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卒業研究要旨 
 

 

 近年、電子掲示板、SNS（Social Network Service）、Blog（Weblog）などの CGM

（Consumer Generated Media）の発達により、インターネットは情報収集だけでは

なく、情報発信の場として使われることが多くなってきた。CGM による情報は、イ

ンターネット利用者が経験に基づいた情報提供がされることが多く、従来よりもさ

らに更新頻度の高い情報が提供されるようになった。 

最新の経験情報が手に入ることはとても素晴らしいことである。しかし、SNS サ

イトなどの整備が進み、情報発信者が増加しているのに対し、巨大な量の情報が整

理されぬままに蓄積されている。SNS や Blog にはタグやカテゴリ機能がついている

のだが、電子掲示板には「掲示板」と「スレッド」という大きなくくり方でしか分

類がなされていない。このような状態で電子掲示板から情報の調査や収集しても、

明確な検索ワードが思いつかない人は過去の有益な情報を得るまでに、多大な時間

を消費してしまう。あるいは、有益な情報そのものに気づくことができない場合さ

えある。 

 そこで本論文では、情報収集をしたい電子掲示板ユーザに情報収集の効率化手法

を提案する。電子掲示板は多く存在するが、本研究ではわが国において利用者数が

最大である「２ちゃんねる」を対象とする。また、２ちゃんねるの中にも様々な板

が存在するが、利用者の目的が同一かつ比較的意見の傾向にまとまりがある就職板

に特化する。 

情報収集の効率化方法として、情報推薦や情報フィルタリングなどがある。それ

らの方法を実行するには、掲示板ユーザの興味や目的を把握することが必要である。

このことをユーザプロファイリングと言う。本研究では、掲示板に存在するスレッ

ドの中から、有益となる情報をブックマークしてもらうことで、ユーザプロファイ

リングを行なう。ユーザプロファイリングに基づいて、類似しているスレッドを推

薦し、電子掲示板からの情報調査を効率化する。 

そこで、東京大学において開発された２ちゃんねるの分析システム「Ana2ch」に

新たに機能を追加し、ブックマークした情報群と既存のスレッドとの類似度計算と

スレッド推薦を可能とした。そして、就職活動のいくつかのフェーズにおいて参照

される２ちゃんねるのスレッド群に対して、スレッド推薦を適用し、有益な情報が

絞り込まれているかを評価して、スレッド推薦の実用化を検討した。 
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第１章 0B序論 
 

 

 

10B1.1 研究の背景と目的 

 

21B1.1.1 研究背景 

近年、電子掲示板、SNS（Social Network Service）、Blog（Weblog）などの CGM（Consumer 

Generated Media）を利用して、サイト構築に関して知識のないインターネット利用者も

情報発信を行ないやすい環境が整えられている。インターネット利用者は気軽に情報を

発信することができるために、インターネット上に存在する情報量は確実に増加してい

る。実際、検索エンジンで情報を検索すると先ほど挙げた CGM によるサイトが検索結果

のトップに出てくることも珍しくない。リンク先を閲覧してみると、CGM によって発信

された情報は、インターネット利用者が経験したこと・感じたことがありのままに発信

されており、有力となる情報が潜んでいることが多い。 

CGMによる情報発信が盛んな中、インターネットの利用目的の第一位に「情報収集」が

挙げられているD

1
D。 インターネット利用者が発進した情報を、異なるインターネット利

用者が調査に利用していく、このような仕組みがWeb上では成立しているのである。特に

就職活動時期においては、就職サイトや企業Webページからは得られない経験情報がCGM

に公開されていることがあり、有益な情報を得ることができる。 

インターネット上に存在する情報が増加している状態で、とりわけ電子掲示板情報の

収集・調査・検索をするには非常に困難を要する。SNS や Blog においては、タグ機能や

カテゴリ機能で 1つ 1つの記事が整理整頓されているのだが、電子掲示板においては、

「掲示板」、「スレッド」という大まかなカテゴリでしか情報整理ができていない。また、

電子掲示板は不特定多数の人間が一つのカテゴリで情報を発信していくので、更新頻度

が Blog・SNS よりも高く、蓄積されるテキスト情報量は膨大である。 

国内最大級の電子掲示板「２ちゃんねるD

2
D」 においても、情報調査の際には困難が生

じる。２ちゃんねるには 2010 年 1 月 16 日現在、814 個もの掲示板が存在しD

3
D、その下に

はそれぞれ約 700 個ものスレッドが存在する。スレッドまでたどり着いて、ようやくそ

こに含まれるレスを閲覧できるのだが、スレッド選択もレスの閲覧も非常に時間がかか

る。さらに、２ちゃんねるでは匿名によるやりとりや、実況性のある掲示板などによっ

て更新頻度が他の電子掲示板に比べて高い。秒単位で情報が埋もれていく場面が見られ、
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有益な情報が存在していたとしても気づかない、あるいは有益な情報を求めるためにも

多くの時間を必要としてしまうのである。そこで、閲覧するスレッド選択とレス閲覧の

効率化が必要となる。 

電子掲示板の情報調査を効率化するためにスレッドタイトルによる検索ツールが存在

する。しかし、電子掲示板の閲覧者が情報を調査する際に、何を調査するのか焦点を絞

りきれない状態のときには、検索するキーワードがわからないため、要求していた情報

が得られないことがある。電子掲示板から情報を収集するときは、検索ツールよりも、

掲示板の情報調査者が本当に何を調査したいのか把握できるような仕組みが必要である

が、現状ではそれがないために掲示板の情報を片端から読み漁ることになり、結局何も

得られずに無駄な時間を過ごしてしまうことが少なくない。 

 

22B1.1.2 研究目的 

 本研究は、２ちゃんねる上の情報調査や情報収集を効率化することを目的とする。具

体的には調査者が既存スレッドから作成したレスのブックマークとスレッド内に出現す

る単語の類似度から、閲覧すべきスレッドを推薦し、就職板のスレッドの選択およびス

レッド内のレスの閲覧に要する時間の短縮を目指す。 

まず、現在、２ちゃんねるの情報を調査・収集する際にはどれくらいの負荷がかかる

のかを調査し問題点を挙げる。続いて実際に利用する Ana2ch のモジュールの調査し、先

に調査した問題点と照合しながら、２ちゃんねるの情報調査・収集の効率化方法を考案

する。 

 

11B1.2 論文構成 

 本論文は全 5章からなる。 

第 1章では、序論として本研究を行なうにあたっての背景および目的を述べた。 

第 2章では、就職活動生の情報収集の仕方の調査や、２ちゃんねるから就職活動の情報

をどのように取得するか、現状と課題を述べる。 

第 3章では、２ちゃんねるの情報分析技術や情報推薦技術および先行研究の調査を述べ

る。 

第 4章では、提案した手法についての説明、提案した手法について述べ、手法の実現方

法を述べる。 

第 5章では、前章の手法を行い、検証実験および、評価実験の方法と結果、考察を述べ

る。 

第 6章では、実験結果や考察から、手法の実現性や必要性を検討し、今後の課題を述べ

る。 
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第２章 1B就職活動生の情報収集

の現状と２ちゃんねる 
 

 

 

12B2.1 就職活動における情報収集方法 

就職活動生が情報を収集する際に、就職イベントや学内セミナー、友達との情報交換

など、人と会って情報を収集するよりも、インターネットを利用して情報を収集してい

る学生は多い。株式会社ジョブウェブが 2007 年末に行なった、当時就職活動をしていた

2009 年度卒業予定の学生を対象とした就職活動の動向調査D

4
Dにおいて、業界や企業につ

いて情報を集める際に、9 割の学生がインターネットを利用していることがわかった。

調査結果を図 2－1に示す。 

 

 

図 ２-1：就職活動生が情報を収集するための手段についての調査＜文献 4＞ 
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インターネットで情報を収集する際に、学生は主に次のような手段で情報を収集

している。 

 

①就職ポータルサイト ②企業の採用ページ ③電子掲示板 

 

本節では各手段の特徴および事例を述べる。 

 

