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米国ソーシャルメディアの企業・消費者への影響と課題
和田恭＠JETRO/IPA New York

１．はじめに
ソーシャルメディアの急速な普及に伴い、人々のつながり、情報流通、行動様式がソーシ
ャルメディアを前提としたものに変化しつつあり、一般消費者や企業は対応を迫られてい
る。
企業では、ソーシャルメディアそのものを事業に活用し、ソーシャルメディアプラットフォー
ム（社内向け、マーケティング向け）を IT システムに組み込むことにより業務の効率化や
マーケティング強化を図るなど、ソーシャルメディアを積極的に活用する面が見られる。
一方、こうしたプラス面に対して、ソーシャルメディアによるマイナス面の影響も顕在化し
つつある。例えば、従業員によるソーシャルメディア利用を管理する必要が生じたり、対
応コストの大きさからソーシャルメディアの利用を取りやめたりといった事例も報じられて
いる1。ソーシャルメディアが企業に与える影響は明暗の双方があると言える。
一般消費者に目を向けると、ソーシャルメディアにより露出されている個人情報を悪用し
たマーケティングやサイバー犯罪が横行するといった問題に加え、ソーシャルメディアへ
の依存度が増し社会生活に適応できなくなったり、ソーシャルメディアの利用を控える「ソ
ーシャルメディア疲れ」2など、マイナス面の影響が取り沙汰されるようになっている。結果、
行き過ぎたデジタル化の毒気を抜くデジタルデトックス、デジタルダイエット、ソーシャルダ
イエットといったコンセプトが登場する状況となっており、実際にそうしたコンセプトを実行
する消費者の例なども報じられ始めている。
本稿では、米国におけるソーシャルメディアの普及の影に隠れた企業・一般消費者への
影響や課題について報告する。

1

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20110915/222656/?rt=nocnt

2

http://diamond.jp/articles/-/24739
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２．ソーシャルメディアの利用状況
(1) 一般消費者とソーシャルメディア
まず、米国の一般消費者のインターネット利用に占めるソーシャルメディアの利用動向に
ついて紹介する。一般消費者のインターネット利用について、Nielsen 社の調査によれば、
PC からのアクセスは頭打ちとなっているものの、スマートフォンなどのモバイルデバイス
からのアクセスに牽引されて、インターネット利用全体では増加を続けている（図表 1）。
【図表 1：米国のインターネットユーザー数3】
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そのインターネット利用の中で、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）は主たるア
クセス先となっており、インターネット利用者の大半が SNS ユーザーでもあるといっても
過言ではないほど、米国では消費者の間でのソーシャルメディア利用が広がりを見せて
いる（図表 2）。
同社によれば、米国消費者は PC で過ごす時間の 20%、モバイル機器の 30%をソーシ
ャルメディアに費やしているとのことである。

3

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/
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【図表 2：米国の SNS ユーザー数の推移】
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また、ソーシャルメディアのアクセス媒体別の利用時間を見ると、以下のとおり、モバイル
機器経由の利用が大きく伸びていることがわかる。
【図表 3：米国ユーザーの SNS 利用時間】
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米国の一般消費者による SNS 利用が増えている中で、特に人気があるのが最大手の
Facebook である。Facebook サービスの利用時間は、オンラインアクセス時間のうち
1/7、SNS サービスだけでみてもそのうち 3/4 を占めるとの調査結果もある4。

4

http://www.slideshare.net/karanbhujbal/the-state-of-social-media2012-comscore-report
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最近の傾向としては、上述のように SNS 利用時間が大きく増えたことと同時に、SNS を
日に何度も利用するヘビーユーザーの比率もあがりつつあることがあげられる（図表 4）。
【図表 4：SNS を一日に何度も利用する人の比率5】
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次に、ソーシャルメディアの利用状況について見ていく。主要な SNS をユーザー数別に
まとめると、以下のようになる（図表 5）。

【図表 5：主要 SNS サービスのビジター数】
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Mobile App ビジター数 前年同期比
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http://socialhabit.com/secure/wp-content/uploads/2012/07/The-Social-Habit-2012-by-Edison-Research.pdf
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米国におけるソーシャルメディアは、Facebook の普及割合がひときわ高いことが特徴で
あるが6、上記からは、Facebook 一極集中から分散へ、かつモバイル端末経由での利
用が進んでいることが見て取れる。
特に、Pinterest のユーザー数が急増していることがわかる。Pinterest は、画像をベース
にした SNS で、ユーザーがネット上のお気に入り画像を、ピンナップボード（共有ボード
と個人ボードがある）に貼り付けながら共有できるサービスである。こうしたソーシャルメ
ディアの推移について、著名ブロガーの Elad Gil 氏がブログ上において次のような分析
をしている7。
初期（1999-2004 年）の Blogger などのブログは、少数のユーザーが投稿する長文のコ
ンテンツを大多数のユーザーが受け手として読むという形態であった。その後（20042007 年）、Facebook は写真の掲載を可能とし、Twitter ではコンテンツを逐次アップデ
ートできるようになり、コンテンツが多様化されるようになった。近年（2007-2010 年）では、
Twitter による「リツイート」により他人のコメントを手早くユーザーのネットワーク内に拡散
させる手段として使われるようになり、Tumblr は、「リブログ」のボタンひとつで、容易に
他人のブログが引用できる機能を備えるようになった。そして、現在（2010 年以降）、
Pinterest は、画像を「リピン」することにより、新規ユーザーでも構造化されたデータを他
人と共有し、情報発信できるようになっている。これらの流れにより、ウェブのあり方が、
特定少数のユーザーが記述した長文ベースのブログによる情報発信から、プッシュボタ
ン式の情報発信に、さらに幅広い多様なユーザーにより整理、取捨選択（キュレーション）
された画像ベースのコンテンツの発信に変化しているのではないかというのである。

6

日本におけるソーシャルメディアの（アクティブ）ユーザー数は、Nielsen や日経報道によれば Facebook 約 1,500 万
人、mixi1,453 万人、Googl+約 400 万人と人口の 5～20%となっており（LINE（約 3,500 万人）でも 30%弱）、ユーザ
ー数カウントベースが異なるものの、米国における Facebook のユーザー数の対人口割合約 50%は桁外れに大きい。
一方、米国の他の SNS の普及率については日本と大きな相違はない。
http://media.looops.net/sekine/2012/09/24/neilsen-netview-201208/
7

http://blog.eladgil.com/2011/12/how-pinterest-will-transform-web-in.html
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【図表 6：Pinterest が SNS を変える8】
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「画像」という視覚情報を扱うことにより、情報が氾濫するようになったソーシャルメディア
の中にあって効果的に情報処理を行いやすくすることや、「感性」の共有という緩やかな
形態での人と人のつながりを可能とするといった点からも、Pinterest は新たなトレンドを
反映させたソーシャルメディアサービスであると言える。
一方、友人や仲間とのアクセスをいつでも、どこでも可能とするモバイル端末は、本来ソ
ーシャルメディアとの親和性が高いものと考えられるが、「モバイル」という観点からもソ
ーシャルメディアは変容していくものと考えられる。例えば、Facebook が 2012 年の株式
公開（IPO）後に株価低迷に苦しんだのは、モバイル端末からのアクセス増加により、大
画面で様々な広告を表示可能な PC からの利用を前提とした従来のオンライン広告に頼
る経営戦略が転換を迫られるとの予想が背景にあったとされている。同社は WalMart と
のタイアップなど9、モバイルに対応したビジネスモデルへの転換を図っているところであ
り、今後の展開が注目される10。

8

http://blog.eladgil.com/2011/12/how-pinterest-will-transform-web-in.html

9

Facebook では、2012 年の感謝祭後に WalMart のモバイルオンライン広告を 5,000 万件流すキャンペーンを展開
している。

掲載図を一部加工。

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324339204578171933054644630.html
10

Facebook が買収した Instagram や、Path などモバイル専用ソーシャルメディアも注目されているが、いずれもユー
ザー数が大きく増大している一方で、収益を上げるにいたっていないという問題がある。
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また、「モバイル」の特性を活かしたビジネス展開として、「ロケーション」ベースの SNS
が注目を集めている。ロケーションをベースとしたサービス（LBS）とは、ユーザーが特定
の場所にいるという所在（GPS）情報をスマートフォンアプリケーションやモバイルウェブ
サイトで収集し（ロケーション情報のタグ付け、GPS 情報のアップロード、チェックイン）、
それをマッシュアップ・加工して付加価値を提供するサービスであり、カーナビや携帯機
器の場所検索、拡張現実（AR）と組み合わせた店舗等の案内といったものが代表的であ
る。すでに既存の IT サービスでも LBS 対応は進んでおり、たとえば Facebook には
Places ないし Place Pages が設けられているほか、Google には Google Map、ユーザ
レーティングスの Google Places が用意されている。
LBS の業態は様々に広がっており、Foursquare のように所在地への「チェックイン」を基
点とするソーシャルメディアサービスのほか、（広義の意味で）ソーシャル機能をもつ LBS
アプリケーションの代表的なものとして、レストランの口コミサービス Yelp、地域クーポン
Groupon、スカベンジャーハント（ゲーミフィケーション）SCVNGER、チェックイン不要の
位置情報通知サービス Shopkick などが登場している。また、これらのアプリケーション
レイヤーでのサービスだけではなく、他のビジネスの基盤情報として、消費者の動線情
報、関心のある地点データ（Point of Interest）など小売店におけるマーケティングに必要
とされる LBS 関連データを提供する Location Data as a Service（LDaaS）を扱う事業
者が複数登場している11。
スマートフォンの普及を背景としたモバイル経由のソーシャルメディアユーザー数が
2015 年には、10 億人に達するとの試算もあり、ソーシャルメディアサービスと、ロケーシ
ョンベースサービス（LBS）との組み合わせによる新規ビジネスが活況となると予想され
る。調査会社 Gartner 社なども、マーケティング市場では今後 2 年で、ソーシャル、ロー
カル、モバイルの頭文字を取った「SoLoMo」といわれるトレンドが本格化すると指摘して
いる12。
(2) 企業とソーシャルメディア
上述のようなソーシャルメディアサービスの普及と多様化を受け、米国の企業についても
ソーシャルメディアを広く活用する傾向が出てきている。ソーシャルメディア業界誌 Social
Media Examiner によると、Facebook と Twitter の活用に取り組んでいる企業の割合は、
既にそれぞれ 8 割以上にのぼっているとのことである（図表 7）。

