
代。その上で、どのSNSで発信すべきか
を考えられる力が、これからのWebマー
ケティングにはさらに求められるでしょう。

対極の性質を持つ
「Facebook」と「Instagram」

　実名でアカウントをつくり、属性情報
などもわかる「Facebook」は、日本に登
場した当初のフェーズではビジネス的
なつながりづくりに重宝されました。そ
の流れもあり、ビジネス重視派の人た
ちの利用率は圧倒的。業種や職種でセ
グメントもできるため、BtoB企業がSNS

広告を活用してセミナー周知などを行
う際に、一番効果的だと言えます。
　また、近頃のユーザー傾向として、企
業を調べるときに会社のホームページで

はなく、Facebookを参考にすると言います。
「Facebookの企業アカウントは、今や
あって当たり前。ユーザーがそこで企
業の情報を収集していると考えると、
Facebookは『第二の公式サイト』のよ
うなものです。企業がFacebookを運
用する際には、FacebookはSNSの環
境下におく“オウンドメディアの出張所”
なのだというイメージを持ってつくるこ
とが大切です」
　一方で、自分のリアルな体験が可
視化される Instagramは、Facebookと
は対極をなしたSNSです。ユーザーは
男性が45％ほどを占めますが、全体的
に女性的な感性が優位なメディア。そ
のような特徴があるSNSなので、例
えば社会情勢に不安感が漂うときに
は、女性は不安になってしまい、投稿

変わらぬ時代の潮流
安定の“４大SNS”

　一度は利用したけれど、途中で離脱
することも多いSNS。まずは、アライドアー
キテクツ株式会社が作成した「SNS利
用に関する意識調査」（2018年）から、
４大SNSの継続率を見ていきましょう。
Twitterを一度でも利用したことがある
76.0％のうち、69.6％のユーザーは現在
も継続利用しています。LINEについても、
71.4％から66.8％と減少幅が少なく、共
に継続率が高いと言えます。一度はユー
ザーが減ったように見えたFacebook

も、数字を見ると決して少なくありませ
んし、Instagramも大方の予想通りの数
字なのではないでしょうか。これら４つ

する気持ちにならないかもしれません。
「Instagramは、生活の中でほっと一
息つける救いみたいなもの。社会不安
の風が吹くときに、Instagramを通して
企業発信をするのならば、社会貢献的
なものや、『みんなで頑張ろう！』といっ
たメッセージ性があるものが良いので
はないでしょうか」と藤田さん。
　また、“リア充”のプラットフォームであ
るInstagramのユーザーは、自分で投稿し、
承認欲求を満たされたいという傾向にあ
ります。そのため、他のユーザーが投稿し
ていて「これ良さそう」と影響を受け、自
分も買って投稿したいと思いがち。だから
こそInstagramの投稿情報をきっかけとし
た消費行動が発生しやすいと言えます。
「コンビニエンスストアで買える話題の
新作スイーツやコスメなどの日用品は、

のSNSは安定的に利用され、ユーザー
にとって“4大SNS”は、「トレンドのツール」
から「何かの目的を果たすためのコミュ
ニケーションツール」として認識が定着
したと、アライドアーキテクツ株式会社
のソーシャルメディアプランナーである
藤田和重さんは言います。
「2014～2016年までは、『Facebookの
創業について、映画化された』『芸能人
の日常を、Instagramで見ることができ
る』など、流行に左右されていました。
しかしその後、他のSNSが登場しても
これら４つの動きは大きく変わりません。
ユーザーにとって、4大SNSに期待する
役割が明確化されたのだと思います」
　企業の側からすれば、ユーザーが多
い4大SNSについては、自社の公式アカ
ウントを持っているのは当たり前の時

教えてくれたのは…

藤田 和重
Kazue Fujita

アライドアーキテクツ株式会社
ソーシャルメディアプロデューサー
https://www.aainc.co.jp/

出典：アライドアーキテクツ株式会社「Instagram利用に関する意識調査」

SNSの今と活用法
Twitter再評価の動きはデータにも！？

Twitter、Facebookの日本語版サービスが開始して10年。以来、趣味やライフスタイルに特化したさま
ざまなSNSが登場し、SNSユーザーは増加の一途をたどっています。数あるSNSを、企業活動にどう活
用すればいいのか？ 今回は、アライドアーキテクツ株式会社の藤田和重さんに、「今、押さえておくべき
SNS」についてデータをもとに解説していただきました。
Text：八波志保（Playce）　

