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両メーカー共通 業種別SNS

業種別に分析を行い
それぞれのSNSの
活用方法を考察

各SNSの利用者数と
食品・飲料メーカーの

SNSの利用状況を把握

頻出単語の特徴抽出
ツイートトピックの類型化

食品・飲料メーカーのSNSの活用方法の類型化

食品・飲料メーカーのSNSアカウント

両メーカーを総合的に
見た際のSNSの
活用方法を考察

本研究の全体像
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1.背景と目的



1.背景と目的

SNSの普及によりSNSが人々の情報源となっている

5

現代社会ではSNSが情報源として使用されており、人々の活動に深く関わっている

※本ページの記載内容は株式会社株式会社ICT総研作成の資料を参照 ― 参照URL：https://ictr.co.jp/report/20181218.html

1.1.背景

https://ictr.co.jp/report/20181218.html
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平成29年と平成30年における
企業のSNS利用率を比較すると

7.8%の伸びが見られる

SNSの普及に伴い
企業でもSNSの利用が活発になった

※本ページの記載内容は株式会社ガイアックス作成の資料を参照 ― 参照URL：https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/

1.背景と目的

企業の活動においてSNSが活用されるようになった

1.1.背景

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
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本研究では、SNSの中でもユーザー数が多く、 ビジネスでも活用されている

Twitterを用いて、特に SNS を積極的に活用している食品・飲料メーカーの

SNS の利用目的を類型化する

研究の目的

1.背景と目的

1.1.目的



項目 概要

※ファッションブランドのSNSを用いた活用方法の類型化 –中央大学理工学部経営システム工学科 北嶋弓月-について

背景と目的 業種の選定理由が曖昧であり、論拠が欠けている

1.背景と目的

1.3.先行研究

引用RTされた文章を削除していないため

分析対象のアカウントが発信していない文章を含めて分析を行なっている
分析内容

「商品の紹介に関するツイートが多い傾向にある」など

推測が容易なことに対する言及が多い
考察・結論

参考になった点

項目 概要

100以上あるファッションブランドを対象として、SNSの活用方法を類型化するための

分析の枠組みを確立されており、本研究において大変参考になった
分析の枠組み

改善点

https://www.msi.co.jp/tmstudio/stu19contents/No43_muc19_VMSTMS.pdf
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2.SNS
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2.SNS

2.1.各SNSのアクティブユーザー数

Twitterはアクティブユーザーが非常に多い

※本ページの記載内容は株式会社ガイアックス作成の資料を参照 ― 参照URL： https://www.fantastics.me/documents/service/SNS_user_2020.pdf

LINEを除くとTwitterは日本国内で最も活発に動いているSNSであり、

日々多くの情報が流通している

日本国内におけるTwitterの

月間アクティブユーザー数は

約4500万人にものぼる

https://www.fantastics.me/documents/service/SNS_user_2020.pdf
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・フォロー

・ツイート

・リツイート

…発信を継続的に見たいアカウントと連携の設定をすること

…日々のつぶやきのメッセージを最大140文字以内という制限をつけて投稿すること

…他の人のツイートを"Re=再び"ツイートする

※本ページの記載内容はアユダンテ株式会社作成の資料を参照 ― 参照URL：https://twdesk.com/help/basic/h230/

2.SNS

2.2.Twitterの概要

日々のつぶやきのメッセージを最大140文字以内という制限をつけて投稿するシステム

主な機能

https://twdesk.com/help/basic/h230/


※本ページの記載内容はタムタム作成の資料を参照 ― 参照URL：https://meyou.jp/ranking/follower_company 12

上位20にランクインしているアカウント数が

7アカウントと他業種に比べて多く、

食品・飲料メーカーはTwitterを

積極的に活用していることがわかる

2.SNS

2.3.食品・飲料メーカーのTwitterの利用状況

食品・飲料メーカーはTwitterを積極的に活用している

https://meyou.jp/ranking/follower_company
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3.データの概要
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項目 概要

Twitterのツイート文データ

各アカウントの直近300ツイート

合計4200ツイート
取得件数

アカウント数
14アカウント（食品：6アカウント 飲料：8アカウント）

※食品・飲料メーカーの中で、Twitterのフォロワー数が上位14位のアカウント

ChupaChups
Japan

RedBull アクエリアス キッコーマン ジョージア

ハーゲンダッツ ピノ ほろよい 三幸製菓 森永製菓

サントリー アサヒビール キリンビール キリン ー

3.データの概要

3.1.元データ
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①絵文字（😁,✨ など）

②メンション（@〜）

③URL（https://〜, http://〜, www.〜）

④引用RTされた文章

3.データの概要

3.2.データクレンジング

データクレンジグとして以下の4つに該当する文字列を削除した
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アカウント名

ユーザー名

3.データの概要

3.3.文章の分かち書き

各メーカーの名称、Twitterのユーザー名・アカウント名を辞書登録する

後述する分析において、不適切な結果にならないように事前に設定をする
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4.各章の論点と分析手法