11

Rob Reed, The SoLoMo Manifesto(White Paper), Momentfeed, Nov 2011
http://momentfeed.com/whitepaper/

12

http://techcrunch.com/2012/10/11/solomo-update-mobile-only-social-networks-to-reach-1b-users-by-2014800m-users-of-foursquare-other-location-services-this-year/
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【図表 7：米企業が活用しているソーシャルメディアツール13】
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また、同誌の調査では、大企業を中心に、各プラットフォームで目的ごとに多数のアカウ
ントを所有し、使い分けを行っていることもわかっている（図表 8）。
【図表 8 企業が所有しているアカウント数14】
種類
平均アカウント数
Twitter
39.2
Blogs
31.9
Facebook
29.9
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28.8
23.4
フォーラム・掲示板・コミュニティ
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9.4
Foursquare
6.3
Gowalla
3.8
5.3
その他
178
（合計）
（調査対象：従業員数 1,000 名以上のグローバル企業 140 社）

なお、ソーシャルメディアを活用する企業のうち、消費者に人気の高い企業 SNS サイト
は以下の通りとなっている。

13

http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf

14

http://www.altimetergroup.com/research/reports/a-strategy-for-managing-social-media-proliferation
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【図表 9：Facebook Fan 数の多い企業15】
Facebook Fans
企業名
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15,770,884

Coca-Cola
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31%
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26%
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【図表 10：Twitter フォロワー数の多い企業16】
Twitter Followers
企業名
Google
Whole Foods Market
Starbucks
Southwest Airlines
Walt Disney

2012
4,795,987
2,666,439
2,546,244
1,305,938
1,289,229

2011
3,328,282
1,992,873
1,580,033
1,153,279
206,843

対前年増
加率
44%
34%
61%
13%
523%

ソーシャルメディア上での企業のプレゼンスが高まるにつれ、企業のソーシャルメディア
アカウントをフォローしたりコメントしたりする消費者も増加中である（図表 11、図表 12）。
【図表 11：平均 Twitter フォロワー数、平均 Facebook「いいね！」数17】
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ワー数
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40,884
2011

5,076

87,979

2012

14,709

152,646

（調査対象： Fortune Global 100 企業）

15

http://www.umassd.edu/cmr/socialmedia/2012fortune500/

16

http://www.umassd.edu/cmr/socialmedia/2012fortune500/

17

http://www.burson-marsteller.com/social/default.aspx
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【図表 12：1 企業が 1 か月に各プラットフォームで何度言及されるか 】
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ニケーション」「マーケティング」「レピュテーションマネジメント」がトップ 3 となっている（図
The first and third point bear witness to the fact that companies are beginning to leverage the enormous
表 13）。消費者へのアプローチやエンゲージメントを主目的とする対外的
SNS 利用だけ
amount of data generated by social media. Where once there were 8-person focus groups, now there are
でなく、社内コミュニケーションに活用する例も出ている。
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When separating European and US data, there are no real differences.

【図表 13：企業 SNS の利用目的19】
USA Corporates

とはいえ、上図の通り、企業による SNS 利用目的は多岐にわたっている。ここで、企業
の SNS 利用を「社内向けか、社外向けか」、「情報の拡散を意図したものか、それとも情
報の取り込みを意図したものか」といった軸で見直すと、その活用目的は次のように整
23
理・概観される（図表 14）。
18http://www.burson-marsteller.com/social/default.aspx
19

http://usefulsocialmedia.com/state-of-csm-2012/ (Reg Req’d)
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【図表 14：企業 SNS の利用目的の整理】
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こうした企業によるソーシャルメディア活用を社内で管轄している主管部門は、主にマー
ケティング部門となっている。ただし、社内コミュニケーション促進に向けて SNS を活用
する場合には人事部門が管轄したり、広報目的での活用の場合は広報部門が管轄した
りと、基本的にはケース・バイ・ケースとなっている（図表 15）。
【図表 15：企業におけるソーシャルメディア管轄部門20】

20

http://www.shrm.org/research/surveyfindings/articles/pages/2anexaminationofhowsocialmediaisembeddedin
businessstrategyandoperationssurveyfindings.aspx
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企業によるソーシャルメディア活用の成果であるが、現在のところは、マーケティング面
に関しては一定の評価が得られているようである。その一方で、イノベーション、人材のリ
テンションについての評価が続き、コスト削減についての評価は厳しい結果となっている
（図表 16）。
【図表 16：企業のソーシャルメディア活用結果に対する評価21】
好影響

影響なし

悪影響

マーケティング・セールスの向上
マーケットシェア向上

84%
81%

13%
17%

2%
2%

製品・サービス品質向上
ブランド価値・株価の上昇
イノベーションの促進
パートナーとのコラボレーションの促進
人材のリテンション
コスト削減

68%
67%
65%
65%
58%
37%

28%
29%
30%
30%
37%
53%

4%
4%
6%
5%
4%
10%

(2012 年 3 月 対象：北米企業役員)

このように、企業によるソーシャルメディア活用は現在のところ、社外向け・社内向けとも
概して、情報発信のための活動が中心となっており、個々の顧客をターゲットとしたアウト
リーチやエンゲージメントの確立、従業員同士のコレボレーションの深化といった、業務
のあり方自体を変革していくような用途は限定的と言える。企業の IT システムにおける
ソーシャルメディアプラットフォーム導入については、ROI の観点からのコスト削減に関す
る評価を上げることと、上述のような顧客や従業員同士のつながりを強化することが今
後の課題となると考えられる。

21

http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1009011&ecid=a6506033675d47f881651943c21c5ed4
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３． ソーシャルメディアの企業への影響
(1) 企業向けソーシャルメディア市場の概況
企業向けソーシャルメディア市場は一般消費者向けサービスとして展開された
Facebook や Google+などを企業がそのまま活用しているケースも多く、現時点におけ
る市場規模はそれほど大きいとは言えない。ただし、消費者に対するアウトリーチ、社内
コミュニケーションともに重要性の認識は高まっており、今後市場規模は拡大していく見
込みである。
市場調査会社 Forrester Research は、社内コミュニケーションインフラ向けのソーシャ
ル・エンタープライズ・アプリケーション市場は年平均で 61%成長し､2016 年には市場規
模 64 億ドルに達するとの予測を発表している22。また調査会社 IDC はこれに対して、
2011 年に 8 億ドルであったソーシャル・エンタープライズ・アプリケーション市場は、年平
均 42.4%成長を続け、2016 年には 45 億ドルに達するとの予測を発表している23。
また、ソーシャル・エンタープライズ・アプリケーションの担い手であるが、当初はスタート
アップ企業（新興企業）が様々なアプリケーションを開発し、市場参入していたが、現在で
は SAP、Oracle、Salesforce.com、 Microsoft、IBM などエンタープライズ用システムを
擁する IT 大手がこれらのスタートアップを買収し、自社システムに組み込む流れが定着
している。具体的な大手 IT 企業によるソーシャルメディア関係買収事例としては以下の
ものがあげられる24。




2012 年 5 月、Oracle がソーシャルメディアマーケティング大手 Virtrue を 3 億ドル
で買収25
2012 年 6 月 、 Salesfoce.com が ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア マ ー ケ テ ィ ン グ 大 手 の
BuddyMedia を 7.4 億ドルで買収26
2012 年 6 月、ソーシャルメディアダッシュ･ボードサービス、Hootsuite と、インバウ
ンド･マーケティング大手の HubSpot が戦略的提携を締結27

22

http://www.forrester.com/Social+Enterprise+Apps+Redefine+Collaboration/fulltext/-/E-RES59825

23

http://www.zdnet.com/blog/btl/social-enterprise-software-4-5-billion-market-by-2016/81068

24

2011 年以前のソーシャルメディア関係 M&A 動向については、ニューヨークだより 2011 年 7 月号を参
照のこと。

25

http://techcrunch.com/2012/05/23/more/

26

http://www.huffingtonpost.com/ryan-holmes/what-is-a-social-business_b_1574888.html

27

http://socialmediatoday.com/chris-horton/545948/hootsuite-partners-hubspot-create-closed-loop-social
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2012 年 6 月、Microsoft がエンタープライズ SNS 大手の Yammer を 12 億ドルで
買収28

