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昨年 12 月、まるか食品（群馬県伊勢崎市）の
カップ焼きそば「ペヤングソースやきそば」のゴ
キブリ混入事案により、ソーシャルメディアがも
たらす情報拡散によって、単なる一個人の消費者
のクレームにすぎなかった事案が “大事件” に発
展する流れがいっそう強まった。これまで企業の
危機管理広報は、主に新聞、テレビなどのマスメ
ディア対応を想定したものだったが、ツイッター
などソーシャルメディアのネットリスク対策も
待ったなしの状況になっている。

ツイートが企業を脅かす事態に
消費者が写真付きで書き込みをツイッターに投

稿したのが、昨年 12 月 2 日夜のことだ。消費者
は翌 3 日、保健所に連絡し、その直後、まるか食
品にも電話を入れ、その模様をツイッターに投稿

した。焼きそばに付着したゴキブリの、生々しい
写真の効果もあり、そのツイートは瞬く間に拡散
していった。

情報拡散は同日、ネット上で法律相談や法律関
連ニュースを配信するサイト「弁護士ドットコム」
がまるか食品に直接取材するなど経緯を伝えたこ
とで、さらに加速した。同日中に保健所が立ち入
り検査に入り、翌 4 日には保健所が自主回収を指
導し、その記事がヤフーのトップニュースで伝え
られ、わずか 2 日もたたないうちに全国ニュース
となる “大事件” に発展してしまった。

この間、事態を悪化させたのは、消費者に対す
るまるか食品の対応だった。実は消費者は、まる
か食品や保健所とのやり取りを、可視化されたツ
イッター上で、逐次、実況中継していたのだ。

しかも、消費者のツイートによると、「（検査の）
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結果が出るまで元のツイートを消してほしいとの
ことですので、一時的に、削除させていただきま
す」とまるか食品が書き込みの削除を求め、隠ぺ
いとの誤解を招きかねない発言をしていたという。

さらに、まるか食品が 4 日発表したニュースリ
リースも事態をこじらせた。内容としては、異物
混入を受けて、おわびとともに、同じラインで製
造した 2 商品を自主回収する方針を示したもの
だったが、外部機関の調査結果が出る前に「通常
の製造工程上、このような混入は考えられない」
として工場の製造工程において混入する可能性を
否定。消費者が意図的に混入した疑いを示唆する
ような表現をしたため、ネット上で批判的な声が
広がった。

ところが、その一週間後の 7 日、外部機関の調
査の結果、まるか食品は「製造過程で混入した可
能性は否定できませんでした」として商品の製造・
販売停止および全商品の回収を決定したことを発
表した。1 人の消費者のツイートが、商品の製造・
販売停止および全回収へと、企業を最悪の状況ま
で追い込んだのだ。

　
従来の食品メーカーの対応

多くの大手食品メーカーのお客様相談センター
では、日常的に商品に関する相当数のクレームを
受け付けている。その内容は、異物、異臭、味、
色など、消費者の主観的なものから、実際に商品
の品質に問題があるものまでさまざまだが、その
大半が軽微な事案で健康被害には及ばず、最近ま
で個別対応で済ませてきたのが実情と言える。

だが、ここに来て、まるか食品に代表されるよ
うに、ソーシャルメディアの影響で、事故対応に
発展してしまうケースが急増している。

まるか食品以外にも昨年 12 月、大手菓子メー
カー子会社の店舗で販売されたケーキにカビが生
えていたことが明らかになったほか、今年 1 月に
は大手外食ファストフード店ではビニール片など
の混入が相次いで発覚するなど、ツイッターなど
ソーシャルメディアにより、通常ではマスメディ
アが扱わないクレーム事案までニュースとなる状
況になってしまった。

また、まるか食品のケースのように、写真付き
投稿はインパクトが大きい。テレビのニュースで
も、ゴキブリはそのままではないものの、ぼかし
を入れるなどしてツイッターに投稿された写真を
放送した。実際、同時期に発覚した昆虫の混入事
案で、写真がなく、ツイッターの投稿もないため、
記事の扱いが小さかったケースもあった。

これまでのクレーム対応のスピード感より早
く、消費者がツイッターに投稿する前に消費者の
自宅に訪問し、おわびや現品回収・交換、補償な
どの対応を速やかに誠実に行うなど初動対応が求
められる時代になったのだ。

情報流通構造が変化
これまで情報発信の主導権は、独占的に新聞、

雑誌、テレビ、ラジオの “4 マス媒体” が握って
いた。企業や組織、団体、行政は、これらのマス
メディアに対し、記者クラブを通じて情報を流し、
受け取った側はプロの仕事を施して記事として読

