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１．MROCとは何か

　MROCはネット上に形成した数十人から数百人

のリサーチ・コミュニティーを対象に、数週間か

ら１年以上にわたってソーシャルメディア（掲示板、

ブログ、投票、写真・動画のアップロード）や詳細

面接（デプス・インタビュー）、アンケートなどを

組み合わせて実施するハイブリッド調査手法である

（図表１）。アンケートやグループインタビューとい

った従来型の調査手法では得られなかった消費者イ

ンサイト（消費者の意識や行動に関する洞察）を発

見し、新商品開発やマーケティングに役立てようと

するものだ。

　MROCはクローズドなコミュニティーとして構

築される。一般的なコミュニティーと異なり、承認

された者しか参加できない。参加者を調査目的に合

致した特定のグループに限定するとともに、新製品

アイデアや掲示板の内容が競合他社に漏れないよう

にするためだ。クローズドにすることで参加者に安

心感も与えられる。

参加者募集から調査実施まで

　MROCへの参加者は通常、ネットアンケート調

査のモニターやクライアント（調査依頼企業）のユ

ーザー会員から募集する。応募者に対してスクリー

ニング調査を実施し、当該テーマへの関与度が高く、

ソーシャルメディアを活用した消費者調査の最新手法

早わかり「MROC成功のカギ」
三菱総合研究所　事業予測情報センター　主席研究員　佐野 紳也

特別寄稿

　ソーシャルメディアをフル活用した米国発のマーケティング手法「MROC（Market Research Online 
Communities、エムロック）」が注目されている。米国では2000年代後半に利用が拡大したが、日本でも
11年くらいからMROCを提供する会社が続々と登場し始めている。MROCとは何か、ネットアンケートや
グループインタビューなど既存の調査手法と比べたメリット・デメリット、具体的な事例、成功へのカギは何
かなどを分かりやすく解説する。

図表１　MROCはネット上のリサーチ・コミュニティーを対象としたハイブリッド調査手法
「発言力」のある人々

を選定。リサーチ・コ

ミュニティーへの参加

を依頼する。

　「発言力」とは、コ

ミュニティー内で自分

の意見を能動的に発言

でき、他の参加者の発

言にも積極的にコメン

トできることを意味す

る。また、写真や動画

のアップロードができ

ることも前提となる。

　MROCでは「コミュ

ニティー・マネジャ

ー」（モデレーター、

ファシリテーターとも
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呼ばれる）が進行を管理する。通常、事前にクライ

アントと協議し、「コミュニティー・ガイド」（コミ

ュニティーの運営計画）を策定。それに基づいて掲

示板設定やブログの依頼をし、アンケート調査など

を実施する。

　参加者間の議論が発展し、当初予定していない方

向に議論が展開する場合には、クライアントと調整

して議論を発展させるか否かを決定する。新たなイ

ンサイトにつながる場合、新規に掲示板などを設定

したりする。

一般的なSNSなどとの違い

　MROCがSNSなど一般的なネット・コミュニテ

ィーと異なるのは、リサーチを目的として形成され

ていることだ。一般的なネット・コミュニティーの

場合、自発的な参加が前提となるため、参加者が興

味を持たないテーマでは投稿がなされないし、さら

に詳しい意見を聞くのが難しいこともある。これに

対してMROCでは、コミュニティー・ガイドに沿っ

て議論を展開させ、回答を強制的に求められるメリ

ットがある。

２．MROC誕生の背景

　MROCは米ボストンで1999年に設立されたコミ

ュニスペース社が2000年頃から提供し始め、米国

では2000年代後半から利用が急拡大してきたとみ

られている（図表２）。

　コミュニスペース社は11年に世界最大の広告代

理店であるオムニコム・グループ（本社：ニューヨ

ーク）に買収された。このことからも、MROCが米

国でマーケティング調査手法の一つとして注目を集

めていることが分かるだろう。

　なお、MROCという名称は08年に米国のテク

ロノジー・市場調査会社のフォレスター・リサー

チ（本社：マサチューセッツ州ケンブリッジ）が、

Web2.0を活用したマーケティング・リサーチのソ

リューションとして命名した。

日本での実施状況

　日本では、MROCジャパン（千葉市）の岸川茂代

表が10年頃からMROCを日本で紹介してきた。同

氏は11年２月、定性調査の国際会議「QRWEB2.0」

（http://www.merlien.org/past-events/qrweba2011.

