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概要 本研究では，Twitter ユーザを対象に、人格特性の変化と他ユーザとのインタラクションの関係を明らか
にした．ここで対象としている人格特性は，Five Factor Model として知られる開放性，誠実性，外向性，調和
性，神経症傾向の 5 次元で構成される．我々はまず，IBM の提供するモデルを用いて，Twitter ユーザのツイー
トから過去と現在の人格特性を推定した．次に，過去と現在の間に，Twitter ユーザの人格特性がどの程度変化
しているかを確認した．さらに，上述の期間において，Twitter ユーザが受け取った返信，引用，そして登録に
関するデータを取得し，それらと人格特性の変化量の関係を非線形重回帰分析により明らかにした．この分析か
ら，他ユーザとのインタラクションが人格特性の変化と有意な相関関係を示すことが分かった．最後に，これら
の結果を踏まえた考察と今後の展望について述べた．
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1 背景
Twitter や Facebook，Instagram などのオンライン

ソーシャルネットワーク (以下，OSN)の出現により，大
規模かつ明示的に供給されるパーソナルデータを活用し

た研究事例が数多く登場している [24, 16, 1]．例えば，
OSN上で獲得されるユーザに関する様々な情報を用い
て，ユーザの人格特性の予測を試みる研究がこれまでに

行われてきた [17, 5, 6, 18, 11]．近年では，IBMが，こ
れまでの研究成果 [21, 15]を基盤とし，OSN上のユーザ
の活動から彼らの人格特性を推定する技術を確立してい

る．近年の人格特性に関するOSN研究は，ユーザ個人
の人格特性を加味したサービスの質の向上を目指して，

OSN上のユーザに関する情報を用いて彼らの心理的特
徴の推定に注力している．

しかしながら，OSN上で自身の発信した情報に対し
て向けられた他者からの多様な反応によって，ユーザの

人格特性は変化する可能性がある．一般的には，人格構

造は普遍的であると支持されてきた [14, 4]が，ある個
人の人格特性の時間に伴う変化の存在も指摘されてい

る [20, 19, 22]．
本研究の目的は，OSNユーザの人格特性の変化とOSN
上での他者からの反応との関係を解明することである．

これは，“人の性格が他者との交流や経験を通じて変化
するのか？”という学術的示唆に富んだ疑問に対して 1
つの解を与えるものであり，ユーザの精神的状態とその

要因を把握するという文脈において，心理学的にも重要

な課題だと考えている．さらに，OSN上のデータの利
用により，心理学や行動学で伝統的に用いられる質問紙

調査では達成できなかったユーザ規模での調査が可能と
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なることも本研究の利点である．

我々は，Twitterを対象の OSNとして取り上げ，約
1600ユーザを対象に IBMの提供する推定技術を利用し
て彼らの人格特性を取得した．また，他のユーザからの

反応に関するデータも取得し，人格特性との関係を分析

した．その結果，人格特性の変化と Twitterにおける他
者の反応は有意に相関することが分かった．

本稿は以下の構成に従う．まず，データの収集方法に

ついて言及したのちに，取得したデータの分析手法につ

いて説明する．得られた結果とそれに対する考察を述べ，

最後に今後の展望を示す．

2 データ収集

2.1 対象ユーザの選別
我々は，設定言語を英語にしているユーザを，Twitter

Sampling APIを用いて 2016年 9月 3日から 10月 7日
の期間に無作為に取得した．Twitterユーザの利用目的
や利用形態は，ユーザの文化的背景の影響を大きく受け

ることが知られている [10, 23]．我々の研究は，人格特
性や経験など個人のパーソナルデータを詳細に分析する

ものであり，ユーザの背後に存在する文化的背景は無視

できない影響となりうる．そこで我々は，この影響を抑

制するため，対象ユーザを英語話者ユーザに限定してい

る．この手続きにより約 1100万ユーザが取得された．
次に，約 1100万ユーザの中から，投稿数が 2800件
以上 3200件以下であるユーザを抽出した．ツイートを
取得するための Twitter REST APIは，あるユーザに
対して最大 3200件の投稿の取得を許可している．従っ
て，対象ユーザの投稿数を 3200 件以下に限定すると，
Twitterの利用を開始してから今日に至るまでの利用期
間における利用履歴を観察できるという利点を持つ．こ
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1: データの 観

