White Paper

インターネットショッピング業界
NPS 調査レポート
ネットショッピング業界における NPS の有効性及び
NPS 向上のキーファクター検証
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調査概要

NPS（ネット・プロモーター・スコア）* という指標は顧客が企業の商品や
サービスをどの程度推奨しているかを計るものである。そして推奨度が高け
れば高い顧客ほどリピート率が高く、口コミによる新規顧客の獲得にもつな

がるため、NPS を向上させることで収益を上げることができるとされてい
る。そこで本レポートでは日本におけるインターネットショッピングサイト

大手である Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングの 3 社について調査

を行い、①インターネットショッピング市場において NPS は収益に直結す
るか

② NPS を向上させるキーファクターはなんであるかを明確にするた

めに調査を行った。

上 記 調 査 を 目 的 と し て、 株 式 会 社 wizpra（ 現 ：
Emotion Tech

役 社 長： 今 西 良 光

本 社：東 京 都 新 宿 区

アンケート期間

代表取締

2015 年 5 月 21 日～ 5 月 28 日

以 下、 wizpra）は、「インター

アンケート回答数

ネットショッピング業界における NPS 調査」を実施し

た。調査期間は 2015 年 5 月21 日～ 2015 年 5 月 28

日、有効回答数は 614 件である。

614 件（有効回答数）
実施業界

インターネットショッピング業界
• Amazon

• 楽天市場

• Yahoo! ショッピング

NPS（ネット・プロモーター・スコア）とは？

「あなたは○○ ( ブランド名 / 商品名 ) を

友人にすすめたいと思いますか？」と顧
客に質問し、0 〜 10 点で推奨度を計測す

る。その中で 0 〜 6 点を付けた人を「批

判者」、7・8 点を付けた人を「中立者」、9・

10 点をつけた人を「推奨者」と分類する。
NPS は「推奨者」の割合（仮に 40%）か
ら「批判者」の割合（仮に 25%）を引い

た数値（40%-25%=15%）のことを指す。
このように、NPS は直接的に「顧客満足

度」を聞くのではなく、
「推奨度」を聞く

ことにより、顧客がどれほど企業・ブラ
ンドに対してロイヤルティがあるかを数
値化するものである。
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Promoter（推奨者）

ロイヤルティが高い熱心な顧客。自らが継続購入
客であるだけでなく、他者へ勧める役割も担う。
Passive（中立者）

満足はしているがそこまで熱狂的でない顧客。
競合他社へなびきやすい。
Detractor（批判者）

劣悪な関係を強いられた不満客。放置しておくと
悪評を広める恐れがある。
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調査結果

