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ふ＊らいふ：
フィードバックをかわいく可視化する
インターフェースを持つ
twitter クライアントアプリケーション

1. は じ め に
昨今の日本では、 ツイート と呼ばれる 140 文字程度の短文投稿を介しコミュニケーショ
ンを行うソーシャルメディアである、twitter のユーザー数が爆発的に伸びている1) 。また
個人・企業を問わず、積極的な twitter 利用が行われ、堅調な普及の様子を見せている。
その反面、筆者の周囲およびインターネット上の若年層女性からは twitter に対し、イン
ターフェースを中心に「かわいくない」
「楽しさが分からない」という、感覚面に難儀を示す
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意見がしばしば挙げられており5)6) 、また「若年女性に twitter は浸透しないのではないか」
という意見も挙げられている3) 。事実、若年層女性における使用率は、男性に比べ低い傾向
にあるため、現状の twitter のインターフェースは、日本の若年層女性の感性にはそぐわな

フィードバックをかわいく可視化するインターフェースを持つ、twitter クライア
ントアプリケーション「ふ＊らいふ」を提案する。日本の若年層女性は twitter に対
し、感覚的な面で利用障壁を抱える傾向にある。そこで筆者らは、 かわいい を題材
にした twitter クライアントの制作を行った。本アプリケーションのインターフェー
スは、「花」をモチーフにしたガーデニングの世界観を持つ。そして、「ユーザーの行
動に紐づいた花の成長とエフェクト」という形で、ツイート時のフィードバックを可
視化し、かわいさと楽しさを齎す。本稿では、研究の背景、提案の概要を述べたのち、
使用想定ユーザー 5 名を対象に行ったユーザースタディの結果を述べる。

いものであると考えられる2)1) 。その上、現在若年女性層向けにリリースされている twitter
クライアントにおいては、表面的な部分を愛らしくするに留まっており、「楽しさが分から
ない」という点に対し、根本的にアプローチするものは見受けられない。
そこで筆者らは、現代の日本人若年層女性に普及する

かわいい

文化をヒントに制作

し、フィードバックをかわいく可視化するインターフェースを持つ、twitter クライアント
アプリケーション「ふ＊らいふ」の提案を行う。本アプリケーションでは、ガーデニングの
世界観をインターフェースに取り入れている。その上で、ユーザーの行動に対し、「行動内
容に応じた花の成長とエフェクト」というフィードバックで かわいさ を付与し、お花を
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育てながら twitter を楽しむ遊びの導線も盛り込むことで、twitter を、かわいく楽しめる
ものにする。
本稿ではまず、研究の背景を述べたのち、本提案「ふ＊らいふ」の概要を述べ、使用想定
ユーザー 5 名を対象に行った、ユーザースタディの結果を述べる。

This is twitter client Fu * Life which has a pretty interface to visualize the
feedback. In Japan, young Japanese women tend to face barriers against twitter
by ﬁrst impression. Therefore, found Kawaii that is the culture of young women
in Japan, and added. This application’s interface has ﬂowers with the motif of
the gardening world, and the eﬀects are bound to grow and users behavior. In
the form of this application by visualized tweets feedback, bring about a cute
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2. 研究の背景
2.1 twitter
twitter とは、140 文字程度の短文 ツイート の投稿を介して、コミュニケーションを行
うソーシャルメディアである。twitter ではインターフェース上に、情報集積フィード タ
イムライン を置き、フォローしたい人のツイートを、リアルタイムにタイムラインへ反映
させることが可能である。またタイムラインには、収集・蓄積されたツイートに対し、「リ
プライ」
「リツイート（自らのフォロワーに対し、情報を拡散する行動）」を行う機能が備わ
り、コミュニケーションは主にタイムラインを介して行われる。
マイクロブログの中でも特に、twitter は世界でトップシェア7) を誇り、日本国内におい
図 1 日本の若年層女性における

てもこの数年で認知度が高まった1) 。しかし、実際の使用率は低く、利用に結びつかない現

かわいい

文化

状2)4) が報告されている。また女性の利用率が男性より少ないことも報告されている2) 。そ
してインターネット上のソーシャルメディアでは、twitter に対する意見として、
「かわいく

