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概要 Yahoo!知恵袋を対象に，末尾に不読符号列がある短い回答をくりかえし投稿するユーザの調査を行った．
調査の結果，短い回答の末尾にある不読符号列を，投稿文字数制限を回避するために用いるユーザと，最初の回
答 (ファーストアンサー)を投稿するために用いるユーザがいることを示す結果が得られた．
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1 はじめに
ブログや電子掲示板では，新しい記事やスレッドに一

番最初に書き込みや投稿をすることを楽しむユーザがい

る．(例文 1)と図 1は，そうしたユーザによる電子掲示
板サイト 2ちゃんねるへの書き込みの例である．

(例文 1) 今だ！！！2get

一方，Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでは，(例文 1)
や図 1のような投稿はあまり見られない．これは，Q&A
サイトの運営者によって質問に関連しない回答の投稿が

禁止されたり，削除されたからと考えられる．例えば，

Yahoo!知恵袋では 25文字未満の投稿を禁じる投稿文字
数制限があり，(例文 1)のような短い回答は投稿できな
い．しかし，こうした規則を回避して，一番最初に回答

を投稿することを楽しむユーザがQ&Aサイトにはいる
とわれわれは考えている．なぜなら，Yahoo!知恵袋には，
(例文 2)のような短い回答をさまざまな質問の最初の回
答としてくりかえし投稿するユーザがいるからである．

(例文 2) わからないとおもう。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(例文 2)では質問に関連する内容が短く述べられていて，
投稿文字数制限 (25文字未満の回答の投稿禁止)を回避
するのに十分な長さの発音しない符号列が末尾にある．

本研究では，こうした発音しない符号列を不読符号列と

よぶ．特に (例文 2)の場合，末尾の不読符号列は「。」だ
けで構成されていて，すばやく記入して投稿することが

できる．すばやく投稿できることは，一番最初に回答を

投稿するためには重要である．そこで本研究では，末尾

に不読符号列がある短い回答をくりかえし投稿するユー

ザを調査して，最初に回答を投稿することを楽しむユー

ザが Q&Aサイトにいるかどうか議論する．
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図 1 電子掲示板 (2ちゃんねる)で新しいスレッドに一番
最初にコメントを投稿するのを楽しむユーザの投稿例

ブログや電子掲示板などに，関係のない内容の書き込

みや投稿を行う行為は，ユーザ間のコミュニケーション

を妨害するおそれがある不適切な行為 (荒らし)とみな
されることがあるが，研究はまだあまり行われていない．

松村らは，2ちゃんねるを対象に調査を行い，(例文 1)
や図 1 のような書き込みでも，議論を発散的に展開す
るのには正の影響があることを明らかにした [1]．しか
し，2ちゃんねるのスレッドに最初にコメントを書き込
むことを楽しむユーザについての検討は行っていない．

また，不読符号列の一種である顔文字 はさかんに研究

されている [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]が，顔文字以外の不
読符号列についての研究はほとんど行われていない．し

かも，いずれの研究も記述的な分析が中心で，統計的な

分析は不十分にしか行われていない．

2 Yahoo!知恵袋の公開データ
本研究では，Q&Aサイトの例としてYahoo!知恵袋1を

取り上げる．Yahoo!知恵袋は，登録されたユーザが質問
と回答をやりとりすることができるQ&Aサイトである．
この Yahoo!知恵袋に 2004年 4月から 2005年 10月ま
でに投稿された質問約 311万件，回答約 1,347万件が国
立情報学研究所から公開されている2．回答が投稿され

なかった質問は削除されているので，この公開データに

収録されている質問には 1件以上の回答が必ずある．ま
た，それぞれの質問に対して投稿された回答の中から，

1http://chiebukuro.yahoo.co.jp
2http://research.nii.ac.jp/tdc/chiebukuro.html
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表 1 Yahoo!知恵袋に投稿されたすべての回答および 3個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末尾にある回答に
ついて，回答者数，回答件数，ベストアンサーおよびファーストアンサーの件数

