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本研究では､商品を消費者に使ってもらい､それを誰かに伝えてもらうという｢クチコミ･プロモーショ 

ン｣を行っている｢buzzLife(イーライフ社運営)｣について分析を行った｡2006 年8 月-2008 年8 月に行わ 

れた95 のクチコミ･プロモーション･プロジェクトについて､クチコミ･プロモーション効果指標として､ 
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ゴリ､商品の価格など)｣､｢クチコミ･プロモーションの特性(参加者数､クチコミしてもらうために渡す 

商品の数､クチコミ活動期間など)｣によって説明した｡この結果､(1) クチコミ･プロモーションでは平均 
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チコミ･プロモーション特性に影響されること､(3) ただし､成果変数によって､有意となる変数は異なる 

こと､(4) 新製品か否かは成果に関係ない､(5) 自分で購入した者からの方が購買への影響は強いことが 
わかった｡ 
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概要	 

	 本研究では､商品を消費者に使ってもらい､それを誰かに伝えてもらうという｢クチコミ･プロモーショ

ン｣を行っている｢buzzLife(イーライフ社運営)｣について分析を行った｡2006 年 8 月-2008 年 8 月に行わ

れた 95 のクチコミ･プロモーション･プロジェクトについて､クチコミ･プロモーション効果指標として､

｢プロモーションへの応募者数｣｢自分でその商品を購入した参加者の割合｣｢クチコミした相手の数｣｢そ

のうち購入した人数｣｢その商品についての電子掲示板への参加率｣などに注目し､｢商品の特性(商品カテ

ゴリ､商品の価格など)｣､｢クチコミ･プロモーションの特性	 (参加者数､クチコミしてもらうために渡す

商品の数､クチコミ活動期間など)｣によって説明した｡この結果､(1)	 クチコミ･プロモーションでは平均

9.0 名にクチコミし､そのうち 3 名が購入すること､(2)クチコミ･プロモーションの成果は､商品特性とク

チコミ･プロモーション特性に影響されること､(3)ただし､成果変数によって､有意となる変数は異なる

こと､(4)	 新製品か否かは成果に関係ない､(5)自分で購入した者からの方が購買への影響は強いことが

わかった｡	 

	 

	 

キーワード	 	 クチコミ･プロモーション､ステップワイズ回帰､同時推定モデル	 
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1.はじめに	 

	 インターネット上のクチコミサイトをはじめとして､クチコミを活用したマーケティングへの注目が高

まっている｡米国クチコミマーケティング協会によると､クチコミ･マーケティングには､話題性のある広

告などを投入して話題を広めるという｢バイラル･マーケティング｣､広告などを行わず小規模なイベント

などを行い話題を広める｢草の根マーケティング｣､影響力のある者に製品を渡してクチコミしてもらう

｢製品の種まき｣､ブロガーに製品を渡したりイベントに呼んで書いてもらう｢ブログ･マーケティング｣な

ど様々なタイプがある(WOMMA	 2006)｡これらは広告を視聴したり､商品を受け取った人が自発的にクチコ

ミしてくれるのを待つというクチコミの活用法である｡これに対して､モニターやエージェントに製品を

クチコミしてもらうという｢クチコミ･プロモーション｣は､より積極的にクチコミを活用する戦略であ

る｡	 

	 クチコミ･プロモーションを行う企業として､米国では BzzAgent 社､日本では(株)ドゥ･ハウス､(株)イ

ーライフなどがある｡各社のホームページをみると､事例として効果が紹介されているが､当然ながらす

べての適用事例が紹介されているわけではない｡また、クチコミ･マーケティングはマス広告を活用する

マーケティングと比べて低コストであるといったイメージがあるものの､その効果についての体系的な

研究はほとんど行われていない｡特に､クチコミ･プロモーションについての研究は､筆者の知る限り

Godes	 and	 Mayzlin	 (2009)しかなく､実際､彼らの論文のレビュー部分でもクチコミ･プロモーションにつ

いての研究は紹介されていない｡	 

	 本研究ではイーライフ社が行っているクチコミ･プロモーション｢buzzLife｣について､各プロジェクト

毎に集計されているクチコミした相手の数､そのうち購入した人数などのプロモーション効果指標と､商

品特性､クチコミ･プロモーションの特性との関係を明らかにする｡	 

	 

	 

2.先行研究	 

1)クチコミ､eクチコミの展開	 

	 濱岡	 (1994)は広告と比べてクチコミの研究は少ないことを指摘したが､近年の情報ネットワークの発

展に伴い､ネットワーク上のeクチコミについての研究が増加している｡それらについては､濱岡	 ,里村	 

(2009,ch.1)がレビューしている｡ここでは､その後の研究を紹介しておこう｡	 

	 de	 Matos	 and	 Rossi	 (2008)はこれまで行われてきた個人レベルでのクチコミ活動の規定要因について

の研究について､メタ分析を行い､ロイヤリティ､満足度､知覚品質､関与度､信頼が影響を与えるが､調査

対象者や調査方法によってその効果の大きさが異なることを示した｡	 

	 Trusov	 et	 al.	 (2009)は､SNSサイトへの紹介メールの数をクチコミとし､広告､イベントとと併せてSNS

サイトへの加入者数を分析した｡その結果､クチコミの方が広告よりも､効果が持続することを明らかに

している｡同様に､濱岡,	 里村(2009,	 ch.10)では､シャンプーについて広告､売上､eクチコミの関係を時系

列分析している｡TVCFや前週の売上はeクチコミの数を増加させるが､売上に対するeクチコミの影響はな

いことが示されている｡	 

	 Graham	 and	 Havlena	 (2007)は5つの製品カテゴリについて広告とクチコミ､eクチコミとの関係を分析

した｡例えば､自動車のクチコミについてはTV広告と雑誌広告が正で有意な関係があったが､オンライン

広告は関係がないこと､eクチコミについては3種類の広告とも有意な関係がないことを示した｡このよう

に､クチコミかeクチコミかによって広告の影響が異なること､さらに製品カテゴリによっても異なるこ

とを示した｡この他､サイト訪問や検索行動との関係についても分析しているが､売上との関係は分析さ

れていない｡	 

	 Niederhoffer	 et	 al.	 (2007)は､複数のマーケティング･リサーチ会社によって提供されている､商品へ

の購入意図､eクチコミ数､売上､広告費との関係を分析した｡70の新製品(ゲーム､映画､携帯電話など)に
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ついて､eクチコミの活発さに基づいて､製品を3群に分類し広告費を比較したところ､eクチコミが活発に