「一度でも利用したことがあるSNS」を2018年２月時点で、
継続的に利用している数字

現在でも利用している
既存 SNS

DATA 1

n=4,624　出典：アライドアーキテクツ株式会社「2018年のSNS利用傾向調査」

Twitter

69.6％
Facebook

51.0％

LINE

66.8％
Instagram

40.8％

Instagramのフォロー状況

DATA 3

n=1,801　※ Instagram利用者が対象。

10代・20代女性は70％を超える人が Instagramを
利用。40代までは女性の利用率の方が高いが、50
代以上のみ男性の方が上回る

Instagramのアカウント

DATA 2
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52.3%
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ebサイトのどこをどのように改善すれば、成
果が得られるのか。その明確な根拠を示せず、

改善の必要性を上司やクライアントに理解してもらう
のに手をこまねいているWeb担当者、制作者もいる
でしょう。Webアナリストの小川卓さんは、改善の判
断材料を収集するために、「MIERUCA」、「Googleア
ナリティクス」、「USERDIVE」、「Googleオプティマイ
ズ」の4ツールをおすすめしています。「客観的な判断
材料を手に入れるためにまず大切なのは、サイトのア
クセス解析を行い“改善すべきページ”を発見するこ
と。次にヒートマップ分析で“ページ内の改善ポイン
ト”を探り、デザインやコンテンツの改善策を検討し
ます。改善策が1つに絞れなければ、A/Bテストでユー
ザーに判断をゆだねましょう。そうすれば、客観的に
成果が上がる策を選択できます」と小川さん。ただし、
そもそもサイトへの集客がなければ、必要なデータ
の収集すらできません。より客観性を高めるためには、
サイトへの流入を増やす手段の1つとして、SEO分析
も必要です。つまり、4つのツールを併用することが、
Webサイトの改善への近道となるのです。

W

判断材料を客観的に収集する
Webサイト改善ツール

解析・改善×ツール 1

教えてくれたのは…

小川 卓さん
Taku Ogawa

株式会社HAPPY ANALYTICS

代表取締役
https://happyanalytics.co.jp/

プロに聞く！

詳しくない領域の記事やコンテンツをつくる際に重宝しています。特に、検索エ
ンジンからの流入を増やすために、自社に足りていない内容を洗い出す際、競
合サイトはどのようなキーワードを利用してコンテンツをつくっているのかを把
握する機能は非常に便利。評価のツールというよりは、改善のためのヒントを
得る、コンテンツをつくる際のアドバイスをもらうツールというイメージですね。

❶  検索エンジンからの流入を増やすための施策が思いつかない…
❷  競合サイトにはあって、自社サイトには足りないコンテンツを知りたい
❸  海外向けのツールだと、表示されたデータの意味がわからない…

解決できる課題
● 15万円/月～
●  プランには「ツール」「学習コンテンツ」「コンサルティン
グ」が含まれている

かかる費用

#SEO

#著作権侵害防止

#競合調査*25 MIERUCA
開発元  株式会社 Faber Company
U R L  https://mieru-ca.com/

SEO管理分析ツール。機能が豊富で、何種類ものツールを入れたり、
使い方を覚えたりする必要はなし。このツールさえあれば、「検索流
入数を増やすための打ち手が見つかる」といっても過言ではありません。

改善のヒントに直結する多機能性と信頼性

得意領域以外の
改善のヒントや
アイデア探しに

SEO施策を「図」で
視覚的に把握できる！
つくったコンテンツに対する不自然さや足りな
い要素などは図で提示されるため、改善すべ
き部分が、誰にでもパッと見てわかりやすいの
が特徴です。検索エンジンからの流入数を増
やしたいときに、どんなコンテンツをつくればよ
いのかという施策を立てやすくなります。