html）で日本初のMROC事例を発表した。

　11年３月には、トランスコスモス（東京・渋谷）

の萩原雅之エグゼクティブ・リサーチャー（マクロ

ミルネットリサーチ総合研究所所長を兼任）が著書

「次世代マーケティングリサーチ」（ソフトバンクク

リエイティブ）の中で紹介。リサーチ業界で急速に

関心が高まり、ネットアンケート調査会社やシンク

タンクなどがMROCを提供し始めている。

掲示板グルインとの違い

　MROC以前から「掲示板グループインタビュー

（グルイン）」という調査手法が存在していた。掲示

板サイトに参加者を５～８人程度集め、モデレータ

ーが質問しながら１週間程度かけて調査を行う。

　通常のグループインタビュー調査と比べて短期間

で結果が出るわけではなく、費用も安くない。参加

者間の議論が盛り上がりにくく、表情を観察できな

いことなどもあり、あまり利用されていない。その

意味で、MROCはソーシャルメディアを活用して掲

示板グルインの欠点を補い、進化させた調査手法と

考えられる。

３．既存調査との比較

　では、MROCのメリット・デメリットは何か。ネ

ットアンケートやグループインタビューといった既

存の調査方法と比較しながら説明しよう（図表３）。

ａ）調査対象者

　ソーシャルメディアを活用するMROCでは、地理

的、時間的制約なく参加者を集められる。グルイン

調査の対象は実施会場の近くに住む者に限られるが、

MROCではネット接続環境があれば日本全国、全世

界から参加者を募れる。また、子育てや仕事で忙し

図表２　MROCの歴史
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い人はグルインに加わるのは難しいが、MROCなら