2014年12月 2日 ゴキブリ混入、消費者ツイッターに投稿
2014年12月 3日 消費者、保健所に報告
2014年12月 3日 消費者、まるか食品に報告
2014年12月 3日 弁護士ドットコムが報道
2014年12月 3日 保健所、工場に立ち入り検査
2014年12月 4日 保健所、まるか食品に自主回収を指導
2014年12月 4日 ヤフートップニュースが記事掲載
2014年12月 4日 自主回収2商品発表
2014年12月11日 外部機関の調査結果で全商品の製造・販売停止、回収を決定

図表 1　まるか食品異物混入の経緯

出所：弁護士ドットコムなどを参照の上、筆者作成
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者、視聴者に伝えてきた。
ところが、経済広報センターの調査（2013 年 8

月）によると、消費者が情報源としている媒体は、
テレビが 84%、新聞が 82%、インターネットが
79% となっており、年代別では 29 歳以下および
30 代では約 90% がインターネットを最大の情報
源としていると回答。この背景としては、スマー
トフォンの普及や活字離れなどから、若者の
ニュースへの接触は、ネット上のサイトのアクセ
ス時間が増えていると推察される。

まるか食品のケースでも、ニュースの流通構造
の変化がうかがえるのは、前述の通りだ。ソー
シャルメディアから、「弁護士ドットコム」のよう
なネット上のニュースサイトやニュースまとめサ
イトを経由し、ヤフーニュースで取り上げられ、
それに追随する格好で大手メディアが報道すると
いったマスメディア起点とは別の情報流通経路が
できてきた。ソーシャルメディアによって一個人
でも、持っている情報に価値や新奇性があれば、
大きな影響力を持ちうるようになった。

ネットワーク化によるリスク
企業が直面する、ソーシャルメディアの発展に

よるリスクは、消費者によるクレームばかりでは
ない。人と人をつなぐソーシャルメディアの特性
がもたらす “ネットワーク化リスク” も顕在化し
てきた。

2011 年 8 月、韓流ドラマを放映したため、放送
内容が偏向しているとして在京テレビ局に対する
デモ活動が起きた。この活動の特徴は、ソーシャ
ルメディアを活用したことによって参加者のネッ
トワークが大きく広がっていったことである。

翌 9 月には、このテレビ局の番組のスポンサー
であるという理由で大手日用品メーカーもデモの
対象となった。デモばかりでなく、ネット上の通
販サイトのレビューには悪意ある書き込みが投稿
され、不買を呼び掛ける事態となった。

これまでは一個人の点の主張にすぎなかったこ
とが、ソーシャルメディアによって、点と点がつ
ながり、それが大きな社会運動に広がることが可
能となったのである。

社会をよい意味で変革しようという前向きな取
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図表 2　最近の情報流通経路の変化

出所：電通PR作成
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り組みであれば、ソーシャルメディアは歓迎すべ
きツールであると言える。しかし、必ずしもそう
とは限らず、企業にとっては、悪意に基づいたネ
ガティブキャンペーンが仕掛けられる“ネットワー
ク化リスク” も注意すべき点だと考えられる。

高まるネットリスクモニタリングの必要性
従来、企業などが事件・事故などの不祥事を起

こした時、世論を把握する手段として、PR 会社で
は新聞・テレビの論調分析と消費者を対象とした
意識調査を 2 本立てで行ってきた。前者は定性、
後者は定量で、それぞれを分析して、いつ通常業
務に戻すか、広告やプロモーションを再開するか
などを慎重に検討している。

しかし、この数年、前述のようにソーシャルメ
ディアの台頭によって、より世論を敏感に捉え、
それを施策に反映させるため、平常時からネット
リスクモニタリングを行う企業が増えてきた。

新聞やテレビの論調は、事例や経験上からある
程度予測がつきやすいが、ソーシャルメディアは
想定外の反応が生じて情報が拡散することがあ
る。いわゆる “炎上” という状況で、まるか食品
のケースも、ソーシャルメディアが発達していな
ければ、事の是非はともあれ、一消費者のクレー
ム対応で終わっていた可能性がある。ソーシャル
メディアの影響力が増大したおかけで、クレーム
が “大事件” に発展するようになった。

ネットリスクモニタリングとは何か
大手電機メーカーへのクレーム事件をきっかけ

に、2000 年代に入り、企業はネットリスクを認識
するようになった。その背景には 1999 年 5 月に
スタートした WEB 上の匿名掲示板「2 ちゃんね
る」の存在がある。2 ちゃんねるは「板」と呼ば
れる大分類の下に「スレッド」という話題が数多
くあり、そこに匿名やハンドルネームを使って良
いこと、悪いことを書き込んでいく。