の利点を考 する理 は，人格特性の変化を観察する

に，この利用 間をユーザ間で統一しない場 ，ユーザ

に受け取る経験や交流の性質が大きく なる可能性が

あるためである．例えば，利用し始めて間もない 心者

と， い期間 ってきた経験 富なユーザとでは，

から受け取ってきた ー ックの 量が なるため

に，ある 1つの ー ックがユーザに対して有する

重要性は大きく なると われる．この影響を最 限に

抑えるため，利用し始めてから今日に至るまでの利用履

歴が取得できるユーザに対象ユーザを限定する．投稿数

が 2800件以上であるという制約 件は，ユーザによっ

て投稿数を大きく変動さ ないために設けた．

さらに，Twitterの利用期間が大きく ならない

に するユーザを抽出した．本研究は人格特性の変化を

観察するため，人格特性の変化に要する期間をユーザ間

で大きく ならない に設定する 要がある．そこで，

上述したユーザ における利用期間に対するユーザ数の

分 を確認したとこ ，950日から 1050日の利用期間
においてなだらかな分 が確認された．そこで，この利

用期間に まれるユーザを抽出したとこ ，2510ユーザ
が確認された．我々は，データ取得の において，獲

得されるデータに関する 件によってさらにユーザを

している．その 方法については次 にて述べる．

2.2 データ の
2.2.1 人格特性

人格特性については，我々は Five Factor Model [13]
を 用する．これは，人格特性を以下の 5 次元の性質
によって構成されるものとして定 されている 神経症

傾向，外向性，開放性，調和性，誠実性．伝統的かつ一

般的には，質問紙調査によって 次元の程度を取得する

[4]が，近年では SNS上の情報からユーザの人格特性が
予測可能となっている．本研究では，その予測技術の 1
つである IBM Watson Personality Insights API[8](以
下，IWPI API)を用いて，ユーザの人格特性を獲得す

る．この技術は，Twitterユーザを対象に，質問紙調査
によって取得される人格特性 [4]を投稿の から推定

するように学 したものである．IBMによれば，英語
話者を対象にした調査では，この推定技術による推定結

果と質問紙調査の人格特性は， いものの の相関を示

している (r = 0.33)[9].この推定技術の構 スと

示された統 的結果から，これは本 的な人格特性を抽

出する技術であると我々は解 している．

我々は 一に，対象ユーザ の ツイートを Twitter
REST APIによって取得した．次に，過去と現在のあ
る時点における人格特性を IWPI APIにより推定する．
IWPI API は，人格特性の予測にユーザのツイート
を利用する．そこで，最 の N 件 ( 1 中) と最後
のM件 ( 1 中) をそれ れ過去と現在の人格特性の

予測に用いるツイート とする．ここで， ユーザに対

してそれ れのツイート が 1200 語有するように N
とMを設定している．URL及 の ンクはツイー

ト から 外している．また，1200 語有するように

ツイート を構 した理 は，IWPI APIによって推
されている 要 語数が 1200と設定されているため
である．それ れのツイート を Tbe，Taf と ．こ