企業のソーシャルメディア活用については、マーケティング用途の出費が拡大していると
の報告がある。2012 年 2 月の調査では、米国大手企業のマーケティング予算に占める
ソーシャルメディアの比率は実に 7.4%にのぼっていることが明らかになっている29。
なお、参考までに米国のソーシャルメディア向け広告市場に関するデータがあるので、紹
介しておく。同市場についても、ソーシャルメディアの利用拡大に伴い順調に拡大するも
のと見られている。SNS 上に広告を出稿する企業が増えたり、1 社あたりの出稿額が増
えたりすることによる結果と言える。
【図表 17：米国ソーシャルメディア経由の広告市場予測30】
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(2) ソーシャルメディア普及に伴う課題
これまでみてきたように、ソーシャルメディア活用に積極的に取り組む企業は増えている
が、SNS を介した消費者との接触が増えるにつれ、ちょっとした舌禍をきっかけに､企業
が評判を大きく落としてしまったり、炎上（backfire）を引き起こすといったケースが頻出し
ている。以下、実際に起きた事例をまとめる。

28

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577467312505454118.html

29

http://www.cmosurvey.org/blog/social-media-spend-continues-to-soar/

30

http://www.bloomberg.com/news/2012-05-15/social-media-ad-spending-to-jump-to-9-8-billion-in-2016.html
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① McDonald 社31
McDonald 社は 2012 年 1 月に Twitter キャンペーンを実施したが、これが大きな問題
となった。同社はハッシュタグとして「#McDStories」を利用し、同社に納入する農家の
努力などに焦点を当てたビデオストーリーを広める計画をたて、実際に次のようなツイ
ートを流した。
「誇りを持って生産すれば、おいしいと言ってもらえます – ジャガイモ業者
より #McDStories」
ところが、上記ツイートをした後、このハッシュタグが一人歩きを始めることになった。
「兄貴が買ったポテトから人の爪が出てきたよ #McDStories」
「バンズの周りをネズミが走り回っていた。何でそんなに人気があるの
#McDStories」
その後も、あるアルバイトがクビになった話、顧客が嘔吐した話、異物が混入していた
ことによりお腹を壊した話など、都市伝説めいた話を含め、このハッシュタグを利用して
ネガティブなストーリーが 10 か月にわたりツイートされ続けたとされている。McDonald
社のソーシャルメディアディレクターである Rick Wion 氏は、「ツイートしてからわずか
1 時間で、計画が失敗に終わったことがわかった。あまりにもネガティブな対応が多か
ったので、計画を軌道修正せざるを得なかった。」と語っている。
② Kenneth Cole 社32
大手アパレルブランド Kenneth Cole 社は 2011 年 2 月、同社の公式 Twitter アカウン
トから、いわゆるエジプト革命に関連づけて次のような広告ツイートを配信したことで、
問題を招いた。

31

http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/9034883/McDonalds-McDStories-Twitter-campaignbackfires.html

32

http://www.aolnews.com/2011/02/03/kenneth-coles-egypt-tweet-offends-just-about-everyone-on-twitte/
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「カイロでは何百万もの人が立ち上がっている。噂によると、彼らは当社の
春の新作がオンラインで発売開始になったことを聞きつけたらしい。」
このツイートに対し Twitter 上では、多数の死者や行方不明者も出ている騒乱に対して、
同社はあまりに不謹慎ではないかとの批判がたちまち広がった。
「ひどく悪趣味。ストリートで人が亡くなっているときに、ファッションの宣伝
とは。#boycottKennethCole」
「笑うしかない。炎上ということを勉強した方がいい。いまごろ広報は悪夢
のような状態だろう。それともわざとやっているのか？」
「問題は KennethCole のツイートが不謹慎であることなのではなく、ジョ
ークが痛すぎることだ。」
あげくの果てには 「@KennethColePR」という同社広報になりすましたパロディアカウ
ントまでもが登場し、次のような不謹慎ツイートで同社をからかう事態にもなった。

「（ハリケーンで大災害にあった）ニューオーリーンズの人たちが Kenneth
Cole の店に洪水のように押し寄せています！」
「Kenneth Cole の新しいバックストラップ付きのパンプスがあれば、アン
ネ・フランクも隠れ家から躍り出てくるでしょう！」33
結果、Kenneth Cole 社はその後、Twitter 上で謝罪に追い込まれるまでとなっている。
Twitter という手軽なマーケティングツールは、一歩利用を誤ると消費者に非常にネガ
ティブな印象を与えてしまう可能性を示した例と言える。

33

http://mashable.com/2011/02/03/kenneth-cole-egypt/

- 16 -

ニューヨークだより 2012 年 12 月

③ Chrysler 社34
自動車大手の Chrysler 社は 2011 年 3 月、公式 Twitter アカウントから次のツイート
を配信したが、これが問題を引き起こした。

「デトロイトはモーターシティ（自動車産業都市）として有名だけど、デトロイ
ト市民はどいつもこいつも運転方法を知らない。皮肉なものだ」
この内容は地元デトロイトを挑発するようなものである上に、放送禁止用語に当たる品
のない F ワードが含まれていたことから、ツイートを受け取ったフォロワーは顔をしか
めることとなった。
結果、Chrysler 社はその日のうちに公式ブログに謝罪文を掲載、その中で、Twitter へ
の投稿を外部のマーケティング事業者 New Media Strategies 社に完全に任せていた
こと、このツイートを投じた同社社員は即刻解雇されたことを伝えると共に、「Chrysler
グループでは不適切な言葉遣いや行動を許しておりません。今回の件で嫌な気分をな
さった方にお詫び申し上げます。」と謝罪した。当時 Chrysler 社では「Imported from
Detroit（デトロイト製）」をキャッチフレーズにしたテレビ CM を流すなど、デトロイトブラ
ンドの車であることをさかんに PR している時期に当たっていたため、同社には無形の
大きなダメージが残ったとする指摘もある。
④ United Airlines 社35
カントリー歌手の Dave Carroll 氏への対応の誤りが、ソーシャルメディアを介して拡散
し、United Airlines 社はソーシャルメディアの影響力を改めて認識することとなった。
34

http://www.adweek.com/adfreak/chrysler-throws-down-f-bomb-twitter-126967

35

http://www.business2community.com/public-relations/united-breaks-guitars-and-other-pr-problems-094139
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2008 年に同氏が United Airlines を利用した際、同社地上職員が預け荷物とした自分
のギターを放り投げて運搬しているところを目撃したため、受け取った荷物を確認した
ところ、案の定ギターが破損していることを確認、空港職員にクレームを申し立てようと
した。しかし、その場では取り合ってもらえず、その後 1 年にわたってカスタマーサービ
スに対して謝罪と弁償を求めるやりとりを続けたが、担当者間でたらい回しにされるば
かりで、問題は一向に解決しなかったという。そのため、Carroll 氏は「United Breaks
Guitars（ギター壊し屋のユナイテッド）」という曲を作り 2009 年 7 月に YouTube で公
開したが、これがこれまでに 12 万回再生されるという大ヒットになり、United Airlines
社のイメージダウンにつながったとされている。
⑤ Aflac 社36
生命保険大手の Aflac 社の CM に登場するアヒルの声を声優として担当しているコメ
ディアンの Gilbert Gottfried 氏が、2011 年 3 月の東日本大震災に関するジョークを
Twitter から大量に流すという事案もあった。それは、「日本の不動産会社に電話して、
この地域に学校はありましたかと尋ねると、いまはありませんが、待っていれば戻るか
もしれませんと言われた」37といった内容のものであり、これをみた Aflac 社により即刻
契約の解除、CM 出演の取りやめという措置を受けている。
特に Aflac 社は保険料収入の 75%を日本市場に依存していることから、事態を非常
に重くみたとされている。同社チーフマーケティングオフィサーの Michael Zuna 氏は、
「日本の災害に関する Gilbert 氏のツイートコメントはユーモアに欠けており、Aflac 社
員の考えや気持ちを代弁するものでは断じてない」との声明を発表し、同社のイメージ
ダウンの回避に向けた対応に追われることとなった。
⑥ 2K Games 社38
広告代理店 Redner Group 社の PR エージェンシーの担当者は 2011 年 7 月、顧客
であるゲーム開発会社 2K Games 社の新作ゲーム「Duke Nukem Forever」がレビュ
ワーの間で芳しくない評価をされている状況をうけ、Twitter 上から次のようなツイート
を配信したことで、同社との契約を失うという事態に陥った。

36

http://www.nytimes.com/2011/03/16/business/media/16adco.html?_r=2&ref=technology&

37

http://www.cbsnews.com/8301-505123_162-42748565/the-10-worst-social-media-screwups-how-to-ruin-

your-brand-in-140-characters/?pageNum=8
38

http://www.wired.com/business/2011/06/duke-nukems-pr-threatens/
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「きみらのレビューは明らかに行きすぎだ。今回のきみらの悪意に応じて、誰が次回
のゲームを手に出来るかを決めることにするよ。」