そして現在においては、 かわいい がコミュニケーションツールとして定着の様相を見

ない」「楽しさがよく分からない」という意見が、しばしば挙げられている。またインター

せている。モノ・コトに対して、記号的に「 かわいい 」と口に出し、ひとまずの かわ

ネット上では、「若年女性に twitter は浸透しないのではないか」という意見が挙げられ3) 、

いい 感情の共通項を作れることで、他者との距離を縮めていく11) 。このようにして、 か

反響を得ている。

わいい の共通項を作り続け、連鎖させていくことで、次第に かわいい コミュニティが

2.2

かわいい

文化

出来上がる［図:1］。 かわいい

の定義が曖昧・抽象化されていることで、形成を容易化

かわいいの起源を辿ると、古くは清少納言著作の『枕草子』に行き当たる。この時代のか

しているのである。そのような かわいい コミュニティに、彼女らの共感できる かわい

わいいは「うつくし」と表現され、大人が子供を「見守る」、小動物等に対して「愛らしい」

い が投じられ、コミュニティ内で一斉に伝播してくと、バイラル的に作用し、時に社会的

と感じるような、「強者から弱者の慈悲の心」「他者へ向けた言葉」としての意味合いが強

インパクトのあるブームと化することもある12) 。

い。8) そして現在に至るまでの、一般的に使用されるかわいいの意味にも通じる9) 。

2.3 本稿の提案

しかし、現在の日本の若年層女性においては、かわいいが自己に向ける言葉 かわいい
として、利用される傾向にある。

在する

日本が消費社会・高度資本主義につれ、女性の社会進出が進んだ。その中で、主には男性
の庇護に挙げられる、「誰かから護られる存在」からの脱却を図るようになった。その一手
段として、 かわいい

現在リリースされている twitter クライアントにも、 かわいい

の認識の一致を図るようになった11) 。

14)15)

。しかしそれらは、 かわいい

を謳うものが幾つか存

が、表面的なデザイン上のものに留まってい

ると考える。そこで本稿では、twitter 上でのインタラクションに対し、かわいく可視化し
たフィードバックを齎すインターフェースを持つ、twitter クライアントアプリケーション
「ふ＊らいふ」を提案する。特に若年層女性においては、
「 かわいい の一致を図る事でコ

70 年代頃は、ロマンティックなモチーフのものを かわいい の基準としていたが、80 年

ミュニケーションを成立させていく」点から、twitter 上での行動のフィードバックに か

代以降は、 かわいい の対象が広範になり、日常に点在する全てのヒト・モノ・コトを、

わいい を付与することで、twitter 上でのコミュニケーション・インタラクションに対す

11)

かわいい ものへと昇華させていくようになった

。例え不格好であっても、感覚的に か
10)

わいい と認識できれば、それが かわいい ものになる
感情の定義を、より抽象度の高いものにしたと言える。

る楽しさの印象を強めることを図る。

。つまり、 かわいい という

本提案では、 かわいい を図り易いモチーフとして「花」を選定し、
「花」を活かせる利
用導線のデザインとして、twitter の「ガーデニング」への置き換え表現を採用している。
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3.2.1 絵本風の世界観付与
かわいい 世界を表現するために、基本インターフェースは、絵本のようなイラストを
主体としている。その上で、感覚的な面へのアプローチを重視し、twitter の機能の、イラ
ストへの置き換え表現を行うことで、twitter の世界に親近感を牽引させる［図:3］。例え
ば、twitter および一般的な twitter クライアントのタイムライン表示方法は、テーブルセ
ルの中に個々のツイートを表示するようなものであるが、ふ＊らいふでは 雲 の上に個々
のツイートを表示させ、過去のツイートを見るときは、横スクロールにより、「ツイートを
載せた雲」を流れさせる設計になっている。また要所要所の細かなパーツに対しては、揺れ
る、跳ねるなどの常時動くアニメーションの付与により、 生き生きとした 感覚を演出し
図2

ている。

コンセプト概念図

そして親近感を牽引する別の施策として、個々の機能を説明する文章は、ガーデニング及
びお花から連想した「ハチ」のキャラクターをナビゲータとして配置している。漫画的な表
現でユーザーの行動結果を喋ることで、世界観に説得力と、物語性を付与するような工夫を

