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イントロダクション 



研究の動機 

 LINEは、現在注目されている話題のSNSであり、私たち大学生に
とっても非常に身近なツールである。LINEは、メールに代わるコミュ

ニケーションツールへと成長し、今や私たちの生活に欠かせない存
在になりつつある。そんなユーザーの中心とも言える若者の目線か
ら、急成長を遂げているこのLINEの今後を考えたいと思った。 

５０００万人に達した日数が 
他のSNSと比較して 

なんと約３倍のスピード!!! 

資料出典： ソシエタをシェアしよう＜http://societa.infobahn.co.jp/2012/07/10826/＞ （２０１３年９月３０日参照）  



 

 

 

 
 世界２３１ヶ国で利用されている。 
 

 日本利用者の属性：男女ともに１０～２０代 

             の利用率が高い。 
 

 

 

 

LINEとは？ 

無料通話・無料メールアプリのことであり、スマート
フォンが普及すると同時にLINE株式会社（旧NHN 
Japan）により発案・開発された。 

登録ユーザー数 
３億人を突破！ 

＜資料出典：ＬＩＮＥ株式会社 ２０１３年８月２１日 “hello, Friends in Tokyo 2013”   

        日本経済新聞 “ＬＩＮＥ登録ユーザー１億５００万人突破” [http://www.nikkei.com/article](２０１３年１０月１５日参照) 

        ITmediaニュース“LINE、年内に３億ユーザー達成へ ７～９月期売り上げ、前四半期比6割増” [http://www.itmedia.co.jp/nac/refresh/news/top/index.html]＞ 

LINE のトーク画面→ 



ＬＩＮＥの戦略について 

ユーザー 
確保 

プラットフォーム
戦略 

インフラ化 

成功 成功 

現在 

使いやすさ 
重視 

収益化 
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プラットフォーム戦略とは？ 

プラットフォーム戦略 
関係する企業やグループ同士を繋ぐ「場（プラット
フォーム）」を提供することで、その場に集まる
ユーザーに利益を与え、システムを収益化する戦略。 



プラットフォーム戦略 
  例 公式アカウント 

企業、登録ユーザー双方にメリットがある 
LINEは企業から広告料を受け取る 

プラットフォームの 
収益化 

LINE 
登録 

ユーザー 企業 

広告料 

公式アカウント 

お得な情報 

ネットワーク外部性
に貢献 



プラットフォームの５つの機能 

１．マッチング機能 
 プラットフォーム上でユーザー同士を結ぶ機能 
 

２．コスト削減機能 
 プラットフォームにおいて、ユーザーの手間やコストを削減する機能 
 

３．ブランディング機能 
 一定のブランド力のあるプラットフォームに参加することによって、ユーザーへの訴求力を増加させる機能 
 

４．ネットワーク外部性 
 利用者の増加によって、そのサービスやコンテンツを利用する人たちの全体の利益を向上させる仕組み 
 

５．三角プリズム機能 
 プラットフォームに参加することによって、本来なら引き合わないものに繋がりを生み出す機能 
 



プラットフォーム戦略を 
             とる際の重要項目 

≫プラットフォーム戦略の５つの機能を発揮する上で重要！ 

①自身のプラットフォームの価値を見出す 

   →ユーザー数増加、マッチング、ブランディング機能… 
 

②対象としているユーザー間の交流を刺激する 

   →口コミ効果、ネットワーク外部性、バイラル効果… 
 

③プラットフォーム、ユーザーの質を管理する 

 



プラットフォーム戦略 
成功事例 

～楽天市場の場合～ 



楽天市場のプラットフォーム戦略 

店舗 
店舗 

顧客 

店舗 

顧客 
顧客 

楽天市場 

＜プラットフォーム戦略＞アップル、アマゾンを超えるビジネスモデル －平野敦士カール氏  
〈http://president.jp/articles/-/7361〉（2013年10月14日参照） 

http://president.jp/articles/-/7361〉
http://president.jp/articles/-/7361〉
http://president.jp/articles/-/7361〉
http://president.jp/articles/-/7361〉


従来の考えでは… 

インターネット・ショッピングモール事業は絶対成功しない 

 

成功の要因① 

出店料 お店のデータ管理 

 

楽天の参入以前 
 
  月額数十万～数百万円 

 

モール運営側 

 
 

月額５万円 

 
 

出店側 楽天市場 



楽天市場の強み ⇒ ポイントと品数 
 

 

 

 

