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商品に関する Twitter 上のコミュニケーションと
販売実績の関連性分析
鶴見 裕之，増田 純也，中山 厚穂
本研究では Twitter 上のコミュニケーションと一般消費財の販売実績との関係性を分析した．実証分析 I
では回帰モデルをベースに構築した分析モデルをビール系飲料「商品 A」の POS データ，広告出稿データ，
Twitter データに適用し，商品の販売実績とツイート数における正の関係性を捕捉した．実証分析 II では，
パス解析を用いて同データを分析し，双方向モデルによって販売実績が伸びるからツイート数が増えるので
はなく，ツイート数が増えるから販売実績が伸びる，という因果の方向を確認した．あわせて，商品のテレ
ビ広告が Twitter を経由して販売実績に与える間接効果を確認した．

キーワード：POS データ，CGM，Twitter，広告効果，回帰モデル，パス解析

あった．しかし，ブログ，SNS などで簡易的に情報発

1. はじめに

信・収集を行い，また情報を複数の個人で共有する多

国内外を問わず，この 10 年におけるマーケティン

対多のコミュニケーションが拡大し続けている．特に

グを取り巻く環境変化のなかで，最も大きなものはイ

近年は SNS の利用拡大が顕著であり，代表的な SNS

ンターネットの普及にあったと言えよう．本稿執筆時

の 1 つである Twitter の場合，日本語の 1 カ月あたり

点で公表されている最新の総務省「通信利用動向調査」

の書き込み総数は 2013 年 3 月時点では 19 億 603 万

によると，日本国内の 2011 年末におけるインターネッ

件となっている [2]．

ト利用者数が 9,462 万人であるのに対して，その 10 年

このように SNS の 1 つにすぎない Twitter 上で交

前の 2000 年末は 4,708 万人となっている [1]．つまり

わされるコミュニケーションはすでに相当に大規模な

利用者数は 10 年で約 2 倍に増加したことになる．ま

ものとなりつつある．またこのような SNS は Twitter

た人口普及率は 8 割に達しており，すでにメディアと

のみならず複数存在する．以上のように，利用者数の

しての地位が確立されたと言えよう．

増加という量的な側面だけではなく，質的な側面にお

このように量的な側面から見たとき，インターネッ
トは利用者の増加という点において大きな変化を遂げ

いて，消費者のインターネット利用の実態は変化して
きた．

た．しかし，この 10 年におけるインターネット利用

この現状を鑑みたとき，マーケターは消費者の変化

の変化は単に量的なものだけではなく，質的な面にお

に対応することが必要となっていると言えよう．しか

いても大きく変化している．その変化とは消費者によ

し，マーケティングにおける対応を検討するうえで，あ

る CGM (Consumer Generated Media) と呼ばれる

らかじめ確かめるべきことがあると思われる．それは

ブログ，SNS (Social Network Service) の利用であ

マーケティングの最終的な目的の 1 つである「商品の

る．10 年前のインターネットは電子メールなどの一対

販売実績」と「SNS 上のコミュニケーション」に関連

一のコミュニケーション，もしくは企業のホームペー

性があるのか？という点である．

ジ，html 言語などの技術を有する一部の個人のホー

確かに SNS はマーケターにとって直接的にはコント

ムページなどの一対多のコミュニケーションが主体で

ロールすることが不可能なメディアである．しかしな
がら，もし SNS における消費者間のやり取りが，販売
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実績に影響しているとしたら，コントロールすること
はできなくとも，無視することはできなくなるであろ
う．逆に SNS と販売実績は無関係であることが確認さ
れれば，SNS におけるコミュニケーションを無視した
マーケティングを展開すべきであると言えよう．
このように，量的・質的な変化を遂げたインターネッ
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トとどのようにマーケターが向き合うかを考えるうえ