3. twitter クライアントアプリケーション「ふ＊らいふ」

行っている。

3.1 「ふ＊らいふ」概要

インターフェースの作成にあたり、 かわいい の判断は大部分が筆者に委ねられていた

「ふ＊らいふ」は、 ユーザーのツイートをお花に変える というコンセプトを持つ。そ

ため、原宿の雑貨屋におけるキャラクター商品、および現在流通する絵本雑誌、キャラク

して、twitter アカウントと紐付け、本アプリケーション上からツイートすることにより、

ター雑誌の考察から、曲線的な形状・主線のあるイラストの描画・暖色系による彩色を適用

ユーザーの行動内容に応じたフィードバックを、花の成長・エフェクトとして可視化する。

した。また画面上への素材配置の際は、 かわいい 画面になるよう、1px 単位、0.01 秒単

この仕組みは、ツイートの内容に含まれる twitter 固有表記を読み取り、 RT @(ユーザー

位で調節を行い、細微な調整を行っている。

名) が含まれていればリツイート、RT 表記なしの @(ユーザー名) はリプライ、どちら

3.2.2 行動目標のある遊びのデザイン

にも該当しなければ単純ツイートと解釈し、ツイート種別に応じたアニメーションエフェク

「ふ＊らいふ」では、ユーザーのツイートをお花に変えて、かわいく twitter を楽しむた

トと花の成長を、本アプリケーション上に撒かれた花のタネに付与するものである［図:2］。

めの、遊びの設計が施されている。本アプリケーションは登録したユーザーに、ログインで

また本アプリケーションにおいては、twitter 上での他者との関わりに着目したデザインを

入手できる花のタネ (1 日 1 個上限) を決定させた上で、自分自身で手を加えられるガーデ

図っている。リツイートを「より広範にバイラルさせる、積極的に他者に関わるもの」と

ンが与える。またガーデンに対し、第一段階:「ふ＊らいふ」利用によって入手できるタネ

して評価し、最も豪華なフィードバックを付与する。さらに、育てたお花をブーケにして、

を、ツイートで開花させる、第二段階:ツイートでガーデンを豊かにしていく、第三段階:育

「ふ＊らいふ」のフレンドにプレゼントする導線も備える。
「 かわいい ものが見たい」
「お

てたお花を友達に贈るという段階的な目標を設定している。また、第二・第三段階の目標の

花を育てたい」「もっとツイートしたい」と思えるような、利用への具体的な目的を設定す

クリアには、積極的な他者との関わりが必要になる設計であり、またガーデンを豊かにする

ることで、twitter にかわいさと楽しさを付与する。尚、本アプリケーションは Apple 社製

ための手法として重要な要素とすることで、積極的なコミュニケーションにも繋げていく。

のスマートフォン iPhone 向けに制作している。

第一段階:「ふ＊らいふ」利用で入手できるタネを、ツイートで開花させるフェーズ

3.2 インターフェース
インターフェースには 3 通りの工夫を施している。

ユーザーがつぶやく、根本的なモチベーションを作る。 つぶやくとお花が成長する とい
う、ポジティブで楽しい表現で即座に反映し、また twitter アカウントと本アプリケーショ
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ち、育成可能な花の種類を増やす、一度に多くの花を咲かせるには、積極的なツイートが必
要となる。
また、
「レアな花」のタネほど多くの成長カウントを設けている。 そのため、育成の補助
要素として、twitter 固有のツイート種別 (リツイート、リプライ、ツイート) によって、成
長カウントを早く溜めることを可能にする。本アプリケーションでは、リツイート=3、リ
プライ=2、単純ツイート= 1 と設定し、カウント数に差を持たせている［図:4］。この設定
理由は、リツイートを「より広範にバイラルさせる、積極的に他者に関わっているもの」と
捉え、リプライを「他者とは関わるが、1 対 1 でのコミュニケーションが主体である」と
設定したことによる。
第三段階:育てたお花を友達に贈るフェーズ
贈る心、および贈られることへの「ありがとう」の心という、誰もが容易に共感可能な感
情にアプローチする。本アプリケーションでは独自機能として、開花させたお花を、任意の

図 4 成長カウント

友人に贈ることを可能にする「プレゼント」機能を盛り込み、贈られた人は、プレゼントさ
れた花の贈り主に対し、
「ありがとう」とお礼をすることを可能にする。そして、
「ありがと