行われているものほど広告支出が多いことを示した｡ただし､これについては平均値の比較しか行われて

おらず､因果関係は不明である｡	 

	 このように､クチコミ､e クチコミについての研究は増加しているものの､研究によって適用している対

象が異なったり､同じ研究であっても製品カテゴリによって結果が異なるなど､体系的な知見は蓄積され

ていないといえよう｡	 

	 

2)クチコミ･プロモーションについての研究	 

	 これらは広告をみた人や商品を使った人から自然に生じるクチコミを分析しているが､人を使ってク

チコミを積極的に｢種まき seeding｣しようというマーケティングも行われている｡Godes	 and	 Mayzlin	 

(2009)は､あるレストラン･チェーンのクチコミ･プロモーション効果を分析している｡つまり､BzzAgent

社のエージェントに､クチコミ･プロモーション期間中､いつ､誰に対して	 (相手との関係)､どのような内

容だったかを記録させ､これを集計したものと売上との関係を分析したのである｡なお､比較のため､通常

の顧客についても同様の協力をしてもらった1｡	 

	 その結果､クチコミの総数と売上には有意な関係はないが､顧客とエージェントによるクチコミ総数に

分けると､既存顧客のクチコミ数は関係ないのに対して､エージェントによるクチコミ数は正の相関があ

ることがわかった｡さらに､話した相手を細分した結果､顧客については､｢その他の者｣､エージェントに

ついては､｢知人｣へのクチコミがそれぞれ売上を有意に説明することを示した｡これについて､顧客は､い

つも知人などに推奨しているため､｢それ以外の者｣にクチコミすることによって､またエージェントは通

常はこのチェーンについては話していないが､プロモーション期間については友人などに話すことによ

って､それぞれ売上増加につながっているのではないかと解釈している｡	 

	 このように､近年､マーケティング変数とクチコミ､e クチコミについての研究は増加しているが､クチ

コミ･プロモーションについての研究は1つしかない｡そこで分析されているのも､特定のレストランのみ

である｡また､次節で紹介するようにクチコミ･プロモーションにも､クチコミしてもらうときに商品を渡

すか渡さないか､プロモーションに何人が参加するかなどバリエーションがある｡そのようなクチコミ･

プロモーションの差異を考慮した分析も必要である｡	 

	 

3.分析対象	 buzzLife	 	 

	 ここでは分析対象である､buzzLife について	 濱岡,里村	 (2009,	 ch.2)を参照しつつ紹介する2｡	 

	 

･サービスの概要	 

	 同サービスのホームページには次のように記載されている｡	 

	 ｢buzzLife とは、消費者同士のクチコミを活用し、TV 広告やインターネット広告だけでは伝えきれな

い商品の「真の価値」を多くの消費者に正しく浸透させていくためのプログラムです。｣3	 

	 このサービスを提供する㈱イーライフは 1999 年に設立された｡同社は､2006 年 9月から､buzzLife とい

うサービスを展開している｡これは､消費者にクライアント企業の商品を渡し､それをクチコミしてもら

うといういわゆるクチコミ･プロモーションである｡このようにクチコミを行う者を同社では	 ｢buzz リ

ーダー｣と呼んでいる｡buzz リーダーになるための特別な資格はなく､同社のサイトから簡単に登録でき

                                            
1 顧客と非顧客(BzzAgent 社のエージェント)の差をつけるために､顧客についてはロイヤリティの高い者から順に

参加させている｡ 
2 本論文で紹介する数字は､後で分析する 95 プロジェクトについて算出した｡このため濱岡,里村(2009)	 で紹介さ

れている数字と若干異なるものもある｡	 
3	 同社ホームページ｡https://www.buzzlife.jp (2010 年 2 月アクセス)	 
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る｡2010 年 2 月の時点では 10 万人が登録している｡	 

	 クライアント､商品毎にクチコミ･プロモーション･プロジェクトへの参加者が募集される｡募集人数は

プロジェクトによって異なるが､同社のホームページの過去に行われたプロジェクト一覧によると､ニコ

ン COOLPIX デジタルカメラなど 10 人と少ないものもある一方､｢シーブリーズ｣や｢バスクリン	 カラダプ

ラス｣など 10,000 名という大規模な募集が行われるものもある｡	 

	 募集の際には､同社のホームページにプロジェクトの概要､商品の紹介や参加のための注意事項が明示

され､それに同意した上で､商品への想いや buzz プログラムへの意気込みを書いた｢buzz 宣言｣を記入し

てもらう｡参加者はプロジェクトの目的やターゲットへの適合度､過去の参加状況､さらにこの buzz 宣言

の内容によって決定される｡	 

	 

･リーダーキット	 

	 選ばれたbuzzリーダーには､自分が使うための商品と友人などに配布するための商品が入った｢リーダ

ーキット｣が送付される｡プロジェクトによっては､配布された友人から返信してもらうための応募ハガ

キなども同封されている｡なお､初めての参加者には､参加上の注意や buzz	 Life のフィロソフィーなどを

説明した Welcome	 book も送付される｡なお､自宅ではなくオフィスに送付して､オフィスでクチコミを広

めてもらうプロモーションも行われている｡	 

	 

･buzz リーダーの活動	 

	 buzz リーダーは自分で使ってみて､いいと思った商品について紹介する｡誰にどのような内容のクチコ

ミをしたかは､ホームページから提出してもらっている｡多い者では､1 プロジェクトで 30 通以上のレポ

ートを提出する者もいるという｡このように、リーダーの募集､レポートの提出などはすべて Web 上で行

っているが､商品を渡していることから、対面でクチコミされていることがほとんどであるという｡	 

	 プロジェクト期間が終了した段階で､何人にクチコミしたか､そのうち何人が購入したかといった､フ

ォローアップアンケートが行われる｡レポートの提出および､この終了時のアンケートへの回答がプロジ

ェクトへの参加条件となっている｡なお､後で分析する､クチコミした相手の数､そのうち購入した相手の

数などは､これへの回答結果を集計している｡	 

	 