筆者の前職は通信社の経済部記者であったが、
こうした匿名書き込みの中には、企業の機密情報

もごくまれにあり、それを元に取材を進めたこと
もあった。

こうした内部告発的な書き込みもあるため、企
業広報の間では、2 ちゃんねる上で自社に関係す
るスレッドを毎日、モニターすることが一般化し
ていった。最近では、ヤフーのリアルタイム検索
を活用する広報担当も多い。同検索は、ネット上
のツイッターなどの書き込み結果を秒単位で把握
できるもので、最新のネット世論が把握できる。

しかしながら、一人の力で調査するには、限界
がある。ツイッター、フェイスブック、ブログ、2
ちゃんねる、ニュースサイトなどモニターの対象
も膨大になり、それに要する時間や手間もかかり、
企業の担当者のチェックだけでは対応し切れなっ
ている。

日本でネットリスクモニタリングを提供してい
る企業は、何社かあり、それぞれのサービスは若
干異なる。企業名やブランドなど問題となるキー
ワードを設定し、コンピューターシステムがネッ
ト上のサイトを定期的・自動的に検索していくシ
ステムを採用している社もあれば、コンピュー
ターシステムである程度情報を絞り込んで、最終
的に専門担当者が目視でその書き込みがポジティ
ブかネガティブか判断する社もある。

さらに 24 時間、365 日の監視体制を取り、急激
にネガティブな書き込みが増えた場合、携帯電話
やメールで、その内容を通知してくれるサービス
もある。

費用も数万円から 100 万円以上する場合もあ
り、サービスを提供する会社や内容によっても費
用は変わってくる。最近では、中国語など外国語
メディア対応のサービスもある。

このほか、悪意がある書き込みや事実誤認の記
述などについて、サイトの運営者に対して削除要
請をするうえでのアドバイスも専門家として応じ
ている。

採用活動にも活用
企業のネットリスクモニタリングをしてみて分
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かることだが、ツイッターで学生の就職活動に関
する書き込みがかなりあることである。OB 訪問、
エントリーシート、筆記試験、面接の内容など、
さまざまな投稿があり、学生同士で情報交換をし
ていること分かる。

当然、ポジティブな内容ばかりでなく、企業の
採用について、学生の本音をのぞかせるものも 
ある。

このほか、最近では従業員の労働環境に関する
不平や不満の書き込みも目立ってきており、ネッ
ト上で “ブラック企業” という不名誉なレッテル
を貼られることもある。

学生や従業員の書き込みは、企業のレピュテー
ションに大きな影響を与える。それだけにモニタ
リング（監視）という視点よりも、その声につい
て率直に耳を傾けるリスニング（傾聴）という位
置づけで活用したい。また、マーケティングの分
野では、ネット上での商品やサービスの評判を分
析する「ソーシャルリスニング」と呼ばれる調査
も盛んになってきている。

デジタル時代にふさわしいスピードで
本稿ではソーシャルメディアの影響による情報

の流通構造の変化について説明してきたが、デジ
タルメディアが主導権を握るようになると、当然、
それに見合ったスピード感での対応が要求され
る。マスメディアには、朝夕刊の締め切り、朝夕

のニュースの放映時間という時間の区切りがあっ
たが、ソーシャルメディアは 24 時間動き続け、
夜間でも拡散し続ける。リスクマネジメントは事
前対策が重要なのは言うまでもないが、何かトラ
ブルが起きてからでは十分な対応は難しい。

併せて従業員への教育や啓発活動も必要になっ
てきている。ネット上のトラブルで厄介なのは、
一度、炎上した書き込み内容は、その部分を削除
したとしても、誰かがデータをコピーして保存し
て、完全には永久に消すことができない。これは
一度入れたら消せない入れ墨になぞらえて “デジ
タルタトゥー” と言われている。このようなトラ
ブルを起こさないためにも、従業員のネットリス
ク対策として、まず、ソーシャルメディアガイド
ラインやマニュアルなどの作成が必要となる。と
ころが、従業員向けのガイドラインを作成してい
る企業は数えるほどしかない現状だ。

ソーシャルメディアの発展は目覚ましいが、そ
の一方で現時点では、多くの企業において、こう
したネットリスク対策はまだ端緒についたにすぎ
ない。ネットリスクモニタリングを導入している
企業は増えてきているとは言え、まだ少数派だ。
今後もネット上における “炎上” 事件などが増加
することが予想されることから、企業の広報部門
は、お客様相談センターなどの関係部署などと連
携しながら危機管理体制を再構築していく必要が
高まっている。

企業広報、ネットリスク対策が急務




