White Paper

通信業界
NPS 調査レポート

通信業界における 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

総務省の統計によると平成 25 年度末の時点で携帯電話の人口普及率が 100％を超えた。また、大
手通信会社が熾烈な競争を繰り広げる中で、MVNO（格安スマートフォン提供会社）の参入が相

次ぎ、シェアの奪い合いは今後ますます激化すると考えられる。そこで本レポートでは、日本を
代表する通信会社である KDDI、NTT ドコモ、ソフトバンク、そして MVNO ６社について、以下
の２点を目的に独自調査を行った。
1. NPS と収益との関係性の明確化

2. NPS を向上させるための要因の特定

上 記 調 査 を 目 的 と し て、 株 式 会

調査方法：インターネットリサーチ

本社、東京都中央区

調査対象：10 代から 60 代の男女

社

wizpra（現：Emotion

Tech

代表取締役

社長：今西 良光）は、「通信業界に

おける NPS 調査」を実施した。調査

期間は 2015 年 9 月 3 日～ 2015 年 9
月 13 日、有効回答数は 718 件であ

調査期間：2015 年 9 月 3 日～ 9 月 13 日
対象者条件：調査実施時点における対象企業利用者
分析対象回答数：718 件（有効回答数）
実施業界：通信業界
• ドコモ

る。

• au

• ソフトバンク

• MVNO
（IIJ,Yahoo モバイル ,OCN,BIC SIM, ビックロープ ,
楽天モバイル）

NPS（ネット・プロモーター・スコア）とは？
NPS（ ネ ッ ト・ プ ロ モ ー タ ー・ ス コ ア ）
とは顧客ロイヤルティを数値化した指標
である。

スコアの算出方法はまず、
「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 点で推奨度を聞く。次に、右図のよう

に推奨度ごとに顧客を「推奨者」
「中立者」

「批判者」に分類する。

NPS は「推奨者」の割合から「批判者」
の割合を引いた数値のことを指す。

NPS は企業のビジネス指標と相関が強い

ことから、欧米を中心に急速に広まって
いる。
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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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Summary

NPS 第 1 位は au

本調査対象となった大手通信キャリア（au、ドコモ、ソフトバンク）の中で、NPS が一番高かった
のは au であった。また、NPS 上位企業は契約者の純増数の年平均成長率が高い。
業界の最高・最低 NPS と平均 NPS