23B2.1.1 就職ポータルサイト 

ここで言う就職ポータルサイトとは、各企業の公式Webページではなく、「マイナビD

5
D」

や「リクナビD

6
D」のように、業界や業種にこだわらずに様々な企業の情報を収集すること

ができるWebページのことである。就職サイトでは、企業理念など就職活動を進める上で

基本となるような企業の情報、大まかな採用スケジュール等、表 2－1にまとめたような

就職活動を始める上で基礎的な情報が公開されている。大切な情報ではあるが、これら

の情報を更新するのは各企業の人事担当者であり、募集職種、福利厚生、勤務時間など

企業にとってフォーマルな情報が多い。また、更新頻度は企業にもよるがあまり高くな

い。 

 

表 ２-1：リクナビに掲載されている情報＜文献 6 をもとに作成＞ 

企業コンセプト情報 企業情報 採用に関する情報 

企業理念、社風・風

土採用方針 

事業内容、創立、資本金、

従業員数、売上高、経常利

益、代表者、事業所、グル

ープ会社、特徴 

採用ステップ・スケジュール、求

める人物像・選考基準、採用デー

タ（職種・仕事内容・給与・福利

厚生） 

 

 

24B2.1.2 企業の採用ページ 

最近では、各企業も採用専用のWebページを持つようになってきた。その一例として、

図2－2に株式会社セブンイレブンジャパンの採用ページD

7
Dと表2－2に採用ページに掲載

されている情報を示す。企業の採用ページではその企業を目指す学生にアカウントを取

得させ、採用ページ内にマイページを作らせる。採用ページを各企業が持つことによっ

て、企業は学生の個人情報が扱いやすくなるという利点がある。しかし、就職サイト同

様に情報を更新するのは企業側の人間であり、企業にとってフォーマルな情報が多い。

そのため、企業への就職のための情報収集を行なう学生にとっては必ずしも十分な情報

が得られるわけではない。また、更新頻度が低く、欲しい情報が欲しい時に得られない
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こともある。 

 

 

図 ２-2：株式会社セブンイレブンジャパンの採用マイページ 

 

表 ２-2：株式会社セブンイレブンジャパンのマイページに掲載されている情報＜文献 7

をもとに作成＞ 

企業コンセプト情報 企業情報 採用に関する情報 

採用担当者メッセージ、 

フォトアルバム、人事ブロ

グ 

マイページ内に

はなし 

採用ステップ、企業の企画するイベ

ント情報、企業からのメッセージ BOX

 

 

25B2.1.3 電子掲示板 

ここで言う電子掲示板とは「２ちゃんねる」や「みんなの就職活動日記D

8
D」のような掲

示板のことである。図 2－3に「みんなの就職活動日記」のある企業のページを示す。電

子掲示板には不特定多数の人間が書き込むことができるため、企業にとってフォーマル

な情報以外にも、個々の社員が入社後に抱いている企業への思いや、選考方法の詳細情

報など、インフォーマルな情報が公開されている場合もある。また、就職活動をしてい

る人が書き込むことがあるので更新頻度が高く、企業には質問しにくい細かい質問など

のやりとりもなされている。しかし、不特定多数の人間が更新できるために、蓄積され

る情報が膨大になり、欲しい情報を得るのに時間を要することがある。 
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図 ２-3：「みんなの就職活動日記」の掲示板 

 

 

表 ２-3：電子掲示板で掲載される情報＜文献 8 をもとに作成＞ 

企業コンセプト情報 企業情報 採用に関する情報 

掲示板上にはなし 掲示板上にはなし 選考上での小さな質問、 

エントリーシートの書き方、 

面接のポイント、選考結果 

（リアルタイムに流れる） 

 

 

以上のように、就職活動生がインターネットで情報を収集する際、多くの手段と情報

が存在することがわかる。就職活動時以外で調べ物をする際にも、同様である。 

インターネットにより調査・収集したい情報が手に入りやすくなっていることは大変

喜ばしいことなのだが、やみくもに情報を集めるだけでは時間の無駄である。特に、電

子掲示板は情報が整理されていないので、有益となる情報が存在していたとしても逃し

てしまうことも多々ある。 

本研究では、日本最大の電子掲示板と言われる「２ちゃんねる」の就職板での情報調

査・情報収集の効率化について検討する。 
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13B2.2 ２ちゃんねると就職情報 

２ちゃんねるとはどのようなサイトであるのか、また、就職板ではどのような情報が

流れているのかについてここでは述べる。 

 

26B2.2.1 ２ちゃんねる 

“「ハッキング」から「今晩のおかず」までを手広くカバーする巨大掲示板群”＜

文献 2 より引用＞と書かれているように、２ちゃんねるは、ジャンル別に 814 も

の掲示板から構成されている日本最大の電子掲示板サイトである。掲示板が分野

ごとに用意されており、さらに話題ごとにスレッドがたてられている。図 2－4に

２ちゃんねるの構成図を示す。2010 年 1 月 23 日現在、掲示板は 814 個存在し、掲

示板にもよるが就職板D

9
Dではスレッドが 714 個存在する。スレッドにメッセージを

付け合うことで、２ちゃんねる利用者同士のやりとりが行なわれる。 

 

 

 

図 ２-4：２ちゃんねるの構成図 

 

123  名 無 し さ ん 

2009/12/3 

123 名無しさん 2009/12/3 

ほげほげ 

123  名 無 し さ ん 

2009/12/3 

123  名 無 し さ ん 

2009/12/3 

123  名 無 し さ ん 

2009/12/3

123 名無しさん 2009/12/3 

ほげほげ 

レス 

スレッド 

 
 就職板 経済板iPhone 板  マスコミ掲示板 ・ ・

２ちゃんねる 

～について語るスレ 

○○について語るスレ 

○○株式会社part15 

○△大学の就職 

814個の板 

約 700 個の

スレッド 

1 つのスレッド

に最高 1000 個

のレス 
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ネットレイティングス株式会社が行なっているインターネット利用者動向調査 D

10
DD

11
DD

12
D

と社団法人日本アドバタイザーズ教会Web広告研究会の調査のCGMサイト利用者動向調査

D

13
DD

14
Dによると、２ちゃんねる利用者は 2006 年 12 月には 1000 万人を超えている。それら

の資料をもとに再構成した２ちゃんねる利用者の推移を図 2－5に示す。その後、利用者

は減少傾向が見られるものの、それでも 2010 年 1 月現在の時点で、毎日 100 万～300 万

件もの投稿数がありD

15
D、コミュニケーションが行なわれている。また、投稿せずに２ち

ゃんねるを閲覧するだけのユーザ（ROM：Read Only Member）も多く存在することが特徴

であるD

16
D。 

「yahoo!掲示板D

17
D」や「まちBBSD

18
D」、「葉っぱ天国D

19
D」、「アメばた会議D

20
D」など、２ちゃ

んねるの他にも国内には電子掲示板が存在するが、２ちゃんねるでは掲示板内で行なわ

れるやりとりが最も活発である。その理由としては、不特定多数の書き込みによる匿名

文化や実況と呼ばれるリアルな情報など、他の掲示板よりも更新されやすいWebサービス

であることが考えられる。 

 

２ちゃんねるの利用者数の推移

5,256

7,890

10,959

8,681

7,014

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２ちゃんねるの利用者数

（
単

位
：
千

人
）

2003年11月

2004年11月

2005年9月

2006年10月

2007年9月

 

図 ２-5：2003 年 11 月から 2007 年 9 月までの２ちゃんねる利用者の推移＜文献 10、11、

12、13、14 をもとに作成＞ 

 

２ちゃんねるは、①掲示板、②スレッド、③レス、以上の 3点で構成されている。こ

れらの説明をする。 

 

①掲示板 

２ちゃんねるは掲示板のポータルサイトであり、ジャンルごとに掲示板（図 2－6）

が用意されている。２ちゃんねるには 2010 年 1 月 9日現在、「ニュース速報+板」や「マ
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スコミ板」など、合計 814 もの掲示板が存在する。 

 

図 ２-6：２ちゃんねるの掲示板（一部）＜２ちゃんねるより＞ 

 

②スレッド 

各掲示板の中で話題ごとに存在する。掲示板にもよるが、500～700 前後のスレッド

が存在する。図 2－7にスレッド一覧表示の一部分を示す。スレッドのタイトルだけが

並び、スレッドの選択に困難を要することがわかる。 

 

 

図 ２-7：就職板内のスレッド（一部）＜２ちゃんねる就職板より＞ 
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③レス 