ネットショッピング業界における NPS の有効性
NPS 向上が増収に直結する理由として、以下の通り 2 つの側面が挙げられる。
1. 既存顧客のリピート率向上

2. 新規顧客の獲得

そこで、NPS の向上が上記ポイントに影響を与えうるのかについて分析した。

■推奨者の 80% は 3 ヶ月に一回以上の頻度でサービスを利用している
まず NPS を向上させることにより、既存顧

一方、批判者においては、55% しか 3 ヶ月に

かについて、利用頻度に関する調査を行った。

判者の利用頻度には明確な差異が見受けられ

客のリピート率にを増加させることができるの

一回以上の頻度で利用しておらず、推奨者と批

Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングの

た。

それぞれにおいては、推奨者の 80% は少なく
とも 3 ヶ月に一回以上サービスを利用してい
ることが判明した。

Figure 1：3 ヶ月に最低一回以上インターネットで商品を購入
する人の割合

推奨者

80.0%

（n=210）

批判者
（n=103）

54.4%

3

Figure1 より、推奨度が高
い人ほど購入頻度が多い傾
向にあるといえる。

■推奨者は極めて高い確率で「ポジティブな口コミ」を行っている
NPS の向上が新規顧客の獲得につながりうる

下記の Figure2 は推奨者と批判者ごとに実際に

由である。それでは、「○○を友人や家族にど

図示したものである。

口コミを広めたことがあると答えた人の割合を

のは「口コミが広がるから」というのが主な理

Figure2 によると推奨者は批判者の二倍以上の

の程度すすめたいと思いますか？」という質問

割合で実際に他人にサービスをすすめたことが

に高得点を付けた推奨者は実際に口コミを広め

あると答えている。また、Figure3 によると、

ることはあるのだろうか？

推奨者の口コミのうち 90％がポジティブな内
容のコメントなのに対し、批判者の口コミのう
ち肯定的な意見は 28％にとどまった。

Figure 2：

Figure 3：

実際にサービスの利用を

推奨者

すすめた人の割合

（n=103）

（ポジティブコメントの割合）

87.4%

（n=210）

批判者

実際に行われた口コミの種類

89.5%
28.4%

39.8%

従って、Figure2 と Figure3 より、推奨者は批判者に比べポジティブな口コミを実際に広めることが
多く、新規顧客の獲得に貢献していると考えられる。

ネットショッピング業界における NPS の有効性
■最も NPS に影響があるのは「商品の見つけやすさ」と判明
では、売り上げに直結する NPS を向上させる

その結果、質問１～４すべての満足度が NPS

与える要素が何かを特定するため、Figure4 に

*1 が 0.05 以下となったため）。さらに、それ

に影響を与えていることが判明した（有意確率

ためには何をしたらいいのか？ NPS に影響を

ら 4 つの質問項目の中でも特に「商品の見つ

示されるよう 4 つの質問に関して満足度を計

けやすさ、選びやすさ」についての満足度が最

測し、そのうえで統計的手法を用いてどの満足

も NPS に影響していることがわかった（標準

度がＮＰＳに影響を与えているかを分析した。

化係数 *2 の大きさより）。
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Table1：NPS に影響する各機能ごとの満足度（影響度合い）

質問 1 商品の見つけやすさ、選びやすさはいかがでしたか？

標準化係数
ベータ

質問 2 決済のしやすさはいかがでしたか？

質問 3 購入してからの配送時間はいかがでしたか？
*1

質問 4 サポートや対応についてはいかがでしたか？

.368
.175
.122
.153

有意確率

.000
.000
.001
.000

ある一定の水準を下回った場合 ( 今回は 0.05 以下 ) に、偶然ではなく影響を与えていると判断するための基準。

*2 各満足度がどの程度 NPS に影響を与えるのかを指す数値。値が大きいほど影響力が大きい。

また、推奨度の点数をつけた理由（フリーコメ

さらに、Figure5 より、商品の見つけやすさに

果、Figure4 で上がった質問 1 ～ 4 に関するコ

「検索のしやすさ」についてのコメントが多く、

ついて詳しく分析すると、「品揃えの多さ」と

ント）に対してテキストマイニングを行った結

これらの満足度を向上させることが、ブランド

メントの比率のうち商品の「見つけやすさ」に

NPS を向上させるために有効であることがわ

関するコメントが全体の 7 割近くを占めた。

かった。

従って、Figure4 と Figure5 から、インターネッ

トショッピングサイトの NPS に最も影響を与
える要素は「商品の見つけやすさ」であること
が判明した。

Figure 4：推奨度の回答をした（0~10 をつけた）主な理由の分類（n=453）
1%
3%

見つけやすさ

29%

配送時間
67%

対応の良さ

決済のしやすさ

Figure 5：
「見つけやすい」という回答の分類結果（n=305）
1%

1%

品揃えの多さ

27%

検索性
72%

比較性
その他
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以上のことから、下記のようにブランド NPS を構造化することができる。
Figure 6：ブランド NPS の構造化

ブランドＮＰＳ

見つけやすさ

品揃えの良さ

配送時間

検索性

決済のしやすさ

比較性

対応の良さ

企業別分析 -Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピング
■ Amazon が NPS ランキング 1 位

企業別に NPS を集計した結果 Amazon が一番

その 3 社の各質問項目に関するコメントの割

ント、そして Yahoo! ショッピングが -12 ポイ

すさ」への関心度が一番高く、また NPS が高

合を比較した結果、前述同様「商品の見つけや

高く 29 ポイント、次点で楽天市場が 11 ポイ

い企業ほど「見つけやすさ」の満足度平均点が

ントという結果になった。

高い結果となった。

Table2: 企業別 NPS
Amazon
29％

楽天市場
11％

Figure 7：企業別コメント分析結果
Amazon
1%

4%
42%

「見つけやすさ」
満足度平均点

Yahoo!
-12％

楽天市場
8%

4%

16%

9%

79%

53%

8.18 点
見つけやすさ

7.67 点
配送時間
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Yahoo! ショッピング

対応の良さ

3%

10%

71%

7.29 点
決済のしやすさ

テキストマイニングから見る各社の傾向

■否定的なコメントが少なく他社に比べて「発送」に関心が集まる Amazon

業界最大手でもある Amazon は他社に比べ「発送」に関する肯定的なコメントが多くみられた。また、
否定的なコメントは Amazon に対するすべてのコメントの中でわずか 1.2％にととまった。否定的な
意見の内容としては、
「梱包が過剰である」や「ポイントが付かずお得感がない」といったコメント
が目立った。