ゲーマーの間で話題になる以前に、依頼元の 2K Games 社は、このツイートは脅迫的
な内容であり、かつレビュー内容をコントロールしようとするものであると考え、「当社は
@TheRednerGroup によるコメントを支持ならびに擁護いたしません。そして、彼らは
もう私たちの製品の PR を務めることはありません。私たちは報道機関とは相互に敬
意をもった関係を維持してまいりますし、@TheRednerGroup のとった行為を決して容
認しません。」39との声明を発表すると同時に、Redner Group 社とへの PR 業務の委
託契約を解除している。
企業による社内外リソースのソーシャルメディア上での活動の管理の難しさと、早期の
対応により問題の拡散を防止できたことの双方を示す例と言える。
⑦ Francesca’s Holdings 社40
アパレル小売大手 Francesca’s Holdings 社は 2012 年 5 月、最高財務責任者（CFO）
の Gene Morphis 氏を「ソーシャルメディア上で企業情報を不正に流出させた」という
理由で解雇した。Morphis 氏は Facebook、Twitter、そして「Morph’s View」という自
身で運営するブログを通して、仕事上のストレスを発散するためのコメントを発信して
いたが、同社にとっては看過しがたい内容のものが含まれており、同社はリスク回避
の視点から解雇に踏み切ったようである。例えばある日の Morphis 氏のツイートは次
のようなものだった。
「役員との夕食。昔は楽しかったが、いまは気を抜く余裕がなくなった。」
「役員会。数字がよければハッピーだというだけのこと。」
39

http://adage.com/article/digital/redner-group-loses-biggest-client-tweet/228225/

40

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303505504577404542168061590.html
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「コンファレンスコール完了。喜んでいただけましたか、おちびさん。」
「コンファレンスコールのために一夜漬け。期末試験みたい。もうそんなこ
とは卒業したかと思っていたが。」
Francesca 社では Morphis 氏のオンラインでの発言を発見後、内部調査を進め、結
果解雇するに至った。同社会長の Greg Brenneman 氏は、「このような事態になった
ことにとても落胆しているが、役員には内規に従っていただくことになっている」とコメン
トしている。同社の担当弁護士のコメント、「会社側も社員側もソーシャルメディアを使う
ことは当然だとしても、内規に抵触し、会社に悪影響を与えることは避けなくてはならな
い」という点が、全てを物語る形となっている。
⑧ G.D. Rogers Garden 小学校41
2012 年 7 月、Florida 州 Manatee 郡にある小学校の教員同士が Facebook 上で、特
定生徒を中傷するような会話をしていたことが明らかになり、問題となった。具体的に
は、ある教師が「私の生徒に、オランウータンから人類への進化の途上にいる子供が
いる」などと投稿したところ、他の教師から「誰のことなのか教えて！大笑い」と返信、こ
れに「WW といえばわかるかな」との回答があるなど、教え子をネタにした会話が続け
られていた。この状況に気づいた教務課からの連絡をうけた校長が、「これはどういう
会話なのかね」とやり取りにリアルタイムで介入したことで、一連の会話は突然終了、
その後削除されたが、会話した事実はすぐに広まった。
学区担当当局は、「とにかくこれは大変不謹慎なことであり、決して許されるものではあ
りません。」とコメント、来年にも教員を対象としたソーシャルメディア利用規程の策定に
着手することを明らかにしている。全米有色人地位向上協会の Rodney Jones 氏は､
この事案には人種差別の色合いもあるとしており、「最低でも懲戒、少なくとも教員の
再教育は必須である。これら教員を研修に送り込むことと、この学区が実効力あるソー
シャルメディア利用規程を設けることが必要だ。」と語っている。
⑨ 米国赤十字社42
米国赤十字社の従業員は 2011 年 2 月、公式 Twitter アカウントを個人アカウントと勘
違いし、次のようなツイートを発信、業務中に飲酒しているかのような印象を与えたこと
が問題となった。
41

http://www.baynews9.com/content/news/baynews9/news/article.html/content/news/articles/bn9/2012/7/2/excl
suive_teacher_s_.html
42

http://money.cnn.com/2011/02/17/smallbusiness/dogfish_redcross/index.htm
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「（同僚の）ライアンが Dogfish ビール 4 缶を 2 パック見つけたよ。これを飲めば仕事
はばっちり。」

このツイートに気づいた米国赤十字社では、ただちに「ならず者による先ほどのツイー
トは削除しました。赤十字社は常に素面で業務にあたっていますのでご安心下さい。
自動車の鍵は没収しました。」とユーモアを交えて冷静に対応、これにより Twitter 上
は赤十字への好感で満ち溢れることになった。また、このやり取りを聞きつけた
Dogfish 社のビールを提供しているレストランやパブが、赤十字社で献血をした消費者
にビールを一杯無料で提供するという「Blood for beers」キャンペーンを展開するとい
った盛り上がりを見せたという。従業員によるソーシャルメディア利用ミスに素早く適切
に対応すれば、逆に評価を得られることを示す好例と言える。
なお、赤十字社はこの事件後に公式ブログで、「130 年の歴史のある人道支援団体で
すが、やはり人間の集まりです。今回の間違いを許していただけただけでなく、引き続
き何かのお役に立てられたことに感謝します。」と声明を出しており、この対応も評価を
得ている。
(3) SNS 利用面での課題に対する企業の対策
上記で紹介した事例のように、企業によるソーシャルメディア利用には負の面が少なから
ずあり、企業は平時から従業員によるソーシャルメディアの利用規定を策定したり、普及
啓発に努めるほか、ソーシャルメディア上での問題発生に対する、早期発見や影響拡大
の防止のため、リアルタイムでのネットワーク監視を行ったり、問題が発生した際に即時
に対応できる体制を整えたりと、企業組織、製品・サービスに対する評価を維持するため
の対策を講じる必要に迫られている。
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まず、ソーシャルメディアでの自社ブランドの言及のされ方や自社社員の活動を監視す
ることが考えられる43。具体的には、従業員によるソーシャルメディア利用（公式アカウン
ト、私的利用）を管理するため、ウェブ利用履歴を監視したり、特定のコンテンツへのアク
セスを禁じる制御技術を使ったりといった対策が考えられる。これについては、SONAR
や Spector CNE Investigator といったソフトウェアが市場で提供されている44。
さらに進んで、ソーシャルメディア空間での一般消費者のコメントをモニタリングするため
のソフトウエアやサービスなども登場している。多くの広報代理店ではそのようなモニタリ
ン グ サ ー ビ ス を 提 供 し て い る ほ か 、 TACTrend (HMS Technologies) 45 、
CloudControlHQ (CloudControlHQ)46、Protegent (Sunguard Financial Systems)47、
Visible (Visible Technologies)48 、SAS Social Network Analysis (SAS) 49といったモニ
タリングソフトウエアも販売されている。通常は顧客の声のモニタリングを確認するため
のこうしたツールも、従業員のソーシャルメディア上での行動をモニタリングする目的で利
用されるケースも出てきている。
こうしたツールが多数登場していることからもわかるように、企業による従業員のソーシ
ャルメディア利用モニタリングへのニーズは大きく、市場調査会社 Gartner Research 社
は、2015 年までには企業の 60%が、公式に自社社員のソーシャルメディア上での活動
をモニタリングするようになると予想している50。現在のところ、社内における SNS 利用
のモニタリング活動が中心であり、ソーシャルメディアやクラウドサービスを横断して、社
内外のユーザーのアクションをモニタリング・分析するようなソリューションの利用率は
10%程度にとどまっているがというが、将来的にはこうしたソリューションの利用は拡大し
ていく可能性は高いと言える。
このほか、企業の中には、SNS を活用して、国際的なダメージコントロール、それによる
事業機会損失の防止、カスタマーサービスの向上などに乗り出す事例も見られるように
なってきている。いずれも、SNS の活用戦略を明確にもち、実行のためのガイドラインを
定めて取り組んでいると言える。

43

http://redmondmag.com/Articles/2012/05/01/Promoting-Proper-Employer-Monitoring.aspx?Page=1

44

http://employee-monitoring-software-review.toptenreviews.com/

45

http://www.hmstech.com/tactrend/index.asp

46

http://www.crowdcontrolhq.com/index.php

47

http://www.sungard.com/financialsystems/products/protegentsocialmediasurveillance.aspx

48

http://www.visibletechnologies.com/

49

http://support.sas.com/software/products/sna/index.html

50

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2028215
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こうした事例について、以下でいくつか紹介する。いずれも過去の SNS 上での対応の失
敗から学び、その SNS 活用方法を明確に定めた上で、有効な対応をとった例となってい
る。
【ケーススタディ 1 Nestle 社51】
（背景）
環境保護団体の Greenpeace は約 2 年前、食品大手 Nestle 社のスナック菓子「KitKat」を使った抗
議広告映像を YouTube に掲載した。この映像では、サラリーマンが「KitKat」を食べようと口に入れた
ところ、突然菓子が猿のような動物の手の形に変形し、サラリーマンが口から血を流すというもので、
最後に「オランウータンを救え、Nestle 社は熱帯雨林を破壊するパームオイルの買い付けを止めよ」
というスローガンが表示されるというものであった。加えて、Greenpeace は Nestle 社の Facebook
サイトにも批判的なコメントを大量に掲載した。
こうした状況に対して、Nestle 社はビデオ映像を取り下げさせるべく動く一方で、敵意の強い
Facebook メッセージを削除し、Greenpeace に対して「マナーを教えてくれてありがとう。全員があな
たの味方だと勝手に思っていればよろしい。」 52などといったコメントを返すという対応をとってしまっ
た。この対応が消費者の怒りを買い、同社には抗議メールが 20 万通送りつけられ、結局同社は
Greenpeace と、熱帯雨林の保護計画を約束しなければならなくなったという顛末があった53。
これに加えて、最近では同社のような多国籍企業による「ウォータービジネス」の独占を批判する勢力
が増えており、水源からの過剰取水がひきおこす環境破壊に加え、本来は共有財産であるはずの水
を独占し利益を得ていることを厳しく批判する NPO なども登場、同社へは様々な形の批判が出てき
ている。2012 年には、ヨーロッパ各国のケーブルテレビが「Bottled Life」というドキュメンタリー作品を
放映し、Nestle 社が世界中の取水権を買い集め、未来の水市場を独占しようとしていると批判した
り、取水地であるパキスタンのパンジャブ地域では地盤沈下が起きていると指摘したりしている。
こうした批判については、地域当局は地盤測定を行っていないため、事実かどうかはわからないが、
約 10 年前には、カリフォルニア州の NGO が、Coca-Cola 社の過剰取水がインド Kerara 地域の水
供給システムに損害を与えていると指摘したことで、同社は事実を否定したにもかかわらず、工場閉
鎖や賠償金支払いを余儀なくされたという前例もあり、Nestle 社としては対策を打つ必要性に迫られ
ていた。
（対策・結果）
同社の対応であるが、特に上記で紹介した過去の失敗もあり、早く広く拡散するソーシャルメディア上
でのいわれのない中傷については、早期に発見し、適切に対応する必要があるという認識のもと、
2012 年 10 月にスイス本社に「Digital Acceleration Team」を設立、ソーシャルメディア上で同社製品
について交わされる言葉を常時モニタリングし、トラブルを防止したり、炎上の阻止につとめたりと、ダ
メージコントロールや対策に本格的に乗り出すこととした。SNS モニタリングのためのソフトウエアは