各スレッドの中では、レスを書き込むことで議論が始まっていく。レスをつける際

に、「アンカー」と言う他のレスを引用するマークを用いることにより、２ちゃんねる

のユーザ同士のやりとりが見られることもある。図 2－8にスレッド内につけられたレ

スを示す。 

 

 

図 ２-8：スレッドに付けられたレスのやりとり＜２ちゃんねる就職板より＞ 

 

利用者は通常「名無しさん」というハンドルネームでレスをしていく。不特定多数

の人間がやりとりを行なうことによって、様々な情報が書き込まれていく。 

スレッド 1つにつき、投稿できるレスは 1000 個までと決められており、それを超え

るとレスできなくなる。書き込めなくなったスレッドは約 1日後に板のスレッド一覧

から削除され、過去ログ倉庫に格納される。一度、過去ログ倉庫に格納されたスレッ

ドは通常のインターネットブラウザから閲覧することが不可能である。また、板のス

レッド数が多くなりすぎてサーバの負担が増えている際にも、過去ログ倉庫に格納さ

れてしまうスレッドがあるD

21
D。過去ログ倉庫のイメージを図 2－9に示す。 
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図 ２-9：過去ログ倉庫 

 

27B2.2.2 就職板の利用状況 

就職板では就職活動の時期に合わせてレス数が変化していく。その様子をAna2chD

22
Dで

分析したもの図 2－10 に示す。横軸が時期であり、縦軸は 1時間ごとのレス数を示す。

多くの企業は選考の際に必要な履歴書やエントリーシートの提出締め切りを 2 月～3 月

に設定しており、ちょうどその時期になると、就職板の 1 時間ごとのレス数が増加傾向

になっている。就職活動が盛んになると、1 時間あたりのレス数が増加することがこの

分析からわかる。この分析では 2月 25 日の 23:00 に 1 時間あたり 1,865 という最大レス

数が観測された。 

過去ログ倉庫 

スレッド 

 ・スレッドのレスが1000個に達したとき 

・掲示板のスレッド数が多くなりすぎたとき 

利用者 利用者 利用者

 閲覧、書き込み 

２ちゃんねる 

利用者 
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図 ２-10：就職板 1 時間ごとのレス数 

＜期間：2009 年 1 月 25 日～2009 年 3 月 31 日、Ana2ch22による分析＞ 

 

 

 さらに、こまかく分析していくと、図 2－11 のように就職板の 1時間ごとのレス数は

規則的に変化していることがわかる。一番投稿数が増えるのは、23:00～1:00 あたりで、

5:00～6:00 に書き込み数の最小値を取る。そして、午前中からおだやかに投稿数が増加

していく。このように、1 時間あたりの投稿数に規則性が見られるのは就職板のおもな

利用者が就職活動生であるからだと推測できる。就職活動生は昼間に企業の説明会や面

接などをする必要があり、書き込みが頻繁にできない。しかし、夜は情報収集や履歴書・

エントリーシートなどの書類作成のためにパソコンを使う必要があり、掲示板への書き

込みも増加するのではないかと思われる。 

1 時間ごとのレス数 

時期 
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図 ２-11：就職板の 1時間ごとのレス数詳細分析 

＜期間：2009 年 2 月 23 日 0:00～2009 年 3 月 1 日 0:00、Ana2ch による分析＞  

 

 

 ２ちゃんねるのような匿名情報に対しては情報の信憑性が懸念される面もある。これ

をどのように扱うかについては、永崎D

23
Dが“一見するととても魅力的に見えることでは

あるが、実は大変難しいものである”と言っている。しかし、分析データを見るからに、

就職活動生の利用率は高いことが考えられる。 

 

28B2.2.3 就職活動の時期と就職板で得られる情報 

就職活動時に２ちゃんねるの就職板上で流れる情報について述べる。２ちゃんねるで

は実況性が高く、就職活動の時系列にそって、各スレッドで流れる情報が変化していく。

リクナビの「就職活動スケジュールD

24
D」を参考に、就職板で見られる情報をフェーズご

とに整理する。 

リクナビの「就職活動スケジュール」上、就職活動のスケジュールは準備する期間と、

行動する期間にわけられており、前者では就職活動に関する情報収集や企業業界研究を

行い、後者では企業へのエントリー、説明会、筆記試験、面接への参加を行なう。この

情報をもとに表 2－4にまとめた。 

1 時間ごとのレス数 

時期 
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表 ２-4：就職活動における実世界の行動＜文献 24 をもとに作成＞ 

 準備する時期 行動する時期 

期間中に 

行なうこと 

就職活動に関する情報収集、

企業・業界研究 

企業へのエントリー、 

説明会、筆記試験、 

面接への参加 

 

このスケジュールに基づき、就職板を閲覧していくと、図 2－12 のような情報を収集

すると考えられる。 

 

 

図 ２-12：実世界の時系列によって変化する就職板の情報 

 

 就職活動の時期を、①情報収集・企業研究する時期、②エントリーシート提出・筆記

試験受験時期、③エントリーシート通過時期、④面接時期の 4つのフェーズにわけ、時

期によって就職板ではどのような情報が流れるのか調査したことを述べる。 

情報収集・企業研究する時

期

エントリーシート提出・ 
筆記試験受験時期

エントリーシート通過時期

面接時期 

・優良企業偏差値ランキング 

・ブラック企業偏差値ランキン

グ 

・エントリーシートの書き方 

・エントリーシートに書く内容 

・試験の不具合 

・通過報告 

・面接の対策（去年の傾向） 

・面接報告 

・受験人数の予測

実際の就職活動 就職板で流れる情報 
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①情報収集・企業研究する時期 

 就職活動生は就職活動の第一歩として、業界研究・企業研究を行なう。この時期に

なると、就職板で飛び交う代表的な情報の一つは「企業別の偏差値」である。図 2－

13 に就職板内に存在する「隠れ優良企業偏差値ランキング」を示す。この偏差値ラン

キングはスレッドに参加している人々が加筆修正していく形で変化していく。偏差値

には業界別偏差値、ブラック企業偏差値など様々な種類が存在し、偏差値ランキング

専用のスレッドに書き込まれている。このランキング専用のスレッドから、コピーア

ンドペーストを行い、自分の希望する企業のスレッドに貼り付けるというまめなユー

ザも存在するため、就職活動生が業界・企業研究を行なう時期には多くのスレッドで

企業偏差値についてのレスが見られる。 

 

 

図 ２-13：隠れ優良企業偏差値ランキングについてのレス＜２ちゃんねる就職板より＞ 

 

②エントリーシート提出と筆記試験受験時期 

 エントリーシートの提出時期が迫ってくると、エントリーシートにどのようなこと

を書いたのか、あるいはエントリーシートの質問項目はどのようなものだったのかと

いうレスが非常に多くなる。図 2－14 に、どのようにエントリーシートを書いたのか、 

「【Panasonic】パナソニック 11 台目【松下電器】」というスレッド上で実際に行なわ

れたやりとりを示す。また、来年、受験しようとしている学生がエントリーシートの
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内容について質問しているのに対して、669 の人が丁寧に答えているレスを図 2－15

に示す。ちなみに、この時点では、この会社のエントリーシートの提出期限は過ぎて

いる。 

 

 

図 ２-14：エントリーシート提出間際のやりとり＜２ちゃんねる就職板より＞ 

 

 

図 ２-15：エントリーシートの内容についてのやりとり＜２ちゃんねる就職板より＞ 

 

 また、筆記試験受験時期においては、テスト受講時の不具合についての情報もレス

される。図 2－16 には企業の就職試験が Web 上で行なわれるのにメンテナンスによっ

て受けられなかったというやりとりが行なわれている。 
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図 ２-16：Web テストの不具合時におけるレスのやりとり＜２ちゃんねる就職板より＞ 

 

③エントリーシート通過時期 

 エントリーシートや筆記試験の通過連絡は企業側から公開することはない。しかし、

就職板のスレッドでは通過連絡がくると、たちまち報告がされる。職種や学歴なども

一緒にレスするなど、報告の仕方は様々である。 

 企業側は不合格の人に連絡しない場合があるために、通過連絡報告は自分自身の状

況を知る意味で有益な情報である。図 2－17 に、ある企業の通過報告レスを示す。 

 

 

