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① ―――序論 

 現代は情報化社会と呼ばれ、大量の情報が高速でネット

上を飛び交っている。近年、その情報化にさらに拍車をか

けているのが twitter をはじめとする SNS である。この

SNS のブームは今後も続くことが予想され、それに伴い企

業がアカウントをつくり、SNS ユーザーにアプローチして

いくことが必要になってくるだろう。しかし、現在実際に

行われている企業の取り組みは依然として手探り状態で 

 

 

あり、それに関する学術的な研究も多くはなされていなか

ったため、私たちの今回の研究のテーマとした。 

 私たちは SNS の中でも現在日本で最も多くのユーザー

を得ている twitter について研究することにした。twitter

にはリツイート機能という、自分が得た情報を自分の友人

に向けて拡散させる機能がある。私たちはこの機能を用い

ることで、企業の発信した情報を効率よく伝えることがで

きるのではないかと考え、twitter ユーザーのリツイート

の動機について研究し、企業アカウントのよりよい使い方

を提案していこうと考えた。 
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② ―――本論 

1. 現状分析 

1－1 SNS について 

SNS とは、ソーシャルネットワーキングサービス（英：

Social Networking Service）の略で、社会的ネットワー

クをインターネット上で構築するサービスの事である。 

 SNS の例として、facebook や twitter、mixi などがあ

げられる。 

 

1－2  主な SNS の形式 

i. facebook: 

facebook は 2004 年にハーバード大学の学生マーク・

ザッカーバーグに開始された。当初のユーザーは大学生

だけに限定されたが、2006 年以降は一般のユーザーにも

開放された。2011 年 9 月の時点、世界中に 8 億人のユー

ザーを持ち、世界最大の SNS になった。facebook は多く

の SNS と同様、ユーザーが自分のホームページを持つこ

とができ、そこに色々な個人情報が掲載される。友達を

招待することにより、お互いが発信した情報などを見る

ことができる。 

 

ii. mixi: 

mixiは、株式会社ミクシィが運営する SNSである。2004

年 2 月にサービスが開始され、日本では最も早い時期から

サービスを展開している SNS の 1 つである。mixi は完全

招待制1を採用したが、2010 年 3 月 1 日より、招待状なし

でも参加できるようになった。ただし、mixi は国内限定で

あり、登録する際、日本国内の携帯メールアドレスが必要

となる。mixi のサービスは facebook のそれとよく似てい

る。その上、日記やコミュニティなどのサービスも提供さ

れている。 

 

iii. twitter: 

 2006 年 7 月にアメリカの Obvious 社（現 twitter 社）

によって提供開始されたサービスであり、たった 3 年の

                                                 
1 完全招待制：既に登録したユーザーから招待を受けない

と利用登録ができないという制度である。 

間に世界中に広く知られるようになった。twitter のサー

ビスについて、津田（2009）によって、次のような概念

が述べられる： 

「インターネットを通じて、140 文字以内の『つぶやき』

を不特定多数にリアルタイムに発信し、自分で選択した

他人の『つぶやき』を受信するサービス。」 

 この概念から分かってもらいたいのは二つのことであ

る。1 つ目は、twitter というサービスの特徴はリアルタイ

ム・ウェブだということである。これは、瞬間的な情報が

流されているということを意味している。2つ目は、twitter

が 140 文字以内のマイクロ･ブログだということである。

マイクロ・ブログとは、不特定多数の人向けのごく短い文

章を発信したり、また他の人の文章を読んだりすることが

できるサービスのことである。図表１は twitter の概念図

を表したものである。 

 

■図表 1 twitter の概念図 

（出典：できるネットプラス） 

 

1－3  twitter と他の SNS との違い 

図表 2 は 3 つの SNS（facebook, mixi と twitter）の比

較を表している。図から分かるように、各サービスは違う

特徴を持つ。facebook は、現実世界での知人同士からのつ

ながりから広がっていく傾向があるため、実名が使われ、

プライバシーの詳細設定を可能にしている。一方、mixi

や twitter の場合は、匿名にすることができる。したがっ

て、これらの 2 つの SNS はネット上の見ず知らず人達と

の交流や、情報の交換をより容易にしている。 
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■図表 2 代表的な 3 つの SNS の特徴 

（出典：『顔本.com』 2010） 

また、twitter と他の 2 つの SNS との最大の違いは友

達登録である。公開時2の場合、twitter では承認不要で、

ただフォロー3することにより、他の人のつぶやきを見る

ことができる。つまり、その簡単な操作で、twitter 上に

あふれるツイートを自由に読むことができる。これは情

報を得ることにおいて非常に便利であるし、企業にとっ

ても発信した情報を多くの人々にみてもらうことができ

る。 

（以上の各サービスの使い分けは、各サービスの利用方法

を最も端的に表現したものである。） 

 

