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ソーシャルネットワークの形成やその中での会話のネットワーク構造は，Homophilyと Preferential Attachmentに
よりその多くの部分が説明される．しかし，これらのメカニズムには特定の属性を持つ人間への別の属性を持つ人間か
らの一方的な選好は想定されていない．ソーシャルネットワークでは地理的制約がないとともに検索性が高く，一方的
な選好によるコミュニケーションが起こりやすいと考えられる．本論文では一方的な選好によるコミュニケーションが
ソーシャルネットワーク上にある程度の規模で存在することを示すため，Twitter上の#家出に関するツィートとそれに
対するリアクションを抽出してユーザー間の会話のネットワーク構造を分析した．その結果，家出を表明するグループ
へ対して，他のグループからの一方的な一対多のコミュニケーションが行われるが，各グループ内のコミュニケーショ
ンや友人関係は疎であることが分かった．また，#家出に関するツィートへのリプライの半分以上が直接的な誘い出し
の意図が想定されるリプライとであった．さらに，ユーザー間のネットワーク構造から典型的な行動をとる人物を抽出
し，彼らは特に誘い出しの意図が強く想定される行動を取ることが分かった．

1. はじめに

オンラインソーシャルネットワーク上では地理的な制約の
ないコミュニケーションが可能であるため，マイノリティがコ
ミュニティとしてつながり，マスメディアが報じない重要な情
報の拡散されている．しかし，ソーシャルネットワーク上では
従来にないリスクが発生している．例えば，昨年神奈川県で起
きた自殺希望表明者の殺害事件や，未成年の誘い出し事例の一
部は Twitter上でのコミュニケーションが発端となっている．
このようなコミュニケーションがどのような規模でどのような
人々の間でどのように行われているかを解明することは，ネッ
ト上のリスクを自動検知するシステムの開発やネット社会にお
けるユーザー教育のインプットして重要である．
ソーシャルネットワーク上での会話のネットワークや友人

ネットワークの構造は，Preferential Attachement(一部の人
への人気の集中) と Homophily（同類選好）によりその多く
が説明されてきた．Preferential Attachmentとはネットワー
ク上の次数に比例した確率で該当するノードにリンクが貼ら
れる性質である [1]．この性質は，Justine Beaber などの一
部の人物が膨大な数のフォロワーを有していることを説明し
ている．Homophilyは似た人同士は好きになるという有向性
のない概念であり，SNS 上の趣味・性的嗜好・職業などが同
一である人々の結びつきを説明している．同類選好の強さは
Assortative mixing[3] として指標化されており，多くの事例
でその存在が確認されている．
しかし，これらのメカニズムには特定の属性を持つ人間への

別の属性を持つ人間からの選好は想定されていない．例えば，
家具を売りたい人々と買いたい人々の間や，家出希望を表明し
ている（主に）女性達と家に泊めたい（主に）男性達との間に
は，特定の属性への別の属性からの一方的な選好が想定され
る．現実社会におけるこのような個人間の一方的な選好の存在
は心理学的には明らかである．ソーシャルネットワーク上の一
方的な選好に関しても研究が進められており，Twitter上にお
いて男性から女性へのアプローチは多いが逆は少ないことを
報告しており，また，特定の性格をもつ人々の間で非対称なコ
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ミュニケーションが存在する．
オンラインコミュニティはコミュニケーションに地理的な制

約がなく，さらにハッシュタグ等で検索する機能が備わってい
るため，一方的な選好によるコミュニケーションが容易である
と考えられる．Twitterであれば，特定のハッシュタグを持つ
人を検索できるし，そのような人を起点として友人関係をたど
ることも可能である．このように，オンラインコミュニティは
一方的な選好によるコミュニケーションが行われやすい場所で
あると想定される．実際に，オンラインコミュニティが未成年
の誘い出しなどに繋がった例もあり，その誘い出しの手口が分
析されている [2]．しかし，そのようなコミュニケーションの
全体像（どのような人同士でどのようにどのような規模で行わ
れているか）は明らかではない．
本論文では，Twitter上の一方的な選好によるおこるコミュ