Point 1

サジェスト・インテンション（ニーズ分布図。ニーズの近いキーワードをまとめて表示）

Webアナリストとしてリク
ルート、サイバーエージェン
ト、アマゾンジャパン等で勤
務後、独立。複数社の社外
取締役、大学院の客員教授
などを通じてWeb解析の啓
蒙・浸透に従事。主な著書に
『ウェブ分析論』『ウェブ分析
レポーティング講座』『マンガ
でわかるウェブ分析』など。 国産のツール＋充実のサポート

機能が豊富でも、使いこなせなければ改善に必要なデータを入手できません。
MIERUCAは完全に“国産”ツールのため、資料などはもちろん日本語。SEOに関
するセミナーなどのサポートも充実していて、使いこなせないという心配はありません。

Point 3

競合サイトとの
比較が簡単
競合サイトとの比較には、「上位サイトのコン
テンツに多く含まれるキーワードをリストアップ」、
「QAサイトでよくある質問をピックアップ」といっ
た機能が便利。競合との違いを客観的に見る
ことは、自社コンテンツづくりの参考になります。
「他社サイトからの盗用チェック」も可能。

Point 2

SEO管理分析

 分析用のデータを収集 

☞ P077

SEO対策を行い、
サイトへの流入を促します

ページ内解析

 ユーザーの行動を可視化 

☞ P080

ヒートマップ分析で、ページ内で
改善すべき「部分」を発見します

改善策分析

 ユーザーの反応で判断 

☞ P081

A/Bテストを行い、いくつかの改善策の
中から、どの案がよいか検証します

サイト内解析

 ユーザーの行動を把握 

☞ P078

アクセス解析を行い、サイト内で
改善すべき「ページ」を発見します

Webサイト改善の判断材料を集めるのに欠かせないツールをご紹介いただきました。

解析・改善 × ツール活用
─  小川卓さんの場合  ─

076 077
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杉浦  新型コロナウイルスの流行
は、会社にとっていろいろな影響
を及ぼしました。そのひとつが、「オ
フィスをなくした」ということです。
緊急事態宣言が出た４月頃には
すでに決断をして、11月にオフィ
スを廃止。全社フルリモート体制
に移行しました。
加藤  決断が早いですね。SHIFT 

BRAINでも2021年にオフィスを手
放すことにしました。コロナの影
響も少なからずありますが、直接
的なきっかけとしては、元 「々場所
にとらわれない働き方」に興味が
あったことが大きいかもしれません。
杉浦  「場所にとらわれない働き
方」にはすごく共感します。加藤さ
んがそこに思いが至ったのはなぜ
だったのでしょうか？
加藤  SHIFTBRAINの働き方の
根本的な思想として「WORKS 

GOOD」というビジョンがあります。
これは、「良い働き方をするために
は、いい生き方を考えなければな
らない」という考え方です。10年
前は、時間や曜日も気にすること
なく、仕事にがむしゃらだったんで
すけどね (笑 )。今は、どうやった
ら豊かな人生になるかとか、スタッ
フの生き方が変わるのかというこ
とを常に考えています。
杉浦  SHIFTBRAINや加藤さんの
急変ぶりと徹底ぶり、すごいです
よね（笑）。そう考えるようなった

けたこともあり、いろんなところに
行って刺激を受け、生活をして仕
事をすることが「WORKS GOOD」
につながるのではないのかと。こ
の思いが、オフィスをなくした決
断の根本にあるかもしれません。
杉浦  私もちょうど2013年には、
単身でシンガポールに移住し、世
界にチャレンジした経験があります。
そのときに感じたのは、場所に縛
られないことで生まれる可能性で
した。その経験もあって、CINRA

では、2017年に「フリー出社制度」

きっかけには、なにかあったので
すか？
加藤  2013年頃にロンドンにサテ
ライトオフィスをつくり、社員と共
に滞在した時の経験ですね。東
京とロンドンの時差は約9時間。
この距離を越えて、スムーズに仕
事ができるのかという働き方の実
験を行いました。一方で、ロンドン
やイタリアのさまざまな制作会社
を巡って、どんな働き方をしている
のかインタビューをして回りました。
この経験から僕自身が場所を変
えることで非常に多くの刺激を受