3. 実証分析

で，SNS と販売実績の関係を知ることは重要な研究
テーマになりうると思われる．

本稿では，既存研究における課題に基づき，2 つの
実証分析を実施する．

2. 既存研究の整理

実証分析 I では，[7] の研究をベースに，ブログでは

ここで，Web 上のコミュニケーションと販売実績の

なく，新たに Twitter のデータを活用した回帰モデル

関係を分析した既存研究について整理したい．Web 上

による分析を実施する．実証分析 II では，実証分析 I

のコミュニケーションと販売実績の関係を分析した代

の内容を踏まえ，パス解析を用いた分析を実施する．

3.1 実証分析 I

表的な研究の多くのものは映画の興行成績に関するも
のである．初期の研究としては公式サイトのアクセス

既存研究のなかでも，[7] は一般消費財を対象にし

数と映画の興行成績の関連性を分析した [3] がある．ま

ている貴重な研究となっている．具体的には，シャン

た，近年の CGM の登場により，YAHOO！Movies の

プー，自動車を対象に，ブログ上の当該商品に関わる

ネガティブ・ポジティブな書き込みと映画の興行成績

書き込み数，および価格，テレビ広告出稿量，新聞広

の関連性を分析した [4]，ブログにおけるネガティブな

告出稿量が販売実績に与える影響を分析している．本

書き込みの影響を分析した [5] などがある．また日本

稿では，この [7] の研究をベースとしてモデルを構築

国内の研究としてはブログ上の書き込みとテレビ広告

し，Twitter 上の書き込み1 数が販売実績に与える影響

出稿量が映画の興行成績に与える影響を微分方程式に

を分析する．

よりモデル化した [6] がある．そして，映画のみならず
一般消費財も分析対象とし，マーケティング変数とブ

[7] では (1) 式のように販売実績に与える各種変数の
影響をモデル化している．

ログ上の書き込み数の効果係数を比較した [7] がある．

ln ŷi = b0 + b0i + b1 ln x1 + b2 ln x2

次に既存研究の課題を整理しておきたい．

+ b3 ln x3 + b4 ln x4 + b5 ln x5 + b6 ln x6

第 1 の課題は分析対象商品の選定に関するものであ
る．既存研究において，映画の興行成績に関する研究

(1)

ここで

が多い理由としては，被説明変数である映画の興行成

yi ：当該週のブランド i の販売実績数量

績に関するデータが入手しやすいこと，また映画は鑑

x1 ：当該週の TVCM 出稿量

賞するだけはなく，感想を述べる・聞くという行為ま

x2 ：当該週の雑誌広告出稿量

でを含めての消費であるという側面もあり，説明変数

x3 ：価格掛け率

である CGM 上の感想を含むテキスト・データが大量

x4 ：当該週のブログ書き込み数

に入手しやすい，といったことが考えられる．しかし，

x5 ：前週のブログ書き込み数

映画は多くの消費者が鑑賞後に感想を述べるという点

x6 ：前週の販売点数

において特殊な要素を有した商品であり，今後はより

b0 –b6 ：パラメータ

一般的な商品を対象にした分析が多く行われるべきだ

である．ただし，b0 は定数項，b0i はブランドの定数

ろう．

項である．

第 2 の課題は Web コミュニケーション・データを

このモデルを一般消費財であるシャンプーに適用し

収集する CGM の選択に関するものである．従来の研

た結果，表 1 のようなパラメータ推定結果を得ている．

究は Web コミュニケーション・データとしてブログの

結果として，広告出稿量を含むほとんどの変数は有意

データを利用したものが主流であった．しかし，SNS

な影響を与えているという結果になっている．しかし，

の利用が拡大している消費者の変化を踏まえた場合，

前週のブログ書き込み数が販売実績に与える影響が有

Twitter などの SNS のデータを新たに利用することを

意になりながらも，その符号がマイナスを示すなど，書

検討すべきである．

き込み数と販売実績に関する正の関係を明らかにする

これらの点を踏まえ，本研究では一般消費財の飲料

には至っていない．

を分析対象に，代表的な SNS の 1 つである Twitter
上のコミュニケーションと商品の販売実績の関係性に
ついて分析する．

2013 年 8 月号

以上の一連の既存研究，ならびに [7] の課題に基づ
1

Twitter 上の書き込みは「ツイート」もしくは「つぶや
き」とも呼ばれる．本稿ではそれぞれを同義の言葉として
用いる．
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x3 ：当該週のポジティブなツイート数

