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２ちゃんねるが盛り上がるメカニズムの解明
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はじめに
1

２ちゃんねるに書き込まれる情報は時として「便所の落
書き」と揶揄されるように，一見すると意味のない言葉に
しか見えないものが多い．これは非常に奇妙な現象である．
というのも，便所の落書きを見るためにこれほど多くの人
が２ちゃんねるを訪れているとはとても考えられないから
である．ではなぜ，２ちゃんねるはあれほど盛り上がって
いるのであろうか．実は傍から見れば意味がないように思
える言葉でも２ちゃんねるのユーザにとっては意味があり，
これが２ちゃんねるが盛り上がる要因となっているのかも
しれない．このような動機から本章では，２ちゃんねるに
おけるコミュニケーションの特徴に着目して，２ちゃんね
るが盛り上がるメカニズムを解き明かしていく．ここでは
特に，コミュニケーションの特徴として，メッセージのサ
イズや投稿数，返信率，投稿される早さなどの基本的な属
性に加え，２ちゃんねるに特徴的な無名的な匿名性と，２
ちゃんねるに特有の定型的な表現技法に注目する．

2

図 1: ２ちゃんねるのカテゴリ別８指標

２ちゃんねるの計量

本稿では，２ちゃんねるを特徴づける 8 指標 C (Contents)，A (Activity)，I (Interaction)，S (Speed)，V (Vocabulary)，AA (ASCII Art)，N (Nameless)，ABON 2
を提案する．C はスレッドがどれくらい内容のある議論を
繰り広げているかを測る指標であり，1 メッセージあたり
のサイズ（バイト数）とする．A はスレッドがどれくらい
活気があるかを測る指標であり，1 スレッドあたりのメッ
セージの数とする．I は参加者同士がインタラクションして
いる程度を測る指標であり，1 メッセージあたりの平均返信
数とする．S はスレッドの盛り上がる早さを測る指標であ
り，1 日あたりに投稿されるメッセージの数とする．V は
スレッドの２ちゃんねるらしさを測る指標であり，スレッ
ドのサイズに占める２ちゃんねる語のサイズの割合とする．
AA はスレッドにアスキーアートがどれくらい使われてい
るかを測る指標であり，スレッドのサイズに占めるアスキー
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アートのサイズの割合とする．N はメッセージが名無しで
投稿されている程度を測る指標であり，1 メッセージあた
りの名無しで投稿されるメッセージの数とする．ABON は
議論が荒れている程度を測る指標であり，1 スレッドあた
りの２ちゃんねるの管理人によって削除されたメッセージ
の数とする．２ちゃんねるの 30 の板のトップページに現れ
る 5,748 スレッド（約 453MB）に対して，これらの 8 指標
をカテゴリ単位で集計し，各指標ごとの平均を 0，分散を 1
に正規化した結果を図 1 に示す．
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２ちゃんねるの分析

図 1 のデータを因子分析（主成分法，バリマックス回転）
し因子負荷行列を算出した結果，8 指標の間には 3 つの潜
在因子（因子１〜因子３）があることがわかった．そこで，
正に負荷した項目だけを生かして，3 因子を議論発散傾向
（A，S），議論深化傾向（C，I），定型的表現傾向（V，AA）
として構築し，3 因子と残りの 2 変数（ABON と N）との
間の因果モデルを考える．因果モデルを共分散構造分析を
用いて構築した分析した結果を図 2 に示す．
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図 2: ２ちゃんねるが盛り上がるモデル．
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考察

