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研究動機
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R3 総務省 情報通信機器の世帯保有率の推移
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01point

•情報機器や、インターネット
サービスの普及とともに成長

•SNSを身近に感じる人が増えた
→SNSでの広告をよく見るように

http://そうｍそうむｓｙhttps:/www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01point


研究動機（続）

各SNSの広告による利益
や、ブランドイメージ向上
等の成果を検証

テレビの広告と比較し、ど
んな優位性を持っている
のかも検証
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電通ウェブサイト「2021 日本の広告費」httpswww.dentsu.co.jpknowledgead_cost2021index.html

約0.74

4 名目GDPと日本の総広告費の推移



各SNSのユーザー

Twitter YouTube Instagram

国内ユーザー数
/人（MAU)

4,500万 6,500万 3,300万

グローバルユーザー
数/人（MAU)

3憶3,500万 20億 10億

ユーザー特性 10-30代 全世代幅広く 10-30代
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出典：各種媒体発表/総務省「情報通信白書」



テレビCM SNS広告

リーチできる
ユーザー数

幅広いユーザー ピンポイントな配信に向いている

ターゲティング
ターゲットを絞れない

（CMを見るすべてのユーザー
に配信される）

性別や年齢、地域、興味関心など
細かくターゲットを絞れる

効果測定 効果測定が難しい 様々なデータから効果測定が可能

料金体系

広告枠の買い取りが高額
（広告が出しづらい）

費用対効果が得られない可能
性がある

クリックなどのアクションごとに課金

6

出典：各種媒体発表/総務省「情報通信白書」



総務省 情報通信白書 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd111100.html
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テレビメディアと
インターネットの広告費比較
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「電通ウェブサイト」https://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2020014-0311.pdf
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広告種類 Instagram
①ストーリーズ広告

「ストーリーズ」へ配信が可能

自然とユーザーの目に留まりやすい

②写真広告

画像1枚＋テキストで構成

基本的なフォーマット

③動画広告

動画＋テキストで構成

基本フォーマットへ動画を活用した広告配
信が可能
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参考文献 Infinity-Agent Lab Instagram広告の特徴と種類まとめ
https://infinity-agent.co.jp/lab/wp-content/uploads/2020/08/000060-04.jpg

① ② ③



広告種類 Instagram
④カルーセル広告

1つの広告で複数のサービス・商品を紹介

サービス・商品の特徴を複数紹介

⑤コレクション広告

カタログ式

商品の発見から購入までを促す

企業から人気のメニュー

⑥発見タブ広告

発見タブの特定の投稿内へ配信

パーソナライズされて表示

情報を求めるユーザーにリーチ

④
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参考文献 Infinity-Agent Lab Instagram広告の特徴と種類まとめ
https://infinity-agent.co.jp/lab/wp-content/uploads/2020/08/000060-04.jpg

⑤ ⑥

https://infinity-agent.co.jp/lab/wp-content/uploads/2020/08/000060-04.jpg


広告種類 Twitter
①プロモーション広告

Twitter広告のメイン ツイートを広告として配信

②フォロワー獲得広告

フォローを促す広告 おすすめユーザー欄に表示

③Twitterテイクオーバー

目立つ部分にハッシュタグや動画を表示

Twitter上で話題化を促す
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① ②

③

Social Media Lab 【事例つき】徹底解説！Twitter広告の種類・メリット・有効な活用方法とは？
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-31554/ Infinity-Agent Lab
ハマると効果絶大！【Twitter広告】を活用しよう！ https://infinity-agent.co.jp/lab/twitter-ads/



広告種類 YouTube

①オーバーレイ広告
PCの動画再生で画面に表示されるバナー広告
動画内に表示されるためユーザーの目に留まる

②ディスプレイ広告
YouTube広告の中で一番大きく表示される

動画視聴中や他の関連動画を探しているユーザー
の目に留まる

①オーバーレイ広告
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②ディスプレイ広告

design studio inRanch「YouTube広告の配信方法」https://in-ranch.com/blog/youtube-koukoku/



広告種類 YouTube

design studio inRanch「YouTube広告の配信方法」https://in-ranch.com/blog/youtube-koukoku/

③スポンサーカード

動画再生枠の右側に動画に関連する商品・
サービスの広告を表示
興味を持ったユーザーがクリックしやすい

④スキップ可能な動画広告
動画冒頭に差し込まれる広告
5秒以降にボタンを押せばスキップができる
最後まで広告を見られない可能性がある
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③スポンサーカード