ニケーションのネットワーク構造を観察する．さらに，その
ネットワーク構造から典型的な行動を行うユーザーを抽出する
提案し，その方法により想定される典型的なコミュニケーショ
ンが抽出できることを示す．具体的には，家出の希望を表明
する人々と何らかのリアクションを行う人々の間のインタラク
ションのネットワークを観察し，その中に一方的な選好がある
と想定されることを明らかにする．さらに，家出希望表明者の
誘い出しにつながるような行動を取りやすいユーザーを抽出す
るため，典型的な行動をとるユーザーを会話ネットワークから
抽出しその行動を分析する．

2. 手法
2.1 コミュニケーション構造の解析
はじめに，ハッシュタグに紐づくツィートの集合へのリアク

ションより，ユーザー間ネットワークを構成する．具体的には，
特定のハッシュタグを用いて検索したツィートをシードツィー
トとし，そのツィートへのリアクション (リプライ, リツィー
ト, ライク)を収集する．そのリアクションの元となる人から
先となる人への関係性を有効リンクとしたネットワークを構成
する．
そのように構成されたネットワークはどのような構造になる

だろうか．はじめに，ハッシュタグが#理科◯類△組のように
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コミュニティを代表する場合について考える．シードツィート
を行ったユーザー自身もシードツィートへのリアクションを行
うことがあり，入次数も出次数も 1 以上のノードがある程度
の割合で存在すると考えられる．次に，一般的なハッシュタグ
である「#◯△を食べたい」というタグに対するリアクション
を観察した場合，入次数のみが 1以上と，出次数のみが 1以
上の 2つのグループからなる 2部グラフになると想定される．
なぜならば，「#◯△を食べたい」という人を探し出してリア
クションを行う人は少ないと考えられるので，出次数が 2 以
上のユーザーは想定しにくい．上記とは異なり，「#家具を売
ります」もしくは「#家出」などの一方的な選好を惹きつける
ツィートにはあるユーザーへの不特定多数からのアプローチ，
もしくはあるユーザーからの不特定多数へのアプローチが想定
される．このような場合，ユーザー間ネットワークは 2部グラ
フになるとともに，各層には次数が 2 以上のユーザーがそれ
なりの割合で存在していると考えられる．
ハッシュタグをもとにしたリアクションより構成されたユー

ザー間ネットワークが一方的な選好により生まれているかどう
かを測るため 2つの指標を定義した．1つめの指標はリンクの
非対称性である．ユーザーを，ターゲットのみのユーザー集合
T = {u | kin

u > 0, kout
u = 0}，リアクションのみをユーザー

の集合 R = {u | kin
u = 0, kout

u > 0}，その他のユーザー O に
分類する．kin は入次数，kout は出次数を表す．リンクの非対
称性指数 A = N(R)+N(T )

N(R)+N(T )+N(O)
となる．もう一つの指標とし

て，リアクションのみのユーザー Rからのエッジの平均本数
を N(Eij{i ∈ R})/N(R)と定義した．検出されたネットワー
クのリンクの非対称性が高く，リアクションのみのユーザーR

からのエッジの平均本数が大きい場合に，一方的な選好により
構成されたネットワークであると考えられる．

2.2 典型的な行動を行うユーザーの抽出
検出したユーザーのネットワークでリアクションを行った

ユーザーの集合 Rの中から，典型的な行動を行うユーザーを
以下のルールベースのアルゴリズムによる抽出する．
まずはじめにアクティビティの高いユーザー群を抽出する．

具体的には，複数のターゲットにリアクションしている，つま
り出次数が k以上のユーザーを抽出する．
さらに，そのユーザー群の中で典型的な行動を行っている

ユーザー群の抽出する．そのような人は，リアクションを行う
先が他の人のリアクションを行う先とよく似ている．まず初め
に，ユーザーのペア同士でリンク先ノードの Jaccart 係数を
計算する．次に，その Jaccart係数を重みとしたユーザー間の
ネットワークを構成し，そのグラフ内でのページランクの上位
のユーザーを典型的な行動を行うユーザーとして抽出する．こ
のようにして抽出されたユーザーは，周囲の人たちの平均的な
行動特性を有している代表的なユーザーと考えられる．