図 ２-17：選考通過時の報告レス＜２ちゃんねる就職板より＞ 
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④面接時期 

 面接の時期には、面接が始まる前の状況や面接が終わってからの報告が流れる。面

接が始まる前に流れる情報については図 2－18 に、面接が終わってからの報告情報は

図 2－19 に示す。この会社は、面接の持ち物に「自己 PR するもの」という非常に抽象

的な表現で書かれていたらしい。このスレッドではしばらく、何を持っていくかにつ

いて議論されていた。中にはお笑い要素の強いレスがあったが、真剣に考えている人

が書き込んだレスも何件か伺えた。 

 

 

図 ２-18：面接前の持ち物についてのやりとり＜２ちゃんねる就職板より＞ 

 

 

図 ２-19：面接後のやりとり＜２ちゃんねる就職板より＞ 
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企業によって選考時期は異なるものの、就職活動のフェーズによって２ちゃんねる上

で流れる情報が推移していく。過去の情報を収集したいときスレッド検索だけでは流れ

る情報の推移はスレッドタイトルだけでは、判断することができない。 

 

14B2.3 現状での２ちゃんねる「就職板」からの情報収集方法 

本節では実際に就職活動生が就職板から情報を収集する場合の手順や負荷について、

述べていく。前節では時期によって２ちゃんねる上で流れる情報が変化することや、実

際にどのような情報が流れていくのかの事例を挙げた。スレッドの中から有益となる情

報を入手するときの手順と負荷について述べる。 

 

29B2.3.1 検索の流れ 

情報収集者は掲示板を選択する。続いて掲示板内のスレッドを選択し、スレッド内の

レスを閲覧していく。２ちゃんねる上での情報調査を図 2－20 に示した。 

 

 

 

図 ２-20：２ちゃんねるでの情報調査手順 

 

掲示板の選択についてはそれほど苦痛ではない。掲示板は 814 個存在するが、ジャン

ルごとにわかりやすく分類されており、「就職活動」についての情報を集めたければ、「就

職板」を選択すれば良い。 

 利用者 

閲覧 

 

 

２．スレッドの選択 
722個（就職板の場合） 

３．レスの閲覧 

１．掲示板の選択

814個
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 問題はスレッド選択とスレッド内のレス閲覧である。就職板では 2009 年 12 月 15 日現

在、722 個存在している。現在の情報だけでなく、過去ログ倉庫に格納されたスレッド

にも有益な情報が含まれていることがあるために、スレッド選択時にはさらに多くのス

レッドから選択しなければならない。 

 

30B2.3.2 情報閲覧時における負荷 

就職板のスレッドを閲覧し、就職活動のスケジュールに則って有益である情報を収集

するにはどれくらいの負荷がかかるのか調査した。任意の 5個のスレッドの全レスを閲

覧し、閲覧時間を計測した。その結果、1000 個近くのレスが含まれるスレッドを閲覧す

るには最低 50 分、最高 58 分とおおよそ 1時間必要であることが判明した。下記に情報

閲覧時における負荷計測の実験結果を示し、表 2－5にはスレッドの閲覧所要時間を示す。 

 

【調査日】2009 年 10 月 

【閲覧したスレッド】 

• 名大生の就活 

• 【SHARP】シャープなめんなお(^ω^) 

• 【Panasonic】パナソニック 11 台目【松下電器】 

• 高速道路株式会社 part11 

• 高速道路株式会社 part15 

 

表 ２-5：情報閲覧時の負荷計測実験結果 

スレッドタイトル レス数 レスでやりとりされた期間 閲覧所要時間 

名大生の就活 1000 09/01/15～09/05/10 50:53.4 

【SHARP】シャープなめんなお

(^ω^) 

819 09/04/01～09/10/14 51:21.4 

【Panasonic】パナソニック 11

台目【松下電器】 

1000 09/03/15～09/04/03 58:10.1 

高速道路株式会社 part11 1000 09/02/18～09/03/05 55:24.3 

高速道路株式会社 part15 1000 09/04/15～09/04/23 53:04.5 

 

 閲覧したスレッドのうち、「【Panasonic】パナソニック 11 台目【松下電器】」から、前

節で述べた就職活動スケジュールを参考に、有益となるような情報を収集したところ、

1000 レスのうち、48 個のレスが該当した。有益な情報が含まれるレスを表 2－6にまと

めた。 
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表 ２-6：有益な情報が含まれるレス 
情報の分類 レス時間 メッセージ

試験 2009/03/18(水) 22:09:09
技術系のweb適性って性格だけ？
それともSPI的な試験あるの？

試験 2009/03/18(水)22:45:14 48性格だけだったよ
エントリーシート 2009/03/19(木)01:57:53 「一番力を入れて勉強した内容」が最初で最大の難関な件 

エントリーシート 2009/03/19(木)02:04:34
頑張ったことと性格のエピソードは違うの書いた？
同じことになりそうだけどまずいのかな？

エントリーシート 2009/03/19(木)02:54:39 最後300字はムリ  いっそ800字ぐらいにしてほしかった

エントリーシート 2009/03/19(木)03:19:25
今書いてんだけどなんか変なESだな
がんばったこと”詳しく”といいながら300字しかないし、キャラ”一言”といいながら50字もある

不具合 2009/03/19(木)03:21:01 web適正受けられんｗ  メンテてｗｗｗｗ
エントリーシート 2009/03/19(木)04:06:01 がんばったことの3つ目がかけない…

エントリーシート 2009/03/19(木)04:25:26

101 3つまで書けっていうんだから2つでもいいだろう。
重要なのはそれがどう自分に影響したかであって
パナソニックは「力を入れたことが3つある人材」がほしいわけではないと思うぞ。
 説明会で聞いた幹事では質問1が重要なようだ。
残り時間もわずかだが頑張ってくれ。

エントリーシート 2009/03/19(木)04:32:54 研究の工夫してる店かけとかもういや 
エントリーシート 2009/03/19(木)04:40:45 写真が準備できていないから先に進めない。 技術3ページ目ってどんな質問？
エントリーシート 2009/03/19(木)04:47:13 エントリーシート登録した後も修正できるんなら、先に適性検査受けとけばよかった・・・ 
エントリーシート 2009/03/19(木)04:48:53 学部文系の方ー。卒業研究修士論文のところ書きました？ 
エントリーシート 2009/03/19(木)04:49:48 120 書いたよ。てか書かないと落ちるぞ

エントリーシート 2009/03/19(木)04:51:19
120 今入ってるゼミのこと書いた。
ゼミ入ってないなら、授業のことでいいんでないかい。

エントリーシート 2009/03/19(木)05:14:06
卒論のとこも八割くらいかかなきゃダメ？まだ卒論テーマ固まってないし今年たいして勉強してないから半分くらいし
か書けん…

エントリーシート 2009/03/19(木)05:15:05 俺も半分しか書いてないよ。  断りを入れたうえでね 
エントリーシート 2009/03/19(木)06:11:20 おまいらアイデアってどんなこと書いた？  具体的な商品企画？それとも抽象的なビジネスチャンスみたいな
エントリーシート 2009/03/19(木)06:40:52 力を入れた事と一言で表すと完全にかぶるわ・・・  しかもグローバルチャレンジャとアイデアってなんだ
選考方法 2009/03/19(木)07:35:40 なんかリクルーターが特別選考に推薦してくれましたみたいなメールがきたんだけど、これって期待しちゃ

選考方法 2009/03/19(木) 07:41:04
169 ここのリク推はないよりゃマシってレベルだから過度な期待はするな
だが、若干でも有利になったんだから喜んどけ

不具合 2009/03/19(木) 08:46:49 昨日夜適性検査やったのに、エントリー完了のメールがこない… 

エントリーシート 2009/03/19(木) 10:08:12
世界を幸せにするアイディア書いたけどこれ明らかにパナの管轄外だわｗｗｗ
書き直しか

エントリーシート 2009/03/20(金) 00:14:21

なんかこのスレみてたら、
俺が出したＥＳと違う事話してたから疑問に思ってたんだけど、
俺が出したパナソニック電工ってパナソニックと違うんだなwwww 四季報みて気付いたわwwww

選考方法 2009/03/22(日) 01:59:19
313 理系はジョブマッチングという選考システムがあって、
やりたいことを詳細に指定する必要があるんだ。 ただ、文系でもやりたいことは言えた方がいいだろう。