1－4 日本における twitter の普及と理由： 

i. 日本における twitter の普及： 

前述した通り、twitterは 2006年にサービスが開始され、

その後急速にユーザーが増加している。図 3 は、2010 年

の日本における mixi、twitter、facebook のユーザー数の

推移のグラフである。 

twitter のユーザーが、1 月の時点では約 500 万人だっ

たのに対し、12 月の時点では約 1300 万人と、2 倍以上に

膨れ上がり、日本で最もユーザーの多いソーシャルメディ

                                                 
2 公開時：プロフィールページは誰にでも閲覧される可能

性があり、検索結果にも 反映される。 
3 フォロー(following)：特定のユーザーのツイート（つぶ

やき) があなたのホーム画面のタイムラインに表示され

るようになる仕組み。 

アとなっている。 

 

■図表 3 日本における SNS 利用者の推移（2010 年） 

（出典：ニールセン NetView  2010） 

 

また、2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災の際にも、

メールや電話通信ができなかったため、SNS が連絡手段と

して多く使われた。Bassett & Partners というアメリカの

会社とスタンフォード大学の教授 Richard Dasher の調査

によると、東日本大震災の際、１秒当たりのツイート数は

5 回にわたって 5000 件を超えた。そして、日本からのツ

イート数は 500％増加し、次の 1 週間日本の twitter のユ

ーザーは 30％も増加したと公開され、twitter はさらに注
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目を浴びるようになった。 

図表４はNTTレゾナンド株式会社が 2011年 7月に行っ

た「今後積極活用していきたいソーシャルメディアは？」

というアンケートの結果である。twitter と答えた人が

68%と最も多くなっており、twitter を利用することに価

値を感じている人が多いことがうかがえ、twitter ユーザ

ーは今後も増加するのではないかと考えられる。 

 

■図表 4 今後積極活用していきたいソーシャルメディア 

（出典：NTT レゾナント 2011） 

 

さらに、comScore というアメリカのマーケティング情

報やサービスを提供するインターネット調査会社による

と、2006 年の 4 月時点、日本の twitter のリーチ率4は

26.6％となっており、これはリーチ率が 26.8％のオランダ

に続き、世界第 2 位となっている。 

また、図表 5 を見てみると、twitter で最も利用されて

いる言語の中で、日本語が第 3 位（約 6％）を占める。日

本語を公用語としているのは世界の人口の 2％程度である

ことを考えると、日本で twitter が盛んに使用されている

ことがわかる。 

 その上、最近、日本国内では、twitter 用の言葉も流行

ってきた。その代表として「なう」（英語の”now”からの言

葉）が挙げられる。この「~なう」は 2010 年の「ユーキャ

ン新語・流行語大賞」のトップ 10 に入った。 

 

                                                 
4リーチ率：インターネットのユーザー数に対する普及率を

あらわしたものである。 

■図表 5 twitter で使われている言語の割合 

（出典：Digital Buzz  2010） 

 

ⅱ.     Twitter が人気を得た理由： 

twitterに対抗するソーシャルメディアとして、facebook

が人気を集め、世界では twitter よりも多くのユーザーを

獲得するまで成長している。しかし、日本においては依然

として twitter の人気が根強い。その理由は次のように述

べることができるだろう。 

まずは、twitterは簡単に更新できるということである。

約 95％の人が携帯電話でインターネットを接続する日本

では、facebook よりも twitter の方が便利である。 

次に、スマートフォンのブームも要因のひとつである。

図表 6は、国内のスマートフォンの出荷台数を表している。 

 

■図表 6 携帯電話とスマートフォンの出荷台数 

（出典：MM 総研調べ。10 年度は推計、11 年度以降は 

予測 2011 年 5 月 7 日付日本経済新聞） 

 

市場調査会社 ImpressR&D の「スマートフォン利用動向

調査報告書 2010」によると、日本のスマートフォンシェ

アで iPhone が占める割合は 46％である。今年の 10 月に

発表された iPhone の新しい OS である iOS5 にも twitter

との連携が新機能として搭載されている。これから、スマ
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ートフォンの購入とともに SNS を利用し始める人も増え