表 1 [7] における分析結果

x4 ：当該週のネガティブなツイート数

非標準化係数
定数項
当該週 TVCM
当該週雑誌広告
価格効果
当該週ブログ書き込み数
前週ブログ書き込み数
前週販売点数

x5 ：阪神圏エリアダミー

2.754 ***
0.011 ***
0.011 ***
0.230 ***
0.000
−0.008 ***
0.391 ***

x6 ：中京圏エリアダミー
b0 –b6 ：パラメータ
である．

[7] との違いは x3 と x4 が共にブログではなく Twitter 上の書き込み数に関する変数に変わっている点，ま

***: 1％水準で有意，**: 5％水準で有意，*: 10％水準で有意

たそれぞれがポジティブ，ネガティブに分かれている
点である．

き，本研究におけるモデルを検討する．

以上の分析モデルをデータに適用する．

本研究のモデルの第 1 のポイントは，一般消費財を

対象商品は既存のマーケティング活動の累積的な影

対象にした分析モデルを構築する点にある．先述のよ

響を排除するために，2011 年秋に市場投入されたビー

うに既存研究における問題点は大半の研究が映画の興

ル系飲料の新商品「商品 A」を対象とする．期間は商

業成績を分析対象にしている点にある．今後はより多

品導入開始の 2011 年 9 月 12 日から 2012 年 2 月 5 日

くの商品分野における分析事例が蓄積されるべきであ

である2 ．
次に各変数の概要について説明する．なお，変数の

る．そこで本研究では，映画だけではなく一般消費財
を分析対象とする分析モデルの開発，および実証分析

集計単位はすべて週次となっている3．
販売実績変数と価格変数の 2 変数は POS データ4 を

を実施する．
第 2 のポイントは，分析対象の CGM を既存研究が

用いて作成する．POS データには NPI（全国 POS デー

対象としたブログではなく，SNS を対象にする点であ

タ・インデックス）を用いる．NPI は公益財団法人流通

る．その理由にはブログよりも Twitter などの SNS が

経済研究所が提供する総合スーパーマーケット，スー

CGM の主体となりつつある点などがある．

パーマーケットを中心とした全国規模の POS データ

第 3 のポイントは，感情情報の考慮である．[7] にお

である．この NPI から TVCM 出稿量の調査対象地域

ける研究課題は前週のブログ書き込み数のパラメータ

と合致する京浜圏・阪神圏・中京圏の 234 店舗のデー

が有意になりながらも，その符号がマイナスを示すな

タを抽出し，分析に利用する．

ど，書き込み数と販売実績に関する正の関係を明らか

販売実績の変数には点数 PI5 （来店客 1,000 人あた

にするには至っていない点にあると言えるだろう．こ

りの販売点数）を用いる．POS データから地域別・週

の原因については，いくつかの理由が考えられるが，本

別の対象商品の総販売点数，および地域別・週別の対象

研究ではこのような負の係数となった原因はポジティ

店舗の全レジ通過客数を集計し，点数 PI を算出する．

ブな記述を行ったブログと，ネガティブな記述を行っ

価格の変数は同様に対象商品の総販売金額を，総販

たブログを識別せずに分析した点にあると考える．そ

売点数で割ることで算出した．なお分析に際しては対

こで本モデルにおいては Twitter 上の書き込み内容に

象商品の期間最大販売価格を 1 とする価格掛け率を算

基づき，ポジティブな記述を行った書き込みと，ネガ

出し，用いている．以降は変数名を「価格」と略記する．

TVCM 出稿量の変数には株式会社ビデオリサーチ

ティブな記述を行った書き込みを識別したモデルを構

が調査した対象商品の関東・関西・中部の 15 秒換算の

築する．
以上の 3 点を加味して，(2) 式のようにモデルを構
築した．

2

ln ŷi = b0 + b1 ln x1 + b2 ln x2 + b3 ln x3
+b4 ln x4 + b5 x5 + b6 x6
ここで

yi ：当該週のブランド i の販売実績
x1 ：当該週の価格
x2 ：当該週の TVCM 出稿量
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(2)