-39%

-29.6%

過去 5 年間の純増数成長率（年）

-15.0%

27.3%

-19%

NPS 上位企業

NPS 下位企業

NPS の向上は継続意向・口コミ数の向上に有効

推奨度が高い顧客は、
「継続購入意向」
、
「口コミ実績」がそれぞれ高く、NPS が純増数や収益性と相
関する根拠がうかがえる。

継続購入意向

推奨者
批判者

口コミ実績

78.9%
20.0%

68.9%
16.5%

NPS 向上要因は、
「料金」「利用店舗」の満足度

NPS を向上させる要因の中では、
「料金」と「利用店舗」に対する満足度が NPS に大きな影響を与
えていることがわかった。

満足度

利用店舗
ブランドの NPS

詳細カテゴリ

スタッフの親身さ

利用料金

説明のわかりやすさ

通信速度

待ち時間

通信可能範囲
利用端末
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知識・理解度

店舗の雰囲気
商品の品揃え

調査結果詳細

通信業界において NPS を計測することの意義とは？

NPS と収益性との相関を明らかにすることで、NPS の向上が通信企業各社にとってどのようなメリッ
トがあるかを分析した。

■ NPS が高い企業ほど契約者「純増数」の年平均成長率が高い

今回調査対象を実施した、日本を代表する携帯

それに対し、通信業界で重要な KPI として扱

を以下に示した。まず、大手 3 社の中で最も

映）」の五年間の年平均成長率を比較したとこ

われている「純増数（新規契約数と解約数を反

キャリア大手 3 社の NPS と収益性を示す指標

ろ、NPS が高い企業ほど成長率が高いという

NPS が高かったのは -19％の au だった。最低

結果になった。つまり、NPS を高めることに

は -39％、3 社の NPS 平均点は -29.6% だった。

よって、顧客数を増加させることができ、収益
向上につながるのである。

Figure 1：過去 5 年間における契約者純増数の年平均成長率比較
-15.0%

27.3%

NPS 上位企業

2010 年純増数
2014 年純増数

NPS 下位企業

■推奨者の 79% は「今後も継続して利用する」と回答
NPS が高い企業が、高い純増数を保ち続けて

推奨者の継続意向は 79％であるのに対し、批

いるのは、解約数が少ないことが一つの要因と

判者は 20％と約 4 倍の開きがある。

して考えられる。Figure2 は推奨者と批判者ご
とに今後も継続して同じキャリアを使用したい

と思うかという問いに対し、「今後も継続して
利用する」
「おそらく継続して利用する」「どち

らともいえない」「おそらく今後は利用しない」

「今後は別のキャリアを利用する」といった 5

つの選択肢から「今後も継続して利用する」を
選んだ人の割合を示したものである。
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■推奨者は 70% が実際に友人にすすめたことがあると回答
企業の商品やブランドに対する推奨度が高い人

この図によれば、推奨者のうち 70% が実際に

られる。推奨者と批判者ごとの実際に口コミを

対し、批判者はわずか 16％とこちらも約 4 倍

ほど、口コミを広める可能性が高いことが挙げ

友人や家族に勧めたことがあると回答したのに

広めたことがある人の割合を Figure2、３に示

の開きがある。

した。

Figure 2：継続利用意向（今後も継続し

Figure 3：実際に口コミを広めたことのあ

て利用すると答えた人の割合）

推奨者

る人の割合

78.9%

（n=90）

批判者

68.9%

20.0%

（n=273）

0%

20%

40%

16.5%
60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

通信業界における NPS 向上要因

通信業界において NPS を向上させる要因は何かを明確にするために、5 つの満足度（「通信可能範囲
の広さ」
「数新速度」
「利用料金」
「利用店舗」「利用端末」）を 0 ～ 10 点の 11 段階で計測した。また
推奨度に点数を付けた理由をフリーコメント形式で回収し、分析を行った。

■推奨度を付けた理由として「料金」に関するものが一番多い
まず、推奨度の点数をつけた理由について定性的

このグラフによれば、「料金」や「通信可能

及しているのかを明確にした。その割合を示した

みられ、この 2 つの要素が推奨度に大きな影

なエリアの広さ」に関連するコメントが多く

な分析を行い、顧客がどんなトピックについて言

響を与えていることがわかった。

のが Figure3 である。

Figure4: 推奨度を付けた理由の割合（n=632）
通信可能範囲の広さ
通信速度
利用料金
利用店舗
利用端末
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■推奨度に一番大きく影響しているのは「利用店舗」に対する満足度
また、前述の 5 つの満足度について、定量的

その結果、コメント分析から得られた示唆とは

り、それぞれ満足度がどの程度 NPS に影響を

NPS に影響を与えていることがわかった。

異なり、利用店舗に対する満足度が一番大きく

に分析を行った。統計的手法を用いることによ
与えているのかを計測し、Table1 に示した。

Table1：NPS に影響する満足度（影響度合い）

影響度合い

NPS に影響する満足度

24.7%

質問 1：通信可能範囲の広さに関する満足度
質問 2：通信速度に関する満足度

質問 4：普段利用している店舗に関する満足度
*1

.0

.018

25.7%

.0

14.8%

質問５：利用端末に関する満足度

有意確率 *1

14.9%
19.9%

質問 3：料金に関する満足度

参考

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。

.0
.0

■顕在化している「料金」へのニーズと潜在的な「利用店舗」へのニーズ
Figure3 のコメントに基づいた定性分析の結

一方で、定量分析が示すように、「利用店舗」

関するコメントが多く集まっていることを鑑み

のの、大きな影響を与えている。つまり、これ

に対する満足度に関してはコメントこそないも

果、
「推奨度をつけた理由」として「料金」に

らのニーズは、潜在的であると捉えることがで

ると、
「料金」に対するニーズは顕在化してい

きる。

ると考えることができる。
顕在的なニーズ（コメント比率）

Figure5: 顕在的ニーズ VS 潜在的ニーズ
通信速度の
満足度

利用端末の
満足度

利用料金の
満足度

通信可能範囲の
満足度

利用店舗の
満足度

潜在的なニーズ（定量分析から得られた NPS に対する影響度）
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■利用店舗の満足度は「スタッフの親身さ」「説明のわかりやすさ」「スタッフ
の知識・理解度」の改善によって向上させることができる。