･対象としている商品カテゴリ	 

	 同社ではこれまでに100以上のクチコミ･プロモーションを実施している｡このうち､本研究で分析する

95 プロジェクトについてみると､｢基礎化粧品(20.0%)｣｢飲料(12.6%)｣｢食料(12.6%)｣の割合が高くなって

いる(図表	 1)｡また､｢生活娯楽(3.2%)｣｢耐久消費財(2.1%)｣なども含まれ､幅広い商品カテゴリで実施さ

れていることがわかる｡	 

	 buzzリーダーへの登録者は10万5千人に達しているが､女性が大部分を占めていることからも､このよ

うな日常的に利用される商品が適しているといえる4｡	 

	 

･適用されている文脈	 

	 95 プロジェクト(商品)のうち､新製品は 13 件であり､既存品を対象としたクチコミ･プロモーションが

大部分である｡また､発売元｢企業｣に注目すると､67 社の製品をプロモーションしている｡これら企業の大

部分が市場でシェアや知名度が高いメジャー企業であった｡つまり､メジャーな企業が発売しているが､

あまり知られていない商品に対してクチコミ･プロモーションが行われているようである5｡	 

                                            
4 意図して女性を集めているのではなく､結果として女性が多くなったということである｡ 
5製品の発売元｢企業｣のシェアや知名度など､95 製品について客観的なデータを入手できないため､イーライフ社の

プロモーション担当者 2 名が主観的に判断した｡ 
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	 これらのうち､35 の製品が TV 広告を投入していた6｡ただし､クチコミ･プロモーションの期間中に出稿

量を変更したり､広告の内容を変更するといった連携はしておらず､通常のマーケティング活動はそのま

まにしておいて､クチコミ･プロモーションも実験的に行うといったものが大半のようである｡	 

	 

図表 1	 buzzLife でクチコミ･プロモーションの行われた商品カテゴリ	 

商品カテゴリ	 %	 

基礎化粧品	 20.0%	 

ボディケア/ハンドケア	 7.4%	 

ヘアケア	 5.3%	 

飲料	 12.6%	 

食料/調味料	 12.6%	 

菓子類	 10.5%	 

機能性食品	 8.4%	 

アルコール飲料	 4.2%	 

耐久消費財	 2.1%	 

生活雑貨(掃除用品など)	 10.5%	 

生活娯楽(映画､TV 番組など)	 3.2%	 

その他	 3.1%	 

合計	 100.0%	 

注)N=95 プロジェクト	 

	 

･buzz リーダーのクチコミ	 

	 1970 年代の米国で行われた調査によると、コカコーラ社の苦情への対応に満足している顧客は 4-5 人、

不満足な顧客は 9-10 人､ゼネラルモータースの場合、それぞれ 8 人と 16 人に話すという(Rosen	 2000)。

また､米国のInfluentialは商品カテゴリによって異なるが､2.3名から5.6名に対して推奨しているとい

う(Keller	 and	 Berry	 2003)7｡さらに､日本の 20-34 才の若者はいいと思ったときに 4.2 人程度に話すとい

う(M1･F1 総研	 2008)8｡	 

	 同社が buzz リーダーと一般女性に行った調査によると､｢(日常生活で)自分が関心があるものについ

て｣､それぞれ 7.2 人､4.3 人に話すという((株)イーライフ	 2008)｡これらと比べても､buzz リーダーは日

常生活の中でもクチコミによる情報発信を活発に行っているといえる｡	 

	 さらに､後述するようにクチコミ･プロモーションの場合､buzz リーダーは平均 9.2 人にクチコミして

いる｡前述の Godes	 and	 Mayzlin	 (2009)では､13 週間のプロモーション期間中に顧客は平均 3.0 名､プロ

モーション会社のエージェントは 2.6 名に話したことを報告している｡これらの数字と比べても､buzz リ

ーダーの普段のクチコミおよびクチコミ･プロモーション活動は活発であることがわかる｡	 

	 

･クチコミ･プロモーションをしやすい､しにくい理由	 

	 同社では buzz リーダーに対しては､クチコミ･プロモーションをしやすい理由､しにくい理由について

も質問している9｡クチコミしやすい理由としては｢自分が商品を体験して良いと思えた(76.4%)｣､逆にク

                                            
6 これに関してもGRPなどの客観的なデータを入手できないため､イーライフ社のプロモーション担当者2名がクラ

イアント企業とのやりとりからの情報および消費者としての TVCM の視聴経験から投入の有無を主観的に判断した｡ 
7 Roper 社による調査｡レストランなど 22 の商品カテゴリについて､推奨した経験の有無を回答させ､経験がある人にその人数を

回答させたもの｡最も推薦人数が多いのは Web サイトの 5.6 人､最も少ないのはクレジットカードの 2.3 人であった｡	 
8 首都圏の一都三県在住の 25-34 才の男女を対象とするインターネット調査｡2008 年 1 月実施｡サンプル数は男女各 1000 サン

プル｡ 
9 buzz リーダーに対して,過去に参加したプロジェクトについて､クチコミしやすい理由としにくい理由を選んで
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チコミしにくい理由としても､｢自分が商品を体験して良いと思えなかった(10.8%)｣の割合がそれぞれ高