ると言えるだろう。 

また、twitter が日本で人気になった原因は、日本の文

化の面もある。一般に、日本人はコミュニケ―ションに消

極的な態度を持つとされている。積極的に話しかけるのは

苦手だといえる日本人にとって、twitter は良いツールだ

と言える。なぜならば、同じ興味を持っている人と話かけ

やすくなるからである。また、話をしたくない場合も、た

だフォローするだけで情報を得ることができる。 

 英語などに比べ、日本語ならば 140 字以内に書き込める

情報量も多い。したがって、twitter を利用し、140 字以内

でも十分に情報を発信することができる。例えば、英語の

「information」は日本語で２つの漢字「情報」で表現で

きる。 

 

2．現状分析を受けての問題意識と課題設定 

2－1 企業アカウントの利用の実態 

以上に示したように、twitter は現在日本で着々とユー

ザー数を増やし裾野を広げ、また、twitter アカウントを

運用する企業も急激に増えている。しかし、多くの企業が

まだ導入の初期段階であることが伺える。ループスと NTT

レゾナントの調査によれば、2010 年に twitter 企業アカウ

ントを開始した企業は 6 割台半ばにのぼり、まだまだ多く

の企業が twitter 導入の初期段階にあることが分かる。 

また、同調査によれば twitter 企業アカウント活用上の

課題について尋ねたところ、「営業上の効果が見えない

(26.0%)」、「どういう情報発信をすべきかわからない

(16.5%)」、「フォロワーが増えない(15.6%)」などの結果が

出ており、企業アカウントの活用においては、現時点では

手探り状態の企業が多いということができる。 

PR TIMES の調査では、消費者に対し、「企業（ブラ

ンド）の twitter をフォローした動機は何か」という調査

を行っており、「ディスカウントやセール情報などのプロ

モーションを受け取るため」が 39.8％でトップとなってお

り、続いて「これから出る製品などについての情報を知る

ため」が 28.2%となっている。（図表７）ここから、消費

者は twitter でお得な情報を得たいと思っていることがわ

かる。 

そこで、私たちは企業の twitter の利用法の中でも情報

発信に絞り、いかに情報を効率よく消費者に伝えるか、と

いうことを課題とした。 

 

2－2 リツイートの有用性 

私たちは、情報発信をいかに効率よく行うかという課題

の中で、twitter の大きな特徴であるリツイートの機能に

注目した。リツイートとは、一般に「他の人が投稿した文

（ツイート）を引用すること」と定義されている。リツイ

ートされた文は、リツイートした人のフォロワーのタイム

ライン5 にも表示される仕組みになっている。 

現在の企業アカウントのフォロワー数は、大企業のもの

でも、著名人などの個人アカウントに比べると非常に尐な

く、全体的に企業アカウントは個人アカウントよりもフォ

ロワー数が尐ない傾向がある。つまり、企業が情報を発信

した時よりもその情報を多くのフォロワーをもつ個人が

リツイートした時の方が情報のリーチが広いということ

である。 

企業にとっては自社のツイートをいかにリツイートし

てもらえるかがカギになっていると言える。そこで私たち

は、リツイート機能によって、いかに情報を効率よく拡散

させるか、ということを研究テーマとした。 

 

2－3 リツイートの動機  

PR TIMES は、企業(ブランド)の Tweet でリツイートし

たくなるのはどんな内容かという質問も行っており、数が

多い順に上からお得なキャンペーン情報、新商品・新サー

ビス情報、イベント情報などとなっている。 

リツイートの動機は、人それぞれで異なっている。そこ

で私たちは、リツイートの動機は性別や年齢、twitter を

利用しているその時の状況などと、何らかの関係があるの

ではないかと考えた。これから、その関係性がどういった

ものであるか仮説を立て、検証していく。 

 

                                                 
5 タイムライン：時系列で twitter のホームページ上に流

れてくる発信のログのこと。 
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■図表７ 企業（ブランド）の twitter をフォローした動機は何か 

（出典：PR TIMES 2010） 

 

■図表 8 男女別サイト閲覧の目的 

（出典：IMJ モバイル 2011） 

 

3．仮説の提唱 

過去の調査・研究を調べたところ、twitter に絞った詳

しいものは見うけられなかったため、インターネット全般

についてのものを参考にして仮説を設定していく。 

私たちはまず、リツイートと性別の関係について考えた。

企業の商品・サービスは男女どちらかをターゲットにして

いるものが多く、性別によるリツイートの傾向の違いがわ

かれば実際の企業の twitter 利用に生かしやすいと考えら

れるためである。 

図表 8 は、IMJ モバイルが行ったサイト閲覧の目的に関

する調査の結果である。男女の差が最も大きく出ている項

目は、男性に多いものは「ネタ探し」、女性に多いものは

「クーポン・セール情報」となっている。ここから、男性

は女性に比べ、面白いネタをリツイートすることが多く、

女性はキャンペーンなどのお得な情報をリツイートする

傾向が強いのではないかと予測できる。 

これに関連して、男性は純粋に面白いと思った時に、女

性はリツイートすることで自分が得をするようなキャン

ペーンの時、リツイートをするのではないか、ということ

も考えられる。 
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twitter は気軽に利用できるメディアであり、1 日の中の 

