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ヘザー
● 以前からインターネットミームの発展に興味

を持っていたが、日本で作られたミームを調

べたことがなかった。

● 留学していた時、日本のロゴやポスターのユ

ニークなデザインが目にとまった。

● コミュニケーションデザインの専攻になって

から、日米のデザインの共通点・相違点に興

味を持つようになった。

クエントン
● 日本のソーシャルメディアとユーザー作成の

コンテンツに興味がある。

● 日本の大衆文化とコメディーをミームに対す

る影響に魅力された

● 日本に留学していた時、ソーシャルメディア

でが様々な事が人気になっていると気づい

た。

研究の重要性

私達はインターネットミームが流行している理由を理解するために、

このキャップストーンを通して日米のインターネットミーム文化の

共通点と相違点を調べたいと思った。



研究質問

1. 日米の大学生はミームに関してどのような認識と意見を持っているのか。

2. ミームの種類と使用に影響する日米の文化の違いは何か。



研究背景

1. インターネットミーム

の定義

2. ミームの例

3. ミームの歴史

4. ミームとソーシャル

メディア



語源 = 古代ギリシア語の「ミメマ」

「真似たもの」という意味 (Börzsei, 2013)

発音 = /miːm/ （ミーム）

広義の定義 = 冗談・感情・意見を通じて共有

できる文化的な体験を作るために、デジタルコンテンツを

投稿・シェア・リミックスすること 
(Rosa-Carrillo, 2015)

インターネットミームの定義



ミームの原型： (Börzsei, 2013)

インターネットミームの定義：
原型に関する資料

ユニークな表現法 個人の写真 有名なイメージ ニュースのイベント

他
の
例

現
物



インターネットミームの定義：
成功したミーム

成功したミーム = 「メタミーム」や「ミームプレックス」と言い、全体的な信念

体系を構築し、ある状況で受け入れられる規範や基準、信念、

行為の範囲に含まれるミーム (Waddock, 2015)

ミームには35.47％の成功のチャンスがある

ピークが低く競争相手が多ければ、

ミームは成功のチャンスが一番高くなる

ことが分かっている (Coscia, 2013)



ミームの主な種類： (Knobel, 2005)

ミームの例：主な種類

High-fidelity静的なミーム

変更が少ない複製

リミックスのミーム

オリジナルが進化・適応・変化した複製



一番広く使われているミームの種類 = イメージマクロ (Börzsei, 2013) 

イメージマクロ = ミームの上にウィットに富んだメッセージやキャッチフレーズ

を加えたイメージ (Rosa-Carrillo, 2015)

ミームの例：一番使われている種類

他
の
例



ミームの進化の例：「マカンコウサッポウ」

『ストリートファイター』というゲームや『ドラゴンボール』というアニ

メのキャラクターが使う不可視のエネルギーの攻撃に基づいて作

られたミーム（Know Your Meme, 2016)

ミームの例：進化した形

オリジナルの写真（Twitter） 西洋のバージョン

ゲームのバージョン

『スター・ウォーズ』の
バージョン

ミュジックのバージョン



ミームの歴史
1980
年代

1990
年代

2000
年代

2010
年代



1980s

1990s

2000s

2010s

ミームの歴史　1980年代



1980年代

1982年 最初のミーム = スコット・ファルマンが作った顔文字 (Börzsei, 2013)

楽しませると同時に複雑なアイデアや感情の状態を表す
:DD     嬉しい笑顔 :-F    欠けた出っ歯のバンパイア
+<||-)  騎士 5:-)   エルヴィス・プレスリー

1986年 若林泰志とbinbouと言う人が最初に日本で顔文字を作った (Suzuki, 2007)

（＾ω＾） 喜び （ﾉдヾ） 恐れ
（≧∇≦）期待 （￣Д￣） 嫌悪

1989年 リチャード・ドーキンズの『利己的遺伝子論』から「ミーム」と言う言葉が最初
に用いられた

ミーム = 多くの人の心に入っている文化の単位であり、自ら複製できるの
で、人から人へと意識が移動する (Dawkins, 1989)

ミームの歴史　1980年代



1980s

1990s

2000s

2010s

ミームの歴史　1990年代



1990年代

1990–4
年

Adobe Photoshopが発売された
レイヤーにより画像処理がより簡単になった

1997年 ディノ・イグナシオが作った『悪魔のようなバート』というミームが
最初の現代的なリミックスのミーム

1998–9
年

Photoshopではイメージの上に文字を加えることが簡単になった
「Web用に保存」という機能はインターネット用に画像サイズや画質を調整
することができる (Börzsei, 2013)

