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本レポートの目的

2022年2月18日、 「アンチャーテッド」が公開されました。

今回は、同じくゲームを原作とする2022年1月に公開された

「バイオハザード ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」（以下、バイオハザード）

を比較対象として、公開後のTwitter反響の特徴とその違いを確認していきます。
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Twitterでの公開1週間の反響比較

リツイート（RT）を除いたツイート数（非リツイート）は、バイオハザードと同程度のツイート数となっていまし

た。ツイート数の最大は、どちらの作品も初日の23時台です。両作品のツイート数の推移の傾向は似ています

が、バイオハザードのツイート数が3日目に増加している箇所があります。これは映画の反響ではなく、ゲーム配

信者がバイオハザードのゲーム配信を始めたことでユーザーが反応していたためでした。次のスライドからは、ツ

イートしたユーザーの性別、年代といった基本属性やツイート内で利用されていた単語を確認することで、2つの

作品の特徴について紐解いていきます。

アンチャーテッド 合計 23,758 ツイート

バイオハザード 合計 27,925 ツイート

7日間のツイート数の推移（1時間毎）
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基本情報

ツイート数・性別

非リツイート 比率
アンチャーテッド 62%
バイオハザード 53%

全体に対する非リツイートの比率は、
62%となっていました。リツイートは受
動的、非リツイートは能動的な行動で
あるため、非リツイート比率はユーザー
の能動的な行動比率と読み取ること
ができます。

男性：39%、女性：61%

男女比は、女性の方が高くなっていま

した。バイオハザードと比較しても女性

比率が高いことがわかります。これは、

主演のトム・ホランドさんのファン層に女

性が多いためだと考えられます。

性別

※性別、年代は、機械学習モデルによる予測値。
ユーザーの過去100ツイートを利用し予測している。

男性

女性

リツイート

非リツイート

ツイート数

5

アンチャーテッド

【2022年2月 公開】

バイオハザード

【2022年1月 公開】



基本情報

年代・趣味

年代比

20代 ＞ 30代 ＞ 40代 ＞ 10代

年代に関してはバイオハザードと同程度と

なっていました。

特徴：ゲームファン

ツイートを投稿したユーザーのプロフィール

欄に書かれている趣味に関する単語を

集計しました。両作品ともゲームを原作と

する作品のため、ゲームファンの反応が多

くなっていました。アンチャーテッドは今回

が初の映画化であり、原作ゲームファンが

多く反応していましたが、バイオハザードは

過去に何度か映画化されており、映画

ファンも多く反応していたようです。

※年代：10代は13歳~17歳、20代は18～29歳としている。
※趣味：現時点のTwitterプロフィール文に出現する名詞を集計したもの。

複数の趣味を記載しているユーザーもおり、合計で1とはならない。

40代以上

30代

20代

10代

趣味

年代
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アンチャーテッド

【2022年2月 公開】

バイオハザード

【2022年1月 公開】
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バイオハザード 【2022年1月 公開】 アンチャーテッド 【2022年2月 公開】

ツイートに出現した単語をワードクラウド（※）により可視化しました。バイオハザードでは、「ゲーム」、「ゾンビ」、「原

作」といった要素に注目されています。ツイートの詳細を確認したところ、「過去にゲームをプレイしたけど、映画だとどう

なってるか気になる」などの原作ゲームファンによるツイートが散見されました。

アンチャーテッドでは、「ゲーム」、「トム・ホランド」、「アクション」といった要素に注目されています。主演のトム・ホランドさ

んは、2022年1月に公開された「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」の主演でもあるため、2つの作品を比較してい

語っているユーザーも多いようです。

作品ごとの出現単語の違い
※ワードクラウド：単語の出現頻度を文字の大小で可視化する手法。作品タイトルに含まれる単語は除外している。
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アンチャーテッドのツイートについてさらに詳しく、性別ごとの出現単語の違いを確認していきます。男女で注

目されている要素は上から順に、女性は「トム・ホランド」、「ゲーム」、「アクション」、男性では「ゲーム」、「ト

ム・ホランド」、「アクション」となっていました。このことから、男女の注目している要素は似ているが、細かな

違いは女性はトム・ホランドファン、男性は原作のゲームファンの比率が高いことだと読み取ることができます。

性別ごとの出現単語の違い

男性 女性
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アンチャーテッド 【2022年2月 公開】



さらなる詳細な分析について

弊社調査レポートプランでは、お客様の分析のニーズに合わせて、

様々な分析が可能となっています。まずはお気軽にご相談ください。
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ユーザーのフォロー先の傾向から
潜在層を把握したい

ツイートの話題の比率を知りたい

単語間の関係を詳しく把握したい

リツイートの拡散経路から
インフルエンサーを発掘したい

競合作品とのユーザーの反応傾向を
把握したい

アカウントのフォロワーの
属性とその比率を把握したい
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お問い合わせ

ソーシャルリスニング（口コミ分析・調査）なら、

「i-Catch」（アイキャッチ）

まずは、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

株式会社VLeライナック サポートデスク内

i-Catch事務局 03-6857-5310
i-catch@vle-linac.jp

https://vle-linac.co.jp/contact/

・・・メール

・・・お問い合わせフォーム

その他の調査レポートはこちら

https://vle-linac.co.jp/category/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/
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あなたへのおすすめレポート一覧

映画 SNS反響調査シリーズ
「劇場版 呪術廻戦 0」

下記リンクよりダウンロードページへ移動できます。

大ヒット映画を支えるSNS分析
最新分析手法

https://www.marke-media.net/material_detail.php?material_no=26465
https://vle-linac.co.jp/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/%e7%84%a1%e6%96%99%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad%ef%bc%81%e3%80%80%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%80sns%e5%8f%8d%e9%9f%bf%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/
https://vle-linac.co.jp/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/%e7%84%a1%e6%96%99%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad%ef%bc%81%e3%80%80%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%80sns%e5%8f%8d%e9%9f%bf%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/
https://www.marke-media.net/material_detail.php?material_no=26465
https://vle-linac.co.jp/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/%e5%a4%a7%e3%83%92%e3%83%83%e3%83%88%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%82%92%e6%94%af%e3%81%88%e3%82%8bsns%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%88%86%e6%9e%90%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%80%80/
https://vle-linac.co.jp/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/%e5%a4%a7%e3%83%92%e3%83%83%e3%83%88%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%82%92%e6%94%af%e3%81%88%e3%82%8bsns%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%88%86%e6%9e%90%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%80%80/
https://vle-linac.co.jp/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/%e5%a4%a7%e3%83%92%e3%83%83%e3%83%88%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%82%92%e6%94%af%e3%81%88%e3%82%8bsns%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%88%86%e6%9e%90%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%80%80/
https://vle-linac.co.jp/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/%e7%84%a1%e6%96%99%e5%85%ac%e9%96%8b%e4%b8%ad%ef%bc%81%e3%80%80%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%80sns%e5%8f%8d%e9%9f%bf%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/