様々な場面で利用されている。同じ内容のツイートに対し

てでも、それを見る場面によって反応が変わるのではない

かと考えられる。これを明らかにすることで企業がツイー

トするのに最適な時間帯や時間帯に合わせた利用法など

を提案することができる。 

以上のことから次の 5 つの仮説を設定した。 

 

仮説 1：男性は女性に比べ、面白いネタに関するツイート

をリツイートしてみたいと思う。 

仮説 2：女性は男性に比べ、割引情報やキャンペーン情報

などのお得な情報に関するツイートをリツイートしてみ

たいと思う。 

仮説 3：男性は女性に比べ、そのツイートが面白いと思っ

たときにリツイートをする。 

仮説 4：女性は男性に比べ、そのツイートをリツイートす

ると良いことがあるときにリツイートをする。 

仮説 5：ユーザーの twitter を利用するシーンの傾向によ

って、リツイートしてみたいと思う内容が異なる。 

 

 

4．仮説の検証 

4－1 調査概要 

■図表 9 調査概要 

アンケート調査の概要 

調査手法 Web アンケート 

調査対象 twitter を利用している男女 

サンプル数 100 名 

有効回答数 99 名 

調査期間 11 月 4 日～11 月 12 日 

本研究は、インターネットサイト「Cube Query」を用

いてアンケートを作成し、twitter や mixi などの SNS を

利用しアンケートの回答を呼びかけた。調査対象は twitter

を利用している男女とし、性別や年齢といった基本的なス

テータスから、リツイートの利用頻度やリツイートしてみ

たい情報についてまで全 9 項目に回答してもらった。（図

表 10 参照） 

 

■図表 10 質問項目 

アンケート質問項目 

Q1 性別 

Q2 年齢 

Q3 職業 

Q4 twitter をどんなときに利用するか 

Q5 リツイートの利用頻度 

Q6 フォロー中の企業アカウントの数 

Q7 企業アカウントフォローの理由 

Q8 リツイートしてみたいと思う情報(５件法) 

Q9 リツイートの動機 

詳しい内容は補録を見ていただきたい。 

 

4－2 分析手順 

 今回の研究では仮説の検証のために t 検定とカイ二乗検

定の 2 つを行った。 

i. t 検定 

 t 検定とは独立変数が 2 値（例、1＝男性、2＝女性）の

質的変数で、従属変数が量的変数の場合に、これら 2 変数

間に統計的に有意な関連があるかを検討する手法である。

帰無仮説として「2 群の母集団平均は等しい」という仮説

を出し、それが有意水準下で棄却されるかどうかで 2 群の

間に関連があるかどうかを判断することができる。今回の

研究に際して、Q1 と Q8、Q4 と Q8、において t 検定を行

った。 

ii. カイ二乗検定 

 仮説検証のために、カイ二乗検定を用いてそれぞれの項

目の独立性の検証を行った。カイ二乗検定とは、変数 A と

B の間に、統計的に有意な関連があるかどうかを検討する

手法であり、「変数 A と変数 B は独立していない」という

帰無仮説を出し、それが有意水準下で棄却されるかどうか

で変数 A と変数 B は独立しているのかいないのかを判断

することができる。 

ⅲ. 分析ツール 

今回の分析にあたって、すべての統計的計算は株式会社

IBM の統計パッケージ「PASW statistics 17」を利用した。 
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■図表 11 Q8 の平均値の男女の比較 

■図表 12 Q1 と Q8 の t 検定 

4－3 分析結果 

① 仮説 1 と 2 の検証 － Q1*Q8 の t 検定 

Q8 の「どんな情報であればリツイートしてみたいと思

うか」に対して、男女別の平均値のグラフは図表 9 のよう

になった。Q8 は企業が発信するツイートに関して、その

内容ごとに、とても思う(5)～全然思わない(1)まで 5 件法

で調査したものである。その後、Q1「性別」と Q8 におい

て t 検定を行ったところ、図表 12 のような結果となった。

有意水準 5％で結果が有意となったものは残念ながら無か

ったが、有意水準 10%では「Q8-8 自由なつぶやき」にお

いて等分散性のための Levene の検定が 1.000(>0.05)であ

るために、等分散を仮定することができ、そのときの有意

確率は 0.074(<0.1)であるから結果的に有意であるといえ

る。このとき、Q8-8 の値の平均は図表 11 から男 2.95、女

2.49 であるから、有意水準 10%の元では男女に差があり、

女性と比べて男性のほうが自由なつぶやきをリツイート

してみたいと思う傾向にあると言うことができる。 

以上から仮説 1，2 は棄却されたが、男性は女性と比べ

て自由なつぶやきをリツイートしてみたいと思うことが

明らかになった。 
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■図表 13 Q1 と Q9-5 のクロス集計表 