回答者数 回答件数
ベスト
アンサー数

ファースト
アンサー数

すべての回答 183,242 13,477,785 3,116,009 3,116,009
末尾に不読符号列がある回答 89,133 3,242,694 477,462 927,296

最もよいと判定された回答 1 件がベストアンサーに必
ず選ばれる．また，それぞれの質問に対して最初に投稿

された回答を本研究ではファーストアンサーとよぶ．そ

れぞれの質問についてベストアンサーとファーストアン

サーは必ず 1件ずつあるので，それらの数は質問の数と
等しい．なお，1つのアカウントから 1件の質問に投稿
できる回答は 1件だけである．この公開データには，以
下に示す時間に関する情報も記録されている．

質問投稿日 質問が最初に投稿された時刻，あるいは最

後に更新された時刻
回答投稿日 回答が投稿された時刻
質問最終更新日 回答の受付が締め切られ，ベストアン

サーが決定された時刻

「質問投稿日」「回答投稿日」「質問最終更新日」はいずれ

も日付だけでなく，時刻も秒単位で記録されている．回

答が投稿されてから質問が更新されることがあるので，

「回答投稿日」の時刻が「質問投稿日」の時刻よりも前で

ある回答が 1,706,325件あった．この 1,706,325件の回答
を Yahoo!知恵袋に投稿されたすべての回答 13,477,785
件から取り除いた回答 11,771,460件 を対象に調査した
ところ，質問が投稿されてから回答が投稿されるまでの

時間の平均値は 9,706秒，中央値は 600秒であった．

3 末尾に不読符号列がある回答の調査
テキストには，読み上げる時には発音されない記号や

符号がある．また，読み上げる時には本来発音される文

字であっても，用いられている位置や状況によって，発

音されないことがある．このような文字や記号や符号を

われわれは不読符号とよぶことにする．例えば Yahoo!
知恵袋では，その末尾に 3個以上の不読符号が連続して
用いられている回答がおよそ 4件に 1件の割合で投稿さ
れている．これほどさかんに用いられている表現である

のに，この不読符号列についての研究はほとんど行われ

ていない．そこで本研究では，Yahoo!知恵袋に投稿され
た回答を対象に，その末尾で連続して用いられる場合に

発音されないことが多い

• 英数字以外のアスキー文字 (!#$%&:;?@{}など)
• 記号 (、 。 ， ． ・ ： ； など)
• ギリシャ文字
• キリル文字
• 罫線
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図 2 3 個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末
尾にある回答について，回答末尾の不読符号列の長さ
とその不読符号列を除いた回答の長さの関連性を示す
ヒートマップ

が 3個以上連続して回答末尾で用いられている不読符号
列について調査を行う．メールやチャットなどでのコミュ

ニケーションでは，文末の不読符号列は一般にコミュニ

ケーションを円滑に行うために用いられる．例えば (例
文 3)の末尾の不読符号列は，回答者の意見がおだやか
に伝わるようにするため用いられている．

(例文 3) サウンドレコーダーでもある程度は出来るけ

ど、やっぱり SoundEngineがお勧めかな。。。

一方，Yahoo!知恵袋では他のユーザとのコミュニケー
ションの円滑化以外の目的，具体的には，投稿文字数制

限を回避するために不読符号列が用いられることがあ

る．投稿文字数制限とは 2004年 5月 27日から Yahoo!
知恵袋に導入された規則である．この規則によって，全

角 25文字未満の回答の投稿が禁止された3．さらに，全

角スペースのみの投稿，一定数以上の連続改行，絵文字

(アスキーアートなど)での投稿も禁止された．この規則
の適用を回避するため，(例文 4)では回答の末尾に 13
個の「！」が用いられている．

(例文 4) アルミホイルに包んで火の中にポン！！！！！！！！！！！！！

表 1は，Yahoo!知恵袋に投稿されたすべての回答と
3個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末尾に
ある回答について，回答者数，回答件数，そしてそのう