成功の要因② 

ポイントの 
換金率の良さ 

既存ユーザーの囲い込み 

新規ユーザー獲得を誘発 

同じ商品を扱う店
が多い 

各店舗間の競争 
市場の質をより高

める 



プラットフォーム戦略 
失敗事例 

～mixiの場合～ 



mixiのプラットフォーム戦略 

企業 
企業 

ユーザー 

企業 

ユーザー 

ユーザー 

mixi 



mixiの失敗の要因① 

・足跡機能 
 足跡機能は自分のページに訪れた人を特定できる 
   機能で、ユーザーへの安心感を与える。 
 

・コミュニティ 
 趣味や学校などの共通点のある人たちで集まり、 
  グループを形成しユーザー間同士の交流を深める場。 

コミュニティ数 
 の削減 

削除 

・ユーザー・プラットフォームの質を管理する 
・対象としているユーザー間の交流を刺激する 
 

以上の機会を減らしたため、ユーザー離れに拍車をかける 

結果 



mixiの失敗の要因② 

２００８年ごろからスタートした 

スマホブームの波に乗り切れず、
類似のSNS（twitter,facebooK等）
にユーザーを取られる。 

・プラットフォームの質の管理 
 

このことを維持できずユーザーの囲い込みに失敗 

 
 

     ユーザーの声 
『スマホへの対応が悪い!!』 

※ 幽霊会員：登録しているも、月に１回もログインしなかったユーザー 

出典資料：Garbage NEWS.com  ＜http://www.garbagenews.net/archives＞(2013年１０月７日参照) 

   ２０１１年６月 

 足跡機能削除 

   ２００８年６月 
iPhone3G発売 



事例をもとに我々が考えた 
   プラットフォーム戦略の成功 



事例をもとに我々が考えた 
           プラットフォーム戦略の成功 

  

何でも揃っている 
プラットフォーム 

 プラットフォーム戦略 
の成功 

①存在価値の創出 
②ユーザー間の交流を刺激 
③プラットフォームの質を管理 
④ユーザーの需要 
 

以上、４つの条件をすべて維持し続ける 

プラットフォーム戦略の成功は・・・ 



ここまでのまとめ 

アンケート目的 

私たちが考える４つの条件が本当に維持されて
いるのか実証し、 
ＬＩＮＥのプラットフォーム戦略の可能性を探る 

これから
考えること 

ＬＩＮＥは大規模なユーザーベースを武器に 
                   新たなるステージへ移行している 

プラットフォーム戦略 

機能発揮させる上で 
      重要な項目  

事例から導き出した考え 私たちが考える４つの条件 

４つの条件を全て維持することが 
     私たちの考えるプラットフォーム戦略の成功！！ 



実施したアンケート内容 

アンケートに関する詳細 

 
日時： ２０１３年 １０月２２日１０時３０分～１０時４０分   
 
場所： 経済棟   ２０１教室、３０１教室 
 
対象： 国立富山大学  経済学部 
    講義名“経済学入門”を履修する主に１年生 
 
内容： ＬＩＮＥに関するアンケート 

集計数 ３０３ 

有効数 ２９０ 

無効数 １３ 

男性 １７７名 

女性 １１３名 

LINE使用者 ２６４名 

LINE未使用者 ２６名 

※質問に対して１つでも複数回答、未回答としたものは無効票と計算した 



アンケート目的 
４つの条件が守られているか 

①存在価値の創出 ②ユーザー間の交流を刺激 
③プラットフォーム質の管理 ④ユーザーの需要 
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ＬＩＮＥを始めた理由（複数回答）  

①存在価値の創出 

たくさんの無料アプリが存在する中、 
ＬＩＮＥは圧倒的なユーザー数！ 

存在価値の創出 ○ 

①無料であること 
②大規模なユーザーベース 
以上の二点がＬＩＮＥの存在価値になっている 

％ 



周りが影響している 

②ユーザー間交流の刺激 
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ＬＩＮＥを始めた理由（複数 回答） 

LINEを始める段階では割と 
口コミ効果が働いている 

一見、ユーザー間交流が行われてる？ 



13.6 

4.9 

37.9 

42.4 

1.1 新機能情報はどのように入手してるか？ 

友達から聞いた 

ニュースなどのマス

メディア 
LINEのお知らせで見

た 
追加される機能を知

らなかった 

②ユーザー間交流の刺激 

友達から聞いた １３．６％ 

口コミ効果は実際 
      働いていないのでは？ 

↓ 

↓ 

LINEを始める段階では作用してるが 
利用し始めてからは欠如している 

ユーザー間交流の刺激 × 

↓ 

73.9 

100.0 

68.9 
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0.8 9.5 18.6 12.1 
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使用している機能（複数回答） 



③プラットフォームの質 
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ＬＩＮＥに対する不満（複数回答） 

39.4 

9.1 

49.2 

2.3 今後、ＬＩＮＥに求めるもの 

既存サービスの高品質化 

新たなサービスや機能の追加 

今のままで満足 

その他 

“不満なし（２７．３％）” をこえる意見が２つある    

“今のままで満足” は約半分の４９％ 

不満 不満なし ＞ 

ユーザーの半分しか 
  ＬＩＮＥは満足させていない 

  ×  
プラットフォームの質の管理 



④ユーザーの需要 

39.4 

9.1 

49.2 

2.3 

今後、ユーザーがＬＩＮＥに求めるもの 

既存サービスの高品質化 

新たなサービスや機能の追加 

今のままで満足 

その他 

ユーザーの需要 

既存サービスの 
高品質化 

 
 

