 2011 年 7 月

ある情報を社内で活用する際に、自社との関連、意味づけなどを精査する必要があると
ころ、会社の事業に関連性がある情報のみを収集するフィルターの役割を果たしている
と考えられる。
とは言え、情報過多による効率性低下への決定的な対策は現在も見い出されておらず、
最終的には各個人の方策や考え方に委ねられる部分が多いようである 60。従って、情報
過多対策としては、各従業員の IT リテラシー向上に向けた教育が重要になってくるとも
いえる。
(3)

社内導入に伴う障壁

ソーシャルメディアは、従来の電話や電子メールなど、主に 1 対 1 のコミュニケーションを
前提とした手段と異なり、1 対多数あるいは多数対多数のコミュニケーションを促す仕組
みであることや、また単純にソーシャルメディアが新たな概念であることから、その使用に
対する抵抗感、使用に関する社内規則の設定、既存の事業プロセスとの整合性確保の
必要性、などといったソフト的な課題が発生することも指摘されている61。
＜社員のインセンティブ＞
Jive Software 社関係者のコメントを例に挙げると、業績に対する報奨を「より個人単位
で」決定する企業風土では、より「グループ単位で」決定する企業に比べて、ソーシャルメ
ディアを通じた相互交流やコラボレーションを積極的に行なうインセンティブが低く、ソー
シャルメディアの要素を導入しても、社員によって充分に活用されない恐れがあるとのこ
とである62。ソーシャルメディアを統合した社内システムを本格導入する際には、技術的
な課題以外にも、社内制度や文化などの特徴も考慮した上で最適なソリューションを選
択する必要があるといえ、実際にこのような課題の解決支援を目指すコンサルティング
業者も登場している63。
また、実際にソーシャルメディア・ビジネス・ソフトウェアの導入に踏み切っても、コア事業
での利用にはリスクが大きすぎるとし、比較的リスク発生時のインパクトが尐ない周辺事
業のみでの採用に留まっているケースも多く見られる。しかし、積極的な意見交換や情
報共有によって作業の質や効率性を高めるというソーシャルメディアの概念は、各社のコ
ア事業に活用されることで始めてそのポテンシャルが最大限に活かされはずであり、現

60

http://www.cioblog.co.uk/2011/04/dealing-with-information-overload.html
http://marketingmysticblog.com/2011/06/04/5-tips-for-managing-social-media-overload/
61
http://www.dachisgroup.com/about/services/implementation/
http://www.smartplanet.com/blog/business-brains/-8216social-enterprise-moves-closer-to-reality/15560
62
http://www.ischool.berkeley.edu/files/student_projects/ess_addressingbarrierstoadoption.pdf
63
http://www.dachisgroup.com/social-business-design/practice-areas/
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状では多くの企業がソーシャルメディアの利点を採り入れられていない、と批判する声も
聞かれる64。
＜情報セキュリティ＞
調査会社 Gartner 社によると、主要な企業向けソーシャル・ビジネス・ソフトウェアベンダ
80 社のうち、約 50 社はクラウドコンピューティングを利用して（SaaS）サービスを提供し
ているように65、ビジネス向けソーシャルメディアもクラウド上でのシステム構築が進んで
いる。このため、クラウド技術全般に対するセキュリティ性の懸念も一部でソーシャルメデ
ィアのビジネス活用を妨げる要因となっているが、Gartner 社によると、このような懸念は
セキュリティ技術の向上に伴って薄れる傾向があるという66。
通常、企業内で使われるソーシャルメディアの仕組みでは、各ユーザーはネットワーク外
（社外）の人物と直接連絡を取れないようになっている。情報漏えい防止の観点からは、
社内で実装するソーシャル・ビジネス・ソフトウェアの是非よりも、（一般に禁止されてい
る）一般消費者向けソーシャルメディアの業務利用など、社員による運用のあり方が現在
のところ課題となっているようである67。
＜業務用途の制約＞
酔っ払った姿や飼い猫の写真など、プライベート情報を共有することが多い消費者向け
ソーシャルメディアと混同して、業務に必要のない情報を社内ソーシャルメディアに載せ
る事例が発生しているせいか、企業側で必要以上にソーシャルメディアの利用を制約し
ている、という事例も見られる68。
また、金融などの業界では、ソーシャルメディア利用について社内コンプライアンス準拠
に特に注意する必要があるといえ、実際に 2010 年 1 月には金融業界自主規制団体
Financial Industry Regulatory Authority（FINRA）が業界関係者向けにソーシャルメデ
ィアの使い方に関するガイドラインを発表している69。この中で、FINRA はソーシャルメデ
ィアを電子メールやインスタントメッセージと同じように考えるべきである、としており、ソー
シャルメディア利用時にも情報セキュリティに充分な注意を払うよう促している。

64

http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/ten-top-issues-in-adopting-enterprise-social-computing/581
http://socialmediatoday.com/imckeevocaniccom/259130/enterprise-social-media-set-surge
66
http://www.readwriteweb.com/enterprise/2010/12/gartner-says-saas-revenue-with.php
67
http://socialmediatoday.com/imckeevocaniccom/259130/enterprise-social-media-set-surge
68
例えば、ニコン米国社の場合,Facebook では当然のチャット機能は社内用ソーシャルメディアには実装されていな
い。
http://www.nytimes.com/2011/06/27/technology/27social.html?_r=1&pagewanted=all
69
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/notices/p120779.pdf
65
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なお、このレポートに対するご質問、ご意見、ご要望がありましたら、
takashi_wada@jetro.go.jp までお願いします。
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