ちファーストアンサーであるものとベストアンサーであ

るものの件数を示す．図 2は，3個以上連続する不読符

3http://chiebukuro.yahoo.co.jp/docs/whats2004.html
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表 2 3個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末尾にあり，それ以外の長さが 25文字未満および 25文字以上の回
答について，回答者数，回答件数，ベストアンサーおよびファーストアンサーの件数

末尾の不読符号列
以外の回答の長さ 回答者数 回答件数

ベスト
アンサー数

ファースト
アンサー数

25文字未満 52,998 1,745,797 191,791 616,702
25文字以上 77,299 1,496,897 285,671 310,594
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図 3 3 個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末
尾にあり，それ以外の長さが 25文字未満の回答につい
て，回答およびその末尾の不読符号列の長さの累積相
対度数分布

号からなる不読符号列が末尾にある回答について，回答

末尾の不読符号列の長さとその不読符号列を除いた回答

の長さの関連性を示すヒートマップである．図 2で濃い
色で示されているのは，回答末尾の不読符号列とそれ以

外の回答の長さの組み合わせで出現頻度の高いものであ

る．なお本研究では，全角文字 1個は 1文字，半角文字
1個は 0.5文字として回答および不読符号列の長さを測
定した．

回答末尾の不読符号列の長さの中央値は 10 文字で，
(例文 3)の末尾にある不読符号列の長さと比べると 2倍
以上長い．図 2のヒートマップを見ると，10文字より
も長い不読符号列は末尾の不読符号列以外の長さが 25
文字未満の回答に集中している．そこで末尾の不読符号

列以外の長さが 25文字未満の回答に注目すると，末尾
の不読符号列とそれ以外の回答の長さの和，すなわち，

回答の長さが 25～30文字である場合の頻度が高い．こ
れは，投稿文字数制限を回避するために回答の末尾に不

読符号列がさかんに用いられていることが考えられる．

一方，末尾の不読符号列以外の長さが 25文字以上の回
答では，末尾の不読符号列の長さが 3～4文字の場合が
多く，不読符号列以外の回答の長さはさまざまである．

このように図 2のヒートマップから，末尾の不読符号列
以外の長さが 25文字未満の回答と 25文字以上の回答
とで，不読符号列の用いられ方が異なることが考えられ

る．そこで，末尾に不読符号列がある回答を
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図 4 3 個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末
尾にあり，それ以外の長さが 25文字以上の回答につい
て，回答およびその末尾の不読符号列の長さの累積相
対度数分布
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図 5 3 個以上連続する不読符号からなる不読符号列が末
尾にあり，それ以外の長さが 25文字未満および 25文
字以上の回答について，質問が投稿されてから回答が
投稿されるまでの時間の累積相対度数分布

• 末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答

• 末尾の不読符号列以外の長さが 25文字以上の回答

に分けて以下の調査を行った．

• 回答者数，回答件数とそのうちファーストアンサー
およびベストアンサーであるものの件数 (表 2)

• 末尾の不読符号列と回答の長さ (図 3と図 4)

• 質問が投稿されてから回答が投稿されるまでの時
間 (図 5)
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末尾の不読符号列と回答の長さの調査 (図 3と図 4)は，
末尾に不読符号列がある回答 3,242,694件すべてを対象
にしている．一方，質問が投稿されてから回答が投稿さ

れるまでの時間の調査 (図 5)は，「質問投稿日」以後に
投稿された回答 2,790,352件のみを対象にしている．
末尾の不読符号列以外の長さが 25文字以上の回答で