51

http://uk.reuters.com/article/2012/10/26/uk-nestle-online-water-idUKBRE89P07Q20121026

52

http://mashable.com/2012/09/25/social-media-screw-ups/

53

http://money.cnn.com/galleries/2011/technology/1104/gallery.social_media_controversies/2.html
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Salesforce.com 社から導入しているという（Dell 社や UPS 社も同じソフトウエアを導入済みとのこ
と）。
また Nestle 社ではこれに加えて、SNS 上の議論に自らが介入していく場合を想定し、そうしたケース
用の厳しいルールも定めている。例えば、自社商品についての議論に介入する際には、介入者は
Nestle 社の社員であることを必ず名乗ること、好意的なブロガーに対して金品を譲渡することを禁じ
ること、フォロワーを買収すること禁じること（参考： 1,000 名のロボット Twitter フォロワーは平均 18
ドル 32 セントで売買されているという実態あり）、といった点が定められた。
この結果、同社のソーシャルメディア対応は、上記の失敗例から 180 度変わったとされている。最近、
同社の公式 Facebook ページがファン数 60 万を達成した際、あるフォロワーから次のようなメッセー
ジの投稿があったが、これに対して、同社の社員は模範的な対応をしたのである。
「フォロワーの全員が Nestle 社のファンと思ってもらうと困る。中には、フォロワーとなることで、
Nestle 社の企業倫理に抗議したり、ボイコットを呼びかけたりできると思っている人もいることをわか
っておいてくれ。」
「おっしゃるとおり、そう考えるのが公平です。『いいね！』や『ファン』という表現は全員には当てはまら
ないのかもしれません。それでも、私たちは 60 万人からのインプットとフィードバックを大切に思って
いるということは申し上げさせて下さい。ご意見ありがとうございました。」
【ケーススタディ 2 American Airlines 社】
（背景）
米航空大手 American Airlines 社は以前、ソーシャルメディアで最も嫌われている会社の 1 社とされ
ていた。例えば、2011 年 10 月の調査によると、同社に関するツイートや Facebook 上での投稿のう
ち、ポジティブな内容のものはわずか 12%しかなかったとされている。逆に、同業の Virgin America
社の場合、97%がポジティブな内容であることが判明しており、競合の United Airlines 社、US
Airways 社、Delta 社の評判も決してよくなかったものの、American Airlines 社は一時期不動の一位
の座を保っており54、その改善策が必要とされていた。
（対策・結果）
こうした状況から、American Airlines 社では SNS 上でのフォロワーとの間で非常に親密なやり取り
をするようになった。同社の公式アカウントを介したフォロワーとのやり取りは、現在では大企業のも
のとは思えないほど、非常にパーソナルなものとなっており、これが好評を呼ぶようになっている。こ
の点について、ニュース専門の大手放送ネットワーク CNBC が American Airlines 社 のソーシャルメ
ディアコミュニケーションズ部門のディレクターである Jonathan Pierce 氏にインタビューしている55。
Q ソーシャルメディアについて、どんな戦略を持っているのか。

54

http://www.nydailynews.com/life-style/american-airlines-voted-hated-airline-social-media-due-twitter-

facebook-jeers-article-1.964975
55

http://www.cnbc.com/id/48210980/How_American_Airlines_Gets_Social_Media_Right
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A ソーシャル戦略は、カスタマーサービスを基盤としている。つまりは、顧客と長期的な関係を構築す
ることを意図している。適切なヘルプを提供すること、我社を使って空の旅をしてもらうようにすること、
この 2 つのよいバランスを探っているところである。今ではさまざまなデバイス、さまざまなプラットフォ
ームから SNS が利用されているので、当社も消費者の声に迅速に対応し、いっそうの透明性を高め
ると共に、カスタマーエクスペリエンスの向上も図りたい。
Q ソーシャルメディアチームの勤務時間は？
A できるだけ迅速なカスタマーサービスを実現すべく、運用時間帯の午前 6 時から深夜まで隙間なく
稼働している。
Q ソーシャルメディアのチームにはどのような権限を与えているのか。
A チームメンバーは自分の判断で、消費者とのやり取り、働きかけができる。基本的には、真摯な対
応を行わせている。また、こちらの顔が見えるような投稿をするようにと徹底したりもしている。
Q とくに公式 Twitter アカウントでは、ユーモアのあるおもしろい回答も多いと評判だ。
A 最高のカスタマーサービスを目指して、ヒューマンタッチな回答に心がけているためかもしれない。
消費者の間での期待感の高まりを受け、単なるコミュニケーションから、対話重視の方向に移行して
いるためだろう。スタッフにも、前例にとらわれないフレッシュな考え方を持った人材を配している。ソー
シャルコミュニケーションであっても、個性が全面に出るためだ。とはいえ、どの段階で対話に個性を
持ち込むかという点などについては、ルールが決まっている。このあたりは企業としてのコントロール
が成功している点と言えるだろう。

(4) 新たな課題 — 倫理的問題、プライバシー保護､労働者保護の問題
企業による個人の SNS 上の行動モニタリング「ソーシャルモニタリング」は、特に従業員
が対象となった場合、倫理的観点、プライバシー保護や労働者保護の観点から問題とな
り得る可能性がある。
例えば、マネージャが部下の Facebook ページを精査し、（薬物や性的）志向性や宗教
に関する情報を収集して、採用や昇進を決定することは容易にできる。これは雇用機会
均等法違反にあたる56が、法令に違反しないような形でソーシャルメディア上の情報を収
集し、これを労務管理において利用することが可能であることから、ソーシャルメディアの
悪用の危険性が指摘されている。人材マネジメントの研究団体 SHRM が 2011 年に行
った調査によると、人材募集において候補者を検討するに際し、候補者のことをソーシャ
ルメディアで検索していると回答した企業は 56%にのぼっている57。その前の 2008 年の
調査時点では 34%であったことから、いかに SNS 上での行動を情報として重視してい
る企業が増えているかが伺える結果となっている。なお、検索をすると答えた企業が検
56

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2028215

57

http://www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Documents/Social Networking Flyer_Staffing

Conference_FINAL1.pdf
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索対象としている主要な SNS は、LinkedIn(95%)、Facebook(58%)、Twitter(42%)であ
った。
さらに、米大手オンライン求職サイトの CareerBuilder が 2012 年 4 月に企業の採用担
当マネージャ 2,300 名を対象に行った調査によると、採用担当者の 34%が、SNS 上で
候補者を検索した結果により、採用を見合わせたことがあると回答している58。採用担当
者があげた採用を見合わせた理由は、次のようになっている。


不謹慎・不適切な写真やコメントがあった 49%







飲酒をしていたり、薬物を利用したりしていた 45%
コミュニケーションスキルが低かった 35%
前の勤務先のことを悪く書いていた 33%
人種・性別・宗教に関する差別的なコメントがみられた 28%
経歴に不一致が見られた 22%

その一方で、候補者を SNS 上で検索した結果、採用することに決めたことがあると回答
した採用担当者も 29%存在したことが判明している。採用担当者があげた採用決定に
いたった具体的な理由は下記の通りであった。








パーソナリティに好感を持った 58%
プロフェッショナルなイメージを受けた 55%
経歴がよりはっきりとわかった 54%
興味の幅が広く、多彩であることがわかった 51%
コミュニケーションスキルが優れていた 49%
クリエイティブであった 44%
他の人から素晴らしいリファレンスをもらっていた 34%

このような状況を踏まえてか、一部の企業の間で人材募集の際の書類審査にあたり、応
募者から Facebook のアカウント情報（ID とパスワードなど）の提供を求める事例など、
プライバシー保護に照らして「行きすぎ」と考えられる例も登場している。このような行為
は、既にカリフォルニア州はじめ 2 州で違法行為であると定められ、禁止されているが、
同州で法案を提出した民主党下院議員 Nora Campos 氏によると、全米労働関係委員
会（NLRB：National Labor Relations Board）が雇用主による SNS アカウントの不適切
58

http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?id=pr691&sd=4%2F18%2F2012&ed=
4%2F18%2F2099
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な使用を調査した結果、全米で 129 件が確認されたといい59、企業によるソーシャルモ
ニタリングについては改善の余地が残されているようである。
これに加えて、企業の間ではレピュテーションマネジメントの観点から、従業員のソーシャ
ルメディア利用に関する社内規定を策定しようとする動きも増加している。人材管理協会
SHRM（Society for Human Resource Management）の調査でも、企業の 40%が社内
で公式のソーシャルメディア利用ポリシーを策定・導入しており（図表 18）、その中で行動
規範やガイドラインを定めていることが判っている（図表 19）。
【図表 18：ソーシャルメディアポリシーの普及度60】
質問項目
貴社には公式のソーシャルメディアポリシーが
ありますか

