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編集者としてその分野における専門知識がある
あなたは、ジャーナルのコンテンツをソーシャル
メディア上で売り込むのに理想的な立場にあり
ます。
しかしソーシャルメディア上にある、あなたの
ジャーナルコンテンツに関連した、興味深い投稿
が、あなたが繋がりたいと思っているコミュニ
ティーの目に留まらないとあまり意味がありま
せん。
例えば、FacebookやTwitterでフィードの一番上
に表示される投稿は、各ソーシャルネットワーク
のアルゴリズムに基づきユーザーにとって最も
関心がある可能性が高いプロフィールからのも
のとなっています。そのため、例えあなたのアカ
ウントのフォロワーだとしても、あなたが相手に
とって関係性が深く、魅力的であることを証明し
ない限り、そのユーザーは投稿を目にしないかも
しれないのです。
このガイドラインがお手伝いしようとしている
のは正にこの点で、どのようにノイズをくぐり抜
けてあなたのメッセージが適切な読者の目に留
まるようにするかという方法です。
これからご紹介するガイドラインでは、どのよう
に戦略を立て、コミュニティを形成し、説得力の
ある投稿を書き、掲載するアカウントを作成・維
持し、あなたのジャーナルを適切なタイミングで、
適切な読者に届けるための方法を順を追ってご
説明します。

私たちの役目はあなたをサポートすることです。
Taylor ＆ Francis Groupでは、可能な限り幅広く、
適切な読者に研究を広めていくことに力を注い
でいます。
Taylor & Francis Onlineから1秒当たり平均3件の
論文がダウンロードされていることから2、私た
ちはあなたのジャーナルで発表される研究が、あ
なたが届けたいと願う読者に読まれるようにし
たいと思っています。
私たちは明確なソーシャルメディア戦略を持
ち、これまでの経験から様々なプラットフォー
ム と チ ャ ン ネ ル を 保 有 し て い ま す。Twitter、
Facebook、LinkedIn などのサービスや読者に
フォーカスしたアカウントのネットワークを通
して、世界中のデジタルオーディエンスと日々関
わるためにジャーナル編集者や著者と連携して
います。
ソーシャルメディア戦略を立てるにあたり、更な
るアドバイスをご希望の場合はTaylor ＆ Francis
担当編集者にご連絡ください。弊社のソーシャル
メディア専門家チームをご紹介します。

研究者は1日1回以上ジャーナルコンテンツに
アクセスする傾向がある1

では、あなたのジャーナルの論文が研究者らに読まれるようにするには、
どうすればいいのでしょうか？

1  ‘Exploring academics’ changing use of Loughborough University Library’s digital resources’;  
Walton, Brewerton, Cunningham, Leahy and Parry; April 2014 

2 2016年 Taylor & Francis Online の利用統計データより
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アカウントを開設する前に

ケーススタディ： 
ソーシャルメディア編集者としての
役割―― 1年経った今

New Review of Academic 
Librarianship誌  
ソーシャルメディア編集者
Claire Sewellの場合  

SNSを始めるまでに何を知っておきた
かったですか？
上手くいって欲しいと思うコンテンツをただ投稿す
るよりも、良い戦略を持つことが重要です。早く始め
たいとうずうずしている時に物事をじっくり考える
時間をとるのは難しいかもしれませんが、私はこの計
画のために時間をとることは重要な投資だと思います。
更に人の手を借り、彼らのスキルを活用することが大
切であると最初に知っておくことは私にとって重要
な教訓でした。私は典型的な完璧主義者で、時折人の
手が必要だと認めることに苦労するのですが、私が理
事会の理事たちやTaylor & Francisから得たサポート
は素晴らしいものでした。
>>インタビュー記事全文を読む（英語） 
 

読者像を作り上げる
あなたのジャーナルにとって望ましい読者の詳細を
書き出しましょう。ソーシャルメディア戦略を立て、
実行する時にこの読者像に立ち戻ることが重要なの
です。

量より質 
読者像は一つではないかもしれませんが、 
それでも良いのです。しかし一つ（多くても2
つ）で始めることを私たちはお勧めします。 
みんなに話しかけて誰も聞いてくれないよ
りも、あなたのコンテンツに関わりがあるフォ
ロワーやファンで構成される小さくとも良
質なネットワークを構築する方が良いのです。