就職戦線異状名無 2009/03/23(月) 15:16:43

332とは別のものだが連絡来た。文系。電話。
メールは確認できてません。
日程は予約でなく指定されました。

通過報告 2009/03/24(火) 21:53:46 メールきたぞｗ 
通過報告 2009/03/24(火) 21:54:09 今ガチでメールきたけど、確認できない  不合格もきてる？
通過報告 2009/03/24(火) 22:01:34 関東事務系来ました 

通過報告 2009/03/24(火) 22:01:34

通過北
関西
事務系

通過報告 2009/03/24(火) 22:01:48

関東
事務系
マーチ
通過やったああああああああああああああ

通過報告 2009/03/24(火) 22:01:57
事務で関東。
つーか面接の用意するものどうすりゃいいんだよｗｗｗ

通過報告 2009/03/24(火) 22:02:16

普通にメールで来たよ！通過！
大阪の方が採用人数多いのかな？枠が多いけど。
てか自己ＰＲするもの持ってくるって…。
日時は関係ないと信じて5日に入れたんだけど、早い方がいいものなのかな？

通過報告 2009/03/24(火) 22:05:44
なんだ、事務限定か
びっくりさせないでくれ

通過報告 2009/03/24(火) 22:11:47
通過連絡ｋｔｋｒ
ちなみに事務系＠マーチ

通過報告 2009/03/24(火) 22:26:25

マーチ以下スペックだけど通った！
ES結構頑張ったからかな・・
でも持ち物が・・・
無理だorz

通過報告 2009/03/24(火) 22:35:54 祈られた＠旧帝 

通過報告 2009/03/24(火) 22:36:27

阪大理系
祈られたorz
これは予想してなかったｗ

面接 2009/03/24(火) 22:37:48

432
【持ち物】
・自己PRするモノ
学生時代に取り組んだ事や自分自身を表現するモノを１点お持ちください。
尚会場にはPCやスピーカー、電源設備はありませんのでご了承ください。
ちょっと注意書きが笑えたよ。

面接 2009/03/24(火) 22:42:47

388
参加表もいるみたいですよ
当日は面談予約表を印刷(モノクロ可)の上、ご持参ください
ってかいてありました！

面接 2009/03/24(火) 22:46:46

442
成績証明書
資格も通知書とかあるじゃん
あと、真黒になるまで書いたノートとかね
これは今からでも捏造できるが・・・

面接 2009/03/24(火) 22:47:11

442
参考書があるじゃん。
ここでもパナは発想力が求められるんだろ。
面接官も楽しくできていいなー。
人の自己ＰＲするものとか興味あるわｗ

面接 2009/03/24(火) 22:49:56
予約確定画面を一度消してしまうと参加証が二度と表示されない不具合ｗ
プリンタつながってない環境で予約した俺涙目だが、なんとかなるだろ。

通過報告 2009/03/24(火) 23:28:20
たしか毎年これだよな、パナソニックってｗ
さて、どうすっかなー。

通過報告 2009/03/25(水) 00:02:23
うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
こんな時間に技術きたあああああああああああああああああああ

通過報告 2009/03/25(水) 00:06:33
俺もいまさっききたーーーーー！！
頼む、頼む、って願いながらみたらとおってたああああああああ

通過報告 2009/03/25(水) 00:10:14
きたあああああああああああ
面接きたああああああ

面接 2009/03/25(水) 00:15:41

技術で通ったんだけど、エントリーシートに何書いたか覚えてない・・
志望職種すら忘れたんだけどｗ
もうエントリーシート見れないよね？

エントリーシート 2009/03/26(木)23:55:11

質問 得意科目、もしくは力を入れてきた勉強は何ですか 具体的にお書き下さ 。( 字以内)
質問２．あなたのモノづくり人生についてお聞きします。今までの人生で、モノづくり・技術について
特に興味を持ったこと、こだわったこと、技術系に進むきっかけになった出来事、などをお書き下さい。
（例）ＰＣを自分でつくることが好きで、部品を購入し、自分仕様でつくっている。ＰＣづくりで特にこだわっていること
は・・・(300字以内)
質問３．パナソニックでやりたい仕事、チャレンジしたい内容を具体的にお書き下さい。(300  
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第３章 2B２ちゃんねるの情報分

析技術の調査 
 

 

 

15B3.1 ２ちゃんねるの分析 

２章では２ちゃんねるからの情報収集は困難が多いことを述べた。これは多くのユー

ザが感じていることだろう。これを解決するために、分析システムが開発されたり、ま

とめサイトが作られたりした。この章ではそうした流れの中、学術的に２ちゃんねるを

分析することを目的として開発された２ちゃんねるの分析システムとそのシステム内の

モジュール内で使われている技術について述べる。 

 

31B3.1.1 Ana2ch 

 Ana2ch は、2008 年に東京大学大学院の高山らが２ちゃんねるの元管理人であるひろゆ

き氏の了解を得て，学術研究目的で２ちゃんねるの投稿データを分析することを目的と

して開発されたシステムである。2009 年から Web 上に公開され、２ちゃんねるの情報を

収集し、分析・解析および、それらのデータを保存している。アナライザとビューが別々

になっており、モジュールの組み合わせによって、様々なことが可能となっている。図

3－1に Ana2ch のシステム概観図を示す。 

 ２ちゃんねるの情報を分析しているツールは他にも存在するのだが、それらの多くが

投稿数など数値によるデータ収集のみである。Ana2ch は２ちゃんねるの投稿データの収

集だけでなく、投稿データの中身まで分析できるツールであることが特徴である。 
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分析モジュールＡ

分析モジュールＢ

分析モジュールＣ

分析モジュールＤ

分析モジュールＥ

アナライザ

分析
データ

投稿データ

クローラ

２ちゃんねる

ビュー

 

図 ３-1：Ana2ch システムの概観 

＜Ana2ch：２ちゃんねるのための拡張可能な分析プラットフォームの開発D

25
Dを参考に作成＞ 

 

Ana2ch は 2009 年 12 月 18 日現在、スレッド検索や板の 1時間毎のレス数など、

様々な分析・解析モジュールが合計 21 個存在しており、今後もモジュールが増え

ることが期待されている。表 3－1に Ana2ch のモジュールを一覧にした。 

 

表 ３-1：Ana2ch のモジュール一覧 

1. スレ検索 

2. 板の 1時間毎のユニーク ID 数 

3. 板の 1時間毎のレス数 

4. 板のコテハン抽出 

5. 板の URL 抽出 

6. キー局実況板の 1 時間ごとのユニ

ーク ID 数 

7. 板の語が含まれるスレ数 

8. 板のコテハン検索 

9. 板のレス ID 検索 

10. 板の URL 検索 

11. キー局実況版の 1時間毎のレス数

12. スレの語の出現頻度 

13. スレとコテハンの関係抽出 

14. スレのユニーク ID 数 

15. スレの AsciiArt 数 

16. スレの UA 別レス数 

17. 語がスレタイに出現する板数 

18. スレタイ語の出現頻度 

19. スレタイの特徴後 

20. スレ同士の類似度 

21. スレクラスタリング 

 

 報告者は 2008 年 10 月頃より、Ana2ch 開発チームの指導を受けて、これらの調査を行

い、一部のモジュール開発に参加した。 
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32B3.1.2 スレッドの類似度算出方法 

文章の特徴は、文書内に出現する単語の種類と単語の出現頻度に表れる。各文書の

TFIDF を計算し、特徴ベクトルを生成し、距離を調べることで文書同士の類似度を計算

することが可能である。これは掲示板のスレッドにも当てはまることである。 

 Ana2ch の場合「スレ同士の類似度」というモジュールを利用することで、同一板内の

スレッド同士類似度を計算する。このモジュールは，各スレの各語に対して TFIDF を計

算し、特徴ベクトルを生成することでスレッド同士の類似度を計算している。以下に

Ana2ch 上での類似度の計算の仕方を説明する。TFIDF 値を求めるにはまず、TF（Term 

Frequency）と DF（Document Frequency）を求める。 

 この項では類似度を説明するためにスレッド 1とスレッド 2という具体例を挙げなが

ら説明していく。 

 