こで，2510ユーザ (2.1 ) の中から，それ れの

ツイート が投稿された期間が 1 間以上 1年 で

あるユーザを抽出した．この制約によって最 的に

された 1636ユーザを分析の対象ユーザとする．最後に，
ツイート から IWPI APIを通じてユーザの人格特

性を獲得する．Tbe によって得られた人格特性を Perbe

( 1 上)，Taf による人格特性を Peraf ( 1 上)
と定 する．以 では，神経症傾向，外向性，開放性，

誠実性，調和性の 性格因 はそれ れ neube，extbe，

opebe，conbe，agrbe及 neuaf，extaf，opeaf，conaf，

agraf と 現する．これらの は，IWPI APIの 様に

より，0から 1の実数 を示す．

過去の研究 [15, 21] と 様に，IWPI API はある時
点の人格特性を推定するために，ユーザの過去の投稿

に関する情報を用いる．従って，我々が取得した過去

及 現在の人格特性である Perbeと Peraf はそれ れ，

Pointbe( 1 下)と Pointaf ( 1 下)における時点
の人格を示す．

2.2.2 タ

本研究では，Twitter上の引用，登録，及 返信をイ

ンタラクションと ． 的には， ツイート，Like，
そして ライの 能を意味する．

あるユーザが受け取った引用と登録に関しては，取得

した投稿に している ツイート数，Like数を抽出
した．ここで，そのユーザ本人のみに向けられた引用や

登録を対象とするため，対象ユーザが引用 ツイートし
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た投稿はここでは 外している．次に，あるユーザの受

け取った返信を取得するため，対象ユーザの ての

ワの投稿の中から，その対象ユーザに向けられた返信

となっているツイートを し，その 数を取得した．

我々は，ユーザ間でこれまでに受け取ったインタラクシ

ョンの 度に対する認 が なることを考 し，Pointbe

までに受け取ったインタラクションの 度と，Pointbe

から Pointaf までの期間に受け取ったインタラクション

の 度との関係を考 する．これは，インタラクション

の 対量よりも，個人の経験における相対的な量の方が

性格の変化に 与すると考えられるからである．実 の

手法は次 にて述べる．それ れの期間を制 間

( 1 下 )，対象 間 ( 1 下 ) と定 する．

制 間 cと対象 間 tにおいてユーザが受け取った引

用，登録，返信をそれ れ，RTc，Likec，Repc ( 1
下)，及 RTt，Liket，Rept ( 1 下) と 現する．

上 の手続きを 1636の対象ユーザに対して，2016年
12月 21日から 2017年 1月 12日の期間に実 した．

3 分析
3.1 人格特性の変化
対象ユーザの人格特性の変化を観察するため， ての

対象ユーザに対して ∆P = Paf − Pbe (P = neu, ext,

ope, con, agr)の を す． 性格因 に対して，これ

らの が を示す場 は 加を， を示す場 は を

意味する．我々は，対象ユーザ に対して，上 の の

度分 を確認する．

3.2 人格特性の変化と タ の関
人格特性の変化に与えるインタラクションの影響の大

きさを解明するため，我々は 性格因 の変化量を目的

変数とし，5つの重回帰分析を実 した．

説明変数は，対象 間において受け取ったインタラク

ションの相対的な 度とする．ここで，あるユーザが対

象 間において 1日 10件の引用を受け取ったと 定す

る．このユーザが，制 間において 1日 100件の引用
を受け取っていた場 ，対象 間における引用の 度を

ないと じる一方で，制 間において 1日 1件の
度でしか引用されていなければ，この対象 間におけ

る引用回数を多いと じると われる．このような個人

の経験に基 くインタラクションに対する認 が人格特

性の変化に関係すると考えられる．そこで，対象 間に

受け取った登録，返信，引用の相対 度 δLike，δRep，

δRT を，以下の によって定 する．

δF = Ft/Dayst

Ft/Dayst + Fc/Daysc + 1
F = Like, RT, Rep

(1)

ここで，Daysc とDayst は制 間と対象 間の日数

1: 人格特性の 分の分 に対する統 的データ

性格因 度 度 有意確

∆neu 0.051 0.941 0.323 <0.001
∆ext 0.002 0.707 0.119 <0.001
∆ope 0.046 1.457 −0.004 <0.001
∆con 0.058 0.603 0.133 <0.001
∆agr 0.073 0.194 −0.002 <0.05