あなたのその分野に関する知識を利用し、同僚、学生、
友人などと話をしてみて、あなたにとって望ましい読
者に関する以下の質問にできる限り詳しく答えてみ
ましょう。

・ あなたにとって望ましい読者とは？
- 読者層は？(性別、年齢、人種、居住地、教育レベル等)

- 論文をジャーナルに投稿するような、既に 
   地位を確立した研究者か？
- 研究内容を職場で利用する業界リーダーで 
  あるか？
- 博士課程の学生であるか？

アカウントを開設する前に
今日、ソーシャルメディアの利用者は27億8900万人もいるといわれていますが3、その20数億人
の中のあなたのジャーナルに関心を見出す一部の人々に到達できない限り、ソーシャルメディ
アは何の役にも立ちません。
ソーシャルメディアを利用する為の秘訣は、読者と繋がろうとする前に読者を明確にするとい
うことです。目的地を知らずしてどうやって旅の計画を立てられるのでしょうか？
読者を明確にしたら、コンテンツをそれに合わせ、あなたが投稿するコンテンツに純粋に関心を
持つフォロワーやファンからなる良質なネットワークを構築することが出来るのです。

3  Digital in 2017: Global Overview, We Are Social, January 2017
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‐ 彼らが交流のある他業界や同業者は？
‐ 彼らにどんな時間的制約があるのか？

あなたの研究分野における専門知識があなたのソー
シャルメディアチャンネルに真の価値をもたらす
一つの要素です。あなたは読者のことをよく知っ
ています―― 彼らと働き、話し、理解しているので
す。読者像を作り上げる際にはこの洞察を利用し
ましょう。

• ジャーナルのコンテンツを検索し、読者が解決し
ようと思っている問題は何か？

• 彼らが達成したいことは何か？ゴールは何なの
か？

• 彼らは普段ジャーナルのコンテンツを探すのに
何を使っているか？同僚に相談しているのか？
特定の分野に特化したニュースサイトをフォロー
しているのか？

• 彼らが既に利用しているソーシャルメディアプ
ラットフォームは何か？彼らはそれを個人的に
利用しているのか、職場で利用しているのか、そ
れとも両方なのか？

この読者を象徴する半架空の人物、すなわち読者像を
作り上げると役に立ちます。この読者像は実在の人物
ではありませんが、あなたのジャーナルの代表的な読
者を詳細に具現化しているといえます。

例えば、エリカのような若手研究者が読者にいるかも
しれません――

読者像
名前：エリカ
年齢：24歳
職業：博士課程の学生

プロフィール：エリカは博士課程の3分の２を終
えたところで、まだ1年残っていますが、ポスド
クポジションを探し始めなければならないと気
にしています。現在、彼女のネットワークは大学
のコミュニティーの枠を超えたところまであま
り広がっていません。
ネットワーキング：エリカは最近、学術コミュ
ニティーでのネットワーク作りと、博士号取得
後に産業界に転身したくなった場合に備えて、
LinkedInの利用を始めたところです。エリカは
自分や同僚が現在やっていることをLinkedInで
宣伝していくつもりです。
エリカの所属する大学では、いくつかの学会の
会費を支払っており、エリカはこれらの学会を
Twitter上でフォローし、やりとりしています 。
また博士号やポスドクによくある問題を乗り越
える為に、若手研究者へのアドバイスやヒント
を共有しているものも含む、彼女の専門分野に
関連したアカウントのフォローも始めました。
課題：ほとんどの人同様、エリカには時間があり
ません。彼女は自己実現に投資し、専門分野にお
ける最新の研究を把握しておきたいと思ってい
ますが、論文を執筆しなければいけないという
プレッシャーも大きくのしかかっています。
エリカは、膨大な量のコンテンツに圧倒される
ことなくシンプルに、自分の専門分野において
ネットワーキングができる方法を探しています。

画
像

ソ
ー

ス
先：

us
lik

ajm
e/

pix
ab

ay
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アカウントを開設する前に

最良のチャンネルを選択する
ソーシャルメディアチャンネルの好みは読者によっ
て異なります。他のジャーナルが同じプラットフォー
ム上にアカウントを持っているから、同じくアカウン
トを開設しなければとプレッシャーに感じることは
ありません。
時間を有効に使って、あなたが考える読者像に出会え
る可能性が一番高い一つか二つのプラットフォーム
に焦点を合わせましょう。
Facebook と Twitter はよく知られたソーシャルメ
ディアチャンネルですが、もしかしたら LinkedIn、
Pinterest、Instagram、Google+、個人のブログなどの
方があなたの読者像がより頻繁に使うソーシャルメ
ディアチャンネルかもしれません。
例えばLinkedInですが、確かに大学や研究者のネッ
トワーキングツールとして重要性は増しています。
しかし、もし論文のダウンロード件数を増やそうと
しているならば、LinkedInのページは適していないか
もしれません。コンテンツプラットフォームとして、
LinkedInは出版社へのアクセスを促す力は弱い傾向
にあります。