ミームの歴史　1990年代



1980s

1990s

2000s

2010s

ミームの歴史　2000年代



2000年代

2000年 改善されたPhotoshopのインターフェースによりミームが誰でも簡単に作れ
るようになった

個人のインターネット接続が普及した (Börzsei, 2013)

2006年 多くのペットの
写真は様々な動物
中心のミームに
つながった 
(Börzsei, 2013)

2009年 「ミーム」という言葉がアメリカで浸透してきた
(Rosa-Carrillo, 2015)

ミームの歴史　2000年代



1980s

1990s

2000s

2010s

ミームの歴史　2010年代



2000年代

2010年 社会問題に取り組むミームの登場

● 作者やミームをシェアする人々の意見を代弁する
● 共に参加することを勧める
● 理念のために立ち向かう

2012年 特定のコミュニティーのミームを記録するためのサイトの登場 (Börzsei, 2013)

ミームの歴史　2010年代

大
学
の
例



ミームとソーシャルメディア

トップのソーシャルメデイア

アメリカ人は主に
フェースブックを使う

日本人は同時にLINEや
Twitter等の複数の
ソーシャルメディアを使う

(Statista, 2016)



ミームとソーシャルメディア（続き） 

記録されている現在のミームの中で

「アメリカ」か「日本」のミームを限定する
ミームの数は少数である

⬇

ミームがどこで作られたかに関
する認識は低い

(Know Your Meme, 2017)

記録されている

現在のミーム

15,425個

952個
日本

788個
アメリカ

「アメリカ」か「日本」に
タッグされているミーム



研究



研究調査

● オンラインによるアンケート

調査（グーグルフォーム）

○ 英語によるアンケート

○ 日本語によるアンケート

● 各23問

回答者

● 大学生80人（17〜32歳以上）

○ 日本人の大学生40人

■ 男子学生18人

■ 女子学生22人

○ アメリカ人の大学生40人

■ 男子学生18人

■ 女子学生20人

■ その他2人

研究方法

https://goo.gl/forms/SmopJ42wHyZorRRz1
https://goo.gl/forms/SmopJ42wHyZorRRz1
https://goo.gl/forms/AyVyExnoi2TOsYKf1
https://goo.gl/forms/AyVyExnoi2TOsYKf1