くなっており､いい商品でなければ｡クチコミで薦めることができないことがわかる｡	 ｢説明しやすい特

長がいくつかあった(51.2%)｣も高くなっており､商品の特長を明確にすることも重要であることがわか

る｡	 

	 buzzLife では商品を直接渡すだけでなく､購入してもらって後で払い戻す､パンフレットのみの場合も

ある｡｢渡せる商品の数が多かった(52.5%)｣の割合が高いことから､実際に商品を渡した方がよりクチコ

ミしやすいことがわかる｡	 

	 クチコミは新製品など不確実性が高い場合に重要な役割を果たすことが知られている(Day	 1971;	 濱岡	 

1994)｡ただし､｢新商品だった(31.0%)｣は 3 割程度であり､新商品であることはさほど重視されていない｡

また､｢宣伝や広告をよく見る商品だった(19.4%)｣など､広告もさほど重視されていない｡｢どこでも売っ

ている商品だった(17.2%)｣｢生活必需品だった(15.5)｣｢誰もが知っている定番商品だった(9.9%)｣など､

定番であることも回答率は高くはない｡自分で使ってみて実感することが重要であることがわかる｡価格

については､クチコミしにくかった理由の 2 番目に､｢高額な商品だった｣が挙げられている10｡このことか

ら､価格の高さはクチコミのしにくさにつながっていることがわかる｡	 

	 

･インセンティブ	 	 

	 前述のBzzAagent社ではエージェントから提出されたレポートを読んで､意味があるかないかを判定し､

それに応じてポイントを与える｡このポイントによって最大$15 程度の価値をもつ賞品がもらえる｡これ

に対して buzzLife では､金銭や賞品などの報酬は与えていない｡これは報酬が欲しいために､自分の気に

入らない商品をクチコミするという事態を避けるためである｡インセンティブは与えていないにも関わ

らず､全てのプロジェクトにおいて募集人数を上回る応募者がある｡前述の実態調査によると､参加する

理由として｢友達に喜んでもらえる｣｢知人と話題のきっかけになる｣等、同活動を通したリアルなコミュ

ニケーション自体を楽しんでいることがわかる。	 

	 なお､buzz リーダーには活動レポートを提出してもらっているが､同社のスタッフが､それらを読んで

コメントすることによって､参加意欲を高めている｡｢buzz マネージャーからのレポート返信メールが励

みになった(8.0%)｣｢掲示板で他の参加リーダーの様子を知り、励みになった(5.5%)｣など､一定の効果が

あることがわかる｡	 

	 

	 

4.クチコミ･プロモーションの効果の分析枠組み	 

	 同社のサービスについて､クチコミを行う buzz リーダーに注目して行動段階をまとめた(図表 2)｡実線

の長方形は指標が測定されていること､破線については測定されていないことを示す｡これらのプロセス

は次の 3 つに大別できる｡それぞれについて単純集計の結果と併せて紹介する11｡	 

	 

1)3 つのプロセスと成果変数	 

(1)クチコミ･プロセス	 

	 buzz リーダーは､興味のあるプロジェクトに｢応募する｣｡当選すれば｢配布されたものを利用し｣､相手

に｢クチコミする｣｡同時に､｢相手(フォロアー)に商品を渡す｣｡相手はそれを｢利用し｣､気に入ったものな

らば｢クチコミする｣｡	 

                                                                                                                                                         
もらった｡	 
10クチコミしやすい理由として価格についての 2 項目が設定されている｡｢価格が安い商品だった(9.2%)｣

｢高額な商品だった(3.0%)｣でありともに回答率は高くはない｡ 
11以下の平均は 95プロジェクト毎に算出した値の平均値である｡ 
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	 このプロセスについては､｢応募者数｣と｢クチコミした相手の数｣が測定されており､それぞれ平均

3,680 名､9.2 名となっている｡自分で利用したか否かについては測定されてはいないが､このプロモーシ

ョンの趣旨からするとほぼすべての者が利用していると推測される｡	 

	 

(2)購入プロセス	 

	 buzz リーダーのうちさらに､自分自身でその商品を購入する者もいる｡この｢リーダー購入率｣の平均は

39.9%である｡一方､クチコミされた相手のうち何人かは､薦められた商品を利用し､さらに自分で追加購

入する｡この｢クチコミ相手購入人数｣の平均は 3.0 人である｡前述のように平均で 9.2 人にクチコミして

いるので､クチコミした相手の 3 人に 1 人が自分で購入していることになる｡	 

	 

(3)コミュニティでのコミュニケーションプロセス	 

	 buzz リーダーは､毎日の活動状況を buzzLife 事務局に連絡することが参加条件とされている｡一方､プ

ロジェクト毎に設置される電子掲示板(BBS)に自由に投稿することもできる｡｢レポート(提出)率｣｢BBS 参

加率｣の平均はそれぞれ 49.6%､86.2%である｡	 

	 誰にクチコミしたかを伝える｢レポート(提出)率｣は､｢クチコミの相手数｣から影響を受けると考えら

れる｡一方､｢BBSへの参加｣については､参加だけでなく､記入内容も任意である｡実際､BBSへの投稿をみる

と､自分でその製品を使ってみた感想､クチコミした相手の反応､プロモーション活動への意気込みや感

想など様々な内容か記入されている｡このため､クチコミ活動や､購入といった他の変数との関係は必ず

しも明確ではない｡よって､以下の分析では､説明した変数間の関係だけでなく探索的な分析も行い､変数

間の関係を明らかにする｡	 

	 

———————	 

図表	 2	 

———————	 

	 

2)プロセスに影響を与える変数群	 

	 上述の 3 つのプロセスに影響を与える変数群について､｢商品の特性｣だけでなく､｢クチコミ･プロモー

ションの特性｣｢その他｣に大別する(図表	 3)｡	 

	 

(1)商品の特性	 

	 これについては､プロモーションされる商品の｢商品カテゴリダミー｣｢価格｣｢新製品ダミー｣｢マイナー

企業ダミー｣の 4種類である｡図表 1に示したように幅広い商品カテゴリを含んでおり､さらに新製品のみ

ならず既存品についても含まれている｡	 

	 

(2)クチコミ･プロモーションの特性	 

	 buzzLife におけるクチコミ･プロモーションの特徴は､実施期間の長さ､クチコミするために配布する

商品の個数など､プロモーション自体にも多くのバリエーションがあることである｡	 

	 ｢プロモーション期間	 (日数)｣｢参加リーダー数	 (人)｣の他､クチコミ相手(フォローワー)への｢フォロ

ワー向け配布物個数｣｢フォロワーへの配布物なしダミー｣､また､｢リーダー向け実物配布有無ダミー｣を

導入する｡また､オフィスで広めるために自宅ではなく､商品自体をオフィスにまとめて送るプロジェク

トも 11.6%含まれている｡	 

	 