新たなソーシャルメディアチャンネルを利用する
前に、今あなたが既に持っている財産に目を向け
てみましょう。
・ あなたはその領域において地位や名声が確立さ

れた著者や編集者でしょうか？
・ あなたのオンライン上での存在は大きいでしょ

うか？ 
・ あなたは既に研究活動や他の専門的内容に関し

て投稿をしているのでしょうか？

これらの資産を既にお持ちであれば、新たなもの
を一から作ろうとするよりも、特定のハッシュタ
グを使い分けながら自分のソーシャルメディアチャ
ンネルを利用してジャーナルのコンテンツを売り
込めば同じくらいの効果があるかもしれません。 

一方、LinkedInグループはあなたのジャーナルが取り
上げている研究に関してのディスカッションや情報
の拡散を生み出したり、新たな著者からの論文投稿を
促したりするのに良い方法かもしれません。
先ほど作成した読書像を使ってもう少し深く掘り下

げてみましょう。様々なサイトであなたの研究領域を
検索して、そこでどのようなやりとりが行われている
か調べてみてください。あなたの読者像がどこにいる
かだけでなく、彼らがどこでどのようにコンテンツに
積極的に関わっているかにも注目しましょう。
また、以下の点にも注目してください：

・ あなたの読者像が好む投稿フォーマット（例　動画、
テキスト、音声）

・ あなたの読者像がソーシャルメディアで活動する
頻度

・ あなたの読者像が好み、関与する傾向があるコン
テンツの長さ

最後に、あなたが選んだチャンネルが求めるようなコ
ンテンツを、必要とされる頻度で実際に提供できるか
どうか確認してください。例えば、Twitterは非常に動
きが速く、週の初めから終わりまで定期的な投稿を続
ける必要があります。Instagramなどの他のサイトは
画像をベースとしていますが、あなたのジャーナルの
トピックを画像の形で簡単に伝えることは可能でしょ
うか、トピックは抽象的過ぎないでしょうか。

目標を設定する
ジャーナルの編集者はダウンロード数や論文投稿数
を増やしたいといった理由でソーシャルメディアの
アカウントを開設することがよくあります。もちろん
長期の目標として間違ってはいませんが、今いる地点
から目標に到達するには何が起こる必要があるかを
考えなければなりません。
新しく作成したアカウントに関して継続的に目標を
定め、目標に向かって進展しているかどうかを追跡し、
時間と努力を最大限有効活用できているかどうか確
かめる必要があります。
フォロワー数、シェアされた数、「いいね」やコメント
の数など、何か最終目標に向かって順調に進んでいる
かどうかを教えてくれる具体的な目標を設定しましょ
う。 

ただし、目標は必ずSMARTなものにしてください。
SMARTとは次のことを意味します。

・ Specific（具体的）
・ Measurable（測定可能）
・ Achievable（達成可能）
・ Relevant（関連性がある）
・ Time-bound（期限を定めた）
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例えば、ジャーナルの読者を増やしたい場合、フォロワー数は良い指標となるかもしれませんが、フォ
ロワーの半数がボットであれば、全く役に立ちません。「〇ヵ月で研究者のフォロワーを〇人獲得」
というのなら、より具体的で関連性があり、もちろん期限が設定された測定可能な目標になります。

ソーシャルメディアを利用して 
あなたの研究を宣伝する

Taylor & Francisの著者たちはどのようなことをしているのか？

© 
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ND

 143 以上の ツイート
130のアカウントからの

合わせて

 18万人を超える
フォロワーに到達 

12% が29% が

 