2011 年 10 月前後の新商品販売直後の TVCM と，翌年
3 月からの新 TVCM では，その内容が異なっている．その
ことが分析結果に好ましくない影響を与える危険性を考慮
し，2 月までのデータを用いている．
3
今回利用した POS データが週次データであったため，ほ
かの変数も週次データとした．
4
POS とは Point of Sales の略である．POS データは小
売業のレジで収集される商品毎の販売実績データである．
5
PI とは Purchase Incidence の略である．点数 PI は本
文中にあるように来店客 1,000 人あたりの販売点数であり，
来店客の増減が販売実績に与える影響を取り除いている．
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世帯 GRP6 を利用した．以降は変数名を「GRP」と略

表 2 実証分析 I 推定結果

記する．
ツイート数の変数は対象商品名が記載された書き込
みを Twitter 上から定期的に検索し，期間中の対象商
品に関する全ツイートをテキスト・データとして収集
する「クローラー」と呼ばれるプログラムを開発し，
収集した．なお，テキスト・データの感情の判定には

SPSS Text Analysis for Surveys を利用し「良い・悪
「良い・悪い」の週別
い・中立」の 3 つの感情に分け，

38.893
−6.197
−0.014
0.192

−0.304
−0.094
0.324

t値
2.956
−3.055
−0.819
2.841

−0.871
−0.111

−0.672
−0.085

−7.450 0.000***
−0.792 0.432

非標準化係数 標準化係数

(定数)
価格
GRP
ツイート
（良い）
阪神圏
中京圏

有意確率
0.005***
0.003***
0.417
0.006***

*** 1％水準で有意，** 5％水準で有意，* 10％水準で有意

ツイート数をカウントした．以降は変数名を「ツイー
グ変数を投入したが，投入する以前のモデル 1 のほう

ト数」と略記する．
またブログ書き込み数の変数についても，ツイート

が良い指標となっており，変数投入に見合う適合度の

数変数の有効性を比較検証するために，同様にクロー

向上が見られない，という結果になっている．また，そ

ラーを開発し，収集した．以降は変数名を「ブログ数」

の次に CGM の変数を投入しなかったモデル 1 が続い

と略記する．

ている．さらに，想定した結果と異なり，適合度が悪

以上の変数の有効性を検証するため，いくつかのモ

い順にモデル 5，モデル 3，モデル 4 という結果になっ

デルを構築し，さらに推定結果の適合度を比較し，モ

ている．最終的にはモデル 3，モデル 4 がほぼ同程度

デルを選択する．ここでは各変数を用いる次の 5 つの

に適合度が高いという結果になっているが，若干では

モデルを構築した．なお (2) 式において構築したモデ

あるがモデル 4 が高くなっているため本研究ではモデ

ルはモデル 5 に該当する．

ル 4 を採択する．
モデル 4 におけるパラメータの推定結果は表 2 のと

モデル 1：価格・GRP
モデル 2：価格・GRP・ブログ数

おりである．この結果に関して，5％水準で各変数の評

モデル 3：価格・GRP・ツイート数

価を行う．

モデル 4：価格・GRP・ツイート数（良い）

価格変数は 5％水準で有意となっており，係数の符号

モデル 5：価格・GRP・ツイート数（良い）・

は負を示している．通常，価格が下がれば，販売実績