(3)その他の変数	 
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	 上述の変数群以外に､募集人数が少ない､配布方法が特殊であるといった｢特殊プロジェクトダミー｣､

クライアントからの依頼ではなく､buzzLife コミュニティから希望を募って自主的にクチコミ･プロモー

ションを行った｢buzzLife 自主プロジェクトダミー｣､前述のようにして主観的に判断した変数ではある

が｢TV広告投入有無ダミー｣も導入する｡さらに､buzzLifeコミュニティの成長､メンバーや事務局､クライ

アントの学習がクチコミ･プロモーションの成果に影響を与えると考えられる｡それらの代理指標として､

｢プロジェクトの開始年月日｣を用いる｡	 

	 

———————	 

図表	 3	 

———————	 

	 

3)データ	 

	 以下では buzzLifeで 2006年 8月-2008年 8月に行われたクチコミ･プロモーションについて､プロジェ

クトを単位とした分析を行う｡同サービスでは100以上のプロジェクトが実施されたが､本研究では､クチ

コミした相手の数など効果指標が測定されている 95 プロジェクトについて分析する｡これらは､図表 1	 

で紹介したように､幅広いカテゴリを含んでいる｡	 

	 なお､Godes	 and	 Mayzlin	 (2009)とは異なり､売上についてはデータが収集されていない｡また､これら

のうち､TV広告を投入したと考えられるものも 3割程度あるが､GRPなどのデータも入手不可能であった｡

このため､売上やGRPといった指標ではなく､その途中の段階である､広告効果でいうコミュニケーション

効果に相当する指標､つまり｢クチコミをした相手の数｣などについて分析を行う｡このようなアプローチ

は､Godes	 and	 Mayzlin	 (2009)のように売上という興味のある指標を関連づけることはできないものの､

売上に至るミクロなプロセスを把握できるという利点がある｡また､広告効果の測定も､GRP や広告費と売

上の関係を直接分析する｢売上効果アプローチ｣から､認知や態度変化など､購買までに至るプロセスの各

段階の指標との関係を分析する､｢コミュニケーション効果アプローチ｣に移行したことを考えると､ここ

での分析には十分な意味がある｡	 

	 また､クチコミ･プロモーションは一定期間行われ､成果変数については､時系列で変化すると考えられ

る｡しかし､これについては､プロジェクト終了後に自己申告された値しか利用できない｡このため､以下

では､プロジェクト毎に集計した値を用いた分析を行う｡よって､ここでの分析結果は因果関係ではなく､

相関関係の有無を検定していることになる｡	 

	 

4)分析方法	 

	 分析については､1)で挙げた成果変数間には図表	 2の実線のような関係があり､さらに2)項で挙げた変

数群が影響すると想定した｡ただし､説明変数の数に比べてサンプル数が 95 と少ないことや､例えば BBS

への投稿など､他の成果変数との関係が不明であるものがある｡このため､以下の探索的な手順で分析を

行う｡	 

ステップ 1)従属変数毎に｢プロセスに影響を与える変数群｣を説明変数としたステップワイズ回帰分

析を行う｡	 

ステップ 2)図表 2 の実線の矢印に示した関係があるとして同時推定する｡その際には､ステップ 1 で

15%水準で採択された変数もあわせて説明変数とする｡	 

ステップ 3)どのようなパスを追加すればモデルの適合度が向上するかという修正指数を利用して変

数間にパスを追加する｡追加したパスについては図表 2 では破線で示した｡	 

	 

	 なお､例えば､クチコミ･プロモーションへの参加者数の平均は 1,030名､中央値は 300名である｡このよ

うに､ばらつきが大きい変数については､対数をとった｡それらについては推定結果で log(変数名)のよう
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に表示した｡	 

	 

5.クチコミ･プロモーションの効果の分析結果	 

	 このようにして得られたモデルの推定結果を示した	 (図表 4)｡この表の表頭には被説明変数､表側には

説明変数を示してある｡係数は回帰係数､z 値は回帰係数が 0 であるか否かを検定するための統計量であ

り､有意水準のところに一つでも｢*｣がある場合には､回帰係数が0であるという仮説が棄却されたことを

意味する｡つまり､*のついた変数は表頭の成果変数と統計的にみて有意な関係があることになる｡なお､

係数などが表示されていないのは､ステップワイズ回帰分析で 15%水準では有意とならなかったため､同

時推定に用いなかった変数である｡以下では 3 つのプロセスそれぞれについて分析結果を紹介する｡	 

	 

1)クチコミ･プロセス	 

･応募者数	 

	 応募者数については､商品特性のうち､｢基礎化粧品｣｢耐久消費財｣が正で有意となった｡これらは他と

比べると比較的関与度が高いと考えられる商品カテゴリであり､クチコミをプロモーションするリーダ

ーも興味を持っているのだと考えられる｡一方､前述のbuzzリーダーへの調査結果でも価格の高さはクチ

コミのしにくさにつながっていたが､ここでも商品の価格は負で有意となった｡一方､新製品ダミーやマ

イナー企業ダミーは有意とはなっていない｡	 

	 クチコミ･プロモーション変数のうち､｢(募集)リーダー数｣が正で有意となった｡募集者数が多い､つま

り当選しやすいものほど応募者が多くなるのであろう｡｢リーダー向け実物配布物ダミー｣も正で有意と

なっている｡実際にモノが配布される方が､商品を使える､もしくは自分で購入する手間がいらないとい

った点で魅力になっていると考えられる｡	 

	 その他の変数のうち､｢buzzLife 自主調査ダミー｣が正で有意となった｡クライアントからの依頼ではな

く､buzz リーダーからの希望､つまり､自分たちが選んだモノであるほうが応募者数も多くなることがわ

かる｡ただし､この変数はクチコミ相手の数などについては有意ではないため､その後の活動には関係が

ないようである｡｢募集開始年月日｣についても正で有意となっており､コミュニティの成長に伴って､応

募者数が増加していることがわかる｡	 

	 