図 3 インターフェース

う」を所定の回数行うと、レアな花のタネの入手、あるいは、マイガーデンの育成上限本数
ンさえあれば誰にでもクリアできる目標とすることで、ツイートするための土台を整える。

を増やせるイベントが発生するため、ガーデンの育成においては、「プレゼント」は重要な

お花は、1) タネ、2) 芽、3) 葉、4) つぼみ、5) 開花という成長過程画像を持ち、ツイート

ものとなる。
「プレゼント」機能は、
「贈り合う」という、他者との関わりが必然的に生じる

を行うことで段階が遷移する。各成長段階に遷移する際、ツイートの回数により溜まってい

行動であることから、通常のツイートを繰り返すよりも行動難易度が高いと考え、最上位の

く「成長カウント」を儲け、所定のカウント数を溜めることが必要とする［図:4］。

第三段階との目標して設定している。

第二段階:ツイートでガーデンを豊かにしていくフェーズ

twitter のツイート関連機能の活用機会を提供し、ガーデン全体を成長さるための近道を

3.2.3 ユーザーの行動に応じたエフェクトの付与

作る。「ふ＊らいふ」では、花のタネをまく場所が、1 から 16 の id でラベリングされてい

画面全体を用いてダイナミックに動くアニメーションにより、ユーザーの行動内容に応じ

る。種を蒔く際は、若い id のポジションから埋められていき、また蒔いた順に 1 本ずつ成

たフィードバックを可視化する。本アプリケーションにおいて、リツイート > リプライ >

長していく。

ツイートの順にユーザーの行動を評価するに際し、リツイートでは「キラキラが降り注いた

本アプリケーションで入手できるお花のタネには、
「ふつうの花」
「レアな花」という、 2

後、虹が出現する」、リプライでは「女の子キャラクターが出現し肥料を撒く動作をする」、

つの方向性が存在する。「ふつうの花」のタネは、1 日 1 個を上限とする毎日のログイン、

ツイートでは「少量の雨が降る」という形で、アニメーションエフェクトの差別化を図って

開花後の花を摘んだときに一定確率で入手可能であり、入手のために、他者との積極的な関

いる［図:5］。twitter コミュニケーションに、視覚的な演出による楽しさを付与できるよう

わりは必要としない。しかし「レアな花」のタネは、後述の第三段階:お花の贈呈を複数回

工夫を行うほか、
「『ふ＊らいふ』上のマイガーデン成長において、他者との関わり・コミュ

行い、一定条件を満たした時のみ入手可能としている。また、
「ふつうの花」のタネは 8 種

ニケーションが重要になる」ことを示唆する。

類に限定されるが、「レアな花」は種類に富んでいる。一度に育成できるお花の上限も、初
期段階では少数に制限するが、お花の贈呈を複数回行う事で増やすことを可能にする。即
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図5

表1

被験者リスト

表2

使用機器一覧

エフェクトの種類

4. ユーザースタディ
2010 年 12 月、本提案「ふ＊らいふ」の利用に関する、質的調査のユーザースタディを
行った。想定使用ユーザーを立てた上で被験者を選定、試遊および、本アプリケーションに
対する印象や、試遊の感想などのインタビューを行い、本提案が目的とする「 かわいい

い

twitter による楽しい経験」が齎されたのかどうか、分析と考察を行った。

と考えたことによる。

4.1 被験者概要

が感覚的なものであり、ユー ザーの普段の生活スタイルや思考等に、左右されやすい

またユーザースタディ終了後のインタービューでは、誘導尋問回避のため、
「本アプリケー

ユーザースタディにおいては、twitter の習熟度に応じ、3 つのユーザー層を設定した。実
際の被験者のリストは［表:1］に記す。またこれらの被験者は現状、twitter・twitter のイ
ンターフェースに対し、何かしらネガティブな感情を抱いている者から選定を行った。この

ションについて、どう感じたか?」と曖昧に聞くところから始め、その後の会話においても、
「何故そう思ったのか?」という質問を中心に、話を展開していく手法をとった。なお、調査
時の使用機器は［表:2］に記す。

