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1.

研究背景

今日，パソコンが普及しインターネットが身近に利
用できるようになり生活が便利になった一方，インター
ネットを利用した人権侵犯事件が後を絶たない [1]．イ
ンターネットでは，相手の表情が見えないことから文
章のみで解釈・判断しなければならない．また，情報の
急速な拡散の可能性を意識して責任を持って情報を扱
わなければならない．しかしそのような点を意識して
利用している人は少ない．この点に着目し，文章を見
る際に，この文章は相手を傷つけてはいないか，不快
な文章だと思われないか，と考えさせることによって
少しでもネットトラブルを減少させることが必要では
ないかと考えた．その第一歩として，本研究では反モ
ラル的な文章とはどのようなものを指すのかを分析す
る．インターネットでは，ブログ・掲示板・SNS・ホーム
ページ等様々な項目で文章を取り扱っているが，自身
が利用していて扱いやすい，クソリプといった相手を
不快にさせる返信が目立つ，ツイートの内容から炎上
して話題になることがある等，反モラル的な文章が収
集しやすいという考えから，SNS の「Twitter(ツイッ
ター)」に的を絞り，
「反モラル的な投稿」と「一般的な
投稿」にどのような特徴が見られるのかを分析するこ
とにした．最終的には，本研究で分析し導き出した反
モラル的な投稿の特徴を利用し，反モラル的な書き込
みを検知するプログラムを作成する事を目標とする．

2.

システム概要

システムは Windows 上で動作しており，開発言語
は Ruby を使用する．ツイートの収集は TwitterAPI
を用いて自動収集する．日本語の係り受け解析には
CaboCha [2] を用いる．また，主成分分析・対応分析
には R を使用する．

3.

ツイートの調査

3. 1 調査対象
炎上が目立ち，クソリプ等反モラル的なツイートが
集めやすいと考えられるフォロワー数が多いユーザ [3]
を参考に，ユーザのツイートとユーザへのリプライを
計 45 のアカウントから 5138 ツイート自動収集する．
自動収集したツイートは 3 人でそれぞれ反モラル的だ
と思ったツイート，一般的だと思われるツイートに手
動で分類する．その後 3 人中 2 人が反モラル的だと感
じたツイートだけを「反モラル的なツイート」とし，そ
の他は「一般的なツイート」として分類する．結果「一
般的なツイート (MT)」は 4405 ツイート，
「反モラル的
なツイート (AMT)」は 476 ツイート，
「反モラル的な
リプライ (AMTR)」は 257 ツイートとなった．
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3. 2 ツイートにおける出現傾向
分類したツイートのそれぞれの割合を見ると，MT
は 85.73%，AMT は 9.26%，AMTR は 5.00%となり，
このことから Twitter のツイートには比較的モラル的
な投稿が多いと考えられる．反モラル的なツイートが
多くあると感じるのは．一般的なツイートよりも反モ
ラル的なツイートのほうが人の視線を集めやすく，イ
ンターネットの特徴である情報の急速な拡大から炎上
という目立つかたちになることが，要因となっている
のではないかと推測することができる．
3. 3 ツイートにおける形態素の特徴
ツイートは書き手の思うままの文章で表されること
が多い．そのため，多種多様な形態素が多く見られた．
また，あえて漢字に変換しない平仮名だけのツイート
も少なくなく，CaboCha がうまく解析できずに一つの
形態素としてカウントする事例もあった．以上のこと
を考慮し，できるだけ明確に結果が表示されるよう，以
下の条件で分析にかけることにする．
• 名詞・動詞を主とした形態素を選択し分析にかける．
• 記号を省略する．例）@，，
「，〜，等
• ユーザ ID・英単語を省略する．
• 人名・地名を省略する．
• 意味が見いだせない形態素を省略する．例）ジャ，
ssbtkkfksww，ょれでいいよぉ
上記の省略の仕方は，指定した範囲の形態素表を目視
し手動で削除する．

4.