ツイート数（悪い）

が上がるので，符号は想定どおりの結果となっている．

そのうえで，各モデルをデータに適用し，最小二乗

GRP 変数は 5％水準で非有意となっている．一般に

法によってパラメータを推定した．その結果から，調

多くのマーケティング・サイエンスの論文においても

整済 R2 乗値を比較し，変数投入の影響を評価するこ

当期の広告効果変数は非有意となる場合があるが，本

とで，モデルを選択する．調整済 R2 乗値を用いる理

研究も同様の結果となっている．

由は，各モデル間で変数の数が異なるため，モデルに

ツイート数（良い）変数は 5％水準で有意となってい

おける変数の数に対する適合度を比較する必要がある

る．符号は正を示しており，[7] のモデルでは実証に至

ためである．

らなかった Web コミュニケーションと販売実績におけ

最小二乗法を用いたモデルごとの調整済 R2 乗値は

る正の影響を捕捉した．標準化係数の絶対値は，価格
と大きく変わらない数値を示しており，価格と同程度

下記のとおりである．

に販売実績との関連性の強い変数であることがわかる．

モデル 1：0.594
モデル 2：0.589

阪神圏・中京圏のエリアダミー変数は，阪神圏が有

モデル 3：0.639

意，かつ負の符号を示しており，京浜圏を基準にする

モデル 4：0.640

と「商品 A」の商品ならびにコミュニケーションを含

モデル 5：0.635

むマーケティング展開があまり支持されていない傾向

この結果に関して，比較検討する．調整済 R2 乗値

にあることがわかる．中京圏については京浜圏との有

が最も悪いのはモデル 2 であった．モデル 2 にはブロ

意な差がない，という結果になっている．
以上のように，実証分析 I ではビール系飲料の新商

6

GRP とは Gross Rating Point の略である．延べ視聴率
のことを意味し，TVCM 出稿量の指標として広く用いられ
ている．
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品「商品 A」を対象とした分析を実施し，ツイート数
の変数を用いて [7] では実証に至らなかった Web コ
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ミュニケーションと販売実績における正の影響を捕捉
した．しかし，感情情報を用いたモデルは，感情情報
を用いなかったモデルと調整済 R2 乗値に大きな違い
はないという結果に至った．ただし，最終的には若干
ではあるが調整済 R2 乗値の良いモデル 4 を採択した．
ここで，実証分析 I から抽出された課題について検
討したい．
まず第 1 の課題はツイート数変数の意味合いに関す
るものである．Twitter 上の書き込み数は販売実績に
有意な影響を与えている．しかし，Twitter の原文に
は対象商品の購入・消費したことをつぶやいたツイー
トも含まれる．つまり，購入・消費が発生することで
つぶやきが生まれる，というモデルが想定する結果と
は逆の書き込みも散見される．このことから，つぶや

図 1 実証分析 II 推定結果（標準化係数）

くから販売実績が伸びるのか，販売実績が伸びるから
つぶやくのか，どちらの構造にあるかを特定する必要

また変数としては，実証分析 I のモデル 4 において
利用した「価格」「GRP」「ツイート数（良い）」およ

が出てくる．
また第 2 の課題は GRP 変数の影響に関するもので
ある．実証分析 I において GRP 変数のパラメータは非
有意という推定結果になった．しかしながら，Twitter