･クチコミした相手の数	 

	 商品カテゴリのうち｢菓子類｣｢生活娯楽(映画､TV 番組など)｣は正で有意となった｡これら比較的手軽に

紹介できるものについてはクチコミしやすいことがわかる｡一方､｢生活雑貨(掃除用品など)｣は負となっ

た｡掃除用品などは会話する機会が少ないためだと考えられる｡アンケートでは､価格の高さはクチコミ

のしにくさにつながっていたが､ここでは有意となっていない｡アンケートへの回答はクチコミして買っ

てくれるというところまで考慮しているのかもしれない｡	 

	 ｢新製品ダミー｣は有意となっていないが､｢マイナー企業ダミー｣が正で有意となっている｡他の人の知

らない企業の製品ほど､人に知られていない可能性が高く､それをより多くの人にクチコミしようとする

のだろう｡	 

	 ｢フォロワー配布物個数｣｢リーダー向け実物配布ダミー｣ともに正となっていることから､実物を配布

しながらクチコミしていることが推測される｡｢募集開始年月日｣も正で有意となっており､時間と共にク

チコミは活発化していることがわかる｡	 

	 

2)購入プロセス	 

･リーダー購入率	 
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	 商品カテゴリのうち､｢基礎化粧品｣｢食料/調味料｣が負となった｡これらについては､肌の質や味の好み

など､自分の好みに合わないものは購入しないためだと考えられる｡｢価格｣も負で有意となっており､価

格が高いほど自分では購入しにくくなることがわかる｡	 

	 クチコミ･プロモーション変数のうち､｢buzz プロモーション期間｣｢フォロワー配布物個数｣｢オフィス･

バズダミー｣は正で有意となった｡期間が長い､配る数が多いといった､ある意味､面倒なプロジェクトに

参加する者ほど自分でも購入しているのだろう｡	 

	 一方､｢リーダー数｣は負で有意となった｡参加するリーダーが多くなると､活動に熱心ではない者が増

加するのだと考えられる｡また､｢リーダー向け実物配布ダミー｣も負で有意となっている｡リーダーに対

して実物を配布すると､自分で改めてそれを買う者が少なくなるのだろう｡	 

	 

･クチコミ相手購入人数(クチコミした相手のうち購入した人数)	 

	 商品カテゴリのうち､｢生活娯楽(映画､TV 番組など)｣のみが正で有意となった｡平均ではクチコミ相手

のうち 3.0 人が購入しているが､これ以外の商品カテゴリダミーが有意ではなかったことから､商品カテ

ゴリーによる差は大きくはないことがわかる｡｢価格｣は負で有意であり､高価なモノは購入されにくいこ

とがわかる｡	 

	 前述の｢クチコミした相手の数｣と同様､｢フォロワー配布物個数｣｢リーダー向け実物配布ダミー｣とも

に正であり､実物を渡された方が､フォロワーの購入につながることがわかる｡効果指標のうち､｢リーダ

ー購入率｣が正で有意となった｡クチコミを伝えるリーダー自身が自分でも購入しているような商品であ

るほど､フォロアーも購入するのだろう｡いいものをクチコミして買ってもらうという､buzzLife の意図

が反映されているといえる｡	 

	 

3)コミュニティでのコミュニケーションプロセス	 

･電子掲示板(BBS)参加率	 

	 効果指標のうち｢リーダー購入率｣｢クチコミ相手数｣が正となった｡自分で購入し活発にクチコミ･プロ

モーションするような場合ほど､BBS にも積極的に参加していることがわかる｡	 

	 商品特性のうち､｢食料/調味料｣｢生活雑貨｣｢生活娯楽｣が正となり､これら利用頻度が高い製品カテゴ

リでは BBS の書き込みも活発となることがわかる｡｢価格｣は他の変数に対しては負であったが､ここでは

正となった｡価格の高さは購入などについてはネガティブな影響があるものの､関与度を高め BBS でのメ

ッセージを活性化させていると考えられる｡	 

	 ｢リーダー数｣は負となった｡リーダー数が多くなるほど､積極的ではない者が増加するためと考えられ

る｡｢リーダー向け実物配布ダミー｣｢オフィスバズ･ダミー｣は正であり､実物が配布されたり､オフィスに

商品を送ってもらいクチコミするという､面倒なクチコミに参加する者ほどBBSに積極的に参加している

と考えられる｡	 

	 ｢buzzLife 自主調査ダミー｣は正で有意となった｡buzz リーダーが自分たちで選んだ製品の方が BBS で

のコミュニケーション､buzzLife コミュニティに積極的に参加するのだろう｡｢募集開始年月日｣は他の効

果指標に対しては正だが､この変数については負で有意となった｡これについては､時間と共に､ブログな

ど他のメディアが利用されるようになり､BBS に書き込まなくなった可能性がある｡	 

	 

･事務局へのレポート率	 

	 成果変数のうち｢BBS参加率｣が正で有意となった｡BBSへの参加は任意なので､これへの参加は活動や製

品にたいして積極的であることを意味する｡このような場合には､事務局へのレポート率も高いことがわ

かる｡商品カテゴリダミーのうち､｢耐久消費財｣｢生活娯楽｣など｡これら関与度の高い製品についても正

で有意となっていることから､このことが裏付けられる｡	 
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	 クチコミ･プロモーション変数のうち､｢リーダー数｣は負である｡｢BBS 参加率｣などと同様､参加者が増

えると積極的ではない者が増加するためだと考えられる｡｢TV 広告投入ダミー｣は他の成果変数について

は有意ではないが､ここでは正で有意となった｡事務局への活動報告はクチコミを行ったことを報告する

ために行うのであり､TV 広告は､そのような継続的な活動を続けるインセンティブを保持する機能を果た

しているのかもしれない｡	 

	 

———————	 

図表	 4	 

———————	 

	 

	 