きちんとデザインすることが重要
だという思いが根底にあったので、
会社に来なくていいよというのは
あくまで手段。本質的に「働くこと」
に向き合う姿勢が持てるように、
評価制度をガラリと見直しました。
加藤  確かに、「働き方を変えよう」
となると、管理のあり方も変化し
ていかないと、うまく運用できない
ですよね。
杉浦  そうなんです。CINRAでは、
海外企業の評価制度を参考に、
完全成果型に変更しました。ポイ

を導入したんです。オフィスに出
社しなくてもいいよというものでし
た。
加藤  ちょうど業界全体にも、働
き方改革への流れが大きくなった
頃ですよね。
杉浦  過労死事件が、注目を集
めましたよね。この事件、もちろん
残業時間も問題だとは思うので
すが、本質的には、働くことのオー
ナーシップやモチベーションを自
分の中で持てない状況にあった
のではないかと考えたんです。自
分で自分の働き方や、働く理由を

この10年、Web業界の働き方に何が起きた !?

新しい　　　　　　　のカタチ

10年ほど前には、原宿でオフィスを共有していたこともある「CINRA」と「SHIFTBRAIN」。
切磋琢磨しながらデジタルコンテンツ制作現場の第一線を走り続ける2社は、

2020年、時を同じくしてオフィスを手放す決断をしました。
オフィス廃止を決めた今、「働き方」や「働く場所」をテーマに、

CINRA代表取締役の杉浦太一さんとSHIFTBRAIN代表取締役の加藤琢磨さんが対談します。
Text：室井美優、八波志保（Playce）

働 き 方

デジタルコンテンツ制作会社の社長が語る！

　2020年を振り返るだけでも、大きく変化した「働き方」。今
でこそ適切な労働時間を管理することが定着し、リモートワー
クという場所にこだわらない働き方が浸透しているWeb業界
ですが、わずか10年前はまったく逆の状況でした。2010年頃
と言えば、Web業界の伸び盛り時代です。制作会社の現場で
は、終電帰宅が当たり前。休日も出勤し、とにかく需要に応え
ていくという働き方でした。大手代理店の仕事のスタイルに合

わせて、「無理をしたこともあったな」と懐かしむ人もいるでしょう。
この状況が大きく変わる節目となったのが、世の中を騒がせた
過労死事件。業界はもとより、日本中に働き方改革の波が押
し寄せました。今回の対談では、この10年間のWeb業界の流
れを踏まえながら、CINRAとSHIFTBRAINではどのように働き方
や働く場所、管理の方法がかわっていったのか語っていただき
ました。

「良い働き方をするために、
いい生き方について考える」

I N T E R V I E W

I N T E R V I E W

CINRA代表取締役　
杉浦太一さん

SHIFTBRAIN代表取締役
加藤琢磨さん

「
オ
フ
ィ
ス
を
な
く
す
」
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う
大
き
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決
断
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増えた

すごく減った
0.5%

減った
1.3%

普段と変わらない

動画広告市場規模推計・予測（デバイス別）2018年～2023年

投資抑制の取り組み （※上位6項目） 投資拡大の取り組み （※上位6項目）

出典：「コロナウイルスの感染
下におけるマーケティング活
動調査」（アジャイルメディア・
ネットワーク株式会社）
調査時期：2020年5月13日～
25日
https: / /agi lemedia. jp/pr/
release200602.html

（n＝4,157）

SNS活用／
SNS広告

eコマース

オウンドメディア

動画活用

オンラインのイベント／
セミナー／展示会 

Web接客

57% （91社）

35% （55社）

34% （54社）

33% （52社）

28% （45社）

28% （44社）

出典：オンラインビデオ総研／デ
ジタルインファクト調べ
（株式会社サイバーエージェント）
調査時期：2019年9月～11月
https://www.cyberagent.co.jp/
news/detail/id=24125

■ PC　 ■スマートフォン

1,843

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2,592
3,289

3,888
4,470

5,065

1,563
2,296

2,973
3,560

4,128
4,709

280 296 316 328 342 356

6,000

すごく増えた Twitter

LINE

Instagram

Facebook

その他

67%

60%

39%

29%

6%

イベント／
ポップアップストア

マス広告

店頭販促・
分析

交通広告

ネット広告

SNS活用／
SNS広告

71% （113社）

46% （73社）

45% （72社）

45% （71社）

30% （47社）

20% （32社）

(億円 )