■店舗への「信頼性」と商品の「見つけやすさ」に否定的なコメントが集まる
楽天市場と Yahoo! ショッピング

楽天市場に対する否定的なコメントの割合としては 14.1％、Yahoo! ショッピングは 20.7％と NPS
が低い企業ほど否定的なコメントの割合が増えるという結果になった。

また、
両者とも出店者に対する「信頼性」に対して不満の声が多く、今回の調査の質問項目にはなかっ
た要素が NPS に影響を与えている可能性が考えられる。加えて「見つけやすさ」に関しては「表示

される商品が多すぎて選びづらい」や「HP がごちゃごちゃしていてみづらい」などといったコメン
トが多く見られた。したがって「見つけやすさ」の満足度を向上させるためには単に取り扱っている
商品数を増やし一度に多くの選択肢を表示するのではなく、ある程度選択肢を絞って消費者に提示す
ることが必要だと考えられる。
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まとめ

インターネットショッピング業界調査結果まとめ
今回の調査では下記の 3 つのことが判明した。

1. インターネットショッピングサイトサービスでは推奨者は批判者に比べよ
り購入頻度が多く、サービスに関する肯定的な口コミを広めてくれる。

2. 推奨者を増やすためのキーファクターは商品の「見つけやすさ」にある。

3. 商品の「見つけやすさ」に関する満足度を向上させるためには単にサイト
上で取り扱っている商品の品揃えを増やすだけではなく、消費者が求めて

いる商品を見極め、あらかじめ選択肢を絞って掲示することが重要である。
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Emotion Techのご案内
御社のCXM成功のために「cloud system + 数理統計と分析」でご支援

CXMに最適化された独自のcloud system
Emotion Techは、継続的成長や短期収益向上を目的に、顧客体験マネジメントにお取組みになる企業にとって最適なcloud systemです。

① ゴールとして合理的なNPS®を、正しく・手軽に利用できる基本設計
② 自社の顧客感情をリアルタイムに、定量的・端的に把握可能
③ アラート通知などで、顧客ごとの違いを踏まえたCXMを実現
④ キャンペーン機能で、本部主導の現場巻き込み型活動を実現

数理統計と分析の定期レポートでCXMの成功をご支援
私たちはEmotion Techを各企業様に最高に効果的に使っていただきたいと考えています。定期的にEmotion Techに蓄積したデータを学
術的に正しい技法と、独自の分析フレームで読み解き、御社においては継続的成長や短期収益向上を果たすためには、どの体験におい
て、何を、どうすべきなのか？を明らかにし、Emotion Techの具体的な活用方法までご案内し続けます。

① 学術的に正しい技法
×
② 独自の分析フレーム

＝

③ どの体験において、
何を、どうすべきなのか

パネル調査サービス・システム開発
お客様のCXMのお取組み状況やお抱えの課題や狙いに応じて、パネルを用いた調査・分析サービスやシステムカスタマイズも対応いたします。

※価格は別途お見積りとさせていただきます

•
パネル調査・分析
サービス

システム
カスタマイズ

JCBカード会員や、ネットパネル会員を用いた調査・分析
お客様に回答をご依頼いただく必要がございません。
さらに、自社の状態や改善策について明らかにするだけではなく、例えば「自社よりも競合の購
買や利用が多い顧客は、競合の商品やサービスのどこ惹きつけられているのか？」「リプレイス
するには何をどうすればよいのか？」という内容まで数理統計と分析によりシャープに導きま
す。

•
•

Emotion Techをベースにしたカスタマイズシステム開発
既にお使いの各種システムと、Emotion Techを連携させる開発
お抱えの課題や狙いを踏まえたシステムカスタマイズを行うことで、顧客体験マネジメントを組
織に強く根付かせ、より効率的・効果的なものにしていきます。
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株式会社 Emotion Tech (https://www.emotion-tech.co.jp)

顧客体験をマネジメントするクラウドサービス「Emotion Tech」を開発。豊富なデータやノウハ
ウをもとに、NPS Ⓡの最適な活用方法から、サービス向上につながるアクション提案まで、
Emotion Tech は収益向上に貢献するビジネスパートナーとして、顧客体験を最大化いたします。

NPS® は Bain&Company、Fred Reichheld、SatmetrixSystems の登録商標です。

■サービスに関するお問い合わせはこちら

https://www.emotion-tech.co.jp/contact

■サービスに関する資料請求はこちら

https://www.emotion-tech.co.jp/document
その他、本件に関するお問い合わせ
株式会社 Emotion Tech

MAIL ： info@emotion-tech.co.jp

emotiontech.inc

TEL ： 03-6869-6865 ( 担当：須藤 )
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