18

4.各章の論点と分析手法

4.各章の論点と分析手法

論点 分析手法

Twitterのツイート文データ

ことばネットワーク
6.1.単語同士の
関連性の可視化

5.単語頻度解析から

みるツイートの特徴
単語頻度解析

文章分類
6.2.文章分類による
単語のグループ化

全ての分析はTMSを用いて行なった
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5.単語頻度解析からみるツイートの特徴
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5.単語頻度解析からみるツイートの特徴

5.0.1ツイート文内の頻出単語の特定_全体

プレゼント企画の告知に使われている単語が多く見受けられる

プレゼント企画によるRTやフォローなどによる商品認知の拡散を目的としている
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5.単語頻度解析からみるツイートの特徴

5.0.2.ツイート文内の頻出単語の特定_飲料

プレゼント企画の告知に使われている単語が多く見受けられる

飲料 食品

飲料製品は比較的安価に生産できるため、プレゼント企画などで

消費者に配布することで認知の拡大を狙っている
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5.単語頻度解析からみるツイートの特徴

5.0.3.ツイート文内の頻出単語の特定_食品

食品メーカーのアカウントはハッシュタグを付けた投稿を多く行っている

飲料 食品

自社ブランド名にハッシュタグを付けてツイートを行なっている
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ハッシュタグを付けることで何に関する投稿であるかを端的に示すことが可能

ハッシュタグの付いた投稿は簡単に一覧でき、知りたいことに関する投稿を検索した

り、

同じ趣味嗜好のユーザーと交流する際に役立つ

※本ページの記載内容はビッグローブ株式会社作成のHPを参照 ― 参照URL：https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/hashtag/

・

・

5.単語頻度解析からみるツイートの特徴

5.0.3.ツイート文内の頻出単語の特定_食品

ハッシュタグ （#）

https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/hashtag/


24※本ページの記載内容はUnion Metricsの作成のTweetReachを参照 ― 参照URL：https://tweetreach.com/

5.単語頻度解析からみるツイートの特徴

5.0.3.ツイート文内の頻出単語の特定_食品

直近9日間でも多くの投稿が見られる

#チュッパチャップスのインプレッション数

https://tweetreach.com/
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#チュッパチャップスを付けて投稿しているアカウント

5.単語頻度解析からみるツイートの特徴

5.0.3.ツイート文内の頻出単語の特定_食品

一般ユーザーのアカウントがハッシュタグ付きの投稿をすることによる拡散が狙い

公式アカウントが積極的にハッシュタグ付きのツイートを行うことで、

一般ユーザーにハッシュタグの使用を促す効果がある
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6.ツイートトピックの類型化
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プレゼント企画の告知

商品情報

ブログの更新情報

6.ツイートトピックの類型化

6.1.単語同士の関連性の可視化

商品や企画などの告知が多く見受けられる

※最低信頼度を60%とした

一部のアカウントではブログなどの外部への導線としてTwitterを活用している
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クラスタID トピック名 代表語

1 新作商品 新発売 おいしさ お楽しみ

2 商品紹介 一緒 季節 写真

3 プレゼント企画 抽選 キャンペーン 投稿 RT

4 イベント情報 応援 放送 お楽しみ LINE

6.ツイートトピックの類型化

6.2.1.文章分類による単語のグループ化_全体

商品情報だけでなくプレゼント企画やイベントに関する情報も発信している
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クラスタID トピック名 代表語

1 新作商品 新発売 おいしさ

2 ビール ビール チャンス スーパードライ

3 プレゼント企画 抽選 キャンペーン 応募 RT

4 商品紹介 発売 登場 香り 味わい

6.ツイートトピックの類型化

6.2.2.文章分類による単語のグループ化_飲料

商品情報だけでなくプレゼント企画に関する情報も発信している
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クラスタID トピック名 代表語

1 告知 予告 期間限定 新発売

2 プレゼント企画 抽選 キャンペーン 投稿 RT

3 限定商品 登場 期間限定 開催

4 商品紹介 新発売 食感 味わい ぜいたく

6.ツイートトピックの類型化

6.2.3.文章分類による単語のグループ化_食品

商品情報を中心にフォロワーにとって有益な情報を発信している
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7.考察
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食品・飲料メーカーのTwitterアカウントでは、2つの情報を中心に取り扱っている

・商品に関する情報

・プレゼント企画の告知

業種別の単語頻度解析と文章分類による分析から、食品メーカーのアカウントは

ハッシュタグを積極的に活用していることや、商品情報を中心にフォロワーにとって

有益な情報を発信するなどTwitterという媒体を上手に活用していると考えられる

▪︎

▪︎

一部のアカウントにおいて、ブログの更新情報をツイートするなど、外部への導線として

活用していると考えられる

▪︎

7.考察

考察
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8.結論
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業種別の分析から、それぞれの業種でツイートの内容に違いが見られ、食品メーカーの

アカウントの方がTwitterを上手に活用できていると言える

▪︎

一部のアカウントでは、外部への導線としてTwitterを活用していることがわかった▪︎

8.結論

結論

食品・飲料メーカーのTwitterアカウントでは、商品情報だけではなくプレゼント企画

の告知にも活用されていることがわかった

▪︎
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9.参考文献
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