43% が
無料e-printの
配布を準備、
または検討を

30% が
論文の出版を
ソーシャル
メディアで
告知している

論文出版を
メールの署名
の中で
言及している

9% が

Taylor & Francis  
2016年の著者に関する調査

2017年1月以降

12,400   回を超
 
え

   
る

　　論文閲覧数

これから更に詳しい研究の宣伝方法をご紹介します！

162 
ニュース記事で紹介

The New York Timesと
を含む

件の
National Geographic

つの異なる
アカウントによる

への投稿

2

Facebook 
ウォール

つの2 

Guidance, developments, news and ideas for Taylor & Francis authors
 @tandfauthorserv  tandfauthorservices  authorservices.taylorandfrancis.com

たった一つの論文から次のことが起こったのを
Taylor & Francisは目撃しています――

LinkedIn
の出版歴を
更新している

Redditなどの
シェアサービス
にリンクを
投稿しているしている 
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コミュニティーを形成する

コミュニティーを形成する
さて、読者像と彼らがどこにいるかが分かりました。次に、彼らと関わる方法を知る必要があります。
ソーシャルメディアのアカウントはジャーナルを売り込むのに優れたツールですが、むやみやたら
に投稿しても意味はありません。自身のアカウントの周りにアクティブなコミュニティーを築き、育て、
維持するためのプランが必要です。

ケーススタディ ： オンライン上の 
アイデンティティを確立する―― 
ソーシャルメディア編集者の視点から 
 
                                                Ergonomics誌 
                                              マルチメディア＆ 
                                              ソーシャルメディア編集者 
                                              Miles Richardsonが 
                                              専門知識を共有します 

パートナーを見つける―― 順調にスタートし、「最低
ライン」を越えることは困難です。ジャーナルに関連
がある専門機関の力を借りてみてもいいでしょう。ア
カウント開設時に専門機関のアカウントをフォローし、
関連分野のソーシャルメディアユーザーに存在を知っ
てもらうことが第一歩です。
>>インタビュー記事全文読む（英語） 
 

Taylor & Francisの 
窓口との連携
Taylor & Francis担当編集者にソーシャルメディア
アカウントを開設した旨を伝えるのを忘れずに。 
Taylor ＆ Francis Groupはあなたのジャーナルのソー
シャルメディア戦略の助けになることに力を入れて
います。以下をはじめとするいくつかの方法でお役に
立つことが出来ます。

・ Taylor & Francis / Routledgeの分野別アカウント
であなたのジャーナルアカウントを宣伝し、「フォ
ロー」や「いいね」を促す

・ あなたのジャーナルアカウントの投稿をシェアし、
やり取りをする

・ ジャーナルアカウントとTaylor & Francis Groupの
分野別ページのインタビューまたはTwitterチャッ
トの場を設ける

宣伝をする
ア カ ウ ン ト を 開 設 し た ら、Taylor & F ranc is や
Routledgeの分野別アカウントだけでなく、業界の専
門家、研究分野のインフルエンサー、関連ビジネス、専
門機関、学会などのアカウントを「フォロー」したり、

「いいね」をしましょう。
仲間や同僚にアカウント開設を知らせましょう。そし
て他の編集委員たちにも同じく、アカウントの宣伝を
してもらうように頼みましょう。彼らをフォローし、
彼らのコンテンツをシェアし、お返しとしてあなたの
コンテンツもシェアしてもらえるようにお願いしま
しょう。

 

メールの署名にソーシャルメディアのプロフィー
ルへのリンクを入れるのは、自身のアカウントの
存在を知ってもらう良い方法です。

また、学会を最大限に活用するべきです。全ての関連
するブースを訪れ、ブロガー、学会、グループなどのソー
シャルメディアのアカウント情報を収集し、フォロー、
リンク、シェアなどをして関わりを持ちましょう。会
期中に関わりを持ちたい場合は、イベントのハッシュ
タグを使い学会の内容について投稿しましょう。
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アカウントに投稿する
ソーシャルメディアアカウントに投稿するコンテンツを考えるとき、どのフォーマットが理想の 
読者像のニーズに応えられるかを考えましょう。

コンテンツのバランスをとる
どのソーシャルメディアアカウントにおいても、過剰
な宣伝コンテンツでスパム扱いされないように、投稿
のバランスを取ることを目標としてください。
パーティーに出席していると仮定しましょう。一晩中
自分の事しか話さない人の周りに誰が集まりたいと
思うでしょうか？
ジャーナルの売り込みに重点を置いたコンテンツと
コミュニティーの維持に重点を置いたコンテンツ
の両方を投稿することを心がけましょう。Taylor & 
Francis Groupは、3分の1ルールを実践しています。