すると、利用店舗の満足度が高くなるにつれ、

具体的に NPS を向上させるためには、上記分

析で得られた満足度を向上させる必要がある。

「スタッフの親身さ」
「説明のわかりやすさ」
「ス

満足度を例にとり、NPS 向上に必要なポイン

する人が増えていることがわかる。つまり、こ

タッフの知識・理解度」に満足していると回答

今回は、潜在的にニーズが存在する利用店舗の

れら 3 つの要素が主に利用店舗の満足度に対

トをより明確にすべく、分析を行った。

して影響を与えていると考えることができる。

満足度を向上させる要因を特定するため、顧客
が現状「店舗について満足している点」を調査
し、推奨度ごとの変化を計測した。

Figure6:「説明のわかりやすさ」「知識・理解度」「親身さ・態度」に満足していると答えた
人の割合の推移

説明のわかりやすさ
知識・理解度

40%

親身さ・態度

30%
20%
10%
0%

５

６

７

８
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９

１０

NPS 分析から見出された各企業の特色

NPS は統一指標（計測方法や算出方法が企業

Figure5 は各社の強みと弱みと分析するため、

間比較がしやすいことも特徴の一つである。通

ネガティブなコメントに分類し、各セグメント

推奨度を付けた理由をポジティブなコメントと

に依存することが無い指標）であるため、企業

において言及されているトピックの割合を示し

信業界においても、NPS や推奨度に対するコ

たものである。

メントを分析することにより、各企業が提供す
るサービスの競合優位性を読み取ることができ
た。

Figure7: 各企業に対する、コメント比率（ポジティブコメント、ネガティブコメント別）
ポジティブコメント比率

店舗 18%

au

ネガティブコメント比率

ポジティブコメント比率

ドコモ

ネガティブコメント比率

通信可能範囲
22%

店舗 22%

料金 58%

ソフトバンク

ポジティブコメント比率

ポジティブコメント比率

ネガティブコメント比率

MVNO

ネガティブコメント比率
通信可能範囲
33%

通信可能範囲
36%

料金 50 %

料金 43%

通信速度 33 %

■ au について

au はポジティブコメント、ネガティブコメント共に利用店舗について言及された割合が他社と比べ

て多くみられた。店舗スタッフの親身さについては非常に評価されている傾向にあり、一方で店舗の
待ち時間に対しては不満を持つ回答者が多かった。

■ドコモについて

ドコモは他社と比べても特に、
「通信可能エリア」に関して肯定的なコメントが多くみられた。否定

的なコメントの中では「料金」に対する言及が 58％となり、多くの回答者が不満を持っていると考

えることができる。また、上記に分類されない肯定的なコメントの中で、ブランドに対する「信頼性」
や「安心感」をあげる人が多く、一定のファンを保有していることが分かった
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■ソフトバンクについて

ソフトバンクは 3 社の中でも料金に関して肯定的な意見を述べている人が一番多かった。料金にお

いては、企業が用意している割引プラン等よりも、基本料金や通話料に対して満足の声が集まる傾向
にあった。また、否定的なコメントの中では通信可能エリアに関するものが多く見られた。

■ MVNO について

MVNO は料金に関して肯定的なコメントが非常に多く、料金が推奨度に影響を与えるという通信業
界の特性上、NPS も -4％と大手 3 社と比べると高くなった。ネガティブなコメントの中では、通信
可能エリアや通信速度に関するコメントの比率が高かった。

まとめ

今回の調査では主に以下の３つの点が判明した。
1．NPS と企業収益性には相関がある。

NPS が高い企業の方が、純増数が堅調に伸びており、NPS は企業の収益性に影響していると考えら
れる。

2．NPS 向上要因は「料金」と「利用店舗」の満足度であった。

NPS を向上させる要因としては、主に料金の安さと利用店舗に対する満足度が挙げられ、特にスタッ
フの親身さ、説明の分かりやすさ、知識が利用店舗の満足度を向上させる要因になる。
3．NPS 分析により、各社の競合優位性が明確になった。

企業別では au が３社の中で一番 NPS が一番高く、店舗に対してポジティブなコメントを残した人
の割合も高かった。また、ドコモは通信可能エリアの広さに関してポジティブなコメントを残す人の
割合が高く、ソフトバンクは料金の安さを評価する声が多かった。
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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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All rights reserved by Emotion
Tech Inc.

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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emotiontech_inc

