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 近年、スマートフォンの普及が急速に進んでいる。 

また、従来の携帯電話と比較するとスマートフォンの 

利用形態は変わってきており、ユーザーの購買行動に
変化をもたらしつつある。 

 

 そこで本フォーラムでは、スマートフォンユーザーの 
利用形態を示した後に、消費者行動のプロセスから 
ユーザーの購買傾向を分析し、その結果から企業に 
とってスマートフォンユーザーへの適切な対応には 
どういったものが有効なのかを探っていく。 
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1．スマートフォンの 

  普及予測と特徴 
 

1.1 スマートフォンの普及予測 

1.2 スマートフォンとは 

1.3 スマートフォンの特徴 

1.4 各種機能の利用率 

 

２．スマートフォンの利用形態 

 
2.1 スマートフォンの利用による 
   行動の変化 
2.2 情報閲覧、収集の変化 

2.3 スマートフォンが行動に与えた影響
2.4 インターネット閲覧時間の増加 

2.5 利用するサービスの変化 

2.6 ショッピングをする頻度の変化 

2.7 まとめ  
   スマートフォンユーザーの特徴 
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3.消費者行動の変化  
 

3.1 消費者行動とは何か？ 

3.2 消費者の行動プロセス  
   ＡＩＤＭＡ 

3.3 AISCEAS（アイシーズ）とは 

3.4 AISCEAS（アイシーズ）の特徴 

3.5  情報共有と購買行動の関連性 

3.6 商品の比較、検討 

3.7  行動プロセスからみる 

        企業の課題 

 

4. 企業の動向 
 

4.1  企業が取るべき対応とは何か？
4.2  モバイルファーストの 
        ３つのポイント 

4.3.1  事例①  
           写真共有アプリ ｢Instagram」 

4.3.2  モバイルファーストへの取り組み
4.3.3  モバイルファーストへの成果 

4.3.4  事例②夢展望 

4.3.5  特徴的な機能 「おねだり機能」 

5. 今後の展望 

6. 参考文献 
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 スマートフォンの普及の予測と 

端末の特徴を扱う。 
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 2011年３月末時点
で端末総契約数 
1億912万件に対
し、 
スマートフォンの 
契約数は955万
件。 
（全体の約10％） 

 

 
 
 だが2015年に 
全体の50%を 

上回るであろうと 

予測されている。 
 

出典 2011.7.7 ：MM総研 「スマートフォン市場規模の推移・予測」 
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スマートフォン契約数 携帯電話契約数 スマートフォン契約比率 

http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110707500


「一般的な携帯電話と同じサイズの本体の中に、 
多彩な機能と、パソコンのようなカスタマイズ性を 
持つ高機能携帯電話のこと」 
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出典 2011 ５/２５NTTドコモの スマートフォンへの取り組み 

携帯電話の移動性×ＰＣの高機能×使いやすさ 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%80%A7%C3%97PC%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BD&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.jssec.org/news/110525_d.pdf&ei=xq-nToTmCe7GmQW36LzFDw&usg=AFQjCNGTY6eVEOZsoWgkKWrbyCJ5OCf9nw
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①直感的な操作性 
タッチパネルによる 
指での直感的な操作。 

 
 

③汎用性の高いOS 
OSの仕様が 
公開されている 

 

⑤インターネットの接続環境 
3G回線（携帯電話回線） 

に加え無線LAN接続が可能。 

④豊富なアプリ 
幅広いジャンルの 
アプリが揃っている。 

②見やすい画面 
高画質で文字の拡大、 
スクロール機能を搭載 
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出典 2011/09/15 シード・プランニングより「2011年度 携帯電話の利用実態調査」 

 スマートフォンユーザーの
携帯電話の各機能、 
サービスの利用状況は、 

どの機能も利用率が高く、
従来の携帯電話では 
使いにくかった機能が 
使われている。 

スマートフォンの各機能・サービスの利用トップ10 

http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011091501.html


 スマートフォンの利用形態を 
取り上げ、その特徴を示す。 
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検索行動の変化 

インターネットの 
接触時間の変化 

情報共有の変化 

 