• TF（Term Frequency） 

 TF とは単語の出現頻度のことであり、文章の中で出現頻度の高い単語はその文章を

特徴付けるという定義の基で算出されている。Ana2ch では各スレッド内で出てきた単

語の出現頻度とする。例えばスレッド 1には「エントリーシート」が 2回、「対策」が

1 回出現し、スレッド 2 には「対策」が 3 回出てきたとする。この際、スレッド 1 の

「エントリーシート」の TF は 2、「対策」の TF は 1、スレッド 2の「対策」の TF は 3

となる。（図 3－2） 

 

 

図 ３-2：Ana2ch でのＴＦ算出方法 

 

TF（TermFrequency）：単語の出現頻度 

 

 

エントリーシート：2 

対策：1 

 

対策：3 

スレッド1におけるTF 

エントリーシート：2 

対策：1 

スレッド2におけるTF 

対策：3 

Ana2chの場合、各スレッド内で出てきた単語の出現回数 

スレッド1 

スレッド２ 
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• DF（Document Frequency） 

DF とは対象の語が含まれる文書数のことであり、稀な単語がその文章を特徴付けて

いるという定義の基で算出する、Ana2ch では板内で対象とする単語が含まれたスレッ

ドの数である。先ほどのスレッドの数を例にすると、就職板では「エントリーシート」

と「対策」の 2種類の単語が存在する。就職板内で「エントリーシート」は 1つのス

レッドに出現し、「対策」は 2つのスレッドに出現する。この際、「エントリーシート」

の DF は 1、「対策」は 2 となる。ただし、TFIDF を求めるには、DF の逆数である IDF

を求める。「エントリーシート」の IDF は 1、「対策」の IDF は 1/2 となる(図 3－3)。 

 

 

 

図 ３-3：Ana2ch での DF の算出方法 

 

Ana2ch 上では、DF 値の算出においては余分な単語を省くために以下の条件を満たす

単語を対象としている。 

(1) いずれかのスレッドで 11 回以上出現した語 

(2) 2 文字以上の語 

(3) 記号のみではない語（アスキーアートの文字は該当しない） 

DF (DocumentFrequency)：対象の語が含まれる文書数 

 

 

エントリーシート：2

対策：1 

スレッド1 

 

 

対策：3 

スレッド2 

就職板におけるDF 

エントリーシート：1 

対策：2 

就職板 

ただし、 

TFIDFを求めるには、逆数にする 

就職板におけるIDF 

エントリーシート：1 

対策：1/2 

Ana2chでは就職板内で「ある単語が含まれるスレッドの数」 
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• TFIDF 

TFIDF とは文章中の特徴的な単語を抽出するためのアルゴリズムである。TF と IDF

の両者の性質を併せ持つ、つまり TF が大きく、DF が小さい単語はその文章を特徴付

けるという考えを数値化したものである。値が大きい単語はその文章を特徴付けて

いると言う事ができる。 

Ana2chでTFIDFを求めるときは、TFとIDFを算出したら、HarmanによるTF値の正規

化とSparok JonesによるDF値の正規化D

26
Dを利用して、数式 3－1 に示す式によって、

TFIDFを求める。 

 

( ) ( ) ( )( )1#*#/1 logloglog 222
++ DF

SURESTERMSTF  

数式 ３-1：TFIDF を求める式 

※TF, DF はそれぞれ語，スレッドの出現回数, #TERMS は term の種類数, #SURES はスレッド数で

ある。 

※本節では、類似度の仕組みをわかりやすく説明するために数式 3-1 の方法ではなく、簡単な数

に置き換えて説明している。そのため、本節の説明は実際の Ana2ch で算出される数値とは異なる。 

 

 

単語ごとに TFIDF を求めることができたら、各スレッドは TFIDF のベクトルで表現

することができる。これを特徴ベクトルと言う。 

 

• 特徴ベクトル 

対象とする文章集合体（就職板）において、それぞれのスレッドの TFIDF を求める

と、各スレッドはベクトルとして表現することができる。例の場合、就職板のスレッ

ドの特徴ベクトル[エントリーシート、対策]としてベクトル表現する。スレッド 1 と

スレッド 2 の特徴ベクトルをそれぞれ A、 B とすると、 A＝{エントリーシート、対

策}＝{2、1/2}、 B ＝｛0、3/2｝となる（図 3－4）。 
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図 ３-4：特徴ベクトル 

 

 スレッドをベクトルで表現することにより、2 つのスレッドにはそれぞれ方向が与

えられた。それぞれの方向の距離を 2つのベクトルのなす角によって測定する。類似

度を求める手法は数多く存在するが、ある特徴量空間における、2 要素間の類似度を

表すために有効であるという理由から、今回は cosine 距離を用いることにした。 

 

• cosine 類似度 

特徴ベクトルを生成することによって、スレッド 1とスレッド 2にベクトル表現が

与えられた。ベクトルの方向はスレッドの特徴であるから、ベクトル 1 とベクトル 2

のなす角によって求めることができる。この際、類似度は 0以上 1以下の範囲で計算

される。cosine 類似度を求める式を数式 3－2 に、スレッド 1 とスレッド 2 の類似度

を図 3－5に示す。 

 

BA
BA・

=θcos
 

数式 ３-2：cosine 類似度を求める式 
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cosine類似度

243.0cos ==
BA
BA・θ

内積：2×0＋1/2×3/2=0.75

ベクトルＡとベクトルＢの
ノルム2.062×1.5

スレッド1とスレッ
ド2の類似度。
0≦cosθ ≦1

 

図 ３-5：スレッド 1 とスレッド 2の類似度 

 

 

16B3.2 ２ちゃんねるからの情報収集の課題と情報推薦・フィルタリング技術 

33B3.2.1 ２ちゃんねるからの情報収集の課題 

2 章で挙げた事例から、２ちゃんねるの就職板から有益な情報を収集するには多くの

ステップが必要であり、さらに多くの時間を必要とすることがわかった。これは、スレ

ッドの多さと、1 つのスレッドが保持するレスの多さ、それに加えて情報収集者が何を

求めているのか明確でないことが原因である。 

 

34B3.2.2 情報要求に関する調査 

情報要求の状態とは、ユーザがある問題を解決するために、現在の知識だけでは不十

分であると感じている状態である。就職活動生は、目的が明確であってもなくても、情

報要求という状態で掲示板を閲覧している。 

徳永健伸は『言語と計算 5 情報検索と言語処理D

27
D』において、情報要求の状態を 4

つの段階に分けて述べている。直感的要求、意識された要求、形式化された要求、調整

済みの要求の 4 つである（図 3－6）。現状に満足していないことは認識しているが、そ

れを具体的に言語化してうまく説明できない状態を直感的要求と言い、頭の中では問題

を整理できるが、あいまいな表現やまとまりのない表現でしか言語化できない状態を意

識された要求、問題を具体的な言語表現で言語化できる状態を形式化された要求、問題

を解決するために必要な情報の情報源が同定できるくらい問題が具体化された状態を調

整済みの要求と言う。 
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図 ３-6：情報要求の 4段階 

 

 

35B3.2.3 情報推薦・情報フィルタリングの技術 

前項で述べた課題から、大量な情報の中から情報調査者に適した方法で表示すること

が重要であると考えた。土方の解説D

28
DによればWebページ上の大量の情報の中から、個人

に適した情報を選択し、個人に適した方法で表示する方法をパーソナライゼーションと

呼ぶ。このパーソナライゼーションをする技術としては、現在、「情報推薦システム」と

「情報フィルタリング」というものがある。それぞれの情報を選択する方式には(1)コン

テンツに基づくフィルタリングと、(2)協調フィルタリングの 2種類がある。 

コンテンツに基づくフィルタリングは、推薦する情報の内容に基づき、情報の取捨選

択を行なう。具体的には、GoogleD

29
DやYahoo!D

30
Dなどでキーワードを検索したときに得られ

た結果、順々にリンク先を見ていき、必要な情報かどうかを選択していく。2007 年には

Googleが利用者の検索履歴をもとにWebページを推薦していく「Googleツールバー」、

「Googleパーソナライズドホームページ」、「Google検索履歴」という機能を追加した。

これは検索の履歴を記録し、利用者の検索傾向をもとに検索結果を提示するサービスで

ある。 

協調フィルタリングは、ネットワーク上に存在する同じ好みを持ったコミュニティを

発見し、そのコミュニティが共通して好む情報を選択する。AmazonD

31
Dで、閲覧したこと

がない商品を推薦されるときに協調フィルタリングが適用されている。 

 