研究質問１

日米の大学生はミームに関してどんな認識と意見を持っているのか。



「インターネットミーム」について最も適切な
定義を選んでください。

アメリカ人の大学生

は日本人の大学生

よりミームを知って

いる

アメリカ人は広い定

義を選んだ

ミームを知っている

日本人の30%が

誤った定義を選んだ



アメリカ人は長期間

に渡りミームを見た

ことからの認識

約48％の日本人は

はこのアンケートを

通して又はネット上

で定義について知っ

た

「インターネットミーム」の定義はどこで
習いましたか。



どのくらいインターネットミームを知って
いますか。

6割のアメリカの学

生は「よく知ってい

る」と答え、約半分

の日本の学生は

「ほとんど知らない」

と答えた



知っているインターネットミームを選んで
ください。

アメリカのミーム 日本のミーム



アメリカの学生は日

本人より、ミームを

知っている

アメリカ人はアメリカ

のミームをより知っ

ている

知っているインターネットミームを選んで
ください。



日本人はアメリカ人

よりミームを

知らない

日本人は日本のミー

ムをより知っている

知っているインターネットミームを選んで
ください。



あなたはインターネットミームをシェアしたこと
がありますか。

約43％のアメリカ人

は20回以上シェアし

たことがある

約53％の日本人は

全くシェアしたこと

がない



私は以下の状況で、インターネットミームを
シェアします。

95%
笑わせる

教えさせる

時事問題を知
らせる

自分の理想に
合う

自分の個人的
に共感する

可愛いイメー
ジ

ミームをシェア
しない

69.2%

63.9%

57.9%

55%

57.9%

40%

52.6%

75%

59%

47.5%

24.3%

13.8%

31.6%

2.5%

10.3%

22.2%

26.3%

27.5%

23.7%

53.3%

31.6%

20%

20.5%

35%

40.5%

34.5%

36.8%

20.5%

13.9%

15.7%

17.5%

18.4%

15.8%

20.5%

17.5%

35.1%

51.7%

31.6%

日本人もアメリカ人も
シェアするミームには
「笑わせるミーム」が人
気

アメリカ人の方がミーム
をシェアすることに興味
がある

同意

どちらもない

同意しない

日
本

同意

どちらもない

同意しない

ア
メ
リ
カ



インターネットミームの目的は何だと
思いますか。

アメリカの学生の方が
様々な目的があると
思っている

日米の学生は「笑わせ
る」ための目的が多い

同意

どちらもない

同意しない

日
本

同意

どちらもない

同意しない

ア
メ
リ
カ

笑わせる

教えさせる
時事問題を知

らせる

自分の理想に
合う

自分の個人的
に共感する

可愛いイメー
ジ

目的はない

5%

7.7%

30.8%

31.6%

30.8%

34.2%

25%

34.2%

22.5%

7.9%

32.5%

55.3%

18.4%

35.9%

95%

92.3%

48.7%

36.8%

43.6%

44.7%

70%

39.5%

70%

81.6%

47.5%

15.8%

10.5%

35.9%

20.5%

25.6%

31.6%

21%

26.3%

10.5%

20%

29%

71%

28.2%



インターネットミームは自国以外
では人気があると思いますか。

過半数以上の日米の

学生が「多分人気が

ある」を選んだ

12.5%のアメリカ人は

「多分人気がない」を

選んだ

（アメリカ人は日本で、日本人はアメリカでの人気についての質問）



日米の学生の差は

なく「ミームの面白さ

は世界共通」で、国

や文化に限られて

いないから」と「ミー

ムはネット上で無限

に流行ることが出来

る」の２つがあげら

れた

どうしてインターネットミームは自国以外
では人気があると思いますか。
（アメリカ人は日本で、日本人はアメリカでの人気についての質問）



どうしてインターネットミームは自国以外
では人気がないと思いますか。

5人のアメリカ人が回答

6割は「文化の違いを乗り越

えられない」

後は2割の「日本のソーシャ

ルメディアは違う」、「ミーム

には意味がないから」だっだ

日本人は誰も選ばなかった

（アメリカ人は日本で、日本人はアメリカでの人気についての質問）



研究質問１の要約

日本 アメリカ

選んだ定義 誤った定義 広い定義

定義の形成の基 ネット上で見た 長期間にミームを見たことから認識した

知っているミーム 自分の国のミームの方を知っている

シェアの意欲 ミームを進んでシェアする

ミームの目的 特定の目的 様々な目的

「人気がある」理由 ミームはネット上で無限に流行することが出来る

「人気がない」理由
ミームのコンテンツが作られた国にだけで理解され、文化の違いを乗り越えられな

いから



研究質問２

ミームの種類と使用に影響する日米の文化の違いは何か。



日米の学生は主に世

界でよく普及している

ソーシャルメディア

（フェイスブックや

Twitter）でミームを見

る

インターネットミームが最もよく見られる場所は
どこですか。



アメリカ人の学生は日

本の学生よりミームをよ

く見る

６割のアメリカ人は毎日

数回ミームを見て、日

本人の４倍に当たる

2.5%
2.5%

10%

22.5%

62.5%

2.6%

13.1%

23.7%

13.1%

15.8%

31.6%

あなたはインターネットミームをどのくらいの
頻度で見ますか。

1ヶ月に1–2回

1週間に1–2回

1回もない

1日に1–2回

1日に3回以上

1週間に3回以上

アメリカ 日本



動物のミーム
流行っているメディア

のミーム
人気があるメディアの

ミーム
最近のイベント

についてのミーム
政治的なミーム

最もよく見られるインターネットミームはどんなミームですか。