ツイートの形態素の頻度に関する分析

「一般的なツイート」と「反モラル的なツイート」
の形態素において，どのような特徴や違いがあるのか
を確かめるために，分類した各ツイートの集まりから
その頻度に対して分析を行う．この分析によって，各
ツイートで使われる形態素の特徴を視覚的にとらえる．
主成分分析にあたり，MT，AMT，AMTR を変数，形
態素の頻度をケースとする．主成分分析の結果，固有
値は第 1 主成分が 1.27，第 2 主成分が 0.91，寄与率は
第 1 主成分が 54.57%，第 2 主成分が 27.63%となった．
累積寄与率は 82.20%であり，累積寄与率は 70〜80%で
おおよそが説明できていると受け取れることから，こ
の 2 つの成分で元のデータの多くが説明できていると
いえる．分析の結果を図 1 に示す．
まず変数に着目すると，MT と AMTR が近い距離
にあって，AMT は離れた方向にある．反モラル的な
リプライの傾向が一般的なツイートに近いわけとして，
相手に対して言葉を発する際は比較的文章に注意して
言葉を選んでいるためではないかと推測できる．AMT
では頻度が高い順に「きたない」
「ばば」
「死ね」
「ブス」

り，AMTR は離れている．これは自身の考えや思いを
投稿するツイートと，相手に返信するリプライという
点で特徴が出てきたのではないかと考えられる．AMT
では「死ね」
「すぎ」といった相手を否定するような形
態素の頻度が高い．MT では「ください」
「なさい」と
いった丁寧語が目立つ．ただ，
「なさい」という形態素
は AMT にも当てはまる．この考察として，丁寧語で
ありながらも相手を見下した言い方であるとも捉えら
れる．AMTR では命令的である「しろ」という形態素，
「考え」「思い」といった自身の主張を表した形態素が
目立った，その中でも「下さい」といった丁寧語が表
れている点では，相手に対して発言する意識ができて
いると考えられる．

5.
図 1.

主成分分析

インターネット上の反モラル的な書き込み等を発見
するための「ネットパトロール」というシステムがあ
る．これは，ウェブページの文章を収集し，形態素解
析，構文解析を行い出てきた形態素を，事前に登録し
た人権侵害に用いられる可能性のある単語（人権侵害
語）と照らし合わせて検知する，犯罪を未然に防ぐこと
を目的としたプログラムである [4]．本研究以降の最終
目的としては，反モラル的な書き込みを検知するとい
う点でネットパトロールシステムと共通している．し
かし，人権侵害に用いられる “可能性”のある単語では
なく，分析した結果から “実際に”人権侵害に用いられ
る単語を決定付けるという点が，ネットパトロールと
本研究の大きな違いである．また，言葉は時代によっ
て変化していくものであることをふまえると，人権侵
害語の更新という点で本研究の価値は低くないと考え
られる．

6.

図 2.

主成分分析（動詞）

といった誹謗中傷に用いられる形態素が目立つ．頻度
が特に大きい「ｗ」だが，これは面白い，嘲笑を意味す
る形態素として今日ネット上でよく使われている．こ
の結果からは，相手からすると笑われている，馬鹿にさ
れていると受け取れるために反モラル的な形態素とし
て表示されているのではないかと考えられる．AMTR
では「だ」という断定する言葉，
「馬鹿」といった，
「な
い」という否定の言葉，頻度は低めだが「馬鹿」といっ
た形態素があることが読み取れる．相手を否定し自分
を主張するような傾向があるように見られる．MT で
は「です」「ます」「さん」といった丁寧語や「ありが
とう」「おはよう」といった挨拶の形態素が目立つ．
次に，部分的に注目し，名詞に限定した形態素と動
詞に限定した形態素の分析の結果を示し特徴を考察す
る．特に，動詞で分析した結果から特徴を見出すこと
ができたので，図 2 に示す．
動詞に着目した場合，AMT と MT が近い位置にある

関連研究

まとめ

反モラル的な投稿の特徴を分析するため，まず文章
の形態素に着目し，Twitter のツイートを収集し「一般
的なツイート」「反モラル的なツイート」「反モラル的
なリプライ」に分類し主成分分析と対応分析を行った．
「一般的な投稿」と「反モラル的な投稿」のそれぞれの
特徴，共通点を見出すことができた．今後は文章の形態
素同士の関連性も視野に入れ，文節で分析し反モラル
的な投稿の特徴を調査する必要がある．また，Twitter
に限らず他 SNS や掲示板，ブログ等にも範囲を拡大し
分析することで更なる細かい特徴が見えてくるのでは
ないかと考えられる．
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