■図表 14 Q1 と Q9-7 のクロス集計表 

② 仮説 3 と４の検証 － Q1*Q9 のカイ二乗検定 

Q1「性別」と Q9「リツイートの動機」のカイ二乗検定

を行ったところ、男女によってリツイートと動機に差が出

ると優位な結果が出たのは「Q9-5 リツイートするといい

ことがあるから」と「Q9-7 なんとなく」の２つであった。

この２つについてどのような結果になったのかを順に示

す。 

 まずはじめに、Q9-5 について考える。Q1 と Q9-5 のク
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Q1 と Q9-5 のクロス集計表は図表 13 のようになった。こ

のとき男性で「リツイートするといいことがあるからリツ

イートしてみたいと思う」と答えた人は 2 人、と期待度数

が 5 未満である。一般的に期待度数が 5 未満のセルが 20%

を超える場合は Fisher の直接法の有意確率を見るほうが

よいとされ、よってそのときの有意確率（両側）の値は

0.096(<0.1)であり、有意水準 10%の元では性別で有意な差

が確認できる。よって、クロス集計表の値から男性よりも

女性のほうがリツイートするといいことがあるからリツ

イートをする傾向にあることが認識できる。以上の結果か

ら、仮説 4 は支持された。 

次に Q9-7 について考える。Q1 と Q9-7 のクロス集計表

は図表 14 のようになった。このとき Pearson のカイ二乗

検定の有意確率の値は 0.071(<0.1)であり、有意水準 10%

の元では性別で有意な差が確認できる。よって、クロス集

計表の値から女性よりも男性のほうがなんとなくリツイ

ートをする傾向にあることが確認できる。以上の結果から

仮説 3 は棄却されたが、男性はなんとなくリツイートをす

る傾向にあることが明らかになった。 

 以上①、②より男性は自由なつぶやきをなんとなくリツ

イートしてみたいと思う傾向にあり、女性はリツイートす

るといいことがあるからリツイートをする傾向にあるこ

とがわかる。 

 

③ 仮説 5 の検証 － Q4*Q8 の t 検定 

 Q4 と Q8 で t 検定を行ったところ、図表 15 のようにな

り（5%の有意水準で有意な結果が出たものだけをまとめ

た）、それを以下に列挙する。 

1.Q4-1 通勤・通学中と Q8-7 うんちく 

この場合は等分散性のための Levene の検定の有意確率

が 0.416(>0.05)より、等分散を仮定することができ、その

場合の有意確率は 0.003(<0.05)であるから有意な差がある

と認識できる。 

このとき、通勤・通学時に twitter を使うと答えた人の

Q8-7 の値は 3.07 であり、一方で使わないと答えた人の値

は 2.20 であることから、通勤・通学時に twitter を使う人

のほうが、うんちくをリツイートしてみたいと思う傾向に

あることがわかる。 

 

2.Q4-2 授業中と Q8-7 うんちく 

この場合は等分散性のための Levene の検定の有意確率

が 0.727(>0.05)より、等分散を仮定することができ、その

場合の有意確率は 0.022(<0.05)であるから有意な差がある

と認識できる。 

このとき、授業中に twitter を使うと答えた人の Q8-7 の

値は 3.12 であり、一方で使わないと答えた人の値は 2.47

であることから、授業中に twitter を使う人のほうが、う

んちくをリツイートしてみたいと思う傾向にあることが

わかる。 

 

3.Q4-3 就寝前と Q8-7 うんちく 

この場合は等分散性のための Levene の検定の有意確率

が 0.094(>0.05)より、等分散を仮定することができ、その

場合の有意確率は 0.002(<0.05)であるから有意な差がある

と認識できる。 

このとき、授業中に twitter を使うと答えた人の Q8-7

の値は 3.08であり、一方で使わないと答えた人の値は 2.17

であることから、就寝前に twitter を使う人のほうが、う

んちくをリツイートしてみたいと思う傾向にあることが

わかる。 

 