④スキップ可能な動画広告



考察

従来の広告の主流である、テレビ広告の特徴としては、すべての
人に同一の内容を届けるものである。

それに比べ、各SNSの広告の共通点は、ユーザーの嗜好に合わ
せて広告を発信できる。

そのため、テレビで当てずっぽうに広告を出すよりも、各SNSで特

定のユーザーに的を絞って広告を出した方が、より効果的で、効
率的な広告が出せると考察できる。
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買い物時、SNSの情報にどれだけ影響されるか
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15～24歳、25～38歳は
50％以上の人がSNSに影響
されて買い物をしている

InstaLab「SNSマーケティングとは？
具体的な5つの手法と成功例を徹底解説」
https://find-model.jp/insta-lab/sns-marketing/



各SNSについて
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企業活用目的

①新規顧客の接点づくり

②ブランディング

③ファンとのコミュニケーション

④売上増加
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参考文献 Instagram利用企業に聞いた「活用目的」「課題」「効果」「運用体制」「予算」など
https://netshop.impress.co.jp/node/9674



インスタグラム広告のメリット
•若いユーザーや女性ユーザーにリーチ

•ハッシュタグで幅広くアプローチ

•詳細なターゲティングが可能

•広告っぽさの少ない自然な宣伝

参考文献 umukodigital SNS国内利用者データ比較 https://umuco.jp/sns/
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2021年2月



活用例: visitjapanjp(ビジットジャパン)

工夫点

・美しい写真や動画の数々

・すべて英語のハッシュタグ

・「リポスト」の利用
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参考文献：OHACO 企業でのInstagram活用成功事例20選！人気企業アカウントを紹介
https://ohaco18.jp/1800#1-3



Instagramの投稿と売り上げの相関関係
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2020年 D4DRinc.“売上金額”と”Instagram投稿量”の間にみられた高い相関関係
https://www.d4dr.jp/topics/research/aftercovid-marketing-2/

http://あhttps:/www.d4dr.jp/topics/research/aftercovid-marketing-2/
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どちらも正の
相関

既存店売上高とInstagram投稿数の相関図

2020年 D4DRinc.“売上金額”と”Instagram投稿量”の間にみられた高い相関関係
https://www.d4dr.jp/topics/research/aftercovid-marketing-2/

http://xn--https-543d/www.d4dr.jp/topics/research/aftercovid-marketing-2/


企業公式アカウントキャンペーン参加経験

参考文献【2022年版】Instagramユーザー実態が分かる！調査データまとめ
https://smmlab.jp/article/research-data-about-instagram-users/

Instagramを介することで
企業のキャンペーンに
参加しやすくなる！
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Twitterの特徴
・短文・リアルタイムでのコミュニケーションを特徴とするSNS

・1人で複数アカウント持つことが可能。

・気軽・タイムリーな短文投稿ができ、フォロワーのリツイー
トによりツイートが拡散され不特定多数の人へ情報を広げること
ができる。→他のSNSと比べ拡散力が高い

25

Twitter
他のSNS

WE LOVE SOCIAL Twitter、Instagram、Facebookの特徴と使い分けhttps://www.comnico.jp/we-love-
social/different-sns



他のSNSと比較するとTwitterは「企業アカウント」の
フォローがユーザーに浸透している

【2020年最新版】5大SNSユーザーによる「SNSをきっかけとした購買行動・口コミ行動調査結果」公開！
https://smmlab.jp/article/sns-research-2020/
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ウェブ解析士ナレッジ Twitterをビジネスに活用!企業アカウントのフォローを増やすための方法とは
https://www.waca.associates/jp/knowledge/56724/