あなたは読者、特にあなたの領域の重要なインフルエ
ンサーとやり取りをする必要があります。これがよい
関係性を築き、「フォロワー」や「ファン」で構成される
良質なネットワークを形成する為の鍵です。
主要グループ、学会、キーパーソンなどのリストを作り、
彼らのフィードにある投稿にコメントしたり、投稿を
リポストすることによって、彼らのやりとりに参加す
ることが出来ます。彼らのフィードは、彼らがどのよ
うなコンテンツを好み、どんなコンテンツが最も多く
やり取りされているかも教えてくれるでしょう。

Twitterについてのベストアドバイス： 
自分の投稿をリツイートしてもらいたのであれば、
140文字ギリギリで投稿しないこと。リツイート
される時に読者がコメントをつける為のスペース
を残しておきましょう。上限は140文字ではなく、
120文字――覚えておきましょう。

そして相互関係の大切さを忘れずに。もし誰かがあな
たの投稿をリポストしたり、投稿に反応してくれてい
たら 、お返しにそのユーザーのコンテンツにもコメ
ントし、宣伝してあげましょう。

宣伝
例)ジャーナルの情報、

特別号や特集号、 
論文投稿募集など

関わる
例)研究者の質問や投稿 

(それに対しコメントや回答をする)、
キーオピニオンリーダーを

見つけて関わりを持つ

共有する
例)ソートリーダーシッ
プ4に関するコンテンツ、
学会や著者からのコンテ
ンツ、コミュニティー内
のニュースやブログ記事
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3

4 ソートリーダーシップ：新しいアイデアをいち早く発見し、 
  その分野での先導者になること。



 
アカウントに投稿する

ケーススタディ：#Twinterviewsの役割
 
 
Journal of Sports Sciences

（JSS）誌 の ソ ー シ ャ ル メ
ディアでの成功事例から 
学ぶ

Q. Twinterviewsのアイデアはどうやって生
まれたのですか？ 独自のアイデアだったの
か、それとも他のTwitterユーザーが行って
いたのをご覧になったのですか？
 

A. Journal of Sports Sciences(JSS)誌のソーシャルメ
ディア編集者 (@grantabt): 私がこのアイデアを思い
付いたのは、 JSSのTwitterの目的は、読者が既にアク
セスできるものに付加価値をつけることだと考えた
からです。簡単に新しい論文のリンクをツイートする
ことはできますが、それではTwitterのポテンシャル
を活用できているとは思えません。私はどの様にして
研究者が研究をし、結果を発表しているのか――読者
にジャーナルの「舞台裏」を知ってほしいのです。こう
することで、読者に研究実施の現実を教え、なぜ研究
が行われたのか、なぜ研究が重要なのか、そして研究
の結果が何を意味するのかの洞察を伝えることがで
きます。Twiterviewは、研究者と読者の対話も生み出
します。編集者に手紙を出しても同じことが出来ます
が、Twitterの即時性は読者が質問の答えを早く得られ
ることを意味します。

コンテンツプランの作成
動画、インフォグラフィック、写真など投稿するコン
テンツの種類に変化を持たせましょう。下記はいくつ
かのアイデアです。
• 論文へのアクセス、ダウンロード、引用を促すた

めに、出版されたジャーナル論文を宣伝する
• 読者が興味を持っている問題に対する有益かつ

専門的な考察を投稿する
• 外部サイトからの興味深いインフォグラフィッ

クや研究、ニュース記事を共有する

• 自身のジャーナルの研究を取り上げたビデオ、イ
ンタビュー、プレスリリースなどを共有する

• あなたの読者像が（その分野において）学術的に
発展できるようなアドバイスを提供する

• 読者とのオープンディスカッションの場を設け
る

• あなたが出席する重要な学会やイベントの宣伝
をする
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ジャーナル編集者のためのソーシャルメディアガイド

2. Taylor & Francis Onlineの各ジャーナルホームページの下にある「Most cited（最も多く引用された論文)」
と「Most read （最も多く読まれた論文）」のリストを活用し、最も読まれ、引用されたコンテンツを投
稿する。更にTaylor & Francis GroupのWeekly Insightsメールマガジンに登録し、あなたの領域に関す
る最新情報や研究ニュースを受け取るのもいいでしょう。

3. Taylor & Francis GroupのPress Alertsに登録して、あなたの学問または研究領域に関するニュースになり
そうな研究についての最新情報を受け取る。最新のプレスリリースが発表され次第シェアすることは、あ
なたの領域内での影響力にも反映されますし 、あなたのジャーナルで発表された論文がどれだけ領域に
関連性があるかを人々に示すことが出来ます。＜登録はこちらから＞