YES

NO

40%

60%

過去 12 ヶ月間で、ソーシャルメディアポリシー
違反による処分例がありますか

33%

67%

ソーシャルメディアでの自社への言及をモニタ
ーしていますか

50%

50%

業務でソーシャルメディアを利用する社員に研
修を受けさせていますか

27%

73%

31%

69%

会社貸与の PC や携帯デバイスでの、社員の
SNS 利用を記録していますか

(2012 年 1 月、N=470)

【図表 19：ソーシャルメディアポリシーに織り込まれている内容61】
項目

割合

従業員がソーシャルメディアを業務目的
で使う際の行動規範
従業員がソーシャルメディアを個人目的
で使う際の行動規範
会社に社員のソーシャルメディア利用を
モニターする権利がある旨の注意書き

68%
66%
56%

59

http://www.pcworld.com/article/255421/california_moves_to_stop_employers_demanding_facebook_passwor
ds.html
60

http://www.shrm.org/research/surveyfindings/articles/pages/2anexaminationofhowsocialmediaisembeddedin
businessstrategyandoperationssurveyfindings.aspx
61

http://www.shrm.org/research/surveyfindings/articles/pages/2anexaminationofhowsocialmediaisembeddedin
businessstrategyandoperationssurveyfindings.aspx
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ソーシャルメディア上でのコミュニケーシ
ョンについての明確なガイドライン
ソーシャルメディア上で反応する場合の
ガイドライン
投稿前に内容を確認・承認するプロセ
ス
従業員がソーシャルメディア利用につい
て隠し立てしないことの義務付け
ソーシャルメディアのアカウント設定に
関するガイドライン

55%
35%
19%
18%
17%

(2012 年 1 月、N=470)

一方で、こうしたソーシャルメディアポリシーの設定・履行と、労働者保護とはバランスが
非常に難しい。
例えば、家庭内暴力問題に取り組む NPO のある職員が Facebook 上に「○○さんは、
われわれがクライアントに十分に尽くしていないと感じている。こんなことはもううんざりだ。
みんなはどう思っている？」と書き込んだことで、問題が発生している。これに対して同僚
は「ほんとうに、どうすればいいというのだろう」「お金を持っている人にまで資金援助をす
る必要はないのでは」などと反応したが、NPO はこの書き込みを受けて、関連した 5 人
の職員を解雇した。同僚を軽んじるのは、団体の内規違反にあたるという理由にもとづく
解雇であったという。
こ れ に 対 し て 、 解 雇 さ れ た 職 員 は 全 米 労 働 関 係 委 員 会 （ NLRB ： National Labor
Relations Board）に訴え、その結果、解雇は不当なものであるとの裁決が下った。
Facebook でのやりとりを再検討した結果、各人のコメントは「会社に抗議するための組
織行動」であり、労働法上保護されるべきであるとの理由が採用されたのである62。
このほか、NLRB は 2012 年 9 月、小売大手 Costco 社のソーシャルメディアポリシーは
無効であるとの裁定なども下している63。同社のインターネットやソーシャルメディアの使
用に関する規定には、次の条文があり、これが会社に抗議したり、ストライキや座り込み
を行うなどの組織行動、その他集団交渉活動に参加する従業員同士が取るコミュニケー
ションを保護していないと裁定されたのである。

62

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2012/07/getting_fired_for_what_you_post_on_f
acebook.html
63

http://www.forbes.com/sites/mikalbelicove/2012/09/28/nlrb-slams-costco-on-social-media-use-policy-what-itmeans-for-your-business/
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「会社に損害を与えたり、個人を中傷したり、当社従業員規定に違反した
りするような文章を電子的に掲示した場合、最大で解雇を含む、懲戒の対
象となる。」
これらの事例はいずれも、ソーシャルメディアでの表現活動と、従業員の労働法上の権
利とのバランスを取る必要性を示唆しており、それが企業がソーシャルメディアポリシー
を策定する際に考慮しなければならない重要なポイントとなりつつある。
(5) 情報セキュリティとの関係
ソーシャルエンジニアリングとは、情報セキュリティの観点から注目されるようになってい
る用語であり、コンピューターなどのシステムに対して攻撃を行う代わりに、情報システム
の中でもっとも脆弱な「人間」に対する攻撃を行う手法で、具体的には心理的な隙や誤認
を誘導させる手段により、社内ユーザーの行動を操作し、コンピューター内の情報を盗み
出したり、コンピュータシステムにアクセスしたりする詐欺行為のことである。近年多発し
ているサイバー犯罪手口である標的型攻撃「スピアフィッシング（spearfishing）」も、この
ソーシャルエンジニアリングを用いた攻撃手法である。有名な事例として、コンピューター
セキュリティ大手 RSA 社の例がある。これは、RSA 社の社員が「2011 年度採用計画」
と書かれた電子メールへの添付ファイルを開いてしまったところ、情報が漏洩してしまっ
たというものである。
ソーシャルメディアを含めたインターネット情報で、攻撃対象の様々なプロフィール情報を
収集できるようになり、ソーシャルエンジニアリングの成功率（ついメールを開く、情報を
漏らすなど）は増加していると言われている。特に、最近では Facebook で著名タレント
とのつながりを示したりすることで、相手に安心感を与えるといったケースも多発している
とされている。具体的には、ソーシャルエンジニアリングを仕掛けようとする悪意の者が、
標的になる人物の趣味嗜好などを探っていくために、まず Facebook や LinkedIn で友
達としてつながることから始めるという形で、ソーシャルメディアが悪用されるケースが増
加している64。
2012 年の調査によると、IT 技術者 853 名のうち 43%が、なんらかのソーシャルエンジ
ニアリングの標的になったことがあると回答しており、特に企業に新しく雇い入れられた
人が標的になりやすいとされている。こうした状況にも関わらず、ソーシャルエンジニアリ
ングについて研修を受けたことのある人はわずか 26%であることも判っており65、対策の
必要性が指摘されるようになっている。

64

http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2012/03/29/social-engineering-hacking-the-human-mind/

65

http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2012/03/29/social-engineering-hacking-the-human-mind/
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2012 年 7 月にラスベガスで開催された情報セキュリティの専門家（ハッカー）会議
Defcon20 でも、企業の担当者がソーシャルエンジニアリングに対していかに脆弱かとい
うことが実演で示された。今年のソーシャルエンジニアリングコンテストでは、ハッカーの
Shane MacDougall 氏が架空の政府調達担当者 Gary Darnell 氏に扮して、Wal-Mart
から秘密情報を引き出して見せたのである。以下、MacDougall 氏が実演した手口を紹
介する66。










MacDougall 氏は Darnell 氏に扮した上で、Wal-Mart のある店舗の店長に電話を
かけ、「Wal-Mart が政府系の大きな仕事を受託した、ついては実際に複数の店舗
に訪問して調査を行わなければならない、訪問に先立ちいろいろ教えていただきた
い」などと語り、自らの身元や職責などをしっかり説明する。
その上で、納品の流れ・出入業者・スタッフのシフト・管理職の休憩時間などのオペ
レーション面について聞きだした後、店長が使っている PC の型番、OS のバージョ
ン、ウェブブラウザとアンチウイルスソフトの種類などシステムに関する重要な情報
までも次々と聞き出す。
その後、店長に対して、あるサイトにアクセスして、訪問に備えさらにくわしい情報を
入力しておくようにと依頼する。
店長がこのサイトにアクセスしようとすると、社内システムでブロックされて閲覧でき
ないページであったため、Darnell 氏（扮する MacDougall 氏）に「アクセスできない」
と報告する。
Darnell 氏は何食わぬ様子で、「IT 部門に依頼してブロックを外してもらっておきま
す」と述べる。
店長は「では数時間後にやっておきます」と答え、「近隣のホテルのリストを送ります
ね」と言って電話を切る。

このやり取りはわずか 20 分間の出来事だったといい、観客は 20 分足らずで重要な情
報を聞き出した場面に立会い、あっけにとられていたという。コンテスト参加者は 2 週間
前から、それぞれ標的とする企業について調べ、LinkedIn などから個人情報を収集して
当日に臨んだとのことであり、ソーシャルエンジニアリングにおいてソーシャルメディアが
悪用される危険性を示すものと言える。

66

なお、このコンテストでは、パスワードや社会保険番号（SSN）を聞き出さない、会話をレコーディングしないなど最低
限の守秘には配慮されているとのことである。
http://money.cnn.com/2012/08/07/technology/walmart-hack-defcon/index.htm
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４．ソーシャルメディアの消費者への影響
(1) ソーシャルメディア疲れと情報のオーバーロード
SNS 上に限らずインターネット上ではデジタル情報が溢れており、その量は増大の一途
をたどっている。今や個人が一日で消化できる範囲を超えるようになっているとも言われ
ており、SNS だけをとっても、すべてをフォローしたり、全てにレスポンスすることは現実
的に困難な状況になっている。つまり、インターネット上の情報が氾濫する中、ユーザー
にとって情報の取捨選択が必要な時代に突入しつつある。
また、こうしたインターネット上の情報過多に加えて、ソーシャルメディアがこれまでにな
かったほど強く人々を結びつける中で、他人との行き違いやプライバシーの過度な露出
に疲労感を感じる人も出現しはじめている67。大手メディア New York Times は 2012 年
2 月、そんなソーシャルメディア疲れの実態に関する記事を掲載し、ユーザーのコメントを
まとめている68。