空いた時間にいつでもどこからでも参加できる。

　一方で、MROCの参加者には「発言力」の高さ

や写真・動画をアップロードできる情報リテラシー

が求められ、誰でも参加できるわけではない。実際、

高齢者などの参加者を集めるのは難しい。

ｂ）調査の進行

　MROCでは掲示板やブログなどのコミュニティ

ー活動が長期に行われるため、参加者の仲間意識

が高まり、議論が活発になりやすい。コミュニティ

ー・マネジャーと特定の参加者に限定した詳細面接

も実施できるので、内容を突き詰めて質問していく

ことも可能である。

　グルインの場合、マジックミラー越しに参加者を

観察したり質問したりできるのは、その場にいるク

ライアントの調査担当者に限定される。

　MROCでは様々な場所で多くの担当者がネット

経由で発言内容をモニターできるので、問題点があ

ればコミュニティー・マネジャーを通じて質問する

ことが可能。部署や勤務場所の異なる関係者間の情

報共有も容易だ。大企業のように調査・商品開発・

研究所・製造などの各部門が地理的に離れている場

合、特に効果的だろう。

　また、グルインでは聞き漏らしがあっても後から確

認することは困難だが、MROCならネット経由で参加

者といつでもコンタクトできるので確認は簡単だ。

　一方、MROCでは参加者の姿が見えないため、説

明を十分理解しているか、建前の意見を言っている

のではないかなどを、グルインのように表情で判断

できないというデメリットはある。

ｃ）収集できる情報

　MROCの調査期間は長期にわたるため、生活に根

差した感想やじっくり考えた意見が出ることが多い。

このため、より多くの消費者インサイトを発見でき

る。参加者の詳細なプロフィールも分かるので、ペ

ルソナ（顧客像）の生成や発言内容の的確な解釈が

可能となる。

　それに比べてグルインでは、調査は通常約２時間

程度であり、その場では過去の利用時の課題や良か

った点などを思い出せないことも多いと考えられる。

　MROCは匿名で参加するため、ホンネを話しやす

いという面もある。日本人は初対面の場合、自分の

生活や嗜好をはっきり言わない傾向にある。一方で、

自分の経験や意見を、自分と知られずに、他人と共

有したいという気持ちが強く、匿名ならホンネを話

しやすいという人も多い。

　例えば、当社の実施したMROCの事例で、ある

主婦が１日の過ごし方として「休日は起きるのは昼

頃がほとんどです。ショッピングセンターに買物に

行ったり、パチスロをしたり……」と発言した。通

常のグループインタビュー調査では世間体をはばか

り「パチスロをしている」と発言する女性はほとん

どいないだろう。匿名の場合、嗜好についても本当

のことを話しやすいとみられる。

図表３　MROCと既存調査方法との比較
　写真や動画のアップロードも

可能なので、グルインに比べて

ビジュアルに状況を理解しやす

い利点もある。例えば、自宅の

冷蔵庫にどのような食品や飲料

が入っているかは、文章で説明

してもらうより冷蔵庫内の写真を

送ってもらう方が分かりやすい。

　MROCは数十人から数百人

の参加者で構成されるので代表

性はないが、アンケート調査を

活用すればある程度の量的把握

をすることも可能だ。最終的に

は代表性も持つアンケート調査

を実施すべきだが、第一段階の

定量調査としては十分だろう。
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ｄ）かかる費用

　MROC調査の費用は常設型の場合、固定費がおそ

らく年間1000万円以上かかるものの、追加調査は

ほぼ費用ゼロであり、かつ迅速に実行できる。調査

参加者の募集が不要であり、いつでも調査が可能で、

回答情報が電子化されているため分析が容易である

ことなどによる。

　年間10件以上のグループインタビュー調査を実

施するのに比べ、費用は半額以下に抑えられると考

えられる。後で詳述するように、KLMオランダ航

空はMROCでネーミングテストや広告テストが安

価で短期に実施できたと報告している。また、英国

の格安航空会社イージージェットは「ビジネス上の

疑問から分析までの時間を１週間に短縮できる」と

見込んでいる（レイ・ポインター著「オンライン・

ソーシャルメディア　リサーチ・ハンドブック」よ

り）。

　以上から、MROCの特長は次のようになる。

（1） 地理的、時間的な制約なく参加者を集められる

（2） 生活に根差したホンネの情報や実態（消費者

インサイト）を把握できる

（3） 参加者の詳細なプロフィールに基づきペルソ

ナを生成できる

（4） 常設型の場合、安価で迅速な調査が可能となる

（5） 後述する事例でみるように、参加者と共創関

係を築くことができ、プロモーションなどに

協力してもらえる

４．MROCの４分類

　コミュニスペース社はすでに400以上のMROCを

実施してきた（同社プレスリリースより）。米国全

体では多数のMROCが実施されていると思われる

が、日本国内では導入後間もないこともあり、実施

数は数十程度とみられる。

　図表４にみるように、MROCは調査対象や目的な

どに応じて４タイプに分けられる。主にクライアン

トの既存顧客を対象にする場合、６カ月以上の長期

にわたって実施する「常設型」となる。一方、新商

品開発などの際には、特定のセグメントから参加者

を集める方式が多く取られる。「課題発見型」「プロ