は，不読符号列は投稿文字数制限の回避のために用いら

れることはない．したがって，回答の末尾で不読符号列

はコミュニケーションを円滑に行うために用いられてい

ると考えられる．そして図 4から，末尾の不読符号列以
外の長さが 25文字以上の回答の長さの分布がYahoo!知
恵袋に投稿されたすべての回答の長さの分布に近いこと

がわかる．また図 5から，質問が投稿されてから回答が
投稿されるまでの時間の分布も，Yahoo!知恵袋に投稿
されたすべての回答の場合の分布に近いことがわかる．

これらのことから，末尾の不読符号列以外の長さが 25
文字以上の回答の場合，末尾の不読符号列がその回答の

長さや投稿するタイミングに及ぼす影響は少ないと考

えられる．また，末尾の不読符号列以外の長さが 25文
字以上の回答のファーストアンサー率は 20.75%であり，
Yahoo!知恵袋に投稿されたすべての回答を対象にした
場合のファーストアンサー率 23.12% より低い． した
がって，末尾の不読符号列以外の長さが 25文字以上の
回答を投稿する場合，ファーストアンサーを投稿するこ

とにこだわるユーザは少ないと考えられる．

一方，末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の
回答では，不読符号列は投稿文字数制限の回避のために

用いられている．ただし，投稿文字数制限の回避のため

だけでなく，コミュニケーションを円滑に行うためにも

用いられることがある．末尾の不読符号列以外の長さが

25文字未満の回答の場合，図 5から，質問が投稿されて
から回答が投稿されるまでの時間が短いことがわかる．

この原因の 1つに，一番最初に回答を投稿すること，す
なわち，ファーストアンサーを投稿することを楽しむこ

とが目的のユーザがいることが考えられる．ファースト

アンサーを投稿するためには，できるだけ早く回答を投

稿しなければならない．このため，短い回答に，投稿文

字数制限を回避できる長さの不読符号列をつけ，すばや

く投稿することが考えられる．(例文 2)や (例文 4)のよ
うに，同じ不読符号を連続して用いれば，長い不読符号

列の入力も簡単である．そこで 4章では，末尾の不読符
号列以外の長さが 25文字未満の回答を対象に，ファー
ストアンサーを投稿することを楽しむことが目的と考え

られるユーザが不読符号列を回答の末尾に用いるかどう

かについて検討する．

4 末尾に不読符号列がある回答をくりかえし

投稿するユーザの回答の分析
ファーストアンサーを投稿することを楽しむことが目

的のユーザがいるのなら，そのユーザはファーストアン

サーをくりかえし投稿していると考えられる．したがっ

て，ファーストアンサーを投稿するために回答の末尾で

不読符号列を用いるユーザがいるなら，そのユーザは

末尾に不読符号列があるファーストアンサーをくりかえ

し投稿していると考えられる．そこで，末尾に不読符号

列があるファーストアンサーをくりかえし投稿している

ユーザを検出するため，以下の 2つの仮説を用いる．
仮説 1 ユーザ i が末尾の不読符号列以外の長さが

25文字未満の回答を異常に多く投稿していないならば，
ユーザ iは末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満
の回答をN1(i)件投稿していると期待できる．

N1(i) = P1 × ans(i)

ここで ans(i)とはユーザ iが投稿した回答の件数で，P1

とは投稿されたすべての回答の中から無作為に 1つ選ん
だ回答が末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の
回答である確率である．したがって P1 は

P1 =
N不読符号列以外 25 文字未満

Nans

となる．ここで N不読符号列以外 25 文字未満 とは末尾の不読符号

列以外の長さが 25 文字未満の回答の数で，Nans とは

投稿されたすべての回答の数である．本研究では，表 1
と表 2に示すように，N不読符号列以外 25 文字未満は 1,745,797件，
Nans は 13,477,785件であるので，P1 は 0.129531とな
る．もしこの仮説が片側二項検定で棄却されれば，ユー

