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　日本のSNS利用者は5000万人とも6000万人とも推

定されており、全く使っていない人の方がもはや少数

派になりつつある。そこで本稿では、その利用者像を

SNS上の友人数や利用回数などと利用者の属性との

相関からサーベイする。また、SNS利用者のコミュ

ニケーション力には、実際の人間関係におけるもの

（リアルコミュ力）とネットを通じたもの（ネットコ

ミュ力）の２種類があると仮定し、SNSの利用状況

との関係性を推定してみたい。

登録友人数、Facebook72人、LINE60人

　日本のSNSではLINE、Facebook、Twitterの存在

感が大きく、いずれのSNSも「週に１回以上利用」

が３割を超えている（図表１）。本稿では、この３大

SNSの利用者に的を絞り、詳しく分析する。

　まず図表２で、週１回以上の利用者について「登録

友人数（LINEの「友だち」、Facebookの「友達」の

数）」と「そのうち直接面識のある友人数」をみると、

Facebookは平均72.0人と53.6人（74.4％）、LINEが同

59.7人と52.1人（87.3％）で、登録者に占める面識の

ある友人の割合はどちらも高い。一方、Twitterでは

フォロワーの登録人数は99.1人と多いが、そのうち直

接面識があるのは23.4人（23.6％）にとどまる。

　毎日使う人の１日の平均利用回数は、LINEが17.0

回、Twitterが15.9回に上る一方で、Facebookは4.7回

にとどまっており、大きな差がある（図表３）。

　ここからは、それぞれのSNSの利用者像を描き出

していこう。そのために、利用者の各SNSにおける

「友人数・フォロワー数」「利用回数」と、年齢や性

別といった属性との関係について、Pearsonの相関係

数を統計的に算出した。

　相関係数は２つの変数の類似性の度合い（相関）を

示す値であり、単位はなく「－１」～「＋１」の値を

取る。相関係数が正のときには２つの変数の間に正の

相関があるといい、一方の変数が増加すると他方の変

数も増加する。例えば、身長と体重の関係などである。

相関係数が「＋１」に近いほど相関は強い。

　逆に相関係数が負であるときは負の相関があるとし、

一方の変数が増加するともう一方の変数が減少する。

例えば、遊び時間と学力の関係などである。「－１」

に近いほどその相関が強い。相関係数が「０」の場合

は２つの変数間に相関がない（無相関）。

　インターネットの世界で普及が進むLINE、Facebook、Twitter。NTTドコモ　モバイル社会研究
所が実施した ｢2014年一般向けモバイル動向調査｣ を基に、この３大SNSの利用者の特性を分析した。
さらにSNS上の友人数や利用回数などから「リアルコミュニケーション力」と「ネットコミュニケーシ
ョン力」の関係を推定。日本のSNSの利用事情をひも解き、消費者へのアプローチツールとしての活用
を考える。

NTTドコモ モバイル社会研究所 主任研究員　高野直樹

３大SNSの利用者像と「コミュ力」の推定
──各SNS利用者相互や属性との相関も分析

図表１　内容別／週１回以上の利用状況
（各SNSともｎ＝1708、％）

利用 閲覧 コメント 自ら発信
LINE 36.2 34.5 19.8 17.9 
Facebook 33.5 32.4 15.0 8.9 
Twitter 30.6 29.3 12.2 14.7 

注）「コメント」は友人の書き込みなどに対するもの

図表３　１日の利用回数（毎日利用する人、図表５も同）

平均（回） 標準偏差
LINE（ｎ＝463） 17.0 31.8
Facebook（ｎ＝344） 4.7 5.6
Twitter（ｎ＝342） 15.9 60.1

図表２　１人当たりの友人数（週１回以上の利用者）
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LINE 
（ｎ＝618）

登録友人数 59.7 64.1
うち直接面識のある友人数 52.1 57.5
グループ数 4.7 7.0

Facebook 
（ｎ＝572）

登録友人数 72.0 174.8
うち直接面識のある友人数 53.6 84.3

Twitter
フォロー数 110.2 250.8
登録フォロワー数 99.1 244.8
うち直接面識のある友人数 23.4 60.7

注）Twitterのｎ数はフォロー数519、フォロワー数518、うち面識のある友人数522
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　相関係数は順序尺度であるため、例えばある異なる