しかし・・・ 

LINEは収益化を図るため 
次々と新機能を追加している。 
 



④ユーザーの需要 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＬＩＮＥ Ｍｕｓｉｃ 

ＬＩＮＥ ＭＡＬＬ 

有料きせかえ 

今後、追加される機能について 
使いたい 

使わない 

LINEが今後提供しようとしている

新たなサービス・機能を使いたい
と思っているユーザーが少ない。 

LINEの戦略と 
ユーザーの需要が不一致 

ユーザーの需要× 



①存在価値の創出○ 

②ユーザー間交流の刺激× 

③プラットフォームの質の管理× 

④ユーザーの需要× 

分析結果 

今の段階ではLINEのプラットフォーム
戦略は成功とは言えない。 



ＬＩＮＥのプラットフォーム
戦略の成功への解決策 



①存在価値の創出 

①無料であること 
②大規模なユーザーベース 
     以上の二点がＬＩＮＥの存在価値になっている 

“①無料であること”というのは、 
無料アプリが、現在、他にも存在しているので 
ＬＩＮＥ独自の価値としては低い 

そのため、 “①無料であること” に代わる価値を創出する、 
もしくは、 “②大規模なユーザーベース” を維持するべき。 

が、しかし 
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100 ＬＩＮＥを始めた理由 

（複数回答） 

解決策 

・ユーザーの需要を満たすコンテンツを提供し、満足度を高める 
 →類似アプリへの乗り換え防止 
 

・機能に関する情報の提供 
 →ユーザーの利用するコンテンツの幅を広げる 
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（複数回答）  
改 

 
 

善 

新しい価値 



②ユーザー間交流の刺激 

新機能情報を友達から聞いたという 
       ユーザーが全体的に少ない。 

ユーザー間交流を刺激するような 
新たな機能をLINEは搭載するべき。 

改善ポイント！ 



解決策 

・公式アカウント招待に 
    対する制限付きインセンティブ付与  
→公式アカウント登録企業の増加 例 LINEコイン 

Aさん Bさん 

公式アカウント招待 

LINE 

LINEコイン 公式アカウント情報 

制限を設ける 



③プラットフォームの質の管理 

プラットフォームの質が
欠如している 

13.6 4.9 

37.9 

42.4 
1.1 

新機能情報はどのように入手してるか？ 

友達から聞いた 

ニュースなどのマ

スメディア 
LINEのお知らせで

見た 
追加される機能を

知らなかった 
その他 

新機能の中にユーザーにとって 
魅力的な機能があるかもしれない 

伝わっていない！ 

改善ポイント！ 



解決策 

・お知らせ機能の改善 

→ ①ＬＩＮＥを開くと、新機能のお知らせが現れる 
    ②個人に直接通知が来る 

必然性を 
   もたせる 

個々の機能の改善 

プラットフォームの質 
向上 



④ユーザーの需要 
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ＬＩＮＥに対する不満（複数回答） ・既読機能 ３１．８% 
・グループトークで 
 参加前の履歴が見られない ３３．７% 
  
 

・その他 １１．０% 
（音質が悪い、送信したメッセージの削除が  
 できない、送信した画像の画質が荒くなる  
 など…キラーコンテンツに関する不満が多い） 

 求められるのは 
 キラーコンテンツの高品質化！ 

改善ポイント！ 

既存サービスの高品質化 新たなサービスや機能の追加 

アンケート結果から導いたユーザーの需要 

※キラーコンテンツ＝無料通話・トーク・スタンプ 



解決策 

 

・トーク機能の改善 
→ ①送信したメッセージを削除可能にする。 
    ②送信した画像の画質を向上 
    ③通知の不具合をなくす 
  ④グループトークで参加前の履歴を見れるようにする 
 

・無料通話の改善 
→無料通話の音質を向上 
 

 

キラーコンテンツ 
高品質化！ 



改善ポイント！ 

まとめ 

①存在価値の創出 ○ 
②ユーザー間交流の刺激 × 
③プラットフォームの質の管理 × 
④ユーザーの需要 × 

我々の具体的な案を提案 

大学一年生の利用実態を分析した結果．．． 

①存在価値の創出 ◎ 
②ユーザー間交流の刺激 ◎ 
③プラットフォームの質の管理 ◎ 
④ユーザーの需要 ◎ 

プラットフォーム戦略の成功！ 



最後に 

 現在、ＬＩＮＥはプラットフォーム戦略をかかげ、新た
なステージへと移行している。 
  
 その戦略が成功するか独自のアンケートを行って
分析したところ、ＬＩＮＥのプラットフォーム戦略に欠陥
があると私たちは考察した。 
  
 ＬＩＮＥが今後プラットフォーム戦略を継続していくに
あたって、この欠陥部分が改善されれば、よりＬＩＮＥ
の成功につながるのではないかと思う。 
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・著者： 酒井 隆   アンケート調査の進め方 
・著者：コグレマサト＋まつもとあつし  LINE なぜ若者たちは無聊通話＆メールに飛びついたのか？ 
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ご清聴ありがとうございました 
 