6.考察	 

	 1)本研究からの知見	 

	 本研究では､商品を消費者に使ってもらい､それを誰かに伝えてもらうという｢クチコミ･プロモーショ

ン｣を行っている｢buzzLife｣について分析を行った｡先行研究のレビューの後､同サービスの概要を紹介

した｡単純集計の結果から､クチコミ･プロモーション期間中に 9 人程度に話していることがわかった｡米

国での同様のサービス､先行文献などと比べても活発にクチコミが行われているといえる｡さらに

buzzLife で測定されているクチコミ･プロモーションの効果指標を､｢クチコミによる情報伝達プロセス

(応募者数､クチコミした相手の数)｣｢購入プロセス(リーダー購入率､クチコミした相手の購入人数)｣

｢buzzLifeコミュニティでのコミュニケーションプロセス(BBS参加率､事務局への活動レポート提出率)｣

に分類し､それらと｢商品の特性(商品カテゴリダミー､価格など)｣｢クチコミ･プロモーションの特性	 (期

間､参加者数など)｣の関係を分析した｡	 

	 ここでの分析の要点は以下のようにまとめることができる｡	 

	 

･クチコミ･プロモーションでは平均 9.0 名にクチコミし､そのうち 3 名が購入する｡	 

	 クチコミが消費者の意思決定に強い影響を与える理由の一つは､企業によってコントロールされてい

ないため､情報の信頼性が高いことにある(濱岡	 1994)｡企業の依頼によってクチコミしていることがわ

かれば､その影響は低下すると考えられる｡しかし､本研究で示したように､企業からの依頼であることを

明示した場合でも､クチコミした 9 人のうち 3 人が購入しているのである｡	 

	 

･クチコミ･プロモーションの成果は､商品特性だけでなくクチコミ･プロモーション特性に影響される	 

	 ここでは｢応募者数｣｢クチコミ相手人数｣｢リーダー購入率｣｢クチコミ相手購入人数｣｢BBS 参加率｣｢レポ

ート(提出)率｣を商品についての変数､クチコミ･プロモーションについての変数によって説明した｡いず

れの成果変数についても､商品についての変数､クチコミ･プロモーションについての変数ともに有意と

なった｡	 

	 商品カテゴリについては企業が変更することは困難だが､クチコミ･プロモーションについては､ある

程度自由に変更できる｡例えば｢リーダー購入率｣については､｢基礎化粧品｣｢食品/調味料｣がマイナスだ

が､｢buzz(クチコミ･プロモーション)期間｣｢フォロアー配布物個数｣は正であるので､これらを増加する

ことによって不利な部分を補足できることになる｡このように､ここでの結果を用いることによって､よ

り効率的なクチコミ･プロモーションを実施できるだろう｡	 

	 

･成果変数によって有意に説明する変数は異なる｡	 

	 6 つの成果変数によって有意な変数は異なっている｡つまり､目的に応じて適切なプロモーションを行

う必要があるといえる｡	 
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･新製品か否かは関係ない	 

	 濱岡(	 1994)はクチコミについての先行研究をレビューすることによって､新製品､関与度が高い製品な

どの場合にクチコミが重要になることを指摘している｡クチコミの受け手に注目した研究では､既存製品

よりも新製品の場合により大きな影響を与えることが示されている(Day	 1971)､逆に、事前になんらかの

態度、評価が形成されている場合には、クチコミの効果は低減する(Wilson	 and	 Peterson	 1989;	 Herr	 et	 

al.	 1991)｡ここでの結果をみると､｢新製品ダミー｣はいずれについても有意とはなっていない｡これはク

チコミ･プロモーションという活動に積極的に関わっているため､新製品/既存品に関係なくクチコミを

伝達しているためとも考えられる｡	 

	 

･自分で購入した者からの方が購買への影響は強い	 

	 ｢クチコミ相手人数｣から｢クチコミ相手購入人数｣への係数は有意とならなかったが､｢リーダー購入

率｣から｢クチコミ相手購入人数｣への係数は正で有意となった｡このことは､クチコミする相手の数を増

やすだけでは､相手の購入にはつながらないが､クチコミ･プロモーションの伝え手であるリーダー自身

が購入するほど気に入ったものであれば購入する相手も多くなることを示唆している｡企業としては､そ

のような｢よい商品｣を提供する必要があることは言うまでもない｡	 

	 なお､ここでのデータはあくまで相関を分析したものであるため､ここでの分析のみから､このような

因果関係としての解釈を行うことはできない12｡しかし､実態調査でも､自分でいい商品だと感じる商品の

場合にはクチコミしやすいと回答した者が多かった｡このことから､一定の因果があることが推測され

る｡	 	 

	 

･クチコミを受信する立場とクチコミ･プロモーションを行う立場の違い	 

	 過去のクチコミの研究では新製品や関与度が高い状況ほど､クチコミが重要となることが指摘されて

きた(濱岡	 1994;	 de	 Matos	 and	 Rossi	 2008)｡これに対して､実態調査およびプロモーション効果の分析

から､価格が高いとクチコミしにくいこと､新製品か否かは関係ないといった結果が得られた｡	 

	 これについては､過去のクチコミ研究の多くは､クチコミを情報源として使う｢情報の受け手｣に注目し

たものであったのに対して､本研究ではクチコミを伝える｢送り手｣､特に金銭的な報酬は受けないものの､

企業からの依頼によるプロモーションに参加する者を分析したことによると考えられる｡クチコミはあ

る人が受け手となったり､送り手ともなれるという特長がある(	 濱岡 1994)｡このような二つの立場の差

異について理解する必要がある｡	 

	 