２つの相関係数が0.3と0.6と計算された場合、互いに

比較して２倍もしくは0.5倍の相関があるとはいえな

い。また、回帰分析と異なり、必ずしも２つの変数の

因果関係、例えば「Ａ→Ｂ」といった関係を示してい

るわけではないという点にも注意が必要である。

　相関係数の強さの解釈にはいくつかの方法があるが、

本稿では次のように定義したい。

LINEの友人数、「登録」「面識」に強い相関

　それでは図表４を基に、推定結果を検証していこう。

LINEの「登録友人数」と相関がある利用者の属性は

次の通りであった。（　 ）内の数値は推計された相関

係数であり、「＋」は正の相関、「－」は負の相関であ

ることを示す。統計上の有意水準（過誤をおかす危険

率）はいずれも１％とした。

「強い」 LINEの面識ある友人数（＋0.894）

「中間」 Facebookの面識ある友人数（＋0.440）

 年齢（－0.416）

「弱い」 LINEの利用回数（＋0.279）

 Facebookの登録友人数（＋0.264）

 Facebookの利用回数（＋0.257）

 Twitterの面識あるフォロワー数（＋0.370） 

 既婚（－0.238）

 子供なし（－0.235）

　LINEでは「登録友人数」と「面識ある友人数」の

間に強い正の相関があるので、ネット上の付き合いと

現実の社会での付き合いは、かなり関係がありそうで

ある。また、Facebookの「面識ある友人数」「登録友

人数」とも一定の相関があるので、LINEの利用者は

Facebookも利用している可能性が示唆される。

　一方で、登録友人数と負の相関があるのが「年齢」

「既婚」「子供なし」であった。例えば、年齢であれ

ば若いほど（ただし本稿の調査対象は15歳以上）、

LINE上の登録友人数が多いということになる。さら

に既婚者と子供がいない人は、そうでない人より友人

数が少ないと推定される。

　性別、職業、世帯収入などとの相関係数も推定した

が、統計的に相関はみられなかった。

　なお「性別」「既婚」「子供なし」などはダミー変数

を使用。「性別」は男が１で女が０、「既婚」は既婚者

が１で未婚者が０、「子供なし」は子供なしが１で子

供ありが０などとしている。例えば先の例で「既婚

（－0.238）」とあるが、負の相関なので「既婚者だと

少なく／未婚者だと多く」という意味になる。

　では、LINEの「面識ある友人数」と相関がある属

性は何か。

図表４　各SNSの「友人数」「利用回数」と属性の相関関係
LINE Facebook Twitter

性別 年齢 既婚 子供なし登録
友人数

面識ある 
友人数

利用
回数

登録
友人数

面識ある 
友人数

利用
回数

フォロワー
数

面識ある
フォロワー数

利用
回数

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

登録友人数 1 .894** .279** .264** .440** .257** .091** .370** .094 －.048* －.416** －.238** －.235**

面識ある 
友人数 .894** 1 .268** .295** .509** .225** .078** .429** .094 －.065** －.445** －.255** －.253**

利用回数 .279** .268** 1 .038 .093* .171* .081 .136** .309** －.042 －.223** －.184** －.182**

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ

登録友人数 .264** .295** .038 1 .601** .138* .033 .161** .067 .038 －.131** －.072** －.070**

面識ある 
友人数 .440** .509** .093* .601** 1 .183** .054* .304** .078 －.011 －.245** －.152** －.158**

利用回数 .257** .225** .171* .138* .183** 1 .138* .187** .085 －.019 －.128* －.152** －.094

Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

フォロワー
数 .091** .078** .081 .033 .054* .138* 1 .421** .321** .067** －.102** －.074** －.071**

面識あるフ
ォロワー数 .370** .429** .136** .161** .304** .187** .421** 1 .117* .014 －.250** －.201** －.185**

利用回数 .094 .094 .309** .067 .078 .085 .321** .117* 1 .053 －.150** －.102 －.089

性別 －.048* －.065** －.042 .038 －.011 －.019 .067** .014 .053 1 －.057** －.040* －.095**

年齢 －.416** －.445** －.223** －.131** －.245** －.128* －.102** －.250** －.150** －.057** 1 .427** .547**

既婚 －.238** －.255** －.184** －.072** －.152** －.152** －.074** －.201** －.102 －.040* .427** 1 .658**