良質なコンテンツを得るための3つのヒント
1. オルトメトリクスは、あなたのジャーナルのコンテンツの周りで既に起こっ

ているメディアアクティビティーを教えてくれます。
• どの論文がソーシャルメディア上で最も人気なのかを調べ、それに応

じて投稿をする
• 誰があなたの研究をリツイートやシェアしているかを調べ、新たにフォ

ローする人や繋がる人を見つける
• Taylor & Francis GroupのAuthor Servicesのブログ記事でオルトメト

リクスについて詳しく知る
• ”Altmetric Bookmarklet“をダウンロードする――ジャーナルの研究に

関連したオルトメトリクスデータを即座に見ることが可能
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News（15）
Blog（1）
Twitter（222）
Facebook（6）
Wikipedia（1）
Reddit（1）
Mendeley（1）

Explore  Most read articles Most cited articles



 
アカウントに投稿する

何を投稿するかを決めたら、これらの投稿をソー
シャルメディアアカウントで公開する頻度を決定
し、それを絶対厳守のルールにしましょう。
• ジャーナルのコンテンツを宣伝する為に週に

何回投稿するのか
• コミュニティとの関わりにフォーカスした投

稿を何回するのか
• 著名な専門家の投稿を何回シェアするのか

最後にコンテンツカレンダーを作り、重要な機会
を逃さないようにしましょう
• 今年どんな分野に特化したイベントが開催さ

れるのか
• あなたや編集委員が出席する予定の学会はな

にか
• どんなプレゼンテーションや講演をあなたや

同僚が行うのか
• あなたが主催、または参加したいと考えてい

るイベント（Twitterチャットやインタビュー
など）の計画はいくつあるのか。また他に誰が
参加する予定なのか

• ジャーナルの特集号や論文募集はいつ行われ
るのか
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ジャーナル編集者のためのソーシャルメディアガイド

ソーシャルメディアで 
説得力のある投稿をするための10の秘訣

ゴールを 
設定する

読者からどんな反応が欲しいですか？ 
リンクをクリックしてもらうこと？ 

シェアやコメント？ 
何かに登録してもらうこと？

して欲しいことを伝えましょう―「調べる」、 
「読む」、「投稿する」、「登録する」などの 

指示語を用いて最初から読者の注意を 
引いてください。

1

3

画像を使う 
投稿を目立たせるために論文の要旨の 

スクリーンショットや投稿内容に関係する 
イベント、人、場所などの写真を撮り、 

投稿に使用しましょう。
フリーツールのPabloは、著作権フリー画像
の上にテキストを重ねることが出来るので、

宣伝したい論文の核心部分を文字制限がある
Twitterでも伝えることが出来ます。

2

なお、使用する画像は、 
使用許可を得た画像、 

またはPixabay、Unsplash、
Canvaなどの著作権フリー

画像やクリエイティブ 
コモンズライセンスが 

付いた画像のみに 
しましょう。
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4

 
ハンドル名を使う

他のユーザー、特にその分野の重要な 
インフルエンサーとやりとりする際のツイート
やFacebookの投稿ではハンドルネームを使い
ましょう。適切な場合、ツイートするときに、 

