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ソーシャル・メディアの普及が進んでおり、ソーシャル・メディアは各国の地

域社会において重要な役割を果たしています。本稿では、ソーシャル・メディ

アの影響力を金融市場の観点から分析します。S&P ダウ・ジョーンズ・イン

デックス（S&P DJI）が算出を開始したS&P 500 ®ツイッター・センチメント

指数シリーズは、ソーシャル・メディアのセンチメントを測定するように設計

された初めての指数です。S&P DJIのイノベーション及び戦略部門でディレク

ターを務めるTherese Simbergが、この指数の開発と、革新的な指数ソリュー

ションの進化におけるこの指数の意味合いについて議論します。また、この指

数を使用し、ソーシャル・メディアのセンチメントを把握する実用的な方法に

ついても紹介します。 

当社が算出する指数 
 

 この指数シリーズを開発するきっかけとなった要因は？ 

ここ数年においてソーシャル・メディアの普及が進んでいる中で、株式や金融市

場についてツイートする人が増えています。トレーダー、アナリスト、及び投資

家などの業界関係者に加え、一般の人々もそれぞれの意見を発信しています。

 

最新のリサーチ、教育、及びコメントの受信をご希望の方は、on.spdji.com/SignUpで登録して

ください。 

S&P 500 ツイッター・センチメント指数 

この指数は、S&P 500の構成銘柄の中で最もポジティブなセンチメントを持

つ200銘柄のパフォーマンスを反映するように設計されている。 

S&P 500 ツイッター・センチメント・セレクト均等加重指数 

この指数は、S&P 500の構成銘柄の中で最もポジティブなセンチメントを持

つ50銘柄のパフォーマンスを反映するように設計されている 
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テクノロジーの進歩により、ツイートの内容を分析することが可能となっています。分析結果を

集約することで、特定の企業についてオンライン・コミュニティで述べられていることを解釈し

、理解することができます。この指数では、ツイッター上で特定の銘柄に言及していることを示

唆する「キャッシュタグ（$マークの後に企業のティッカーシンボルが記載されたタグ）」を含ん

でいるツイートに注目します。人工知能（AI）を通じて特定の銘柄に関するツイートを分析し、

それらのツイート内の総体的な意見に基づいて、その銘柄に対する全体的なセンチメントがポジ

ティブなのか、またはネガティブなのかを判断します。ツイッター・コミュニティの意見に基づ

いて銘柄を分類し、それらの意見を反映した指数を構築することができるようになったため、ツ

イートの分析は指数ソリューションの開発に役立っていると言えます。 

以上をまとめると、S&P 500ツイッター・センチメント指数は、S&P 500の構成銘柄の中でツイ

ッター・コミュニティが最もポジティブなセンチメントを示唆している企業のパフォーマンスを

反映するように開発されました。S&P 500ツイッター・センチメント指数は、同業他社と比べて

ポジティブなセンチメントを持つ企業で構成されています。 

 

 これらの指数の算出を今開始する理由は？ 

ソーシャル・メディアの普及により、投資家に情報が伝わる経路が大きく変化しています。ソーシ

ャル・メディアには、市場に関する幅広い情報だけでなく、個別銘柄に関する詳細な情報も含まれ

ています。ソーシャル・メディアでは、プロのアナリスト、メディア関係者、投資家、及び一般の

人々など、様々な立場の参加者がそれぞれの視点で意見を発信しています。したがって、ソーシャ

ル・メディアは、市場に関する多様な意見が寄せられる公開討論の場として重要な役割を果たして

いると言えます。 

金融市場におけるソーシャル・メディアの影響は今に始まったことではありませんが、ソーシャ

ル・メディアの影響をはっきりと示す事例が最近になって増えています。S&P 500ツイッター・

センチメント指数を活用することにより、投資家は通常のデイトレードよりも長い期間にわたり

、より多様な銘柄について、ソーシャル・メディアの影響を評価することができます。 

 

 ツイッターのセンチメントを把握することが重要な理由は？ 

S&P 500ツイッター・センチメント指数では、過去1ヵ月間で最も前向きに議論された企業が、そ

の1ヵ月間にどのようなパフォーマンスを示したかを把握することができます。ポジティブなセン

チメントを有する銘柄が好調なパフォーマンスとなれば、これらの指数はベンチマークを長期的に

アウトパフォームする可能性があります。一方、多くの指数構成銘柄についてツイートの内容が急

激に変化した場合、指数のパフォーマンスは悪化する場合があります。 

S&P 500ツイッター・センチメント指数では、キャッシュタグを含むツイートに基づいて測定され

た市場の一般的なセンチメントが予想通りであるかどうかを確認する手法を開発しました。その際

には、これらの指数が、S&P 500のような代表的な株価指数をアウトパフォームしているかどうか

で判断します。 

 

 



 

 

 500ツイッター・センチメント指数においてツイッターはどのような役割を果

たしていますか？ 

ツイッターはソーシャル・メディア市場で重要な役割を果たしているため、S&P DJIはツイッター

・センチメント指数の開発においてツイッター社と協力しました。 

専門家、インフルエンサー、及び有識者など様々な立場の人々がツイッター・コミュニティに参加

しており、ツイッター上では金融市場に関するツイートがここ数年で急激に増えています。実際に

、2019年1月～10月と2020年1月～10月の両期間を比較すると、ツイッター上では金融関連のツイ

ートが26%以上も増加しています1。 

 
 
 
 
 
 

 
1 出所：ツイッター・インターナル・データ。2019年1月1日から2019年10月31日まで、および2020年1月1日から

2020年10月31日までのデータ。データは2020年11月に収集されました。米国のみ。 
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