
韓国語会話練習アプリランキング1位。トゥイダ



1. 市場の現状と問題点： 韓流コンテンツの拡散

104,777

世界中の韓流同好会人数の変化 (単位：千人)

K-popやドラマはもちろん、ゲームや

ウェブトゥーン、ビューティーなど、

韓国文化コンテンツは、1億人の韓流同好会人のを中心に

‘19年比10.8％成長し、‘20年には5.7兆ウォンの海外輸出実績を達成

韓流による
総輸出額104,777

21,702

58,386

35,622

73,124

89,193

99,328

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

様々な分野に対する外国人の関心度が高い 総輸出額

12.1兆ウォン 文化コンテンツ
輸出額

5.7兆ウォン

62.3%

'20韓流に起因する輸出規模

ゲーム・漫画分野で輸出額が増加し、

文化コンテンツの輸出額が前年比10.8％増



1. 市場の現状と問題点： 韓国語学習の需要増加

デュオリンゴで学習者数が最も急速に増加している言語

5億人のユーザー、33種類の言語の学習アプリであるデュオリンゴで、

韓国語は2020年に最も急速に成長した言語ランキング2位 (約800万人が学習中)

韓流コンテンツの拡散に伴い、コンテンツの消費・文化の理解のために

韓国語学習の需要が世界的に増加している

韓国語学習動機の

33.7％がコンテンツの消費と文化の理解

#1 ヒンディー語*

#2 韓国語

#3 日本語

*2020年にインドの学習者が増えてヒンディー語のランキングが急上昇したと思われ、

単純外国人学習者数が増加したとは言い難い



1. 市場の現状と問題点： 教員不足の問題

世宗学堂の教員1人当たりの学生数 (単位：人)

急速に増加する韓国語の需要に比べて

教員の拡充が遅れているため、持続的に増加

外国語ができる韓国語教員が不足しているため、

外国人学習者の76.8％がオンラインやモバイルで韓国語を学習

韓国語学習方法

オンライン教育サービス

2015 2016 2017 2018

合計 64.4 73.6 91.9 99.7

アメリカ 59.8 66.4 77.9 77.8

アジア 53.4 61.2 70.5 91.7

アフリカ 45.8 62.8 93.1 106.6

オセアニア 60.8 63.9 53.1 52.3

ヨーロッパ 86.0 102.9 142.8 133.5

オンライン

76.8%

オンライン教育サービス

モバイルアプリサービス

言語交換サービス

YouTubeなど、テレビ視聴

オフライン

23.2%

学校や塾の授業に出席

チューターや友たちと練習



1. 市場の現状と問題点： 会話練習コンテンツの不足

様々なサービスを利用して文法やリーディング、ライティングは勉強できるが、

人とのコミュニケーションが必要な会話の練習ができるサービスは不足している

リスニング スピーキング ライティング リーディング

韓国語の分野別デジタルサービスの現状

文法 & 語彙

YouTube、アプリ、オンライン講座などを利用し、文法を学習して単語を覚える

作文

単語の組み合わせ、AIとのチャットなどの方法で学習

発音

ドラマやテレビを見ながらネイティブの発音を清音・シャドーイング

意思伝達力

ドラマの表現を解釈・学習

• 会話能力に重要な発音や意思伝達力を練習するので

はなく、単純に文章を聞いてリピートする会話の練習に

無意味なスピーキング練習サービスだけを提供。

• コロナで対面授業が難しくなったため、

非対面の会話練習サービスの重要度も高くなった。



2. サービス紹介

トゥイダは、日常の様々な場面を想定してネイティブスピーカーと

会話する経験を通じて、韓国語会話を練習することができる

モバイルアプリサービス

いつでもどこでも会話が可能

スマートフォンとインターネットさえあれば、いつでもどこでも120種類の場面・

学習レベルに合った会話を提供

外国人の発音正確度、意思伝達度を分析して
会話能力のレベルに合ったシナリオを提供することで効率的な学習に導く。

480個の表現を活用してネイティブスピーカーと会話できる。

相互作用ができる会話シミュレーション

音声認識技術と一人称動画が融合された技術を利用し、画面の中の
ネイティブスピーカーと相互作用しながら話する対話シミュレーションを提供。



2. サービス紹介： レッスンコンテンツ

2分間ネイティブの先生から実際の場面で使う表現を学

び、

音声認識技術を活用して発音を練習しながら表現を学習

文章の説明
(意味を説明)