4.Q4-5 テレビを見ながらと Q8-3 プレゼントなどのキャ

ンペーン情報 

この場合は等分散性のための Levene の検定の有意確率

が 0.637(>0.05)より、等分散を仮定することができ、その

場合の有意確率は 0.022(<0.05)であるから有意な差がある

と認識できる。 

このとき、テレビを見ながら twitter を使うと答えた人

の Q8-3 の値は 2.52 であり、一方で使わないと答えた人の

値は 3.21 であることから、テレビを見ながら twitter を使

わない人のほうが、プレゼントなどのキャンペーン情報を

リツイートしてみたいと思う傾向にあることがわかる。 

 

5.Q4-5 テレビを見ながらと Q8-5 営業時間などの情報 

この場合は等分散性のための Levene の検定の有意確率が

0.211(>0.05)より、等分散を仮定することができ、その 
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■図表 15 Q4 と Q8 の t 検定 

場合の有意確率は 0.024(<0.05)であるから有意な差がある

と認識できる。 

このとき、テレビを見ながら twitter を使うと答えた人の

Q8-5 の値は 1.84 であり、一方で使わないと答えた人の値

は 2.43 であることから、テレビを見ながら twitter を使わ

ない人のほうが、営業時間などの情報をリツイートしてみ

たいと思う傾向にあることがわかる。 

 

6.Q4-7 家に一人でいるときと Q8-2 新商品の情報 

この場合は等分散性のための Levene の検定の有意確率

が 0.058(>0.05)より、等分散を仮定することができ、その

場合の有意確率は 0.039(<0.05)であるから有意な差がある

と認識できる。 

このとき、家に一人でいるときに twitter を使うと答えた

人の Q8-2 の値は 2.92 であり、一方で使わないと答えた人

の値は 3.77 であることから、家に一人でいるときに

twitter を使わない人のほうが、新商品の情報をリツイー

トしてみたいと思う傾向にあることがわかる。 

 以上６点の内容をまとめると以下のような結果になる。 

① 通勤・通学中、授業中、就寝前に twitter を利用する

人は、利用しない人と比べてうんちくをリツイートし

てみたいと思う傾向にある。 

② テレビを見ながら twitter を利用する人は、利用しな

い人と比べてプレゼントなどのキャンペーン情報や

営業時間などの情報をリツイートしにくい傾向にあ

る。 

③ 家に一人でいるときに twitter を利用する人は、利用

しない人に比べて新商品などの情報をリツイートし

にくい。 

 以上より、twitter を利用するシーンにおいてリツイー

トしてみたいと思う内容は変化しているということがで

きるので、仮説 5 は支持された。 

 

５．新規提案 

 以上の分析結果をもとに、本章では企業が実際に twitter

を使用する際にどういったことに着目してつぶやいてい

けば効果が期待できるのか、ということを性別と時間・場

所という２つの面から提示する。 

 

（1）男女それぞれへのアプローチ 

 分析の結果より、男性は自由なつぶやきをなんとなくリ

ツイートする傾向にあり、女性はキャンペーンなどリツイ

ートするといいことがあるときに、リツイートをする傾向

があることが明らかになった。 

 そこで、まず男性をターゲットとした商品やサービスを

取り扱う際には、つぶやくにあたって割とフランクな内容

をつぶやく頻度を高めるのが好ましいと思われる。このよ

うなつぶやきを軟式ツイートと呼ぶこともあり、そんな軟

式ツイートを連発する軟式企業アカウントも増えている。

たとえば、NHK の公式アカウントである@NHK_PR が例

に挙げられる。NHK は男性向けというわけではないが、

そのつぶやく内容は非常にフランクなものばかりで、この

ような自由なつぶやきは男性にリツイートを喚起させる

のに有効であると思われる。（図表 16） 
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■図表 16 @NHK_PR のツイート内容 

 

男性に対するアプローチとして、ハッシュタグ6の利用も

有効であると考えられる。人に面白いと思われるツイート

を企業の中で大量に考えることには多くの時間とコスト

がかかってしまう。そこで、ハッシュタグを使い自分たち

の商品・サービスに関するお題のようなもの出し、それに

対して面白いツイートを消費者に考えてもらう。その中で

良かったものを企業がコメントを付けるなどして非公式

リツイート7することで商品・サービスの認知度や、企業に

対する好感度が上がっていくのではと考えられる。 

次に女性に関するアプローチを考える。女性はリツイー

トするといいことがあるときにリツイートをする傾向に

                                                 
6 ハッシュタグ：「#○○」と入れてつぶやくと、その記

号つきの発言が検索画面などで一覧できるようになる。 

twitter ユーザーが自発的にハッシュタグを使用でき、

twitter Inc. への申請や登録は必要ない。 

7 非公式リツイート：コメントを追加するリツイートのこ

と。 

あるので、“リツイートキャンペーン”が効果的であると

考えられる。 

 リツイートキャンペーンとは、リツイートしたことによ

り割引が適用されたり、企業がつぶやいた内容をリツイー

トしてくれたユーザーの中から抽選で選ばれたユーザー

にプレゼントしたりするものである。 

 私たちは、このリツイートキャンペーンに関して２つ新

規提案を掲げる。 

 