パーソナライゼーションを行なうにはユーザの興味や目的、おかれたコンテキストな

どの情報を獲得する必要がある。この情報獲得技術をユーザプロファイリング技術と言

 

 

 
形式化された要求

調整済み 

の要求 

直感的要求 

意識された要求 

現状に満足していないことは認識し

ているが、それを具体的に言語化し

てうまく説明できない状態 

頭の中では問題を整理できるが、あ

いまいな表現やまとまりのない表現

でしか言語化できない状態 

問題を具体的な言語表現で言語

化できる状態 

問題を解決するために必要な情

報の情報源が同定できるくらい問

題が具体化された状態 
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う。ユーザプロファイリング技術には、ユーザの手間という観点から、明示的（直接的）

手法と暗黙的（間接的）手法に分けられている。 

 

 明示的（直接的）手法 

ユーザから直接に、興味に関する情報を入力してもらう方法である。ユーザの

興味に関してトピックやキーワードの形でアンケートに答えさせる方法、あるい

は、閲覧したページにどれだけ興味があったかを数段階で評価をつけさせる方法

がある。取得したユーザの興味に関する情報は、ユーザが直接答えたものである

ため、信頼性が高い。 

 

 暗黙的（間接的）手法 

 ユーザの Web 閲覧の挙動から、ユーザの興味に関する情報を取得する方法で

ある。Web ページのアクセス履歴（Web サーバまたはプロキシサーバのログから

取得可能な履歴）を用いる方法、あるいは、何らかの方法でユーザが閲覧した

情報に興味があったかなかったかを判定する方法がある。ユーザに明示的に興

味に関する入力を強いない点が利点である。 

 

 

36B3.2.4 スレッドの推薦手法についての研究 

 京都工芸繊維大学の深谷らの研究D

32
Dでは、大量の新規投稿記事が存在する電子掲示板

において、投稿等のユーザの行動履歴を用いて各スレッドの特徴ベクトルを作成し、こ

のベクトルを用いてユーザにスレッドを推薦する手法を行なった。この研究では「スレ

ッドの新しさ」、「記述割合」、「更新頻度」、「参加割合」、「記述の類似度」、「参加者の類

似度」という 6つの指標から特徴ベクトルを作成していた。推薦精度は 40％以上改善で

きることを示せたのだが、提案手法のユーザの行動履歴からスレッド推薦を作成してい

るので、掲示板上にアカウント情報が蓄積されているユーザにしか対応できない。 

 6 つの指標からスレッドを推薦することには非常に興味深いが、この手法でスレッド

を推薦してもらうためには。掲示板に投稿することで利用しなければならない。２ちゃ

んねるのＲＯＭの多さから、この方法だと２ちゃんねるを始め、参加者が不特定多数の

掲示板への利用が期待しにくい。 

 

37B3.2.5 単語類似度に基づいた、似ているスレッドの可視化 

 Ana2ch 内のモジュール「スレの類似度分析」においては、スレッドに登場する語の類

似性を解析している。 

論文中に挙げられているスレッドの可視化の例を図 3－7 に示す。これは、2008 年 7
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月 28 日時点で新・mac 板に存在したスレッド同士の関係を可視化したグラフの一部であ

る。「早くも iPhone に脆弱性が見つかる」というスレッドの周囲に Apple 製品の不具合

に関するスレッドが、類似度の高いスレッドとして集まっていることが可視化されてい

る。この処理は Ana2ch の「スレ同士の類似度」アナライザで計算した結果を可視化して

いることに成功した例である。 

 

図 ３-7：新・mac 板のスレッドの可視化＜文献 25 より引用＞ 

 

 

 

 本章で述べた調査より、莫大な情報の中から、要求に答える情報を選択させるには、

言語化することができないユーザの要求をプロファイリングする必要があることがわか

った。電子掲示板情報を対象とする場合は、プロファイリングしたデータと既存のスレ

ッドとの類似度を計算する必要がある。それらを踏まえた上で、既存の２ちゃんねるの

就職板からスレッドを推薦するためのシステムを提案する。 
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第４章 3BAna2chを用いた情報調

査の効率化の提案 
 

 

 

17B4.1 提案手法の目的と概要 

2 章では２ちゃんねるで情報収集する際の現状、閲覧する際の負荷、および掲示板情

報閲覧の効率化を目的とした先行研究を述べた。また、３章では２ちゃんねるの情報分

析システムやスレッドの類似度を求める仕組みを述べた。本章では、それらを踏まえた

上で情報調査の効率化の手法を提案し、手法を実行するため、Ana2ch を用いて作成した

システムの紹介を述べる。 

 

38B4.1.1 提案手法の目的 

本研究で提案する手法は以下の２点を目的とする。 

 有益であると感じたレス群と２ちゃんねるに存在するスレッドとの類似度

を計算することで、より情報調査者が求める情報が含まれたスレッドが抽

出されることを目指し、スレッド選択の時間を縮小する。 

 レス群と既存スレッドとの類似度を高めた単語も抽出し、閲覧させるレス

を絞り込むことによって、レス閲覧時間を縮小する。 

これらの目的を達成し掲示板情報調査を効率化することを目指す。 

 

39B4.1.2 手法提案への着眼点 

 高山らの研究では、２ちゃんねるに存在するスレッド同士の類似度を計算していた。

そこで、ここに個人のプロファイリング情報を用いることができれば、プロファイリン

グされた情報と既存の２ちゃんねるのスレッドとの類似度を計算することによって、自

分の興味に近いスレッドを容易に見つけることができるのではないかと考えた。 

 

40B4.1.3 提案手法の概要 

 情報調査者に閲覧すべきスレッドを示すには、パーソナライゼーションが必要である。

3 章で述べた深谷らの先行研究のように、掲示板利用者がレスしたものを一つの指標と

して活かすことができれば良いのだが、２ちゃんねるでは ROM という閲覧専門の利用者

が存在するため、記述による指標を使うことができない。また、掲示板を閲覧する際に
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要求を言語化できない利用者も存在するはずである。それらの利用者に対応するために

もユーザプロファイリング技術の暗示的手法を用いる必要がある。 

そこで、既存のスレッドを閲覧したときに、参考になったレスを情報調査者のプロフ

ァイリング情報として扱うことにした。技術情報調査者がスレッドを閲覧した際に、参

考になったレスをブックマークすることで、新たな情報群を作成し、情報群と同一板内

に存在する全てのスレッドとの類似度を計算することで、情報調査者が求める情報が含

まれたスレッドが分析されることを期待する。 

 

18B4.2 Ana2chを用いた提案手法の実現 

提案手法を実現するにあたって、Ana2ch 上のモジュールを用いて実現する方法につい

て述べていく。 

41B4.2.1 自作スレッドによるプロファイリング 

本研究では情報調査者が求めている情報群の特徴と類似しているスレッドには、プロ

ファイルに該当する情報が含まれることを期待する。今回、プロファイリングは２ちゃ

んねるのスレッドのレスをブックマークすることで作り出すことにした。レスをブック

マークしていくことでできる情報群のことを、以後「自作スレッド」と定義する。図 4

－1に自作スレッド作成のイメージ図を示す。 

 自作スレッドを２ちゃんねる内に作ってしまうと、不特定多数の人から書き込みされ

る可能性があり、情報調査者が求める情報群として使えなくなってしまう。Ana2ch は２

ちゃんねるの情報をクローリングしており、２ちゃんねるのデータベースと同様の投稿

データベースが存在する。そこで、投稿データベース内の就職板に仮想的に自作スレッ

ドを作成することにした。 

 

 

図 ４-1：自作スレッドによるプロファイリング 
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 自作スレッドの作成手順としては、あるスレッドのレスを閲覧し、気になるレスを自

作スレッドに入れていく。自作スレッドの作成手順については、図 4－２に示す。 

 

 

図 ４-2：自作スレッドの作成の流れ 

 

 