発音練習
(発音トライアル・発音分析)

結果解析
(作文・応用表現)

実戦練習
(スピーキングクイズ)

最終評価
(発音点数・クイズ採点)



2. サービス紹介： 対話シミュレーションコンテンツ

実際の場面で、外国人の意志伝達力に応じて

異なるシナリオに展開される会話シミュレーション

韓国の俳優の台詞 ユーザーの台詞１
意味伝達力分析(通過)

シナリオ展開
意味伝達力分析

(通過、再試行要請)
ユーザーの台詞２



2. サービス紹介： 技術内容

ユーザーの言葉の意味に応じた答えの動画をマッチングする

相互作用の会話シミュレーション技術

STT API
(Speech-to-text)

韓国語発話
音声入力

変換されたテキストを
単語単位で転送

外国人

外国人発音
管理システム

管理者による
データの正規化

ユーザー 外国人
発音評価データ

意味解析
データ

意味分類
管理システム

管理者による
データの正規化

単語単位で
発音評価結果を転送

ユーザーの発話の
意味結果を転送

ネイティブスピーカーの
答えの動画データ

文脈に合った答えの映像を提供

ユーザー

発音評価エンジン

意味分析エンジン

映像マッチング
エンジン

関連技術の特許を8件保有



2. サービス紹介： 差別性

発音・会話能力を気にせず、いつでもどこでも実際の場面を想定した

数多くのナリオでネイティブスピーカーと会話を練習するアプリサービス

1:1 チューターマッチングサービス

会話の練習

HelloTalk italki

Duolingo

Drops

単語・文法

Babbel Busuu

仮想
シミュレーション

ネイティブスピーカーと
実際に会話

トゥイダ



2. サービス紹介： ターゲット市場の規模

グローバルデジタル語学市場は、毎年増加する傾向で

2025年には約470億ドル(52兆ウォン)に4倍以上成長する見込み

グローバルデジタル語学市場展望 (単位：億ドル)

スマート機器の普及、eラーニング技術の発展、コロナによる

非対面教育の需要増加により、グローバルデジタル語学市場は急速に成長中

アメリカのモバイル教育での語学市場のシェア

2017年以来、アメリカのモバイル教育分野で

語学市場が占める割合は2倍以上増加

2019 2027

120

470
26%

[CAGR]

幼児教育 語学 学習ツール 音楽 パズル その他

40%

41%

38%

32%

27%

12%

17%

18%

19%

21%

16%

11%

13%

13%

17%

7%

8%

6%

7%

8%

10%

9%

10%

6%

5%

15%

14%

15%

23%

22%

2017

2018

2019

2020

1Q21



2. サービス紹介： 収益モデル

月額$14.99のプレミアム利用権による収益モデル

無料ユーザーを対象とする広告型の収益モデル

利用権収益モデル

プレミアムサービスを利用するための利用権の決済を誘導

現在の売上高の84％を占める主な収益モデル

広告型収益モデル

学習のための広告を見るリワード広告モデル

現在の売上高の16％を占める収益モデル

プレミアムサービス

コンテンツ無制限利用可能

広告非表示

学習履歴及び個人ページ
提供

VIPコミュニティー運営
(オフィスアワー運営)

特別イベントの個別提供

• Google AdMobから広告を需給

• 一日に会話シミュレーション1件、

表現学習4件学習可能

• 学習履歴は提供しない



3. 事業業績・現況： 主要業績指標(21年7月末基準)

発売してからたった1年で100万件のダウンロード数を達成

世界中の20個のアプリストアで

韓国語部門ランキング3位、スピーキング部門ランキング1位

累積ダウンロード数

1,022,801回

累積スピーキング練習数

1,400万回+
• ログイン数毎にコンテンツを3.2回視聴• 韓国語部門3位、スピーキング部門1位

4.8点
• 関連アプリの平均評価4.2点

アプリストア評価



3. 事業業績・現況： ユーザー指標

200,000 

250,000 

月間アクティブユーザー数 (単位：人)