である．分 は対象 間における受け取ったインタラク

ションの 度，分 は対象 間と制 間において受け

取った 度の和を示す．これらの は 0以上 1 の実

数 を示し，対象 間に受け取ったインタラクションの

度が ければ 1に， ければ 0に近 く．

本稿では，説明変数間の 2次の交 作用を考 した非

線形重回帰分析を実 した．この ，交 作用による多

重 線性の影響を考 し，事 に ての説明変数に対し

て 0，分 1となるように 規化を行なった．また，

AIC [2]に基 く変数 法を用いた変数 によるモ

デルの も実 した．

4 と

4.1 人格特性の変化
ここではまず，対象ユーザ の人格特性の変化の傾

向を確認する． 2 に， 性格因 の過去と現在の

分の分 を示す．ここでは， に 分， にユーザ

数 ( ラ ) とその 度 線 ( 線) が示されている．
性格因 の分 に対して統 的な特徴量を確認するた

め，我々はシャ ルク 定を用いて 規性を

すると に， 度と 度を 出した． 1にその結果
を示す． 規分 の場 ， 度， 度は に 0を示す．
規分 に べて，対象となる分 が大きい に る場

に 度は の となり，より った形状を示す場 に

度は の となる．

シャ ルク 定の結果から， ての人格特性

の分 は有意 p = 0.05に対して 規性なしと 定

される結果となった ( 1)．これは，いずれの分 も

度が いことから ( 1)，分 の中心にユーザが集中し

たためであると考えられる． 性格因 の が 0近
であることを考 すると，人格特性の変化の さい

ユーザが多く られたと結 けられる．

一方で， 2では， 性格因 の変化量が 0を中心に
に に分 している様 が確認できる．これは，

1における 度の さからも言える．個々のユーザに

注目すると，性格因 が 加したユーザも したユー

ザも一定数存在すると結 けられる． 2a から，5
の性格因 の中では，神経症傾向の 度が最も大き

 
 
 

Proceedings of ARG WI2 

- 93 -



Web と タ 集

∆(neu)

D
en
si
ty

í��� í��� ��� ��� ���

��
�

��
�

��
�

��
�

(a) 神経症傾向
∆(ext)

D
en
si
ty

í��� í��� ��� ��� ���
��
�

��
�

��
�

��
�

(b) 外向性
∆(ope)

D
en
si
ty

í��� í��� ��� ��� ���

��
�

��
�

��
�

��
�

(c) 開放性
∆(con)

D
en
si
ty

í��� í��� ��� ��� ���

��
�

��
�

��
�

��
�

(d) 誠実性
∆(agr)

D
en
si
ty

í��� í��� ��� ��� ���

��
�

��
�

��
�

��
�

(e) 調和性

2: 性格因 の過去と現在の 分に対するユーザ数の分 ( 度数， 線 度 線)

く にわずかに っていることが分かる (∆neu: 0.323)
．Twitterユーザは，わずかではあるが，サービスを利
用し続けると神経症傾向が大きくなることを示す結果で

ある．

4.2 人格特性の変化と の関
本 では，受け取ったインタラクションと人格特性の

変化の相関関係を明らかにするために実 した重回帰分

析の結果について述べる．それ れの性格因 に対する

重回帰分析の結果を， 2に示す．この では， 性格

因 を目的変数とした時の，インタラクションに関する

説明変数 δLike，δRep，及 δRT とそれらの交 作用

の 回帰係数と有意確 (∗...p < 0.05，∗∗...p < 0.01)
を示している． 回帰係数は，ある説明変数の目的変数

に対する 果 (他の説明変数の を一定にした時の

その説明変数の 果) として解 される．以 では，目

的変数 yに対する説明変数 xの有する 回帰係数を βy
x

と 現する．R2 はモデルの を示す 定係数であ

り，0から 1の を取る．1に近ければ近い ど いモデ

ルとして される．モデルの に示される Iと IIは，
それ れの行において変数 ，変数 後の結果を

示す．

∆opeは，δLikeから の影響を受けることが分かっ

た (β∆ope
δLike = −0.022∗(II))．つまり，自身の投稿が他人

に登録される経験が 加すると，開放性が する傾向

にあることを示している．開放性とは，多様性を み，

知的 心を重視する性質を指す．登録は， のユー

ザの関心や 味の を知る重要な手 かりとなるた

め，ユーザが ワや 者に わ て投稿 の話

題を 々に っていた可能性がある．

様に，∆neu，∆conと∆agrについても δLikeとの

の関係が確認された (β∆neu
δLike = −0.055∗∗(I), −0.053∗∗(II);