作家の Judie Klam 氏： もし FBI がやってきて私の PC を調べたら、きっと疑いを持
つだろう。この人は小学校 6 年生の頃の知り合いにどうしてこんなに執着している
んだ？なぜ彼女の写真を何百万回も見ているんだ？と。



投資銀行家の Euan Rellie 氏： 私は自分でも驚くほどズケズケと、昔の恋人の子ど
もの写真を見に行く。あるいは他人の写真を見て、「なんて楽しそうなスキー旅行の
写真なんだろう！自分もこんなハンサムな人たちと一緒にアスペンに旅行したい」と
考えてばかりいる。



作家の Laura Zigman 氏： 私は「旅行写真断ち」をしないといけない。私には、他人
の旅行写真を延々と見てしまうという奇妙な癖がある。そして、なぜ自分は万里の長
城を歩いたことがないのだろうか、とか、息子をスペインに連れて行ってやれなくて
申し訳ない、などといつも考えている。実のところ、旅行なんてたいして好きでもない
のに。

67

http://www.nytimes.com/2012/02/12/business/facebook-and-its-users-so-mutually-

dependent.html?_r=2&ref=global-home&
68

http://www.nytimes.com/2012/02/12/fashion/tmi-i-dont-want-to-

know.html?pagewanted=1&_r=1&ref=technology
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心理学者の Sherry Turkle 氏： 本来は知らなくてもいいような、昔の友達、配偶者
の過去、同僚などの情報を見るとき、人は見るべきでないものを見ている、それを止
められない、という心理的な代償を支払っています。しかも、これらの情報から逃げ
る道はありません。高校時代にあなたをからかっていた少年は今や 40 万人のフォ
ロワーをもつ投資家だったり、大学時代あなたに乱暴したボーイフレンドが「ひょっと
して知り合い？」として画面上に現れたりするかもしれません。一方で、最近の研究
によれば、Facebook に長く浸っていればいるほど他人を幸せだと思い、自分を不
幸だと思うようになるのです。

なお、情報過多に対する解決策のひとつとして、ソーシャルメディアなどを用いて様々な
情報をわかり易く整理し提供する「キュレーション」をあげる関係者が増えている69。現在
人気急上昇中のソーシャルメディア Pinterest は、（テキストベースのコミュニケーション
が主流とされる）Facebook や Twitter と比べても、インターネット上のコンテンツ（写真）
の再掲載度が高く、それをどのように選び分けたかという、個人のキュレーションぶりが
見所となっている。機械的なアルゴリズムで振り分けられただけの Google などの機械
検索結果よりも、自身と嗜好が似通った人が選別したピンナップボードで構成された
Pinterest ページは、感性に基づくコンテンツのフィルタリングを経ているとも言え、情報
過多の問題はずいぶんと緩和される可能性はあると言える。
Pinterest については、人気上昇のもう一つの背景に、Facebook に代表される他のソー
シャルメディアのように「私を見て！」「私はすごいでしょう」的なアピールが少ない点もあ
げられる。写真の共有にフォーカスすることで、「この画像を見て！」としか主張しないとこ
ろが、ソーシャルメディアに疲れた人に新鮮に映っているのではないかというのである70。
今回（2012 年）の大統領選挙の際に、ミッシェル・オバマ大統領夫人が Pinterest を利用
してオバマ大統領のイメージアップを図っていたと言われるが、ソーシャルメディア疲れ
が指摘される中で、Pinterest を通して上手に柔らかな印象を与えることに成功していた
のかもしれない。
(2) ソーシャルメディア依存症
上記であげたソーシャルメディア疲れ、SNS 疲れといった現象であるが、実際にソーシャ
ルメディア依存症という形で表面化している事例がある。以下、New York Times 紙に掲
載されたソーシャルメディア依存症の消費者の告白記を紹介する。

69

http://www.wired.com/business/2010/05/feeling-overwhelmed-welcome-the-age-of-curation/

70

http://www.huffingtonpost.com/2012/02/14/pinterest-success_n_1274797.html
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【ケーススタディ： ソーシャルメディア依存症71】
私が初めて Twitter を利用して投稿したのは 2008 年 6 月 25 日のことだった・・・程なく私は、週に 7
日、毎日 20〜30 回、ツイートするようになった。義理の父が亡くなった日を除いて、それを私は 3 年
続けた。フォロワーは 25,000 人まで膨らんだ。一般人にしては悪くない数だろう。
やがて私の生活は Twitter を中心に回り始めた。めっきり読書をしなくなり、音楽も聴かず、テレビも見
なくなった。友達と出かけている最中に、iPhone 片手にトイレに駆け込んだこともある。ドライブ中も、
テニスのインターバル中にも、映画館からも、とにかくツイートし続けた。Twitter をしていない時でも、
後で投稿するためのフレーズを考えていたぐらいである。喋り方までツイートの文言風になっていっ
た。自動投稿サービスを使って、夜中寝ている間にもツイートし続けた。
もはや私はすっかり Twitter にとりつかれていた。Twitter を始めてから 8 か月で、私はついに音楽関
係の仕事を解雇された。男性雑誌の編集部という次の仕事を得るまで、1 年がかかった。新しい仕事
を始めるに際して、私は Twitter から自分の名前を消し、LC というイニシャルに置き換えた。
しかし数ヶ月後のある朝、ボスがやってきて再び問題が起こった。ボスは「キミの Twitter について話
があるのだが」という。人事部が私の Twitter を見つけたのだ。私の Tweet は、会社のソーシャルメデ
ィアポリシーに違反していた。私は、Twitter を止めるか、会社を辞めるかの選択に迫られた。職場で
はいずれにしてもしっくりいっていなかった。私は首を切られることを選んだ。
この不景気下に 2 度目の失業は厳しかった。失業後 1 か月で女房は出て行った。私は一軒家を引き
払い、アパートに部屋を借りた。ある朝私は、「妻に撃たれても仕方なかった。今となっては自分で自
分に引き金を引くのがよさそうだ。」とつぶやいた。ほんの冗談のつもりだった。しかし両親から愛され
ている私の息子にとっては、絶望感を与えるものであり、Twitter で私をフォローするのをやめると警
告してきた。
ちょうどそのころ、私の Tweet 習慣は、駆り立てられるものではなく重荷になり始めていた。私は真剣
に、Twitter を絶つことを考え始めた。もはや私は燃え尽き始めていたのだ。そして 1 か月前、ついに
私は「Twitter 自殺」を敢行した。今、私は Tweet する内容を考えたりすることもあるし、Twitter 友達に
会えないことを寂しく思ったりはしているが、もとの生活に戻ろうとは思っていない。

こうしたソーシャルメディア依存症を含め、オンラインゲームに代表される「インターネット
依存症」を患う人間は少なからず存在すると考えられ、これはアメリカ精神医学会にも認
知された疾患であるが、いまのところ総体としては、「インターネット依存症」は正式な病
気とはされておらず、精神疾患に関するガイドライン DSM にも掲載されていない。
依存対象としては､インターネット全般のこともあれば、オンラインギャンブル、ソーシャル
ネットワーク、ゲーム、ポルノなどに特定される場合もある。他の依存症と同様に、症状
は少しずつ進行する。まずは、夫婦や家族の問題、日常のストレスなどが、オンラインに
救いを求めたくなるケースなどの相談をきっかけとして、長時間オンラインにアクセスして

71

http://www.nytimes.com/2011/11/13/magazine/confessions-of-a-tweeter.html?_r=0
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いないと満足できなくなるといった症状が現れる。次に、オンラインに接続していない際に、
早くオンライン環境に戻ることを心待ちにしてしまうようになる。やがて、オンラインにいな
いときに､不安が増したり、憂鬱になったりするようになる。これらの結果、人間関係に断
絶を生じ、仕事（もしくは社会生活）から退却していくなど、現実社会でのネガティブな影
響が出始めるのである72。ただし、うつ病を患っていた人が、インターネット上で他人との
交流にのめり込んでいくことで救われるといったケースもあり、インターネット依存症が他
の症状を和らげるという効果もある73ことなどから、「インターネット依存」そのものを、全
否定すべきものではないとも考えられる。
なお、ソーシャルメディアへのアクセスなどの特定のプロセスを繰り返すことに対する依
存症である「プロセス依存」は、たばこやアルコールなどの「嗜好品依存」より依存性が強
いことが明らかにされている。Chicago 大学ビジネススクールの研究では、電子メールや
SNS をチェックしたいとおもう衝動はたばこやアルコールに対する依存症状よりも強く、
また、人の欲望の強さそのものは、食事や睡眠、セックスが最も強かったものの、「欲望
に抵抗する力」の面から見ると、「ソーシャルメディアのチェック」がもっとも自制心が効き
にくいことが判明した。この点について、同大学の Hoffman 教授は「ソーシャルメディア
への欲求に抗しがたいのは、それらがどこでも利用でき、ソーシャルメディアを利用する
ためのコストがたばこやアルコールと比較してそれほど高くないことが原因と考えられる。
ただし、ソーシャルメディアアクセスへの傾注度がそれほど大きくないとしても、それでも
頻繁な利用により相当な時間を浪費していることには注意すべきだ。」と述べている74。
また、Iowa 大学からは、ソーシャルメディアが若い人の不眠症を引き起こしているとの調
査報告なども発表されている。高校生のソーシャルメディア利用に伴う睡眠不足は明ら
かであり、学力や健康面への影響が案じられている75。
California 州立大学の調査からは、メディアとテクノロジーを毎日使うことは、すべての子
どもの不安感を増し、うつ病その他の神経症の可能性を高め、健康に悪影響を及ぼすと
いう結果が出ているほか、Facebook 利用と学習成績の間には負の相関関係があること
も判明している。勉強中に 15 分に一度の割合で Facebook をチェックする中高大学生
の成績は、そうではない層の学生に比べて低いという事実があるとのことである76。
このほか、英国の Leeds 大学のオンライン調査によると、インターネット依存症の人は
1.2%存在するほか、インターネット依存症でかつうつ病も患っている人の割合は、その 5
72