出典：「新型コロナウイルス感染
症拡大に伴う消費者のSNS利用
実態調査」（アライドアーキテクツ
株式会社）
調査時期：2020年4月8日～12日
https: / / serv ice.aa inc.co. jp/
product/echoes/voices/0028

もっとも利用頻度が増えたSNSを利用する目的は？

Twitter L INE Instagram Facebook

新型コロナウイルス感染症に
関するニュースなどの情報収集 73% 66% 63% 64%

友人・知人等との
コミュニケーション 39% 60% 43% 57%

趣味／好きなことに関する
情報収集やコミュニケーション 61% 49% 73% 55%

仕事等でのコミュニケーション 6% 12% 7% 11%

その他 2% 2% 2% 1%

❶ ❷

❸

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛要請中、
SNSを利用する時間は増えましたか？

❹ 新型コロナウイルス感染拡大以降、
利用する頻度が増えたSNSはどれですか？

❺

❻

63.7%

8.7%

25.8%

トアなど「対面」で「人との接触」が必要
なPRへの投資を抑制していることがわかっ
てきました（1）。反対に力を入れようとし
ているのが、SNSの活用です（2）。調査か
らもECやオウンドメディアなど、他の手法
を大きく引き離していることがわかります。
動画広告市場全体を見ると、2019年後

動画市場は右肩上がり

　新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）
の影響で戦略変更を余儀なくされている
マーケティング活動。緊急事態宣言中に
実施された調査からは、新商品をプロモー
ションするためのイベントやポップアップス

半に実施された調査では、市場は右肩上
がりに増加（3）。2023年には2019年の
約2倍、5,000億円を突破すると推測され
ています。調査は新型コロナの影響を受
ける前に実施されたものですが、withコ
ロナの時代となっても、動画広告市場が
今後も伸びていくのは間違いないでしょう。

う。これは約6割の人が利用時間は「普
段と変わらない」と回答する一方で、3割
以上の人に増加傾向が見られます（4）。
さらに、どのSNS利用が増えたかという調
査からは、特にTwitterやLINEの利用が
増加していることがわかります（5）。背景
には「SNSを利用する目的」が影響してい

約3割のユーザーが
SNSの利用時間が増加

　SNSを積極活用しようとする企業に対
して、ユーザーの行動にはどのような変化
が起きているのでしょうか。マーケティン
グ戦略を考える上で気になるのは、外出
自粛によるSNSの利用時間の変化でしょ

るようです（6）。日常的な情報収集に使
うTwitterと、友人とのコミュニケーション
に使うLINEが新型コロナの情報収集に
も使われた反面、Instagramは趣味や好
きなことに関する情報収集に使われるこ
とが多いため、新型コロナによる利用増
加が少なかったと推測できます。

SNS動画広告に勝機あり！
新型コロナウイルスによって社会全体に大きな影響が表れている今。

企業のマーケティング活動も見直しを迫られています。
そうしたなか、注目を集めているのが「非対面」「非接触」を実現できるSNSでの動画広告です。

その理由をデータから読み解きます。
Text：奥田高大

コ ロ ナ 禍 の 今

企業は S N Sの積極活用にシフト

コロナでユーザーの行動はどう変化した？
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伝えたいことが伝わってない !?
旧コーポレートサイトの課題

　デジタルマーケティングを中心に、大手企業
のマーケティング支援からソーシャルメディアに
関するツールの開発・提供まで幅広く手掛ける
株式会社トライバルメディアハウス。
　旧コーポレートサイトリニューアルの必要性
を感じはじめたのは、2018年夏ごろのことだっ
た。ちょうどその時期、１人だった広報担当が３
人となり、人事担当メンバーも増えるなど、人材
の補強が行われた。しかし、会社として発信で
きる情報が増えていたにもかかわらず、その更
新に耐えられるサイト構成になっていなかった。