理由は、本アプリケーションが狙う楽しい経験の有用性検証のために、ネガティブな人がポ

4.3 分 析 方 法

ジティブに転ずる様子の観察を期待したことによる。なお本アプリケーションは、若年層女

調査結果として得られた、1) ボイスレコーダーの音声を文章に起こした物、2) ビデオ、

性を中心にターゲットを置いているため、いずれの被験者も 10〜20 代から選定した。また

3) フィールドメモ、この 3 つを複合して対照させた上で、インタビュー結果の分析を行っ

ビギナー層においては、グループによる調査を実施した。この理由として、ビギナーの 3 名

た。分析においては、1) ボイスレコーダーの音声を文章に起こした物を中心に、2) ビデオ

はいずれも twitter 未経験に近かったことが挙げられる。ビギナー層の被験者に対し、単独

3) フィールドメモに記された当時の状況と対照させながら、被験者がどのようなことを述べ

で調査行う場合、twitter の概念説明で規定時間が終了してしまう可能性が考えられた。そ

ていたのか、複数のカテゴリに分けて整理した。そして明確に「 かわいい 」「楽しい」、

こで、複数の知人同士で相互フォローし、同時にテストを行うことで、twitter の概念理解

あるいは反対語の「 かわいくない 」
「楽しくない・つまらない」、これらの言葉を含んだ

を促進し、有意な結果を得られることを狙った。

文節を抜き出して記した付箋を、上部に行くほど「

かわいい

」「楽しい」、下部に行く

4.2 調 査 手 法

ほど「 かわいくない 」「楽しくない・つまらない」という尺度の表に対応させて分析を

始め 7 分程度で被験者のバックグランドを簡単に調査したのち、5 10 分以内の操作説明

行った。

を行い、その後 20 30 分程度利用してもらった。そして、試遊終了後の 1 時間前後でイン

4.4 結

タビューを行った。調査に際して特別な会場は用意せず、街中のカフェや学校など、被験者
に馴染みがあると考えられる場所で行った。これは、本アプリケーションの狙う

かわい

果

［表:3］に結果を記す。また被験者の回答の引用は、インタビュー音声を文章に起こした
ものの該当部分を、そのまま会話口調で引用している。
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表3

ユーザースタディの結果表

可能性が高かったためと考察する。解決には、より行動内容に着目したフィードバックデザ
インをすることが望ましい。例えば、花言葉をもとに、花を喜怒哀楽に分類した上で、ツ
イートの内容を形態素解析し、自分のツイート内における感情語の種類によって、対応する
花言葉群の花がより大きく成長する・アニメーションするようなものである。

5. お わ り に
ふ＊らいふは twitter をかわいく楽しくするものであるが、ユーザーテストの結果と考察
からも、視覚的表現が使用モチベーションウェイトの大部分を占め、ユーザーに与える経
験にも密接に影響すると考えられる。今後早急に取り組むべき課題として、リッチな演出
に取り組んでいくことが不可欠であると考える。また本アプリケーションは、2011 年 5 月
現在、iPhone 向けアプリケーションストア「AppStore」上にリリースされている。今後は

AndroidOS 端末など、他機種でも利用出来るような汎用性を持たせることが、急務である
とも勘案する。
世の中には数多くのソーシャルメディアが存在するが、twitter はマイクロブログのトッ
プとしてソーシャルネットの代表格として挙げられるため、「ふ＊らいふ」の存在が、これ
までの twitter への認識を覆し、今後のソーシャルネットのあり方にも一石を投じられるよ
うな、社会的インパクトを与えるものであることを心から願う。
謝辞 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Sustainable User Generated Media

4.5 考察と問題点の検討

プロジェクトにおいて、研究をご支援頂きましたプロジェクト参加企業の皆様、そしてプロ
」「楽し

ジェクトメンバーに心より感謝申し上げます。また本稿作成にあたり手厚いご指導を頂きま

い」が圧倒的であることが明白になった。また調査直後のインタビューにおいて、真っ先に

結果表から見ても、本アプリケーションに対する印象・感想は、「 かわいい

した、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Network Media プロジェクトの松井加

「 かわいい 」
「楽しい」と具体的にあがり、回答内容に関する質問でも、遅くともインタ
ビュー開始 10 分後あたりには、「ふ＊らいふ」がもたらす

かわいい

奈絵氏、山内正人氏に心から感謝申し上げます。

フィードバックに

より、かわいくて楽しい経験ができたことを述べていた。
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