β∆con
δLike = −0.052∗∗(I), −0.054∗∗(II); β∆agr

δLike = −0.040∗(I),
−0.032∗(II))．登録を受け取る 度が えることによっ

て神経症傾向が する理 は，登録の経験が 加する

ことで自身が のユーザに認められている [7]と認
するためであると考えられる．また，誠実性や調和性の

もこの認 の影響を受けていると推察される．つま

り，登録の経験が えることで く することなく投

稿活動に従事したり，登録を受け取る 度が ることに

より のユーザに対して 力的な を たりする

ようになると考えられる．

δRTは, ∆neuに対して の相関関係 (β∆neu
δRT = 0.023∗(I),

0.024∗(II))，∆extに対して の相関関係を示した (β∆ext
δRT =

−0.028∗(I), −0.021∗(II))．引用の経験が 加すると，自

身の知らないより多くのユーザに自身の投稿が され

る が える．多くの場 ，ユーザ自身で他者の引用

を 理することはできない．従って，自身の意 に関係

なく，自身の投稿が多くのユーザに 有されてしまうこ

とで， の反応に対して になった (神経症傾向の
加)可能性がある．また，自身の投稿を するユー

ザを制 できないという認 により 的になってし

まった (外向性の )と考えられる．一般的に，OSN
上で自身の投稿を ている実 のユーザを把握すること

は であり [12]，引用の経験の 加によって自 提示

により する [3]ようになったと言える．
∆ext，∆con，及 ∆agrは，いずれも δRepと の相

関関係を示した (β∆ext
δRep = 0.025∗∗(I), 0.026∗∗(II); β∆con

δRep =
0.017∗(II); β∆agr

δRep = 0.024∗∗(I), 0.026∗∗(II))．ユーザは
返信 能を ってある特定の個人と ーション

を る．引用や登録と すると，ユーザ間でより な

インタラクションが形成されていると言える．従って，

返信を受け取る 度と， 交性 (外向性の要 )，
さ (誠実性の要 )，また 心的で 力的である性格 (調
和性の要 )とが に相関するという我々の結果は

的に理解できる．

味 いことに，∆conのモデル Iにおいて，δRT と

δRepはそれ れ有意な相関関係を示していないが，それ

らの交 作用である δRT ∗δRepは， の相関係数を示し

た．これはモデル IIにおいても確認される (β∆con
δRT ∗δRep =

0.022∗(I), 0.024∗(II))．これは，引用と返信を受け取る
経験がいずれも 加した場 ，ユーザの誠実性が 加

することを意味している．ユーザの投稿は，通 自身の
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2: 回帰係数と有意確 (∗...p < 0.05，∗∗...p < 0.01)

性格因 モデル δLike δRT δRep δLike*δRT δRT *δRep δLike*δRep R2

∆neu I −0.055∗∗ 0.023∗ 0.011 −0.002 0.015 −0.023∗∗ 0.005
II −0.053∗∗ 0.024∗ 0.011 0.014 −0.024∗∗ 0.005

∆ext I 0.004 −0.028∗ 0.025∗∗ −0.000 −0.008 0.005 0.003
II −0.021∗ 0.026∗∗ 0.005

∆ope I −0.023 0.002 −0.001 0.001 −0.001 0.009 0.001
II −0.022∗ −0.000 −0.008 0.002

∆con I −0.052∗∗ 0.023 0.016 0.003 0.022∗ −0.033∗∗ 0.005
II −0.054∗∗ 0.023 0.017∗ 0.024∗∗ −0.031∗∗ 0.005

∆agr I −0.040∗ 0.011 0.024∗∗ 0.003 0.005 −0.021 0.004
II −0.032∗ 0.026∗∗ −0.013∗ 0.006