① 会員カードへの twitter アカウント情報の追加 

ひとくちに会員カードといってもその種類は様々であ

るが、今回私たちは一般的な小売店で使われている会員カ

ードに注目した。例を挙げるとするならば、TSUTAYA の

Ｔカードやダイエーのハートポイントカードなどがある。

こういった会員カードには普通、年齢や住所、ポイントな

どが記録されているが、私たちはこのような情報に加えて

ここに twitter アカウント情報を加えることを提案する。

会員カードに twitter アカウントの情報を加えることがで

きれば、次のシステムが可能になると考える。 

 

ⅰ．小売店において、「店の情報をリツイートしてく

れた方は会計額から 5％引き」という情報を発信する 

（twitter でつぶやく） 

ⅱ．顧客がその情報をリツイートし、店で買い物をす

る。 

ⅲ．会計時に会員カードをレジで処理することで割引

が適用される。 

   

このシステムの最大の利点は、顧客・店員双方の手間が

軽減するということである。店頭における今までの twitter

キャンペーンではリツイートしたり、つぶやいたりした画

面を店員に見せ、それを店員が確認するという作業が必要

であった。そこで、このシステムを実現することができれ

ば、お互いに面倒くさい確認作業をなくすことがき、面倒

くさいから割引されなくてもよい、と思っている顧客にも

キャンペーンへの参加を喚起することができると考えた。 
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② リツイートキャンペーン・アプリ 

スマートフォンの増加に伴い、人々はモバイル環境でも

様々なアプリケーションを使うことができるようになっ

た。代表的なものが、iPhone アプリや Android アプリで

ある。これらのアプリの中にはゲーム、天気予報、辞書、

動画再生など実に様々なものがあり、その数は増加の一途

をたどっている。（図表 17）また、google スマホ調査によ

ると、日本のスマートフォンユーザーがインストールして

いるアプリ数は平均 45 個で、調査対象の 30カ国中で最多

という結果もでており、日本人はアプリを積極的にダウン

ロードしたがる傾向にあると言うことができる。 

 

■図表 17 iPhone と Android のアプリ数 

（出典：『Silicon Alley Insider』2011） 

 

そこで、私たちはリツイートキャンペーン専用のアプリ

を提案する。これは、その名のとおりリツイートキャンペ

ーンがまとめられており、ワンタッチでリツイートをする

ことができるアプリである。現状でもリツイートキャンペ

ーンがまとめられているサイトがあったり、ワンタッチで

リツイートキャンペーンに参加できるサイトがあったり

はするが、このアプリを開発すれば、いったんサイトにア

クセスしてからキャンペーンに参加するといった手間や、

いちいち自分でリツイートキャンペーンを検索するとい

った手間を削減することができる。 

さらに、位置情報探索システムと結びつければ、今この

場所で使えるリツイートキャンペーンも瞬時に表示する

ことができる。これは、飲食店などにおけるリツイートキ

ャンペーンにおいて効果が高いと考える。現状のクーポン

などであれば、登録が必要であったり、バーコードを読み

取ったりする必要があったりと尐なからず手間を必要と

するが、このアプリを使用すれば、アプリを起動しワンタ

ッチでリツイートキャンペーンに参加することができる

と考える。 

以上 2つの提案を実現できれば、手間を省ける＋リツイ

ートによって情報が広まる、といった一石二鳥の効果を期

待することができる。 

 