子供なし －.235** －.253** －.182** －.070** －.158** －.094 －.071** －.185** －.089 －.095** .547** .658** 1
注１）利用回数は「アンケート回答日前日の１日」が対象
注２）濃い網掛け・太字（**）は 相関係数が １％ 水準で有意 (両側) 、薄い網掛け（*）は 同５％ 水準で有意 (両側) 

相関係数 相関の強さ
0.7以上 強い
0.4以上0.7未満 中間
0.2以上0.4未満 弱い
0.2未満 なし
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「強い」 LINEの登録友人数（＋0.894）

「中間」 Facebookの面識ある友人数（＋0.509）

 Twitterの面識あるフォロワー数（＋0.429）

 年齢（－0.445）

「弱い」 LINEの利用回数（＋0.268）

 Facebookの登録友人数（＋0.295）

 Facebookの利用回数（＋0.225）

 既婚（－0.255）

 子供なし（－0.253）

　強い相関があるのはやはりLINEの「登録友人数」

だが、Facebookの「面識ある友人数」とTwitterの

「面識あるフォロワー数」とも中程度の正の相関があ

る。LINEで面識のある友人は、他のSNSでもリアル

な関係である傾向がうかがえる。「年齢」「既婚」「子

供なし」との間にはLINEの登録友人数の場合と同様

に負の相関がある。

　LINEの「利用回数」（アンケート回答日の前日の

１日あたり、以下同）と相関がある属性は次の通りで

あった。

「強い」 なし

「中間」 なし

「弱い」 LINEの登録友人数（＋0.279）

 LINEの面識ある友人数（＋0.268）

 Twitterの利用回数（＋0.309）

 年齢（－0.223）

　「強い」「中間」の相関がある属性はなかったが、

LINEの「登録友人数」「面識ある友人数」、Twitterの

「利用回数」との間に弱い正の相関が、「年齢」とは

弱い負の相関がある。

FacebookとLINEの友人関係に重なり

　Facebookの「登録友人数」と相関がある利用者の

属性は次の通りである。

「強い」 なし

「中間」 Facebookの面識ある友人数（＋0.601）

「弱い」 LINEの登録友人数（＋0.264）

 LINEの面識ある友人数（＋0.295）

　LINEの利用者とは異なり、Facebookの登録友人数

と相関があるのは、Facebookの「面識ある友人数」、

LINEの「登録友人数」「面識ある友人数」のみであ

った。ここでもFacebook利用者とLINE利用者がある

程度重なっていることが示唆される。

　Facebookの「面識ある友人数」と相関がある利用

者の属性は次のようになった。

「強い」 なし

「中間」 LINEの登録友人数（＋0.440）

 LINEの面識ある友人数（＋0.509）

 Facebookの登録友人数（＋0.601）

「弱い」 Twitterの面識あるフォロワー数（＋0.304）

 年齢（－0.245）

　Facebookの面識ある友人数がFacebookの「登録友

人数」と中程度の相関があるのは予想通りだが、

LINEの「登録友人数」「面識ある友人数」とも中程

度の相関があるため、Facebookの友人関係とLINEの

友人関係はある程度重なっていると推測できる。

Twitterの「面識あるフォロワー数」とも弱い正の相

関がある一方、年齢とは弱い負の相関がある。

　さらに、Facebookの「利用回数」と属性の相関を

みると、次のような結果となった。

「強い」 なし

「中間」 なし

「弱い」 LINEの登録友人数（＋0.257）

 LINEの面識ある友人数（＋0.225）

　Facebookの利用回数はLINEの利用回数と同様、強

い、または中間の相関がある属性はなかった。弱い正

の相関があるのはLINEの「登録友人数」とLINEの

「面識ある友人数」であり、FacebookとLINEの友人

関係との重なりがあるのかもしれない。

若年、未婚ほど多いTwitterの面識あるフォロワー

　Twitterの「フォロワー数」と相関がある利用者の

属性は次の通りである。

「強い」 なし

「中間」 Twitterの面識あるフォロワー数（＋0.421）

「弱い」 Twitterの利用回数（＋0.321）

　Twitterのフォロワー数と相関を持つ属性は、同じ

Twitterの「面識あるフォロワー数」「利用回数」だけ

だった。そのため、年齢や性別などの属性にあまり偏

りがなく、広く世間で利用されている可能性がある。

　一方、Twitterの「面識あるフォロワー数」と他の

属性の相関関係は以下の通りであった。

「強い」 なし

「中間」 LINEの面識ある友人数（＋0.429）

 Twitterのフォロワー数（＋0.421）

「弱い」 LINEの登録友人数（＋0.370）

 Facebookの面識ある友人数（＋0.304）
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 年齢（－0.250）