かつ会社の大切なマーケティング活動のひとつ
であるセミナーページへの導線がなかった。
「そもそも『トライバルメディアハウスって、何をし
ている会社なのかわかりにくい』という課題もあ
り、新卒社員にヒアリングをしてみました。すると、
『デザインはかっこよかったけど、何をする会社
なのかはわからなかった』という意見が多かっ
た。そこから情報の見せ方、導線の整理が必要
だねとなりました」（亀井大樹さん）
　サイトリニューアルでしなければならないこ
とがまとまり、社内予算を取りに行こうとした
2018年12月ごろ。突然、同社・池田紀行社長
も、同じタイミングで「今のサイトでは、想いが
伝わらない」と言いはじめた。

スケジュール遅れ知らずの“ブレない構成づくり”のために

社長の“想い”は構成フェーズまでに全放出

Text：八波志保（Playce）

2019年8月に2年ぶりにサイトリニューアルをした株式会社トライバルメディアハウス。社内メンバーで行うリニューアルに
ありがちな課題、トラブルを回避しながらスムーズにプロジェクトを遂行したその秘訣を聞いた。

株式会社
トライバルメディアハウス
https://www.tribalmedia.co.jp/

三浦商店信彦_Nobu Shoten Miura

株式会社トライバルメディアハウス
マーケティングデザイン事業部
クリエイティブディレクター

亀井大樹_Daiki Kamei

Corporate Design Div.
マーケティングスペシャリスト

高橋佳佑_Keisuke Takahashi

モダンエイジ事業部
ディレクター

社長の“想い”を出し尽くした
ブレない構成がプロジェクト成功の肝

　社長の発言を受けて、「社長も巻き込んで進
めていける！」と思ったサイトリニューアルのメン
バー。構成を考える定例会から、社長に参加し
てもらうことにした。
「旧サイトをつくるときも社長にきちんと確認、
納得してもらっていましたが、社長の伝えたい
ことが進化してしまった。１年ごとにコーポレー
トスローガンや組織の体制が変わるスピード感
の会社ですが、コーポレートサイトは普遍的な
デザインで、中長期的な視野でいいものにした
いと思っていました。そのためには、あとから『こ
うしたかった』と言われないようにしなければと
考えました」（三浦商店信彦さん）
　定例会は4月からスタートし、週に1回。ある
程度方向性が固まってきたら2週に1回、全体
で5、6回実施した。社員同士でゼロベースから

意見を出しあっていては、みんなが「あれがしたい、
これがしたい」と意見過多になり、まとまること
もまとまりづらい。これを回避するために、亀井
さんが軸となる構成や情報のベースをつくり、そ
こに意見をもらうというスタイルで進めた。
「特に社長が『こうしたい』と言ったことは、全部
意見を放出してもらいました。十分に言いたい
ことを出しきってもらったうえで、あとからひっく
り返されないように社長がやりたいことを形に
したということが、今回ブレなく、スケジュール
通りに進行したポイントだったと思っています」（三
浦さん）
　結果として予算・構成のフェーズで、やりたい
ことをすべて引き出すことができた。あとは制作
フェーズに移った際、スケジュールと予算を考
慮しながら、「本当に必要なのか？　本当やりた
いことなのか？」と指さし確認をし、そぎ落とし
ていくだけ。「いいバトンを渡してもらった」と、
制作フェーズを取りまとめた高橋佳佑さんはいう。

旧コーポレートサイトの課題整理から、プロジェクトがスタート

リニューアルプロジェクトをするにあたり、予算
獲得のためにまず行ったのが旧コーポレート
サイトの課題抽出。「見てほしい情報が、ちゃ
んと届けられていない」ことが課題だと共通認
識としてメンバー間で握れ、方向性が定まった

PM ： 亀井大樹　
D ： 高橋佳佑／肥後鮎美／弓削智恵美
CD ： 三浦商店信彦　
AD/De ： 原 英寿（Sunny）
HTML ： 池田 亮／八木 貴之　
BE ： 木津武（TWEEK）

マーケティング

発信できる情報が
増えたのに、
更新しづらい！

社長

トライバル
メディアハウスの
事業を語り切れて
いない！

会社の
ミッション・バリューが
伝わらない！

なんとなくかっこいいけど、
何をしている会社か
わかりづらい…

新卒社員

広報
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