ワにのみ提示されるが，引用された場 は自身の

ワ以外のユーザに 有される．この ，その投稿

に向けられた返信も けられて 有されるため，自身

に向けられた返信や 話がより多くのユーザに知られる

ことになる．これにより，ユーザは な行動を取り

らくなったと考えられる．また，知らない他人から返信

を受け取ったために，ユーザがより 重になった可能性

もある．

一方で，δLike ∗ δRepは∆conに対して の相関関係

を示した (β∆con
δLike∗δRep = −0.033∗∗(I), −0.031∗∗(II))．引

用とは なり，基本的に登録や返信によってユーザの投

稿が自身の ワ以外に 有されることはない1．つま

り，これは ワとの なインタラクションの影響が反

されていると考えられる．特に，TwitterユーザのLike
は や理解を意味する [7]ため，それに伴う返信を受け
取る の 加によって，ユーザにとって な

ーションを形成するきっかけとなり，より に

なれる (誠実性の )という結果は 的に理解できる．

このような で な ーションに関係す

る交 作用は，神経症傾向の や調和性の にもつ

ながっていると考えられる (β∆neu
δLike∗δRep = −0.023∗∗(I),

−0.024∗∗(II); β∆agr
δLike∗δRep = −0.013∗(II))．

5 つの目的変数に対してそれ れ重回帰分析を実

したが，いずれのモデルも非 に い 定係数を示し

た (I: ∆neu: 0.005，∆ext: 0.003，∆ope: 0.001，∆con:
0.005，∆agr: 0.004)．また，変数 によってモデルを

したが， 定係数の 分な向上は確認されなかった

(II: ∆neu: 0.005，∆ext: 0.005，∆ope: 0.002，∆con:
0.005，∆agr: 0.006)．我々の分析によって，説明変数
と目的変数の間にいくつか有意な相関関係が発 された

が，目的変数を予測するモデルとしての性能は いと言

1近年では，Like や返信を行ったユーザの一部の ワに対象
ツイートが 示される 能が実 されている

える．本稿の分析では，登録，引用，返信の 度にのみ

注目している．予測モデルとしての性能を向上さ るた

めには，インタラクションを通じて関わった相手との関

係性や ーションの性質を詳細に分析し，説明

変数として する 要がある．これらについては今後

の 課題とする．

5 の と の
本研究の制約と限 について言及する．まず，対象

ユーザの収集方法である．本研究では，投稿数や利用日

数， 用言語によって対象ユーザを している．この

対象ユーザ がTwitterの 的サン ルになっている

か かについては今後 が 要である．ただし，我々

は対象者を Twitter Sampling APIで収集したユーザか
ら抽出しており， 性には最大限 している．また，

これにより大規模な分析が可能となった点も 調する．

本研究は，Twitterユーザを最も多く える英語 の

ユーザに対象者を限定しているが，日本や ラ ル，イ

ン にも Twitterユーザは多い．加えて，文化によって
Twitterの利用形態は多様である [10, 23]ため，本研究
の結果がいずれの文化 でも 様の結果が得られるかは

今後調査と分析が 要である．

我々の結果から，人格特性の変化とインタラクション

の関係をより詳細に するためには，ユーザがインタ

ラクションを通じて “ と” “どんな”やり取りを行なっ
ているかを調査する 要性が示唆された．特に，返信

能を通じた 話の相手と性質について く分析しなけれ

ばならない．これらの調査と分析は，人格特性の変化の

予測モデルの性能の向上に 与すると期 される．

6
本研究は，Twitter上における人格特性の変化に対す

る受け取ったインタラクションの影響について分析し，
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その関係の解明を試みるものである．我々は， 存の

APIを利用してTwitter上の投稿から対象ユーザの人格
特性を推定し，その変化を確認した．次に，対象ユーザ

がこれまでに受け取った登録や引用，返信と，推定され

た人格特性の変 の関係を重回帰分析によって明らかに

した．我々の結果は，OSNにおける経験や交流が人格
特性の変化に 与することを示唆するものであり，学術

的に重要な意 を んでいる．今後は， された課題の

を めると に，サン ルの 性やユーザの文化

的背景に関する考察を めていく．
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