83％のTwitter利用者がフォローから
半年〜1年で商品を購入
Twitterを活用する人のうち45％が
商品購入前に企業のTwitterアカウントを
フォローしている
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2020年調査

企業がTwitterを活用し、

フォロワーを獲得すること
で売り上げ上昇につながる



Twitter広告のメリット1

・幅広い年代にアプローチ

・高い拡散力

・自社の商品やサービスに

興味がある人を狙い撃ち

・商品やサービスの販売促進効果だけではなく、

様々な効果が期待できる
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unique one 【2021年9月更新】Twitter(ツイッター)日本のユーザー数・企業の事例・新機能fleetも紹介
https://unique1.co.jp/column/sns_operation/1132/



Twitter広告のメリット2

Social Media Lab 徹底解説!Twitter広告の種類・メリット・有効な活用方法とは？
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-31554/

29

A B

2次拡散

二次拡散には
課金が発生しない



企業の活用例1
ニッポンハム

おなじみ日本ハムのロングセラーブランド
「シャウエッセン」のアカウント。

若年層を含めたより幅広い年代への認知と
話題化を目的としてtwitter始動。35年間禁止
していたレンジ料理を解禁し、「てのひら
を返します」というキャッチコピーが話題
に

twitter上での動画配信は200万回を超
えた。有名人にも拡散され、売上が
二桁近い伸長となった。

Social Media Lab 徹底解説!Twitter広告の種類・メリット・有効な活用方法とは？
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-31554/
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企業の活用例2
Kadokawa

「電子書籍のメリットの訴求」と「電子書籍の豊富
なタイトルの恒常的な情報発信」のために、ユー
ザーに気軽に発信できるTwitterを利用

フォロワー増加とともに電子書籍の売り上げが増加

フォロワー増加を目的に様々なキャンペーン施策・
広告をtwitter上で実施
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Echoes 【フォロワーの増加と売上の増加の関係性を可視化】コンテンツ企業のKADOKAWAがTwitterイン
スタントウィンキャンペーンに感じる価値とは？https://service.aainc.co.jp/product/echoes/voices/0011

フォロワー数の増加に比例し
売り上げも増加
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YouTube広告の特徴

パーソナライズド広告

ユーザーに関連性の高いデータを基に最適な商品やコンテンツを
提供する広告

テレビやラジオ→広告をスキップできない

YouTube→ユーザーの意志で判断できる

33

有効的



YouTubePremium利用率

34

出典 株式会社テスティーのYouTubeに関する調査2020年版



販促以外の企業の活用例

株式会社段ボールワン

石川県に拠点を構える企業で段ボールや梱包資材関連の業
界において業界1位であるにも、若い方々からの認知度が低く、
採用に苦心していた

そこで、ドラゴンクエストのような作りで、一度再生すると最後
まで見てしまう構成作りの広告を配信した

この動画広告を通じて、28名から応募を獲得できた
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参考文献 株式会社アイビスのYouTube広告の成功事例3選



予測
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詳細なターゲティング
自然な表示

高い拡散力
興味を持った人への

狙い撃ち

視聴中の視線誘導
広告回避の方法



予測

このように、広告を発信する際に、各SNSのユーザーの特性
に合わせたり、ターゲットを絞ったりすることが可能になった。

そのため、企業はテレビ広告からSNS広告にシフトした。

テレビ広告より効果的で安価なため、より費用対効果の高い
広告を発信できるようになったと考えられる。

さらに、YouTubeでの例から販促以外にも人事採用への効果
も期待できることがわかった。
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予測（続き）

インターネットに触れてきた、私たちの世代が高齢者になる
頃には、全世代がSNSを利用するようになると考えられる。

スマートフォンの普及などによりインターネットが生活の要と
なってきている上で、テレビ離れが進んでいることからSNS広告
は今後さらに影響力を増していくと予測できる。

今回の研究では、主に売上増加の例を紹介したが、今後新
たなSNSの活用方法が生まれることが期待できる。
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ご清聴ありがとうございました
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