まだあなたをフォローしていない、ツイートに
関連する個人や団体、学会のハンドルネーム／ 

ユーザー名を含めましょう。もしかしたら 
フォロワーになってもらえるかも 

しれません。



 
ソーシャルメディアで説得力のある投稿をするための10の秘訣

ソーシャル 
メディア上の 

ネチケットを守る
礼儀正しく、誠実に、相手に敬意を払いましょう。 

適切にリツイート、＠ツイート／特定のユーザー名の
言及、あるいはコメントすることで、やり取りして 

いる相手を称えましょう。
また、著作権で保護されているコンテンツや 

素材を所有者の書面による許可を得ずに 
公開してはいけません。

6

 
分かりやすくする 

 論文のタイトルはその分野の研究者に 
とっても分かりにくいことが多いので、 

そのままコピー・アンド・ペーストはしな
いでください。論文の要旨を読んでその

論文の重要なメッセージや焦点をまとめ
る簡潔で人の心をつかむような方法を見
つけましょう。もちろん専門用語や学術

用語などは避けてください。

5
ハッシュタグを 

使う
ツイートやFacebookの投稿を見つかり易くするために 
ハッシュタグを使いましょう。ただし、1つの投稿に対し 

3つ以上のハッシュタグは使わないでください。 
そして自ら新しいハッシュタグを作るのではなく、 

よく使われているハッシュタグを検索して使いましょう。
リアルタイムで起こっているやりとりに参加する時は 

そのイベントのハッシュタグを使いますが、 
自身のジャーナルの周りで起こっていることを 

追い続ける為にジャーナルのハッシュタグを 
作りましょう。

4
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簡潔な投稿を 

続ける 
 オンラインの読者の注意力が続く時間は

非常に限られているので、 
短くシンプルな言葉を用いて、 

簡潔な投稿を続けましょう。 
例えば、Facebookの投稿は 

250文字以内に収めるように 
しましょう。

8

 
校正をする 

 
念には念を入れましょう。 

ハンドル名の確認、リンク先の確認、 
打ち間違えがないか等を確認しましょう。
間違えても削除ややり直しが出来ますが、

もし既に誰かに取り上げられてしまったら、
誠実であることが最善の策です。 

素直に謝罪をし、やり直しましょう。

9

 
最後に、 

思いやりをもつ 
 親しみやすく、心のこもった、 

誠実なアプローチをすれば、必ずあなたの
発信したメッセージは読者に届き、 

メッセージへの反応が得られるでしょう。 
同僚に話しかけるような、 

自然かつプロフェッショナルな 
会話形式の投稿をしましょう。

10

 
質問をする

読者と関わる為に質問をして 
会話を始めましょう。知っていることについて 
話すようにして、知らないことへのコメントは 

避けましょう。
右のようなTwitterのディスカッションに 

参加し、自身の研究領域のインフルエンサーと 
関わったり、自身の領域内での影響力を 

アピールするのもいいでしょう。

7
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アカウントの維持
計画のないアクションは命取りですが、アクションのない計画は無益です。

最初に熱意を注ぐことで有望なアカウントを作るこ
とは可能ですが、他の仕事が差し迫っていくにつれ、
アカウントは衰退し、機能しなくなるだけです。アカ
ウントを維持するための戦略がスタートさせるた
めの計画と同じくらい重要な理由はこのためです。 
 
責任を割り当てる
誰がアカウントへの投稿とモニタリングをするかを
決めましょう(必ずジャーナルの内容を理解している
人を担当にすること)。日常業務としてソーシャルメ
ディアを担当する人がいると、アカウントのアクティ
ビティやトーンの一貫性が保たれます。
ソーシャルメディア担当者の候補は次のような人た
ちです：
• ジャーナルの編集者であるあなた自身
• 編集委員会のメンバー
• 編集委員会のアドバイザリーメンバー
• 学会・大学関係者 
担当になる人は、アカウントを頻繁に更新できる人
である必要があります。経験則としては、Facebook
では週 3 件、Twitter では一日最低 3 ～ 5 件の投稿 
またはリツイートをすることです。
ソーシャルメディア担当者は前もって投稿すること
ができますが、日常的にアカウントをチェックして、
コメントやメッセージにできるだけ早く返信する必
要があります。
もし他の編集委員のメンバーがソーシャルメディア
を頻繁に使用している場合は、ソーシャルメディア
担当者の役割を月ごとなど交代制にして個人に負担
がかかるのを軽減し、アカウントに対して多様な視
点や雰囲気を持たせるのもいいでしょう。
ソーシャルメディア担当の他に、ソーシャルメディア
アカウントにアクセスできるジャーナルの責任者に
次のことをしてもらうのをお勧めします。

• 問題の解決や物議を醸しているメッセージへの
対応――論理的で学術的な議論は良いことでは
ありますが、いわゆる“釣り”や攻撃的な投稿につ
いては関わらないことが最善です