モーション展開型」「課題解決型」の３パターンだ。

ａ）常設型

　クライアントの顧客から参加者を募り、パネルを

長期間運用し、様々な調査を迅速かつ安価に実施す

る方式。参加者は当該企業の商品やサービスの改善

を目的としていることに同意して参加する。

ｂ）課題発見型

　調査の目的となる課題が明確でなく、その発見か

ら始めるために主に長期間にわたって実施する。後

述するように、当社が11年８～９月、大手家電メ

ーカーと組んで「家事行動における家電ライフ」を

テーマに実施したMROCは、このタイプに当たる。

ｃ）プロモーション展開型

　リサーチの枠組みを超え、プロモーション領域ま

で踏み込む。参加者は実際に製品の提供を受けて利

用し、利用方法や効果を自分自身のブログなどで発

信する。口コミによるプロモーションにも活用する

方法だ。この場合、参加者の自発的意思を尊重し、

「やらせ」と思われないようにする細心の注意が必

要であろう。

ｄ）課題解決型

　広告テストやウェブサイトのデザインテストなど、

特定の課題の仮説検証や解決案を検討するために利

用される。短期間であることが多い。日本で現在行

われているMROCの多くは、このパターンとみられ

ている。

５．国内外の具体的事例

　このタイプごとに、国内外の具体な成功事例を示

したのが図表５だ。

◆常設型：KLMオランダ航空「KLM In touch」

　KLMオランダ航空は国際線旅客数では世界第７

位の国際航空会社である。KLMは「フライング・

ブルー」というフリークエント・フライヤー・プロ

グラム（FFP）会員組織を持っている。その中で

も「フライング・ブルー・エリート」という優良顧

図表４　MROCの分類
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客（年間フライトが２万5000マイル以上もしくは

15回以上）を対象にサービス改善に努めているが、

顧客を十分に理解できていないと感じていた。

　アンケート調査で理由が解釈できない結果が出て

きても、それを明らかにするような定性調査をすぐ

実施できない。競合航空会社のサービスなどを迅速

にベンチマークできていない。サービス開発で顧客

と共創関係を築きたいが、ふさわしいツールがない

といった課題を抱えていた。

　そのため、コミュニスペース社に依頼し、08年

１月に「KLM　In touch」という常設型MROCを立

ち上げた。目的はアンケート調査への回答という

「フィードバック」と、満たされていないニーズな

ど新たなイノベーションにつながる「インサイトの

発見」だ。

　参加者はKLMとの共創に同意した500人のフライ

ング・ブルー・エリート会員。競合航空会社をベン

チマークすることを狙い、過去１年以内に競合航空

会社を利用していることも条件とした。

　KLM In touchでは、新しい客室デザインや機内

食などの共同開発、新サービスのネーミングテスト、

広告テストを実施。アンケート調査の解釈を示す際、

MROCでの発言やアップロードされた動画を活用

した。参加者から大変好評で、83%が「In touch」

に満足し、89％が継続を希望している。

◆課題発見型①： クラフトフーヅ「100キロカロリ

ーパック」

　クラフトフーヅ（本社：米イリノイ州）は世界３

位の食品・飲料会社である。主力のクッキー・スナ

ック市場で「ナビスコ」「オレオ」などの人気ブラ

ンドを持つが、消費者の健康志向などの影響で低迷

に悩んでいた。

　この市場でのビッグアイデアを求めるため、コミ

ュニスペース社は女性300人からなるMROCを構築。

参加者の半数はダイエット希望者、残り半分を“健

康おたく”のオピニオンリーダーとした。

　二つのグループ間の豊富な意見交換の結果分かっ

たのは、ダイエット希望者の葛藤。健康的なおやつ

を食べなくてはと思う半面、従来通りに甘くてカロ

リーの高いクッキーやクラッカーも食べたいという

ものだ。

　そこで、クラフトフーヅはリッツやオレオといっ

た既存製品を、総カロリー数が100kcalになるよう

にパック詰めして売り出した。消費者が摂取するカ

ロリーを自分でコントロールしながら、罪悪感なく

好きなおやつを楽しめるようにするという狙いが当

たり、初年度売上高が１億ドルに達するヒットとな

った。

◆課題発見型②： 日本の大手家電メーカー「家事行

動における家電ライフ」

　三菱総合研究所は国内の大手家電メーカーと共同

で、11年８～９月に４週間をかけ、「家事行動にお

ける家電ライフ」をテーマにMROCを実施した。日

常の家事や家電利用の中から新たなインサイトを発

見し、新製品開発に生かすのが目的だ。

　参加者は20 ～ 60代の男女で、家電に関心があり、

図表５　MROCの事例
発言力の高い約50人。第１週は

生活実態について、第２～３週で

は家事・家電についての調査を

実施。そこでの検討結果に基づ

いた製品アイデアを第４週に提示

し、その評価や品評会を実施した。

　各種の調査手法を組み合わせ

ることで参加者のペルソナを明

確にできること、長期間の実施

で参加者の「気づき」を観察で

きること、調査プロセスの中で

セグメントを組み替え、柔軟に

調査を継続できることなどが評

価されている。
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◆プロモーション展開型： グラクソ・スミスクライ

