SNS における大学生の投稿の分析
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1.

研究背景および目的

2016 年時点で，日本人のスマートフォン所持率は
72.2%と国民の 7 割が所有しており，20 代の所持率は
84.5%と普及している [1]。大学生の SNS アカウントの
所持率は LINE で 97.9%，Twitter は 80.9%と 8 割以上
の学生が SNS を利用しているとの結果が出ている [2]。
また，大学生の情報を得るメディアとして Twitter は
男子で 52.1%，女子で 64.6%と半数以上の学生が日常
的に SNS を利用していることが分かる。
SNS 上で発信されている情報は，ニュースや公式ア
カウントからの情報が挙げられるが，話題の投稿や炎
上している投稿，様々な意見が飛び交う投稿などユー
ザーから発信される情報も挙げられる。
例えば，2020 年東京五輪で使用される新しいエンブ
レムのデザインに対し「ダサい」や「情緒がある」な
ど意見が投稿された。他には，キングコング西野氏の
公式ブログ内での「お金の奴隷解放宣言」発言に対し
て賛否の意見が多く投稿された。
そういった投稿や記事を対象に，本研究では，Twitter
上で情報を得ている「大学生のアカウント」と「大学
生以外のアカウント」を対象にして投稿を収集し，大
学生の投稿にどのような特徴や違いがみられるのか分
析を行う。

2.

関連研究

Twitter 上での大学生についての研究はすでに行わ
れており，水沼ら [3] は「ソーシャルメディアにおける
大学生の “すべき”，“すべきでない” といった意識」に
着目し，アンケート形式で調査を行った。これにより，
大学生がどういった意識を持ちながら Twitter を利用
しているか実態の把握ができている。本研究でも，大
学生の投稿から文末表現に注目することで，書き手の
気持ちや文章の意味を分析を行う。しかし，大学生の
アカウントから投稿を実際に収集することに大きな違
いがある。

3.

文末表現

本研究では，松本先生の携わった研究 [4] を参考に
し，最も文末にある自立語に加え，助動詞，終助詞の
含まれている文節を「文末表現」と定義する。
日本語の文では，最も文末にある自立語が文の中心
要素になるため，その語が含まれている文節は，その
文において書き手が伝えたいことと深く結びついてい
る。そこに注目することでユーザーがどういった内容
を投稿しているのかを理解できるのではないかと考え
た。また，自立語に加え助動詞，終助詞に注目すると，
助動詞は，過去，進行，使役，命令などの意味を文に
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付け加える働きを持ち，終助詞は，希望，疑問，禁止
などの書き手の気持ちを表す意味を付け加える働きを
持っている。文末の持つ意味に注目することで，ユー
ザーがどういった表現を使っているのか，どういった
時に投稿を行っているのか詳しく知ることができるの
ではないかと考えた。

4.

手法

本研究では，Twitter 上の「大学生のアカウント」と
「大学生以外のアカウント」の投稿を対象に，文末表現
に着目する。
Twitter 上での様々な意見が投稿されているツイート
とネットニュースに加え，ユーザーがツイートをまとめ
ることができるサイト「Togetter(トゥギャッター)」の記
事を対象に，RT や対象について投稿しているユーザー
を自動で収集する。収集したアカウントをプロフィー
ル情報から，大学生以外のアカウントをキーワードで
取り除き，大学名と学部名がプロフィールに書き込ま
れているアカウントを判別し，
「大学生のアカウント」
と「大学生以外のアカウント」に分類する。分類した
アカウントからそれぞれ投稿を自動で収集する。
調査対象となるアカウントの判別，収集と，投稿の
収集は開発言語 Ruby と Twitter API を用いて行う。
日本語の係り受け解析には CaboCha[5] を用いる。ま
た，クラスター分析には R を用いる。

5.