⇒上記の利用の 

 変化を詳しく 

 取り上げていく 
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出典 2011 5/19博報堂ＤＹスマートフォン購入によるユーザー行動変化調査（および震災後追加調査）結果報告 

スマートフォン購入によるユーザー行動変化調査 (n=500) 

http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/525


出典：20111/21~23調査 著者 宝珠山 卓志 『スマートフォン・マーケティング～ブランドアプリに見る企業のコ ミュニケーション戦略～』 
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とても増えた 11.6% 32.3% 4.1% 6.1% 5.8% 21.3% 4.2% 5.3% 4.8% 5.7% 18.6%
やや増えた 22.2% 37.3% 10.1% 13.3% 13.3% 38.1% 12.0% 14.4% 14.4% 16.3% 26.2%

変わらない 55.6% 26.3% 66.3% 43.4% 67.9% 33.9% 63.7% 41.8% 74.8% 72.2% 49.3%

やや減った 8.2% 2.6% 15.4% 11.8% 10.9% 5.4% 15.1% 12.3% 4.2% 2.6% 4.8%
とても減った 2.5% 1.5% 4.1% 25.4% 2.1% 1.4% 5.0% 26.2% 1.9% 3.2% 1.0%
増えた合計 33.8% 69.6% 14.2% 19.4% 19.1% 59.4% 16.2% 19.7% 19.2% 22.0% 44.8%
減った合計 10.7% 4.1% 19.5% 37.2% 13.0% 6.8% 20.1% 38.5% 6.1% 5.8% 5.8%

外出先や移動中に情報閲覧、 
検索を行う頻度が「増えた」割合が多い。 
Twitter等の書き込み頻度も増えている。 

スマートフォン利用によるネット利用状況変化 

情報閲覧 検索 ショッピング その他 



 
 
 
 
 
 
 

 「分からないことが 
あったらすぐ検索する」 

 「屋外で検索しながら 
行動を決める」など 

 検索に関する項目におい
て、変化したと感じている
割合が特に増えている。 
 
 

⇒即座に検索し、問題を 
解決しようと行動している。 
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出典 2011/9/7日本経済新聞掲載 博報堂DYグループ調査より 

http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A9093819497E2E4E2E2938DE2E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE1EA


出典 2011.5.19 MM総研「スマートフォンユーザーの利用実態調査」 
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 スマートフォンユーザの 
平均的なWebサイト 
閲覧時間は1日あたり 
2時間49分。 
 
 従来の携帯電話ユーザー
の58分に比べて約3倍。 

スマートフォン/携帯電話ユーザーの 
ジャンル別サイト閲覧時間 (分） 

http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110519500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110519500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110519500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110519500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110519500
http://www.m2ri.jp/newsreleases/main.php?id=010120110519500


8.3%
2.9%
3.2%
3.6%
5.4%

8.6%
9.4%

12.2%
13.3%

16.5%
16.9%

23.0%
23.4%
24.5%

27.7%
40.3%

46.0%
48.9%

55.4%
58.6%
59.4%
61.9%

69.8%
70.5%
71.2%

その他

懸賞サイト

デコメ

着うた・着うたフル

占い

待受け・壁紙

ファッション・コスメ

オークション

オンラインゲーム

電子書籍

クーポン・チケット

商品キャンペーンサイト

ショッピングサイト

掲示板サイト（2ちゃんねるなど）

レシピサイト

アプリ・ゲーム

グルメ情報サイト

ブログサイト

動画共有サービス

SNSサイト（GREE・ﾓﾊﾞｹﾞｰ・mixiなど）

検索サイト

Facebook

乗り換え・交通情報

Twitter

ニュース・天気予報
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従来の携帯電話ユーザー 
（N=1,447） 

スマートフォンユーザー 
（N=278） 

この1ヶ月に利用、あるいはアクセスしたサービス 出典  2011-09-01「携帯コンテンツに関する利用動向調査-第14回-」 

スマートフォンユーザーは「ニュース・天気予報」（71.2％）が最多。 
Facebookの利用も、フィーチャーフォンユーザーが1割未満（9.7％）だったのに対し、 