びエリアダミー変数「阪神圏」
「中京圏」をそのまま用
いる．
以上のモデルをデータに適用した結果が図 1 である．

の原文には対象商品のテレビ広告を見たことに関する

なお GFI：1.000，AGFI：1.000，RESEA：0.000 と

ツイートも含まれている．このことから，当期の GRP

なっており，高い適合度を示している．

変数は販売実績に対しては有意な影響を及ぼしていな
かったが，Twitter 上のコミュニケーションには何らか

この結果に関して，GRP，ツイート数と販売実績の
関係を中心に整理したい．

の影響を及ぼしていると想定される．よって，ツイー

まず 1）双方向モデルの係数から Twitter 上の書き

ト促進要因としてのマス・コミュニケーション効果に

込みは販売実績の原因と結果のいずれであるかを特定

ついて確認する必要があると思われる．

する．
「販売実績からツイート数（良い）」へのパス係

3.2 実証分析 II

数は 5％水準で非有意であった．逆に「ツイート数（良

以上の 2 点の課題を解決するために，パス解析によ

い）から販売実績」へのパス係数は 5％水準で有意で
あり，0.33 と正の符号を示している．このことから，

るモデルを検討する．
パス解析では実証分析 I の回帰モデルをベースとし

販売実績が伸びるからツイート数が増えるのではなく，

つつ，1）双方向モデル，2）間接効果モデルを加味し

ツイート数が増えることで販売実績が伸びる，という

たモデルを構築する．まず 1）双方向モデルを構築す

因果の方向が確認された．

る事で，Twitter 上の書き込みが販売実績の原因と結

また，2）間接効果モデルの係数からツイート促進

果のいずれであるかを特定する．そのためにパス解析

要因としてのマス・コミュニケーション効果を検出す

において「販売実績 → ツイート数」「ツイート数 →

る．
「GRP から販売実績」のパス係数は回帰モデルの結

販売実績」の双方を仮定したモデルを構築し検証する．

果と同様に 5％水準で非有意であった．しかし「GRP

また 2）間接効果モデルを構築する事で販売実績と有

からツイート数」のパス係数は 5％水準で有意であり，

意な関連を有する Twitter 上での書き込み促進要因と

係数は 0.73 となっている．このことからテレビ広告

してのマス・コミュニケーション効果を検出する．そ

はツイートの発生に有意な影響を与えていると言えよ

のためにパス解析において「GRP→ ツイート数 → 販

う．また，先述のように「ツイート数（良い）から販

売実績」の間接効果を仮定したモデルを構築する．
なお上記の 2 つの仮説以外に実証分析 I の回帰モデ
ルと異なる点は，パス解析に外生変数間の相関関係と

売実績」へのパス係数は 5％水準で有意であることか
ら，Twitter を経由してテレビ広告が販売実績に与え
る間接効果が確認された．

内生変数に誤差項を含めている点である．
c by
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実績」の効果のみが有意であり，
「販売実績 → ツイー

4. 考察

ト数」は非有意であることを確認した．また「GRP→

以上の実証分析の結果を受けて，マーケターが Twit-

ツイート数 → 販売実績」の間接効果について検証した．

ter 上のコミュニケーションをどのようにとらえるべき

今後の課題としては，フォロワー数などのインフル

かを考察したい．本研究で分析対象とした「商品 A」に

エンサーの要素を考慮すべき点が挙げられる．現状で

関するツイート数は多くても 1 カ月あたり数千ツイー

はフォロワーが多いアカウントのつぶやきも，そうで

トである．本章の冒頭で概観したように今日では日本

はないアカウントのつぶやきなども等しく評価されて

語だけでも 1 カ月あたり 19 億超のツイートがあり，そ

いる．検討すべできであろう．

のような膨大なツイートの中で，商品に関する数千ツ

また，より詳細なつぶやきの中身に踏み込んだ分析

イートが販売実績を動かすほどの情報伝達機能を有す

も検討されるべきであろう．本研究は良い・悪いといっ

るとは想定しづらい．しかし，分析結果はツイート数

た感情による分類を利用した．ただし，適合度を見る

が販売実績と正の有意な関係を有していることを示し

限りこの感情によるテキスト分類は有効ではない，と

ている．この結果から，Twitter 上の各種コミュニケー

いう結果になった．おそらく，感情ではなく，テキス

ションは対象商品や広告がもつ「話題性の代理指標」で

トの内容に踏み込んだ分類を用いた分析を検討する必

ある，という仮説を提案したい． Twitter 上に現れる

要があるだろう．

各種商品・広告に関するつぶやきは，リアル，ネット
を問わず，消費者間で交わされる商品に関するクチコ
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ミや評価が表面化した，いわば「話題性の氷山の一角」

団の第 45 次研究助成を受けて実施したものである．関

であるという仮説が成り立つと考えられる．商品に関

係者の皆様に厚く御礼申し上げます．

する話題性が豊富であれば，販売実績が増える可能性

また，テレビ広告出稿データに関しては株式会社ビ

は大きくなり，乏しければ販売実績が増える可能性は

デオリサーチからご提供いただいた．ここに記して厚

小さくなる．この関係は至極当然の関係であるが，そ

く御礼申し上げます．

の話題性に関して従来は捕捉することが困難であった．
しかし，Twitter の登場によってそのすべてではない
が，一部を把握することが可能になった．今後のマー
ケターは，Twitter を単なるコミュニケーション・チャ
ネルとしてだけではなく，商品の販売実績と連動した
消費者の生の声を収集することができるマーケティン
グ調査チャネルとしても位置づけるべきであると言え
よう．

5. まとめと課題
本研究では CGM の普及という近年の環境変化を踏
まえて，Twitter 上のコミュニケーションと一般消費
財の販売実績との関係性を分析した．実証分析 I では
ビール系飲料の新商品「商品 A」を対象に [7] では実証
に至らなかった Web コミュニケーションと販売実績に
おける正の影響を捕捉した．また実証分析 II では，パ
ス解析を用いて双方向モデルから「ツイート数 → 販売
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