 既婚（－0.201）

　Twitterの「面識あるフォロワー数」とLINEおよび

Facebookの「面識ある友人数」には正の相関がある

ため、面識ある友人やフォロワーは３つのSNSであ

る程度重複しているのかもしれない。

　一方、「年齢」「既婚」とは弱い負の相関がある。

LINEの「登録友人数」と同様、年齢が上がったり、

結婚していたりすると、面識あるフォロワー数は少な

い傾向にあると推定される。

　Twitterの「利用回数」と相関のある属性をみてみ

よう。

「強い」 なし

「中間」 なし

「弱い」 LINEの利用回数（＋0.309）

 Twitterのフォロワー数（＋0.321）

　Twitterの利用回数もLINEやFacebookの利用回数

と同様、強いまたは中間の相関がある属性はなく、

LINEの「利用回数」とTwitterの「フォロワー数」と

の間に弱い正の相関が観測されるにとどまる。

コミュニケーション力、リアルがネットに影響

　最後に、コミュニケーション力とSNSとの関係を

推定したい。本稿では、現実社会における個人のコミ

ュニケーション力を「リアルコミュ力」、インターネ

ット上の仮想社会におけるコミュニケーション力を

「ネットコミュ力」と定義づける。

　先に検討したそれぞれのSNSの利用状況と利用者

の属性との相関係数の推定結果を基に、リアルコミュ

力を説明する変数を「LINEの面識ある友人数」

「Facebookの面識ある友人数」「Twitterの面識ある

フォロワー数」と仮定。ネットコミュ力を説明する変

数を「LINEの登録友人数」「Facebookの登録友人

数」「LINEの利用回数」と仮定する。

　リアルコミュ力もネットコミュ力も、ともに観測さ

れない仮定の変数である。そして、リアルコミュ力が

ネットコミュ力に影響を与えている（因果関係があ

る）と仮定し、共分散構造分析を行った。

　共分散構造分析とは、因子分析と回帰分析を同時に

行う手法である。LINEの登録友人数など直接的に観

測された「観測変数」と、リアルコミュ力など仮定上

の「潜在変数」の因果関係を矢印で表し、かつ一方の

変数が他方の変数に与える影響の強さをパス係数とし

て示すものである。

　分析結果を示す図表５からは、次のようなことが推

定される。

①  リアルコミュ力は各SNSの「面識ある友人数（フ

ォロワー数）」と関係があり、LINE＞Facebook＞

Twitterの順で影響度が大きい。

②  ネットコミュ力はLINEとFacebookの「登録友人

数」と関係があり、LINEの友人数の方が影響は強

い。

③  LINEの「利用回数」は、ネットコミュ力にあまり

影響を及ぼしていない。

④  リアルコミュ力はネットコミュ力と因果関係があり、

リアルコミュ力はネットコミュ力に大きな影響を与

えている。

　ここまで、SNSの利用者とその属性、および相互

関係について分析することを試みてきた。その結果、

それぞれのSNSにはその特性から、利用者の属性や

他のSNSの利用などと一定の相関が存在するものが

あり、かつコミュニケーション力とも関係があること

が分かった。

　企業などには、それぞれのSNSの特性を踏まえつ

つ、自らにとって適切で効果的なSNSの選択および

活用方法を検討していくことが期待される。

【2014年一般向けモバイル動向調査】
調査内容：ケータイやスマホの全般的な利用
調査地域：全国
調査対象：15歳以上の男女（有効回答数3022人）
調査手法：  調査会社マクロミルのモニターに対し、性別、年代

（５歳刻み）、地域区分（「東京都」「関東（東京都
割付等を除く）」を含む、北海道～九州・沖縄の計
９ブロック）の計216セグメントで日本の人口分布
（平成22年国勢調査結果）に比例して割付

調査時期：2014年１月
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図表５　コミュニケーション力とSNS