ン「アライ」

　世界第４位の製薬会社、グラクソ・スミスクライ

ン（GSK）は、OTC（医師の処方箋がなく購入で

きる一般医薬品）として初のダイエット薬「アラ

イ」の発売に当たり、肥満に悩む消費者を真に理解

することが必要と考えた。具体的には肥満者のニー

ズやサポートシステム、情報入手経路、スイッチを

入れるイメージや言葉などを明らかにしようとした。

　これを受け、コミュニスペース社はMROCを05

年８月に開始した。５つのターゲットごとにコミュ

ニティーを設定。合計で約300人が参加し、３つの

フェーズでMROCを実施した。

　第１フェーズではインサイト発見のため、肥満者

を真に理解しようとした。300人がどのようなダイ

エットに挑戦したか、なぜ失敗したか、参加者同士

で意見交換させた。メンバーは食糧庫や冷蔵庫の写

真までアップロードしている。

　第２フェーズは共創である。GSKはアライの広

告やWEBサイト、パッケージ、冊子などを参加者

に示して意見を求め、それぞれを改善していった。

　第３フェーズはプロモ―ションに向けた「アライ

ファーストチーム」の育成。参加者の一部にアライ

や関連ツール類を提供し、これらを実際に使ってダ

イエットに取り組んでもらった。他のコミュニティ

ーメンバーは彼らの取り組みを支援。販売開始後、

同チームのメンバーはブログなどに自分の経験を書

き込み、口コミを広めた。

　これらの結果、最初４カ月間でスタータキット

200万個を完売するという成功を収めた。

６．MROC成功のカギ

　今後、MROCはその特長に対する評価を一層高

め、次世代マーケティングリサーチ手法として広く

活用されていくと思われる。しかし、既存調査と同

じ取り組みでは成功しないだろう。MROCを効果的

に行うポイントとして、以下の６点を指摘したい。

①発言力のある参加者の選定

　MROCでは掲示板に積極的に書き込み、かつ他人

の意見を発展させられる参加者を確保することが重

要。こうした「発言力」の高い人を事前のスクリー

ニング調査などで選定する必要がある。

②参加者のエンゲージメント

　エンゲージメントとは「コミュニティーに愛着を

持ち、他の参加者と信頼し合おうとする気持ち」で

ある。参加者にこうした気持ちが生まれることによ

り、発言がより生産的となることが期待できる。

③質の高いコミュニティー・マネジャーの確保

　参加者に対して、発言の不明点を確認したり、参

加の動機づけをしてインサイトを引き出したりする

には、経験を積んだ質の高いコミュニティー・マネ

ジャーが不可欠となる。

④大量の発言を分析するスキル

　MROCでは、長期かつ多人数での議論が行われる

ため、参加者の発言が膨大な量になる。その中から

有効なインサイトを抽出し、ソリューションを創出

する分析スキルも重要となる。

⑤適切なプラットフォーム

　国内外の企業が数多くのMROCプラットフォー

ムを提供している。機能や価格、ユーザビリティー、

分析機能などを総合的に判断し、適切なプラットフ

ォームを選択しなければならない。海外製は日本語

対応が不十分で入力がしづらいことがある。国内製

は従来のSNSをそのまま転用したため、分析機能

が不十分なこともある。仕様や機能を実際に確認す

る必要があるだろう。

⑥クライアントの関与

　これまで市場調査では、設計や質問票などを確定

した段階でリサーチ会社に任せてしまい、実査や分

析に参加せずに調査結果だけ受け取るクライアント

も少なくなかった。MROCでは参加者の発言内容や

発見されたインサイトに応じて、調査内容を柔軟に

変更する必要があり、クライアントもMROCの運営

や分析に関与することが望ましい。
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