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増刷御礼、ムック「最新マーケティングの教科書」。識者からの寄稿を中⼼に

29の重要キーワードを解説します。

先秋開催で⼤好評の「データ・サイエンティストに学ぶ『分析⼒』講座」の第

2期を開講します。

「⽇経ビッグデータ」の読者限定サイトを開設しました。

動画投稿コンテストの募集要項

トップページ ＞ 国内企業インサイド

メットライフアリコ⽣命保険、ブランド認知向上狙った動画投

稿コンテストにクラウドソーシング活⽤

2014年2⽉17⽇ ⽉曜⽇  中村 勇介

 メットライフアリコ⽣命保険（東京都墨⽥区）は、ブランド創設から⽇が浅

く、浸透度が低いという課題を抱えていた。メットライフアリコというブラン

ドは、2010年にメットライフがアリコを傘下に収めたことを機に誕⽣した。合

併前のアリコジャパンは認知率が9割を超えていたが、社名変更で半分以下に

まで下がってしまったという。

 改めて、ブランドの認知の向上に取り組む必要に迫られているものの、状況

は以前と⽐べて⼀変した。最も⼤きな変化は、消費者の利⽤するメディアの多

様化だ。ネットに費やす時間が急増し、相対的にテレビや新聞、雑誌などの接

触時間が下がっている。変化は若い世代に顕著で、以前のようにテレビCM中⼼

の施策では、若い世代に⼗分にリーチできなくなりつつある。

 そこで、メットライフアリコはネット動画を活⽤した施策の強化に乗り出し

た。単にテレビCMをYouTubeなどで配信するだけではなく、ネット専⽤動画

の制作も始めた。メットライフアリコ主導ではなく、コンテスト形式で消費者

から作品を募った。

 その理由を、ブランドマーケティング部アシスタントマネージャーの柏崎純

⽒は「消費者からの共感を得ることを重視しているためだ」と説明する。これ

は、メットライフアリコの掲げる「顧客中⼼主義」というブランド価値に基づ

く。顧客の声を聞き、顧客を第⼀に考える。再度ブランディングに取り組む上

では、そうしたブランドの姿勢を伝えていくことが求められた。

 ただ、宣伝活動はというと必ずしも顧客中⼼主義ではなかった。例えば、制

作は企業主導だ。「どうしても商品説明的になってしまい、保険を検討してい

る⼈以外には響きにくかった」と柏崎⽒は振り返る。そこで、消費者からアイ

デアを募ることで、より消費者⽬線の動画を作れるのではと考えた。

 募集のプラットフォームとし

て活⽤したのが、仏アイカのク

ラウドソーシングサービス

「eYeka（アイカ）」だ。

eYekaは、企業が抱えるマーケ

ティング課題に対するアイデア

を募ることに特化し、グローバ

ルに約30万⼈の登録者を持つ。

昨年12⽉から約2カ⽉間をかけ

て、動画を募集した。

募集要項策定を最も重視

 動画投稿コンテストで最も重要なのは、募集要項の策定だ。ブランドとして

ご購読ありがとうございます。⽇経デジタルマーケ

ティング読者としてログインしています。

登録・変更

メットライフアリコ⽣命保険、ブランド認知

向上狙った動画投稿コンテストにクラウドソ

ーシング活⽤

タイヤ通販会社の動画が世界的ヒット

セブン＆アイのビッグデータ開発体制が判

明、まずNECと電通が参加

パーソナルデータ利活⽤の基本、保護基準を

決める「特定」「識別」とは

プライベートDMPの活⽤始めた花王、ブラ

ンド間の親和性分析し広告戦略⾒直しも
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国内企業インサイド 海外企業フロントライン 今週のデータ＆ランキング 三歩先読むキーワード

失敗に学ぶ サプライヤー動向 ニュースフラッシュ インタビュー

伝えたいことを、きちんと盛り込まなければ、期待する動画が集まらない可能

性も⾼い。

 今回のテーマは「幸せ」、具体的には⼈と⼈とが⽀え合うことで⽣まれる幸

せだ。「⼤勢の顧客同⼠でお⾦を出し合って、1⼈の⼈にお⾦を⽀払うという

⽣命保険という事業に合ったコンセプトにした」（柏崎⽒）。結果的には、⽇

本、フランス、ウクライナ、ロシア、ブラジルなど11カ国から31作品が集まっ

た。柏崎⽒は「⾔葉や⽂化が異なる国から、⽇本の消費者にも共感していただ

けるような作品が集まるかどうか正直不安はあったが、募集要件をしっかり練

ったことで想像以上に良い作品が集まった」と評価する。今後、この集まった

作品から優秀な作品を作者から買い取る。その後、3⽉に開設予定の「幸せ」

をテーマにした⾃社サイトやネット動画広告などに活⽤していく計画だ。

新媒体「⽇経ビッグデータ」3⽉に創刊！

ビッグデータを活⽤すれば勝てる時代から、取り組まない

と負ける時代へ。

販促・マーケティング、サプライチェーン管理、製造ライ

ンの最適化、サービス監視…。ビッグデータがもたらすビ

ジネス変⾰をWebサイト、⽉刊誌、セミナーなどを通じ

てお伝えします。

1⽉15⽇に創刊前1号（PDF版、8ページ）を無料配信。
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関連記事

「オレオ」のクラウドソーシング活⽤法、消費者の印象を探りブランド戦略を転換

2014/1/27

クラウドソーシング 2014/1/24

ヤフー、動画広告で6000万⼈にリーチ、仕様統⼀で横断的な出稿が可能に 2013/12/25

「他社作品歓迎」、リコーがソーシャルメディア時代のフォトコンテスト 2011/10/5

富⼠フイルムと共同で写真投稿コンテスト実施 1113件の応募、新規顧客を開拓

2009/10/21

国内企業インサイドの記事⼀覧

KDDI、ネット広告の効果検証に新⼿法を採⽤、過剰接触によるブランド好意度低下も把

握 2014/2/18

メットライフアリコ⽣命保険、ブランド認知向上狙った動画投稿コンテストにクラウド

ソーシング活⽤ 2014/2/17

1600万⾊を表現できるフィリップスのLED電球「hue」、デジモノ好きの⼼くすぐりヒ

ット 2014/2/12

個性派「ザ・ビートル」がターゲット層⼀変、1万台超の販売へデジタル施策を強

化 2014/2/12

ケンタッキーの動画広告活⽤キャンペーン、紙のチラシの3倍の集客効果 2014/2/7

KDDI、ネット広告の効果検証に新手法を採用、過剰

接触によるブランド好意度低下も把握（日経デジタル
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「特定」「識別」とは（日経デジタルマーケティング読

者限定） ow.ly/tAR7Q

日経デジタルマーケティング 
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タイヤ通販会社の動画が世界的ヒット 　─「Web動

画活用キャンペーン（2013年10～12月）」トップ
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