• 定期的なアカウントのパスワード変更
• アカウントが成功しているのか、読者が関われる

ような興味深いコンテンツを投稿しているか等
をチェックする

• アカウントに載せている情報がウェブサイトの
情報、正しいジャーナルの表紙やロゴ、連絡先が
最新の情報になっているか確認する

• 重要なアカウントの詳細と責任を記載したマニュ
アル の様なものを作成し、編集委員会に変更が
あった場合の引継ぎ時に役立てる

便利なツール
ソーシャルメディアアカウントに常に注意を払うの
は簡単ではありません。しかしそれをしなければ、
あなたのコミュニティは衰退するでしょう。そこで
HootsuiteやBufferなどのツールが役に立ちます。
これらのツールによってコンテンツを予約投稿する
ことが出来ます。また関連のある分野のコンテンツだ
けを含んだフィードを作成、そこから選んだコンテン
ツを自身のアカウントに予約投稿することもできます。
毎日複数のアカウントにログインするのではなく、一
か所からメッセージやリアクションをチェックする
ことも可能です。
ソーシャルメディアアカウントに付いている分析ツー
ルも最大限に活用しましょう。例えばFacebookや
Twitterはどの投稿が最もよくユーザーに見られたの
か、あなたのファンやフォロワーの層、そしてどの様
に投稿への反応を高めることが出来るのか等の基本
的な情報を提供しています。

アカウントの維持
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ジャーナル編集者のためのソーシャルメディアガイド

ケーススタディ：オルトメトリクス
による洞察とソーシャルメディアを
使って新たな読者を獲得する

 
 
Resilience： International 
Policies, Practices and 
Discourses誌 編集者 
David Chandler

弊誌を宣伝するためのソーシャルメディア使用につ
いての知識はほとんどありませんでした。ですので、
Taylor ＆ Francisからオルトメトリクスの情報を頂い
た時はとても驚きました。オルトメトリクスは、論文
のダウンロード数や閲覧数ではなく、ソーシャルメディ
ア上の関心レベルを測定しているのです。弊誌の論文
の一つは特に高いスコアを獲得したのですが、オルト
メトリクスは何人がその論文のリンクをツイートし
たのか(95人)、そしてそのユーザー層(多くはイギリ
スとアメリカのユーザー)を教えてくれました。この
論文は現在弊誌の「最も多く読まれた論文」リストに
載っていることから、ソーシャルメディア上での関心
とジャーナルの読者層 の間には直接的な関係がある
と推測しています。                                                        

ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア の 成 功 の コ ツ は、 
「rinse and repeat (洗い流して、繰り返す)」

に尽きます。つまり、何が上手く行っている
のかを分析し、そうでないものはやめて、改
良し続けるということです。

Taylor & Francis Groupの 
ソーシャルメディアチャンネル

・ 分野別アカウント 
Taylor & Francis担当編集者に分野別ソーシャルメ
ディアアカウントの詳細についてお問い合わせく
ださい。

・ ニュースルーム (@tandfnewsroom) 
このアカウントでは、Taylor & Francis、Routledge、
CRC Press、Garland Science、Cogent OAから発表
される最新の革新的な研究を取り上げたプレスリ
リースを発表されたと同時にご覧になれます。また、
#InTheNewsのハッシュタグと共にプレスで取り
上げられたTaylor & Francis Groupのジャーナルの
コンテンツを紹介しています。

・ Author Services  (＠tandfauthorserv) 
Taylor & Francisから出版されているジャーナルへ
の論文投稿に関するヒントやアドバイス、サポー
トを提供しています。

・ Editor Resources (@TandFEditors)  
査読、編集、出版倫理、マーケティングに関するア
ドバイスを行っています。

・ YouTube (www.youtube.com/user/TaylorandFrancis) 
弊社のYouTubeチャンネルでは、出版に関するヒ
ント、著者へのインタビュー、ビデオアブストラク
ト、学会のハイライトなどを公開しています。

・ LinkedIn (www.linkedin.com/company/taylor-&-
francis-group)  
LinkedInページ でも、Taylor & Francis Groupの最
新情報を投稿しています。
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>>インタビュー記事全文読む（英語）
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Taylor & Francis Groupについて
Taylor & Francis Groupは、世界中の研究者、学会、大学、図書館と協力して、様々な知識をお届けしています。
世界最大級の学術ジャーナル、書籍、eBook、参考文献の出版社として、弊社のコンテンツは人文学、社会学、
行動学、科学、テクノロジー、医薬学と多岐に渡ります。

現在Taylor & Francis Groupは、本社を置くイギリスの他、アメリカ、オーストラリア、シンガポール、中国、日本、
マレーシア、スイス、インド、南アフリカの世界各国にオフィスを構えています。 
Taylor & Francisのスタッフは、編集者、学会、著者の方に地域に合わせた専門知識とサポートを、図書館員の
方へはカスタマイズされた効率の良いカスタマーサービスを提供しています。
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