ザ iは末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回
答を異常に多く投稿していると判定する．

仮説 2 ユーザ iがファーストアンサーを異常に多く

投稿していないならば，ユーザ iはファーストアンサー

をN2(i)件投稿していると期待できる．

N2(i) = P2 × ans(i)

ここで ans(i)とはユーザ iが投稿した回答の件数で，P2

とは投稿されたすべての回答の中から無作為に 1 つ選
んだ回答がファーストアンサーである確率である．した

がって P2 は

P2 =
Nファーストアンサー

Nans

となる．ここで Nファーストアンサー とはファーストアンサー

である回答の数で，Nans とは投稿されたすべての回答

の数である．本研究では，表 1 と表 2 に示すように，
Nファーストアンサー は 3,116,009 件，Nans は 13,477,785 件で
あるので，P2は 0.231196となる．もしこの仮説が片側
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回答者数 回答件数
ベスト

アンサー数
ファースト
アンサー数

グループ 1 2,302 691,357 75,883 334,247
グループ 2 4,442 535,879 52,540 115,654

表 3 グループ 1とグループ 2のユーザたちが投稿した末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答について，回答
者数，回答件数，ベストアンサーとファーストアンサーの件数
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図 6 グループ 1のユーザたちが投稿した末尾の不読符号
列以外の長さが 25文字未満の回答について，回答とそ
の末尾の不読符号列の長さの累積相対度数分布

二項検定で棄却されれば，ユーザ i はファーストアン

サーを異常に多く投稿していると判定する．

Yahoo! 知恵袋に回答を投稿したすべてのユーザ (183,242
ユーザ)を対象に，まず，仮説 1を用いて末尾の不読符
号列以外の長さが 25文字未満の回答をくりかえし投稿
したユーザを検出する．次に，仮説 1で検出されたユー
ザを仮説 2を用いて以下の 2つのグループに分類する．

グループ 1 仮説 1も仮説 2も棄却されたユーザのグルー
プ．すなわち，末尾の不読符号列以外の長さが 25
文字未満の回答およびファーストアンサーをくり

かえし投稿したと判定されたユーザのグループ．

ファーストアンサーを投稿するために回答の末尾

で不読符号列を用いるユーザがいるなら，そのユー

ザはこのグループに分類される．

グループ 2 仮説 1は棄却されたが，仮説 2は棄却され
なかったユーザのグループ．すなわち，ファース

トアンサーの投稿はふつうかそれ以下だが，末尾

の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答はく
りかえし投稿したと判定されたユーザのグループ．

実験で用いた有意水準は，仮説 1も仮説 2も 0.005 で
ある．グループ 1とグループ 2のユーザたちを検出した
後，それらのユーザたちが投稿した末尾の不読符号列以

外の長さが 25文字未満の回答について，以下の調査を
行った．
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図 7 グループ 2のユーザたちが投稿した末尾の不読符号
列以外の長さが 25文字未満の回答について，回答とそ
の末尾の不読符号列の長さの累積相対度数分布
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図 8 グループ 1とグループ 2のユーザたちが投稿した末
尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答につい
て，質問が投稿されてから回答が投稿されるまでの時
間の累積相対度数分布

• 回答者数，回答件数とそのうちファーストアンサー
およびベストアンサーであるものの件数 (表 3)

• 回答および末尾の不読符号列の長さ (図 6と図 7)

• 質問が投稿されてから回答が投稿されるまでの時
間 (図 8)

回答の長さと末尾の不読符号列の長さの調査 (図 6と図
7)は，グループ 1およびグループ 2のユーザたちが投稿
した末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答
1,227,236件すべてを対象にしている．一方，質問が投
稿されてから回答が投稿されるまでの時間の調査 (図 8)
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は，グループ 1およびグループ 2のユーザたちが投稿し
た末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答の
うち，「質問投稿日」以後に投稿された回答 1,049,242件
のみを対象にしている．同様に，ファーストアンサーお