2021年6月からマーケティングコストを削減したにもかかわらず、

アメリカとヨーロッパを中心に月のアクティブユーザー数180,000人を維持

25.0%

30.0%

4週間の再訪問率

無料コンテンツの提供、21日のチャレンジ導入などにより、

4週間の再訪問率が5.6％から27％まで増加

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

0.0%
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10.0%

15.0%

20.0%
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3. 事業業績・現況： 売上指標

$35,000.00 

$40,000.00 

$45,000.00 

$25.00 

$30.00 

月間売上高の傾向 (単位：$)

購入転換率1.83％(売上高主要国4％以上)の利用権販売、

広告収入をベースに月$30,000の収入発生

月別マーケティング効率の指標

有料ユーザ一を1人獲得するためにかかる費用である$7.31に比べて

有料ユーザ一1人当りに年平均$28.01の売上が発生
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4. 事業拡大戦略： 韓国語教育市場の拡大

7月 8月 9月 10月 11月 12月月

開発

翻訳コンテンツアップロードシステムを構築

2021年末までに日本語・中国語・スペイン語に翻訳して

韓国語教育市場を拡大する

開発
アプリUI翻訳完了

コンテンツ

Localization Coordinator 採用

• 日本語 Localization Coordinator 採用確定

• 中国語 Localization Coordinator 採用確定

• スペイン語は、ユーチューバー2人と製作議論中

レッスン映像撮影及び編集完了

• 日本語 > 中国語 > スペイン語の順に進める予定

マーケティ
ング

SNSチャンネル構築

有料マーケティング及びイインフルエンサーマーケティング進行

日本 > 台湾/香港 > スペインの順に配信



4. 事業拡大戦略： 多言語会話アプリサービスに拡大

外国語学習者の多い10種類の言語を対象に会話の練習に集中

約4億5千万人のユーザーにサービスを提供

トゥイダが、2024年までの計画としている10種類の教育言語のリスト

グローバル語学アプリランキング1位であるデュオリンゴの5億人のユーザーのうち

90％が学習する10種類の言語を対して、トゥイダの会話シミュレーションを利用した

会話の練習ができるようにする予定

10種類の言語の学習者数

4億5千万人

1位 英語

2位 スペイン語

3位 フランス語

4위 ドイツ語

5위 イタリア語

6位 日本語

7位 韓国語

8位 ポルトガル語

9位 ロシア語

10位 イタリア語



4. 事業拡大戦略： 多言語会話アプリサービスに拡大

2021年5月の1ヵ月間、多言語会話市場の拡大可能性を検証するために

日本語会話練習MVPを提供し、23,719人が学習

日本語会話MVP画面

5件の会話シミュレーション、25件の表現学習動画を提供

10개 언어 학습자 수

4억 5천만 명
日本語の会話練習に関するアンケート調査結果

学習者の85％が追加コンテンツの制作を希望

中国語、スペイン語を希望するユーザーも多数確認

“日本語で配信されると利用する”

85%



5. トゥイダチーム

外国語学習経験と各分野での専門的な経験を活かして、

言語と文化を一緒に体験できるアプリを開発することができるチームです。

代表取締役 ジャン・ジウン 開発総括 ジョン・グァンヒ UXデザイン キム・ユンジン

• UC Berkeley 卒業
• eラーニング事業企画業務
• サービス企画、

ローカリゼーション

• 仁荷大学校コンピュータ工学
• LG CNSなど、開発経歴7年
• iOS・アンドロイド開発

• 檀国大学校
• UXデザイン6年経歴
• 教育Webプラットフォーム

売却経験

コンテンツ総括 チョ・ナムス

• メディア制作専攻
• 4ヵ国語可能
• 映像制作経歴5年



ありがとうございます。

代表取締役 連絡先
代表取締役 ジャン・ジウン(e-mail：ji@teuida.net / 電話：010-4590-3154)