文末表現の出現頻度に関する分析

39 の話題から自動収集した 19,519 アカウントを分類
し，
「大学生のアカウント」184 アカウントから 18,029
ツイート，
「大学生以外のアカウント」14,486 アカウン
トから 1,437,388 ツイートにおいて，どのような特徴
や違いがあるのか確かめるために，文末表現とその頻
度に対して分析を行う。この分析によって，ツイート
で使われる文末表現の特徴を視覚的にとらえる。
クラスター分析にあたり，
「学生のアカウントのツイー
ト」，
「学生以外のアカウントのツイート」を変数とし，
出現頻度の合計が多い文末表現 30 個を分析のためケー
スとする。両アカウントのツイートの数の差から単語
数に差があるため補正が必要であり，10 万語あたりの
頻度に調整を行う。上位 30 個の文末表現の出現頻度表
は表 1 に示す。文末表現間の非類似度計算にはキャン
ベラ距離を用いる。階層的クラスター分析法はウォー
ド法を用いる。「両アカウント」で使われる表現，
「大
学生のアカウント」で使われている表現，
「大学生以外
のアカウント」で多く使われている表現で分けるため
クラスター数は 3 とする。
クラスター分析の結果，第 1 クラスターは「両アカ

ウントで多く使用する表現」，第 2 クラスター「大学
生がよく使用する表現」，第 3 クラスターは「大学生
以外がよく使用する表現」と区分された。分析の結果
を図 1 に示す。
各クラスターに着目すると，まず，第 1 クラスター
では，過去や存続を意味する助動詞「た」でクラスター
が形成されている。しかし，同じ「なる」という自立
語でも，
「大学生のアカウント」では「なりました」と
いった丁寧な表現を使っており，
「大学生以外のアカウ
ント」では「なった」といった表現を使っている。こ
のことから，大学生は目上の人と交流する機会があり，
丁寧な表現の「なりました」を使う機会が多いと考え
られる。
「思った」という表現があり，これは両アカウ
ントであまり差がなく使われている表現である。この
ことから，両カウントで文末に予想や推量の表現をつ
け投稿する傾向があることが分かる。
次に，第 2 クラスターに着目すると，他のクラスター
には出現しない「食べたい」
「行きたい」
「繋がりたい」
といった願望を表す「たい」を含んだ文末表現がある。
この結果から，
「大学生のアカウント」には願望を投稿
する傾向があることが考えられる。詳しく見ていくと，
「繋がりたい」といった表現は他の表現に比べ，普段の
投稿ではあまり使う機会が多くないと考えられる。こ
れは，Twitter の機能でハッシュタグといったものがあ
り，同じ趣味を持つユーザーを探すために用いられる
事が多く，そういったツイートを頻繁に投稿，RT して
いることが読み取れる。また，
「食べたい」は他の表現
とは別のクラスターに属しており，同じクラスターに
は「しよう」
「終わった」といった短文の投稿で使われ
る表現があり，
「食べたい」は普段からの投稿で使われ
ていることが推測される。
最後に，第 3 クラスターに着目すると，
「始まるんだ
よね」
「泣きそうになった」
「わからない」
「更新しまし
た」といった表現で形成されているクラスターがある。
これは，普段の投稿に加え，
「大学生以外のアカウント」
のユーザーが RT した同じ投稿から同じ文末表現を抽
出したことで，あまり使われないような表現でも出現
回数が多くなり形成されたものだと考えられる。また，
「描きました」といった表現も同様に，あまり使われる
頻繁に使われる表現ではなく，RT から抽出したことで
「大学生以外のアカウント」の特徴的な表現だと判断さ
れたと推測される。また，
「あった」
「気づいた」
「いた」
といった表現があり，
「大学生以外のアカウント」では
起こった出来事を報告する投稿を行う傾向があると予
想される。

6.

まとめ

大学生の投稿の特徴を分析するために，文末表現に
着目した。Twitter のアカウントを収集し，
「大学生の
アカウント」と「大学生以外のアカウント」に分類し，
投稿に対してクラスター分析を行った。
「大学生のアカ
ウント」と「大学生以外のアカウント」の投稿から違
いや共通点を見出すことができた。また，自立語を含
めて分析することで，同じ助動詞の働きでも大学生が
使用する表現，大学生以外が使用する表現といった部

表 1.

図 1.

上位 30 語の出現頻度

クラスター分析

分も分析することができた。今後はさらに，RT を含め
ない場合の分析や，助動詞，終助詞の働き別に分析を
行い投稿の特徴を調査する必要がある。また，大学生
のアカウント数を増やし，投稿の分析を行うことでよ
り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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