よびすべての回答もそれぞれ「質問投稿日」以後に投稿

されたもののみを対象にしている．なお，(例文 2)の回
答投稿者と (例文 4)の回答投稿者はいずれもグループ 1
に分類された．

最初に，回答の長さと末尾の不読符号列の長さについ

て検討する．図 6と図 7に示すように，グループ 1とグ
ループ 2のユーザたちが投稿した末尾の不読符号列以外
の長さが 25文字未満の回答を比べると，その回答の長
さと末尾の不読符号列の長さの分布はそれぞれ非常に近

い．したがって，回答の長さおよび末尾の不読符号列の

長さから，その回答がグループ 1のユーザによって投稿
されたのか，それともグループ 2のユーザによって投稿
されたのか，区別することはむずかしい．

次に，質問が投稿されてから回答が投稿されるまでの

時間について検討する．図 8に示すように，グループ 1
とグループ 2 のユーザたちが投稿した末尾の不読符号
列以外の長さが 25文字未満の回答を比べると，質問が
投稿されてから回答が投稿されるまでの時間の分布はグ

ループ 1とグループ 2では大きく異なる．グループ 1の
ユーザたちが投稿した末尾の不読符号列以外の長さが 25
文字未満の回答のファーストアンサー率は 48.35%であ
るのに，図 8に示すように，質問が投稿されてから回答
が投稿されるまでの時間は，ファーストアンサーの場合

よりも短い時間に分布している．このことから，グルー

プ 1 のユーザたちは，末尾の不読符号列以外の長さが
25文字未満の回答をすばやく投稿することに強いこだ
わりがあると考えられる．一方，グループ 2のユーザた
ちの回答の投稿時間の分布は，Yahoo!知恵袋に投稿され
たすべての回答の投稿時間の分布に近い．したがって，

グループ 2のユーザたちが投稿した末尾の不読符号列以
外の長さが 25文字未満の回答の場合，末尾の不読符号
列がその回答を投稿するタイミングに及ぼす影響は少な

いと考えられる．この点は，末尾の不読符号列以外の長

さが 25文字以上の回答の場合と同じである．
最後に，ファーストアンサー率について検討する．表

3に示すように，グループ 1のユーザたちが投稿した末
尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の回答のファー
ストアンサー率は 48.35% である．このファーストアン
サー率は，末尾の不読符号列がなく，回答の長さが 47
文字以下のすべての回答 2,590,836件のファーストアン
サー率 27.14% よりもはるかに高い．回答の長さが 47
文字以下の回答とファーストアンサー率について比較し

たのは，図 6に示すように，グループ 1のユーザたちが

投稿した末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未満の
回答の 90%は回答の長さが 47文字以下だからである．
これらのことから，末尾の不読符号列以外の長さが 25
文字未満の回答を投稿する場合，グループ 1のユーザた
ちはファーストアンサーを投稿することについてのこだ

わりが強いと考えられる．一方，グループ 2のユーザた
ちが投稿した末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未
満の回答のファーストアンサー率は 21.58%である．こ
れは，Yahoo!知恵袋に投稿されたすべての回答を対象に
した場合のファーストアンサー率 23.12% よりも低い．
したがって，末尾の不読符号列以外の長さが 25文字未
満の回答を投稿する場合，グループ 2 のユーザたちは
ファーストアンサーを投稿することについてのこだわり

が弱いと考えられる．

5 おわりに
Yahoo!知恵袋には，ファーストアンサーを投稿する
ことに強いこだわりがあり，その目的のために短い回

答の末尾に長い不読符号列を用いるユーザがいること

がわかった．このユーザたちは，ファーストアンサーを

投稿することを楽しむことが目的と考えられる．一方，

ファーストアンサーを投稿することにはこだわりがなく，

投稿文字数制限を回避するために短い回答の末尾に長い

不読符号列を用いるユーザがいることもわかった．これ

らのユーザを検出し区別するには，2つの仮説を用いた
提案手法が有効である．
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