スマートフォンユーザーは6割超（61.9％）という 
高い利用率を示すなど、大きな違いが見られた。 

http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1109/02/news078.html


 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2011年3月29日 IMJモバイル「スマートフォンユーザーのECサイト利用実態調査」 
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スマートフォンで月に 1回以上商品を購入しているユーザーは 57％、 
パソコンに次いで高頻度であることがわかる。 

http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110329-301.html
http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110329-301.html
http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110329-301.html
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http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110329-301.html
http://www.imjmobile.co.jp/news/report_20110329-301.html
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インターネットの利用時間と 
   検索行動の変化 

外出先の行動の変化 
利用するサービスの変化 

情報の発信、共有の方法が変化 
商品購入の頻度の増加 
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情報との接触が多く、 

購買機会が増加している
と考えられる。 



 消費者行動のプロセスから 
スマートフォンユーザーの 
購買行動の傾向を示す。 
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消費者行動とは 

・購買行動･･･商品を認知し、購入に至るまでの行動 
・消費/使用行動･･･商品購入から廃棄するまでの過程 

この２つで構成される。 

 

 消費者が特定の製品やサービスを購入するに 

いたった経緯やプロセス、あるいはその動機などを、 

消費者の行動や生活様式などと関連付けながら 

分析する⇒企業側の視点 
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  「ある商品について、消費者がそれを認知し、 

 購買するに至るまで」を表したのが消費者行動モデ
ル。 
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AIDMA・・1920年代にアメリカのＳ・ローランド・ホール氏が提唱 



 アンヴィコミュニケーションズから新たな法則として、
AISCEAS（アイセアス、もしくはアイシーズ）の法則を提
唱。 
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AISAS・・広告代理店電通が提唱 

AIDMA・・Ｓ・ローランド・ホール氏が提唱 

AISCEAS・・アンヴィコミュニケーションズが提唱 



  購入後、Share（情報共有）された情報が 
各段階に影響を与える特徴がある。 

 

 

 

 

 

 

山田正雄ゼミナール11期 スマートフォン利用による消費者行動の変化 22 

TwitterやブログなどSNSの利用増加も 
あって商品の感想、クチコミ等が 

後の消費者の行動に影響してくるようになった。 

AISCEAS・・アンヴィコミュニケーションズが提唱 
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  App Storeで配信されている 
アプリのダウンロード 
ランキングの変動と、 
Twitter上のアプリケーションに 
関するツイート数と 
相互関係が非常に高いと 
いうデータを公表した。 
 

 ⇒Twitterの口コミ、 
レビューといった 

情報共有が購買行動に 
影響を与えている。 

出典 2011年9月15日「QuerySeeker Analyze」の調査結果 

App StoreランキングとTwitterの関係 

http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html
http://queryeye.com/jp/news/20110915-1.html


ユーザーのソーシャルサービス利用率 
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出典 著 宝珠山 卓志  
『スマートフォン・マーケティング 
～ブランドアプリに見る企業の 
コ ミュニケーション戦略～』   
スマートフォン普及動向調査 

従来の携帯電話ユーザー
と比べると、

スマートフォンユーザーの
ほうが商品購入時に
コメントやレビューを
参考にしているという
傾向がみられる。



  スマートフォンは、ユーザーの購買機会を増やして 
消費意欲を高めるとともに、消費者行動においては、 

手軽に情報検索を実現し、価格比較を容易に行い、
口コミを確認し、購買をする、というような選択的な 

 購買行動をしやすい環境を与えている。 
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 各企業はスマートフォンユーザーと端末の特性に 
対応しつつ、消費者にとって有益な情報提供を 
効率よく行うことが重要であるのではないか。 



 企業側はスマートフォンユーザー
に対してどのようなコンテンツや 
サービスを提供するのだろうか？ 
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  各企業はスマートフォンユーザーと端末に 
対応しつつ、消費者にとって有益な情報提供を 
効率よく行うには何が必要か？ 

 

 モバイルファースト 
Webサイトを制作する上で、最初にモバイルを 
意識して設計し，それを軸にデスクトップや 

その他デバイスへ活かしていくという基本的な考え方。 
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 常時携帯するスマートフォンを考慮したコンテンツを制作をすることで、 
自然と利用シーンを想像し、それに合わせた制作ができるのではないか？ 