3. データ

Twitterより 2017年 8月 1日から 2018年 2月 20日まで
の，「#家出,#神待ち」のハッシュタグに関連するツィートと，
それへの反応 (リプライ, リツィート, ライク) を全て収集した．
さらに，そのユーザーの一部に対しフォロー関係を取得した．
ハッシュタグ検索で取得したデータは，2,614人からの 24,773

件の自殺関連のツィートとなった．1,341人の 9,250件のツィー
トに対し，5,307人からのライクは 11,245件，リプライは 5,306

件，リツィートは 894件のレスポンスを取得した．

4. 分析

4.1 コミュニケーション構造の解析
入出次数の分布
抽出したネットワークの出次数を横軸と入次数を縦軸にヒ

ストグラムを作成した (図 1左)．ヒストグラムの色はログス
ケールで表示している．出次数・入次数ともに 1 以上のユー
ザーの数は大幅に少ないことが分かる．このようなユーザー数
は 428 人で，全体で 8,121 人のユーザーがいることを考える
と，定義したリンクの非対称性指数 Aは 0.947となった．
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図 1: 左: ネットワークの出次数 (横軸)と入次数 (縦軸)のヒ
ストグラム．右上: 出次数が 0のユーザーの集合 Rにおける
入次数の分布．右上: 入次数が 0のユーザーの集合 T におけ
る出次数の分布．

図 1の右上に出次数 0であるターゲットユーザー群 T の入
次数の分布を示している．このグラフから分かるように家出に
関するツィートをしているユーザーは，だれかからアプローチ
を受けるのであれば複数人からのアプローチを受けている場合
が多いことが分かる．
図 1の右下に出次数が 1以上で入次数 0のターゲットとな

るユーザー群 T の 6,780人のユーザーの出次数の分布をプロッ
トである．入次数ほど顕著ではないが 2 人以上のユーザーに
アプローチをしている 1,324人のユーザーの群が存在する．こ
のユーザーの割合は 19%である．また，リアクションのみを
ユーザーの集合 Rの出次数の平均値は 1.62本となった．
以上の分析より分かることは，家出に関するコミュニケー

ションの大部分が，リアクションを受ける側のユーザーの集合
T とリアクションをする Rの 2部グラフから構成され，Rの
ユーザーの中には複数人の T にリアクションを行うユーザー
が千人以上存在している．このことより，一方的に選好がある
ネットワークが千人以上の規模で Twitter 上に存在している
ことが分かった．

フォロー関係の密度
ターゲットのみユーザー群 T，リアクションのみユーザー群

R，両方を行うユーザー群 B の間のフォロー関係を図 3にま
とめた．データ取得の関係上，次数 5 以上のユーザーのみを
対象とし，7.6%の関係性のみをサンプリングした．
図 2から分かるように，リアクションのみのユーザー群 R

およびターゲットのみユーザー群 T の間にはほとんどフォロー
関係が存在しない．リアクションのみのユーザー群Rの人々は
お互いに知り合いではないが，同じ集合に対してリアクション
を行っていることが分かる．同様に，ターゲットのみユーザー
群 T は Rよりも明確ではないものの関してもお互いに知り合
いではないと想定される．また，Rと T の間にもフォロー関
係がある程度あるものの，7.6%のサンプリングで 160の関係
性ということは，全体では約 2,100 本のエッジが存在してい
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図 2: リアクションのみユーザー群 R とターゲットのみユー
ザー群 T との間のフォロー関係の数．次数 5以上のユーザー
のみに絞った．リンク数は 7.6%サンプリング．

図 3: 家出に関するユーザー間ネットワーク。k = 6の k-core

部分のみを描画．ターゲットとなるノード側のエッジは太く、
ノードの入次数が高いほど明るく描画．この図では中心部に
入次数が高い（自らの家出に関するツィートに複数のリアク
ションを受けている）ユーザー，周辺部に入次数が小さい（リ
アクションをする）ユーザーが配置されている．また，周辺部
のユーザーは複数の中心部のユーザーにリアクションを行って
いる．