構築された図 2 のモデルを見ると，２ちゃんねるが盛り
上がる非常に興味深い側面が見えてくる．まず，大きな流
れとして，V と AA からなる定型的表現傾向が I と C か
らなる議論深化傾向には負の影響，A と S からなる議論発
散傾向には正の影響を及ぼしていることがわかる．これは
つまり，２ちゃんねる語とアスキーアートを使う定型的表
現傾向の強さによって参加者の繰り広げる議論の傾向が変
わることを意味している．また，小さな流れとして，N は
C に負の影響，A に正の影響を与え，ABON は A と S に
負の影響を与えていることがわかる．これは，２ちゃんね
るが盛り上がる絶妙なバランスが N と ABON によって保
たれていることを意味している．
参加者は，集団の一員（内集団）であることを意識する
と，他の集団（外集団）と異なることを際立たせるために極
端な意見に収束する集団極化現象が生じやすいことが知ら
れている [Lea92]．２ちゃんねるには２ちゃんねる語やアス
キーアートによる定型的固有表現があるが，これを使うこ
とによって２ちゃんねるの参加者は２ちゃんねるに参加し
ていることを潜在的にせよ強く意識する．したがって，定
型的表現傾向はより集団極化現象が起こりやすい傾向を表
していると考えられる．２ちゃんねるで特定の人や企業へ
の誹謗中傷がしばしば起こって社会問題となっているのは，
集団極化現象の一例であろう．極端な意見に収束する傾向
が強いと，まじめに議論しても無駄だとわかってくるので，
ネタ（話題づくりやウケを狙った話のタネ）を中心とした
浅いコミュニケーションを楽しもうという傾向が強くなる．
しかし，それも度を過ぎて誹謗中傷にまでエスカレートす
ると誰も相手をしなくなるので，コミュニケーションが成
り立たなくなる．したがって，定型的表現傾向が強いだけ
ではコミュニティが盛り上がるとは考えにくい．図 2 にお
いて ABON が A と S に負の影響を与えているのは，削除
されるメッセージが出ないコミュニケーションが議論発散

傾向を維持するために必要であることを示している．
また，定型的表現傾向が弱いと集団極化現象も弱くなるが，
だからといって建設的な議論が行われるというわけではない．
名無しのように社会的な手がかりがない状態だと，発言は平
等化され，極端な意見に対する抑制力も弱まる [Kiesler84]．
図 2 において名無しを表す N が C には負の影響，A には
正の影響を与えているのは，気軽なコミュニケーションを
行うには名無しの方がよく，しっかりした議論を行うため
には名無しではいけないことを明らかにしている．
これまでも名無しは２ちゃんねるが盛り上がる要因とし
て語られることが多かったが，それを説明する根拠を具体
的なデータを用いて示した例はなかった．まして，名無し
が具体的にコミュニケーションのどの要因に影響を及ぼし
ているのかは全く不明であった．本稿で明らかになった名
無しに関する知見は，オンラインコミュニティのデザイン
に示唆を与えるものになるであろう．
以上のことから，２ちゃんねるのユーザは定型的固有表
現と名無しをうまく使いわけることで，２ちゃんねるとい
うコミュニティを維持し，多様なコミュニケーションを楽
しんでいることが明らかになった．定型的固有表現という
２ちゃんねる独自の文化を共有していない人が２ちゃんね
るのスレッドを見ても，ただの便所の落書きにしか見えな
いかもしれない．しかし，定型的固有表現を共有している
２ちゃんねるのユーザにとっては，２ちゃんねるはその文
化の中で繰り広げられるコミュニケーションとして成立し
ているのである．

5

まとめ

オンラインコミュニティにはそれぞれにローカルルール
や独自の用語（ジャーゴン）などの文化がある．それらの
文化によってオンラインコミュニティの参加者に集団への
帰属意識が生まれているとすれば，今回得られた様々な知
見は２ちゃんねるに限らず，オンラインコミュニティ一般
に適用できるであろう．また，今回は考慮しなかったが，オ
ンラインコミュニティの盛り上がりを特徴づける重要な要
因として，時系列における盛り上がりのダイナミクスを挙
げることができる．そこで今後は，一般的なオンラインコ
ミュニティにおける集団への帰属意識や時系列におけるダ
イナミクスの検討を通して，オンラインコミュニティが盛
り上がるグランドセオリーの構築を試みていきたい．
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