どんなミームが好きですか、好きではありませんか。



最もよく見られるインターネットミームはどんな
ミームですか。

アメリカでは、全ての種類がほぼ均等に分かれている。

日本では、流行しているメディアのミームが最も多い。



日本 アメリカ

好き 好きではない 好き 好きではない

動物のミーム 政治的なミーム 動物のミーム
流行っているメディアの

ミーム

流行っているメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

最近のイベントについて
のミーム

人気があるメディアの
ミーム

動物のミーム
最近のイベントについて

のミーム
政治的なミーム

政治的なミーム
最近のイベントについて

のミーム
政治的なミーム 動物のミーム

最近のイベントについて
のミーム

流行っているメディアの
ミーム

流行っているメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

どんなミームが好きですか。
好きではありませんか。



日本 アメリカ

好き 好きではない 好き 好きではない

動物のミーム 政治的なミーム 動物のミーム
流行っているメディアの

ミーム

流行っているメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

最近のイベントについて
のミーム

人気があるメディアの
ミーム

動物のミーム
最近のイベントについて

のミーム
政治的なミーム

政治的なミーム
最近のイベントについて

のミーム
政治的なミーム 動物のミーム

最近のイベントについて
のミーム

流行っているメディアの
ミーム

流行っているメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

どんなミームが好きですか。
又は好きではありませんか。

日米の大学生は共に動物のミームを好む



日本 アメリカ

好き 好きではない 好き 好きではない

動物のミーム 政治的なミーム 動物のミーム
流行っているメディアの

ミーム

流行っているメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

最近のイベントについて
のミーム

人気があるメディアの
ミーム

動物のミーム
最近のイベントについて

のミーム
政治的なミーム

政治的なミーム
最近のイベントについて

のミーム
政治的なミーム 動物のミーム

最近のイベントについて
のミーム

流行っているメディアの
ミーム

流行っているメディアの
ミーム

人気があるメディアの
ミーム

どんなミームが好きですか。
好きではありませんか。

流行しているメディアのミームが「好きではない」と答えた日本

人は最も少ないが、アメリカでは最も多い



「好き」を選択した理由は…

両国のトップ３は同じ

日本には「可愛い文化」

があるにも関わらず、

「可愛いイメージを使っ

ているから」という理由

は一番少なかった

日本 アメリカ

私や友達を笑わせるから 私や友達を笑わせるから

共感するから 共感するから

教育的なメッセージがあるから 教育的なメッセージがあるから

皆が知るべき情報が入って
いるから

私の理想に合っているから

私の理想に合っているから 可愛いイメージを使っているから

可愛いイメージを使っているから
皆が知るべき情報が入って

いるから



「好きではない」の一番
多かった理由は「共感
しないから」

「好きではない」を選択した理由は…

日本 アメリカ

共感しないから 共感しないから

私の理想に合わないから 私や友達が笑わないから

皆が知るべき情報が入って
いないから

私の理想に合わないから

私や友達が笑わないから
皆が知るべき情報が入って

いないから

教育的なメッセージがないから 教育的なメッセージがないから

可愛いイメージを使っていないから 可愛いイメージを使っていないから



両国は同じ傾向

⬇

ミームへの関心の理由

は日本とアメリカで共通

している

インターネットミームについて、どんな点が
一番好きですか。



研究質問２の要約

日本 アメリカ

ソーシャルメディア 世界でよく普及しているソーシャルメディアで見る

見る程度 アメリカほど多くない 日本より多い

一番見られるミーム 主に流行しているメディアのミーム 様々なミーム

一番好きなミーム 動物のミーム

一番好きではないミー
ム

政治的なミーム 流行しているメディアのミーム

「好き」理由 私や友達を笑わせ、共感し、教育的なメッセージがあるから

「好きではない」理由 共感できないから



● 日本ではミームは普及し始めたばかりだが、アメリカではミームの歴史は既に根付

いており、好まれる種類と好まれないミームがはっきりしてきている。

● 日米の学生の好みの理由は共通して「楽しめるミーム」だが、好まれる種類はその

国よって違う。日本の学生は政治的な内容を好まないが、アメリカの学生は自分の

意見を自由に表現する傾向がある。それは日本では他人との協調を大事にする文

化であり、アメリカでは個人の意見を尊重するという文化の反映かもしれない。

● この文化の違いがシェアする内容にも反映している。

● ミームはインターネットを通じて即時に世界のどこにでも発信されるため、次第に世

界で共有される観点が幅広くなってきていると同時に相違点も顕著になる。その意

味ではグローバル社会を反映するバロメーターと言えるかもしれない。

結論



限界点

● 調査した大学が限られていたの

で、研究の結果は一般化すること

が難しい

● 日本で存在しているミームの研究

が少なく、研究資料を集めるのに

苦労した

研究の限界点と将来の課題
将来の課題

● 日本でのミームの起源を詳しく知り

たい

● 日本のスタンプに似ているイメージ

マクロとミームの相互関係を調べた

い

● どのような文化的な価値観がミー

ムの好みに影響を及ぼすかについ

て調べたい
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