（2）時間・場所によるアプローチ 

 次に時間と場所によるアプローチを提示する。分析の結

果、通勤・通学の間、授業中、就寝前に twitter を使う人

はうんちくをリツイートしてみたいと思う傾向にあると

いうことが確認された。 

このことから、まずは通勤・通学の間という時間に注目

する。Japan guide の調査によると会社員の 48％、学生

の 53％は電車もしくは地下鉄で通勤・通学することがわか

っている。また、コロブラ社による首都圏に電車通勤する

20〜50 代の男女 823 人を対象に実施した「通勤に関する

実態調査 2011」の結果によると、車内で携帯電話を使用

する人 6 割にものぼることが明らかになっている。 

以上のことから、駅や電車内の広告を twitter と結び付

けることができれば、多くの人にリツイート喚起できるこ

とが予想される。電車の広告は毎日変えられるものでもな

いし、リアルタイムで twitter と連携することは難しいた

め、ユーザーにツイートもしくは企業アカウントを検索さ

せるということを広告で喚起することができれば、それが

うんちくツイートを見るということにつながり、結果とし

てリツイートを促す要因になるのではないかと考えられ

る。 

例として次のような具体的な提案がある。 

通勤・通学する人向けの広告の中に、企業のアカウント

とハッシュタグを表示すると同時に、人の心を捕らえ人気

を呼びそうなツイートを入れる。それによって、普通のア

カウントだけを表示するより、ツイートの内容を表示する

ことはもっと人の興味を引けると考えられるだろう。また、

気になるハッシュタグがあれば、そこで容易に検索もでき

る。リツイートすることにもつながると考えられるであろ

う。 
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■図表 18 山手線の広告の例 

 

さらに、広告を全部同じ内容にすることよりも、路線に

よって内容を変え、情報の差を生み出すことがもっと人を

惹きつけることとなるではないだろう。したがって、電車

に乗りかえる人にとっても、興味を持ちやすくなると考え

られる。 

例えば山手線には、図表 18 のような広告ポスターが効

果的ではないかと思われる。仮に、関東 10ゼミ討論会 2011

という企業が twitterを利用している状況で、山手線に広

告を出すとする。その際に、ハッシュタグとそれを用いた

ツイートの内容を広告の中に挿入し企業アカウントの ID

も同時に見せることによって、電車の乗客へハッシュタグ

の利用やツイートの検索を喚起することができると考え

る。 

次に、就寝前という時間に注目してみる。この場合もこ

の時間に twitter を使うユーザーはうんちくをリツイート

してみたいと思う傾向にあるという結果が出ているので、

企業がこの時間をねらってうんちくをツイートしてみる

ことも効果があると考えられる。 

 例としては、自動的にツイート投稿できる bot8を使い、

フォロワーのツイートに「おやすみなさい」という単語が

含まれていた場合、それに自動的に「寝る前の１うんちく」

といった形でリプライ9をする。その内容が面白ければリツ

イートが広がっていくと考えられる。 

③ ―――結論 

私たちは今回 twitter におけるリツイートを利用した情

報拡散の効率化に注目して研究を進めてきた。SNS が発達

し、多くの企業が SNS を用いたマーケティング活動に参

                                                 
8 twitter の bot：「robot」の略称で、インターネット上

などでコンピュータが自動応答するプログラムのこと。 

9リプライ：自分宛てのメッセージに対して返信すること。 
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加している中、twitter のアカウントを利用する企業はま

だまだ尐なく、利用していても手探り状態な企業も多い。

そして、twitter に関する実務的な調査は数多くされてい

るものの、学術的な研究はあまり例がない。そういった点

で、これからさらに発展を遂げるであろう twitter に関し

ての今回の研究は新規性を持ったものであると言えるだ

ろう。 

また本研究は、男女間や twitter を利用するシーンでリツ

イートしてみたいと思う内容や動機が異なるということ

の発見を目標に進めてきた。私たちの予想とはあいまって、

仮説が支持されることばかりではなかったが、そのことで

男女別やシーン別におけるリツイートに関しての新しい

発見をすることができた。これにより、企業は twitter を

より効率的に使うことができ、効果的に情報を拡散させて

いくことができるようになるだろう。その点で、本研究は

実務的なものであると考える。 

 

④ ―――今後の展望 

 本研究を通して、新しい発見は得られたものの、twitter

の効果的な使い方に関してはまだまだ検討すべき要素が

多く、新たな研究の余地があるということを感じた。本研

究においての最大の課題は幅広い世代へとアンケートを

とることができなかったことである。どの世代にも twitter

を利用する人はおり、年齢層が上がればまた男女別やシー

ン別でリツイートしてみたい内容や動機が異なってくる

のではないかということも考えられる。また、今回の研究

で用いた、男女・シーンというセグメンテーションではな

く、違うセグメンテーションを用いることによっても新し

い結果が得られる可能性が高い。 

 以上に列挙した要素を含めた更に深い twitter に関して

の研究が今後望まれる。 

⑤ ―――おわりに 

この研究では、SNS という変化が著しい分野を研究テー

マとしました。そのため既存の研究が尐なく非常に困難で

したが、この研究が今後の研究のきっかけになればと思っ

ています。 

最後になりましたが、この研究に協力してくださった鶴

見先生、ゼミの友人、10 ゼミ参加の他大学の方々、インタ

ーネットでアンケートに協力してくださった方々に感謝

します。 
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