2)インプリケーション	 

	 既に述べた点も含めて実務上のインプリケーションをまとめよう｡まず､成果変数によって有意となる

変数が異なっていることから､目的に応じて､それに影響を与える要因に注目してクチコミ･プロモーシ

ョンを実施する必要がある｡企業にとって､商品についての変数はコントロールできないものが多いが､

クチコミ･プロモーションも変数も有意となっているので､商品として不利な場合であっても､クチコミ･

プロモーションで補足できる｡	 

	 また､自分で購入した者からの方がクチコミした相手の購買への影響は強いことから､クチコミする者

が自分でも購入したくなるような商品を投入することがクチコミの前提である｡buzzLife では､自分でい

いと思ったものを伝えてもらうという趣旨から金銭などのインセンティブを与えていないが､筆者らが

別途行ったbuzzリーダーへのアンケートからも､経済的報酬はオピニオン･リーダー度に対して負の影響

                                            
12	 分析としては構造方程式モデルを適用したが､データについては､各種の要因をコントロールした実験ではない｡

このため､因果関係と判定することは不適切である｡ 
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を与えることが示されている｡経済的報酬を与えないことは妥当であり､自発的にクチコミしてもらえる

ようないい商品､さらにその特長が明確に伝わるようにコミュニケーションすることが重要である｡	 

	 	 

3)今後の課題	 

	 まず､広告については､｢TV 広告あり/なしダミー｣しか用いなかった｡TV 広告の GRP､店頭でのプロモー

ションなど他の変数も考慮した分析が必要である｡同様に Godes	 and	 Mayzlin	 (2009)が行ったように､売

上データとの関連を時系列で分析することも興味深い｡特に､本研究ではプロジェクト毎に集計された値

を用いたが､広告などを取り入れた分析を行う際には､各プロジェクトについて､時系列での分析を行う

ことによって､因果関係を明らかにすることができるだろう｡	 

	 また､クチコミした相手の数､そのうち購入した者の数はともに自己申告であり､上方バイアスという

可能性もある｡売上や認知率調査など､より客観的な指標を含めた時系列での分析が必要である｡クチコ

ミ･マーケティングはマス媒体を使ったマーケティングよりも効果的であると考える実務家が多いかも

しれないが､その効果測定は重要な課題である｡このような分析を行うことによって､効果を定量的に評

価することができるだろう｡	 

	 

4)おわりに	 

	 クチコミ･マーケティングについては､ステルス･マーケティングという言葉があるように､企業の依頼

によることを隠して行われることがある｡これは､倫理的にも問題があり､露見した場合には､例えば｢ブ

ログ炎上｣などのように､消費者から大きな反発を受けることが多い｡そのような状況を避けるため､米国

クチコミマーケティング協会でも､企業の依頼によってクチコミ･プロモーションを行うときには､その

ことを明示するという倫理要綱を制定している13｡このようにクチコミ･プロモーションには注意しなけ

ればならない点もあるが､能動的にクチコミを広めるためには有効な手法である｡その用法を誤らず､よ

い商品やサービスが世の中に広まることを願いたい｡	 
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図表 2	 buzzLife におけるクチコミ･プロモーションの流れと本研究での分析の枠組み	 

	 
注)実線のブロックは測定されているステップ､点線のブロックは測定されていない段階｡	 

	 同時推定の際には､まず実線の矢印のような変数間の関係があると想定して推定を行った｡さらに､共分散構造モデルから出力される修正係数に応じ

て破線のパスを追加した｡
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図表	 3	 変数の定義および単純集計結果	 

分類	 項目	 概要と単純集計	 

(1)商品

の特性	 

商品カテゴリダミー	 	 図表1に示した商品カテゴリ分類にあてはまる場合に1となる変数

群である｡	 

価格	 	 ホームページなどで表示されている希望小売価格を用いた｡平均は

1,640 円｡	 

新製品ダミー(*)	 	 新製品は 13.7%であり､既存品が大半である｡	 

マイナー企業ダミー

(*)	 

	 マイナー企業は 12.6%であり､メジャー企業が行っていることがわ

かる｡なお､｢マイナー製品か否かという定義も可能だが､新製品は当

初はマイナーであり､これらの相関が高くなるため､企業に注目した｡	 

(2)クチ

コミ･プ

ロモーシ

ョンの特

性	 

クチコミ･プロモー

ション期間	 (日数)	 

	 プロモーション活動を行う日数であり平均 31.6 日｡	 

参加リーダー数	 

(人)	 

	 クライアント企業が設定したクチコミ･プロモーションへの参加者

数｡平均は1,030名､中央値は300名であることからもプロジェクトに

よってばらつきが大きいことがわかる｡	 

フォロワー向け配布

物個数	 

	 リーダーに対して､クチコミ相手(フォロアー)に渡すために与えら

れる商品の数である｡平均は 9.96 個｡	 

フォロワー向け配布

物なしダミー	 

	 上記に関連して､配布物がないプロジェクトの場合に 1 となるダミ

ー変数である(14.7%)｡	 

リーダー向け実物配

布ダミー	 

	 クチコミ･プロモーションへの参加者(リーダー)に対して､実物を

配布する(80.0%)か否かのダミー変数である｡	 

オフィスバズ･ダミ

ー	 

	 多くは自宅に商品などのリーダーキットを送るが､オフィスで広め

るために､オフィスにまとめて送るプロジェクトもある(11.6%)｡	 

(3)その

他の変数	 

特殊プロジェクトダ

ミー	 

	 募集者数が少ないといった他とは異なる特徴をもつプロジェクト

である(9.5%)｡	 

buzzLife 自主プロジ

ェクトダミー	 

	 クライアントからの依頼によるプロジェクトが大部分であるが､

buzzLife コミュニティから希望を募って自主的にクチコミ･プロモ

ーションを行うものもある(11.6%)｡	 

TV 広告投入有無ダミ

ー(*)	 

	 TV 広告を投入したか否かを示すダミー変数(36.8%)｡	 

プロジェクトの参加

募集開始年月日	 

	 buzzLife コミュニティの成長､メンバーや事務局､クライアントの

学習がクチコミ･プロモーションの成果に影響を与えると考えられる

が､それらを直接測定した指標はない｡このため､プロジェクトの開始

年月日をこれらの代理変数として用いた｡	 

注)	 (*)のついた項目については､(株)イーライフのプロモーション担当者 2 名が､主観的に判定した｡	 

マイナー企業か否かについては､市場でのシェアや知名度などを主観的に考慮して判断した｡	 

新製品か否か､TV 広告を投入しているか否か､については､クライアントとのやりとりなども勘案して判

断した｡	 
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