 
 
 

 利用シーンを意識した制作 

→誰に、どんなときに、どんな場所で、 
どのように使われるのかを考える。 

 

 コンテンツをフォーカスする。 

→利用者にとって本当に必要なものを多くのコンテンツの 
中から絞り込み、どう提供するかを考える。 

 

 モバイル端末を生かした機能やサービスを利用する。 

→GPS（位置情報）、ＡＲ（拡張現実）、SNS、カメラ機能など 
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では実際にこれらの
ポイントを採用 
している企業は 
あるのだろうか？ 
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写真を「撮る」 

「見る」「共有する」を
１本化したアプリ。 

  

サービス開始からわ
ずか8か月で 
会員500万人を 

達成。 



「Instagram」の前に、 「Burbn」というアプリを開発した。 

→失敗・・・結果として多くの課題を発見した。 
 
「どう使われるべきか」ではなく、 

「実際にユーザーがどうアプリを使っているか」 
を見つけること＝解決策ではなく問題に焦点を絞る！ 
 

「写真に関してみんなが抱えている最大の問題は何か？」 
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挙がった３つの課題  
問題１   画像の美しさ 

  問題２  配信のスピード 
    問題３ 他サービスとの連携 



 累計投稿数50億枚を誇る,PCサイト大手の｢Flicker｣の 
ｉPhoneからの１日投稿数は12万枚程度。 
一方の｢Instagram｣はｉPhoneからの１日投稿数は80万枚。 
 
 ｢Flicker｣は１億枚の投稿数までに2年かかったが、 
｢Instagram｣はたったの8週間で達成してしまった。 
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PCにおける利用では大手の｢Flicker｣が盤石な存在だろうが、 
スマートフォンからの写真共有サービスの利用においては 
「Instagram」が覇権を握る可能性が高いのではないか。 
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 年商63億、サイト会員数約
190万人を有するファッション

通販サイト。 
 
 

スマートフォンサイトからの 
売上は2010年12月時点では

わずか1%だったが、 
2011年9月には15%にまで 

急増 
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彼氏、両親、祖父母
へのおねだりが多い。 

 
おねだりされた人の 

８割が購入してしまう
傾向がある。 

 仮に購入に至らなかった場合 

でもそれまでサイトを知らなかった
人にも認知してもらえる。 

 
→サイト訪問を促進し 

結果アクセス数が大幅に伸びた。 





  スマートフォンの普及に伴いユーザーの利用形態が
変わってきている。 
特に情報の比較・検討を行い、購入前や購入後に 
それを共有する傾向がみられた。 
 
 

  一方で企業が、スマートフォンユーザーの 
利用形態に適したコンテンツやサービスの 
提供をするためにはモバイルファーストを考慮して 
行うことが有効であると考えられる。 
今後のさらなる企業の対応に注目していきたいと思
う。 
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 情報通信白書平成23年資料 

 宝珠山 卓志  

『スマートフォン・マーケティング～ブ
ランドアプリに見る企業のコ ミュニ
ケーション戦略～』 2011年 株式会
社宣伝会議 

 手嶋 浩己 、須田 将啓ら共著  
『スマートフォン チャンス！ iPhoneと
Androidが生んだ巨大ビジネス市場
の攻略法』  
2011年 インプレスジャパン 

 夏野剛  

『図解 ビジネス情報源 入門から業
界動向までひと目でわかる スマー
トフォン』  
2011年 アスキー・メディアワークス 

 IMJモバイル 
http://www.imjmobile.co.jp/ 

 株式会社MM総研 
http://www.m2ri.jp/index.php 

 ＩＴmedia 
http://www.itmedia.co.jp/ 

 夢展望 
http://www.dreamvs.jp/pc/ 

 Instagram 
http://instagr.am/ 
 

 調査レポート / IMJモバイル 
http://www.imjmobile.co.jp/news/
report.html 

 調査レポート | HAKUHODO Inc., 
http://www.hakuhodo.co.jp/archiv
es/news_type/survey 
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