る．このエッジがリアクションの前か後に出来たかは今後分析
を進めたい．

中心的なユーザー間の会話構造の可視化
コミュニケーションの構造を可視化するために，全てのノー

ドの次数 kが 6以上となる k-coreネットワークを図 3に可視
化した．このグラフにおけるエッジの大きさは出自数（リアク
ションを取った回数）を示しており，色が明るいほど入次数が
高い．また，リンク先のノードの近辺のリンクが太く表示さ
れている．この図は，円の外側の出次数が高い（リアクション
をする）ユーザーから内側の入次数が高い（家出をツィートす
る）ユーザーへの一対多の一方的なコミュニケーションがある
ことを示している．さらに，外側のノード同士にコミュニケー
ションもなく，図 2 の分析よりフォロー関係もないと想定さ
れる．

4.2 危険度の高いと思われるツィートの特定
検出したデータの中に，誘い出しにつながりうるリプライ

（誘い出しリプライ）が存在する割合を調べた．誘い出しリプ
ライとは，Twitterのパブリックな場所以外でのコミュニケー
ションや現実世界での接触を促すツィートである．例えば，「家

出したいです」というツィートに対し，「DM ください」（※
DM=ダイレクトメッセージ）や「〇〇 (地名) なら大丈夫で
す」というツィートは誘い出しリプライとなる．

表 1: 誘い出しツィートの含有率※いまサンプル数を増やして
実験中

%誘い出しリプライ 検出数
全リプライ 56 6,308

高頻度ユーザーから 67 1,996

典型的な行動のユーザーから 67 668

表 1 は各ツィートの集合に対して誘い出しリプライの割合
である．全リプライの対して 56%が誘い出しに関するもので
あり，単純に#家出などに対するリプライは高い蓋然性で誘い
出しの危険を孕んでいることがわかる．また，高頻度ユーザー
や本論文で定義した典型的な行動を行うユーザーからのリプラ
イは誘い出しの危険性が高いことが分かった．

5. 考察
本論文ではソーシャルネットワーク上に一方的な選好による

会話構造が存在していることをデータより裏付けた．そこで
は，それぞれの間ではリンクが疎な２つの集合があり，1つの
集合から他方の集合へのリンクだけが集中している．さらに，
複数の人にリンクを貼るユーザーが多い状態である．この２つ
の集合のユーザー数はそれぞれ千以上であった。したがって、
一方的な選好によるコミュニケーションは、ソーシャルネット
ワーク上のコミュニケーションを議論する上で無視できない規
模で存在しているといえる。
また，単純に「家出」関連のツィートを収集するだけで半分

以上のツィートが誘い出しに関係するものであった．また，家
出をしたい人と，誘い出したい人がそれぞれ数千人の単位で存
在していることは，Twitter上での誘い出しリスクの大きさを
物語っている．誘い出しの中では，直接的に特定の場所に呼び
出すものと近い頻度で，DMでのコミュニケーションに誘導す
るものが多かった．DM はユーザーの権限で OFF にしたり，
フォローワー以外からの DMのみ禁止といった設定が可能で
ある．誘い出されるユーザーが任意のユーザーからの DMを
許可した場合は，パブリックに閲覧できるリプライではなく
DMでやりとりが行われていると考えられる．この DMに関
しては本分析のスコープ外であるが，サンプルとして女性の人
格を作ったアカウントを作り家出関連の言葉をツィートしたと
ころ，1 時間に数十件の DM を受け取りその多くが誘い出し
に関連するものであった．本研究では Twitter の表層部に見
える危険なやり取りを検知したが，Twitter上にはさらに多く
の危険が潜んでいると考えられる．
本研究では具体的に家出関連のハッシュタグをシードとし

て，一方的な選好によるコミュニケーションを検出した．家出
以外にも自殺に関するツィートを中心としたネットワークは同
様な構造になっていると想定され，このような一方的な選好を
ネットワーク構造から発見することは新たなリスクの予知につ
ながると考えられる．したがって，将来的にはネットワーク構
造のみから一方的な選好によるコミュニケーションが存在する
部分集合を発見する技術の開発が必要である．
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