http://www.ehow.com/about_5417287_reasons-internet-addiction.html
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http://www.ehow.com/about_5417287_reasons-internet-addiction.html
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http://digitaljournal.com/article/319011
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http://www.dailyiowan.com/2011/08/19/Metro/24431.html
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http://news.nationalpost.com/2012/03/25/is-social-media-harming-our-mental-health-researchers-wonder/
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倍にもなるという結果が出ている。調査を担当した Morrison 教授は、「インターネット依
存症とうつ病のどちらを先に患ったのかはわからない。今後、因果関係を調べる必要が
ある。」と語っている77。
参考までに、上記の California 州立大学から、SNS ユーザーの性格面に関する調査結
果も出ている。Facebook を使っている十代の青年層（ティーンエイジャー）にはナルシス
トの傾向が見られ、Facebook を多用している青年層には、反社会的行動を含む心理的
障害の兆候が見られたという78。
(3) ソーシャルメディア・デトックス
このように、SNS 利用の負の側面が取り沙汰されるようになったことを受け、実際にソー
シャルメディア疲れやソーシャルメディア依存症に陥った消費者が、先述の「Twitter 自殺」
を行った人物のように SNS への依存から脱却すべく、あえてインターネット利用を制限し
たり、コンピューターと生活の関わりを見直したりというケースも出てきている。こうした取
り組みは現在、ソーシャルメディア・デトックス、デジタルダイエット、ソーシャルダイエット
などと呼ばれ注目を集めており、リハビリテーションプログラムとして提供する専門機関も
現れている79。
【図表 20：あなたにはソーシャルメディア・デトックスが必要ですか80】
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

はい

55.0%

私は違いますが、必要な人を知って
います

16.8%

いいえ

28.0%

（N=788）

以下では、実際にソーシャルメディア・デトックスを実施した消費者の体験談を、ケースス
タディとして紹介する。
77

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8493149.stm

78

http://news.nationalpost.com/2012/03/25/is-social-media-harming-our-mental-health-researchers-wonder/

79

http://insite.artinstitutes.edu/social-media-and-online-gaming-addiction-a-growing-problem-52912.aspx

80

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8992397/Is-it-time-for-your-Digital-Diet.html
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【ケーススタディ： ソーシャルメディア・デトックス 1（ある女子高生の場合）81】
さて、私のソーシャルメディアダイエットは失敗だったのだろうか。ダイエットから 12 時間経過時点で
何の悪気もなくズルをしてしまった。ただ、しばらくの間ネットから離れてみるのは新鮮だったと認めざ
るを得ない。だって、中学時代のボーイフレンドのゴールデンレトリバーの写真に昼も夜も追いかけら
れる必要はないのだから。今回の挑戦で私はデジタルワールドではなくリアルワールドに関わること
ができたと思う。ただ、変に思わないでほしいんだけど、いったんソーシャルメディアに依存したら、ず
っと依存することになる。だって、この記事を書き終えたら、すぐに記事のことをツイートするから。
【ケーススタディ： ソーシャルメディア・デトックス 2（あるジャーナリストの場合）82】
Facebook からしばらくの間離れてみた結果、私は人と繋がる方法を学び直したような気がする。そう
いえば、BlackBerry 依存症になる前、私は周りの人から、よい聞き手だと言われていたのだ。5 日間
にわたり BlackBerry への依存を断ち切ったことにより、私はフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーショ
ンのハードルを取り除くことができたと思う。かつては瞬時に反応していた端末への受信通知の点滅
は、もはや私の注意を強くは引かなくなった。今では普通の自分に戻った気分だ。今後は一緒に過ご
す人から気をそらすことも止めにしよう。少なくともしばらくの間は。

81

http://www.hercampus.com/life/my-social-media-diet-hc-writer-gives-facebook-email-twitter-24-

hours?page=2
82

http://edition.cnn.com/2011/12/14/tech/social-media/khalid-social-media-unplug/index.html
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5. 今後の展望
ここでは、以上見てきた課題を踏まえ、ソーシャルメディアの今後の課題を考察する。ま
ず、企業によるソーシャルメディアの活用については、今後拡大していく可能性が高いが、
Harvard Business Review が行った大企業向け調査83によれば、ソーシャルメディアを
活用している企業にとっての課題は以下のとおりとされている。
【図表 21：ソーシャルメディアについて、貴社にとって最も喫急の課題はなんですか】
項目
ソーシャルメディアの潜在力を理解してビジネスの差別化を行う
ソーシャルメディアを使った活動の効果を測定する
ソーシャルメディアを使った活動を企業収益又は ROI に結びつける
ソーシャルメディアを十分に駆使できるよう能力向上を図る
ソーシャルメディアを使った活動の価値を組織内に浸透させる
スタッフにソーシャルメディアの利用法を習得させる
ソーシャルメディア分析を全社的なビジネスアナリティクスに統合する

割合
41%
40%
31%
28%
25%
22%
19%

（N=2,100、複数回答）

この結果から読み取れることは、さしあたっての企業の課題は、ソーシャルメディアへの
理解および活用活動を進めつつ、その効果を適切に測定し、最終的には ROI の向上に
結びつけていくことである。つまり、ソーシャルメディアの導入はブームとして各社が取り
組んでいる現状から、対消費者、社内問わず、生産性向上あるいは製品・サービスの差
別化手段として冷静に評価され、諸課題への対応コストを含め費用対効果の説明が求
められるようになってくると考えられる。この点については、ここ 1～2 年で企業 IT システ
ムへの導入が急速に進んでいる、職場における私的利用端末の持ち込み（Bring Your
Own Device：BYOD）や、ゲーム原理の導入による生産性向上（Gamification）の取り組
みと同様であり、企業における課題は、それらを導入するかどうかの費用対効果の判断
から、導入後の効果に対する評価へと移っていく段階にあると考えられる。
一方、企業が今後講じようとする主なソーシャルメディア施策は、次の通りである。
【図表 22：現在および 2，3 年後に実施するソーシャルメディア施策84】
現在実施中
ソーシャルモニタリングの結果をマーケティングに融合する
ソーシャルメディアでのフィードバックを元に、顧客の感情分析を行う
ソーシャルメディアモニタリングを行う
（ソーシャルメディアの）予測分析を行う
83

http://www.sas.com/resources/whitepaper/wp_23348.pdf

84

http://www.sas.com/resources/whitepaper/wp_23348.pdf
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8%
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2，3 年以内
に実施予定
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オンライン上での対話のインパクトを計測する
ソーシャルメディア上での対話をレポジトリとして保存する

4%
4%

26%
18%

なお、ソーシャルメディア活動が企業の製品・サービスに及ぼす効果の計測に関しては、
すでに「buzz volume」「consumer sentiment（顧客の感情分析）」といった新しい評価基
準も提案されつつある85。
一般消費者向けソーシャルメディアについては、上述したように細分化、多様化しながら
様々なソーシャルメディアが登場し、総体として拡大していくことは間違いないと言える。
その中で今後の方向性としては、Facebook や Twitter といったソーシャルグラフ系のソ
ーシャルメディアと並行して、Tumblr や Pinterest といったインタレストグラフ系86のソー
シャルメディアが登場し、ユーザーはプライバシー保護・露出コントロールの観点からこ
れらを使い分けていくことになると考えられる。また、ソーシャルメディア上で氾濫する情
報がキュレーションされて再流通していくエコシステムの確立は、それぞれのソーシャル
メ ディア にと って重 要 な課題で あり 、 同 機能 を 取り 入れる観点か ら、 Facebook の
Instagram 買収など、ソーシャル系、インタレスト系といった機能や地域を越えたソーシャ
ルメディアの合従連衡が起る可能性もある。
ソーシャルメディアは未だ勃興期にあると考えられるため、現在は様々な課題が噴出し
つつあることも事実であろう。本稿で取り上げたようなマイナス面の課題の解決は、最終
的にはユーザーのリテラシー・成熟度にかかっており、青少年保護、プライバシー保護な
ど適切なセーフティーネットの下で、企業・個人レベルでのソーシャルメディア利用が成熟
段階に円滑に移行していくことが期待される。

本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの内容に
関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆者及び執筆
者が所属する組織が如何なる保証をするものでもありません。また、本レポートの読者が、
本レポート内の情報の利用によって損害を被った場合も、執筆者及び執筆者が所属する組
織が如何なる責任を負うものでもありません。
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。
85

http://blogs.hbr.org/cs/2012/12/how_to_find_new_competitive_kn.html

86

ここでは、実社会の人間の結びつきに基づいた交流を行うソーシャルメディアを「ソーシャルグラフ系」、
共有された個人の嗜好・関心事項に基づいた交流を行うソーシャルメディアを「インタレストグラフ系」と
表記した。
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