42B4.2.2 類似度貢献単語 

２ちゃんねるのスレッド内のレスを閲覧するには多大な時間と労力が必要である。2

つのスレッドの類似度は、スレッドに頻出する単語から単語の重み付けをしていき、ス

レッドを特徴をベクトルで表現し、2 つのベクトルのなす角を算出することで求めてい

ることを 3 章で述べた。2 つのスレッドにおいて、スレッド同士の類似度を高めている

単語に着目しながら推薦されたレスを閲覧していけば、レスの閲覧時間も短縮できるの

ではないかと予想する。 

数式 3－2の式に基づくと、分子が大きくなれば類似度は自然と大きくなる。分子は、

自作スレッドの特徴ベクトルと就職板のスレッドの特徴ベクトルの内積である（図 4－

3）。ベクトルになっている各単語の TFIDF の積を求め、積の結果が高いものはスレッド

同士の類似度を高めているという点で、「類似度貢献単語」と呼ぶ。2つのスレッドの特

徴ベクトルから、内積を求めることで類似度貢献単語を上位 5つまで抽出することにし

た。 

自作スレッドの作成開始 

就職板内のスレッドを閲覧する 

自作スレッドの作成完了 

お気に入りのレスがあったら、自作スレにレス

を追加（ブックマーク） 

全レス読み終えるまで 
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図 ４-3：類似度貢献単語の仕組み 

 

 

43B4.2.3 自作スレッドを用いた情報調査効率化の手法 

３章で述べた Ana2ch には、同一板内のスレッドの類似度を計算する「スレ同士の類似

度」というモジュールが存在する。今回はそのモジュールを用いて、自作スレッドと就

職板内の全スレッドとの類似度を計算する。 

以下に手順の説明をし、イメージを図 4－4にを示す。 

 

【効率化手法の手順】 

（１）ユーザは２ちゃんねるの就職板からスレッドを閲覧する。 

（２）閲覧しているスレッドから、有益となる情報を判断し、自作スレッドに加える。 

（３）作成し終わった自作スレッドと就職板内の全てのスレッドとの類似度を計算す

る。 

（４）類似度の高いスレッドを閲覧させ、（２）に戻る。 

類似度貢献単語 
2つの特徴ベクトルの「内積」 

BA
BAsim ・

=
分子が大きくなれば、類似度は大きくなる。 

スレッド1とスレッド2に共通して出てくる単語の

TFIDFの積が大きい単語は類似度を貢献してい

る。 

「エントリーシート」 
スレッド1におけるTFIDF×スレッド2におけるTFIDF

=2×0＝0 

「対策」 
スレッド1におけるTFIDF×スレッド2におけるTFIDF 

=1/2×3/2＝0.75 

スレッド1とスレッド2の類似度に貢献している（類似度の値を大きくしている）単語は

「対策」ということになる 
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図 ４-4：提案した効率化手法のイメージ図 

 

大まかにわけると、自作スレッドを作成し、自作スレッドと就職板の全スレッドとの

類似度を計算、そして、類似度の最も高いスレッドと類似度貢献単語を算出、算出した

結果、類似度が最も高いスレッドをさらに閲覧し、自作スレッドの更新をおこなう。 

自作スレッドの更新をする場合、今回は、作り上げた自作スレッドにレスを付け加え

て、自作スレッドに含まれる情報量を増やすことにしていく（図 4－5）。 

 

類似度の計算 

類似度の高いスレッ

ドの算出。（自作スレ

ッドと似たような特徴

を持つスレッド） 
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図 ４-5：効率化手法の流れ 

 

 

自作スレッドを更新することによって、情報調査者が求める情報の特徴がユニークな

ものになっていき、自作スレッドを用いずに類似度計算をしていく方法よりも、より精

密に閲覧すべきスレッドが現れることを期待する。 

 

自作スレッドの作成 

自作スレッドと就職板の全スレッドとの類似度計算 

類似度の最も高いスレッドと類似度貢献単語を算出 

自作スレッドの作成（更新） 



38 

 

第５章 4B測定結果および評価 
 

 

 

19B5.1 提案手法の検証実験 

提案手法を、ana2ch が保存している投稿データと分析モジュールを用いて実験を行な

った。今回は、２章において事例を一部示したが、２ちゃんねるの「就職板」から情報

を収集することを想定して実験を進めていく。 

実験は、以下の 3つの点に注目して行なっていく。 

 繰り返し計算を行なうとどのような傾向が現れるのか。 

 類似度貢献単語はレスを読む際にどのような効果を出していくのか。 

 

44B5.1.1 検証実験方法 

提案した方法を実験するために、Ana2ch の開発チームの馬場さんとともに 3つの機能

を持つモジュールを追加した。追加したモジュールは以下の 3つの機能を持つ。（図 5－

1） 

 

① 自作スレッドを作成する機能 

txt ファイルから、ana2ch 上のフォルダに自作スレッドを仮想的に作成する。 

② 自作スレッドと就職板の既存のスレッドとの類似度を計算する機能 

「スレ同士の類似度」では、同一板のスレッド同士の類似度を算出していたが、

ここでは、自作スレッドと就職板内の類似度を算出する。 

③ 類似度貢献単語仕分け機能 

類似度に貢献している単語の上位 5つの単語を抽出する。 
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図 ５-1：本研究で付け加えるモジュール 

 

• 自作スレッドの保存先 

自作スレッドは Ana2ch のクローリングしたデータが保存されている

ana2ch/Tsukune/test/testdata/bbs 以下に作成・保存した（図 5－2）。 

 

 

図 ５-2：自作スレッドの保存先 

mona 

dat 

SETTING.TXT 

subject.txt 

111111111.dat

説明：板の設定 

説明：板内のスレ

説明：自作スレッド

説明：自作スレッドを保存するために作成した板 

２ちゃんねるデータ 

 Ana2ch 
モジュール1

・・
・

自作スレッド作成機能 類似度貢献単語仕分け 自作スレ類似度評価 

本研究で提案するシステムのモジュール 

モジュール2
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 また、自作スレッドの中身は1行目は[投稿者名]<>[メールアドレス]<>[投稿日時] [ユ

ーザ ID]<>[スレッドタイトル]<>[1 つめの投稿のレス本文]とし、2 行目以降は[投稿者

名]<>[メールアドレス]<>[投稿日時] [ユーザ ID]<>[レス本文]とする。図 5－3 に自作

スレッドの例を示す。 

 

 

図 ５-3：自作スレッドの中身（一部） 

 

 

 今回の実験では就職活動生が過去のスレッドの「【Panasonic】パナソニック 12 台目【松

下電器】」を閲覧し、「自作スレッド」を作成させた場面を想定した。 

 エントリーシート関連のやりとり 

（設問、書いた内容） 

 選考通過の報告レス 

 面接前のやりとり 

 企業偏差値 

 

なお、今回は 15 回実験を行い、1～4 回目は「就職活動全般」情報を自作スレッドに

付加し、5～9 回目は「面接時期に必要な情報」、10～14 目までは「エントリーシート執

筆時期に必要な情報」を自作スレッドに付加していった。それぞれを A区間、B区間、C

区間とする。図 5－4に区間ごとに自作スレッドに入れる情報の種類を示す。 

就職戦線異状名無しさん<>sage<>2009/09/18(金) 11:17:24 <> ある程度固まったら周

りの人間にもみてもらえよ？ <br> キャリアエージェント利用してもいいし。 <br>  

<br> それで練習として興味のない業界にでも試しに出せばいい <br>  <br> 書類選考

通ったらついでに面接も練習して来い。 <br> 落ちたらＰＲ組み直したらイイ話。 <br>  

<br> 絶対に『初めての選考が第一志望の企業の選考』 <br> なんて状況を作るなよ？ 

<> 

就職戦線異状名無しさん<>sage<>2009/03/24(火) 22:37:48 <>面接は言葉のキャッチボ

ールだよ<> 

就職戦線異状名無しさん<><>2009/10/13(火) 22:06:41 <>  <br> 羅列はいかんよ。 

<br> 相手が「こいつと一緒に働くと会社のためになる」と <br> 思えるようなことを、

根拠（エピソード）や掘り下げをして書く。 <> 

… 
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図 ５-4：自作スレッドに入れる情報 

 

45B5.1.2 実験結果 

48 個のレスから成る自作スレッドを基に、「就職板の全スレッドとの類似度の計算結

果」と「類似度に貢献している単語」を抽出する。 

 まず、表 5－1に A区間の類似度の計算結果を就職板 704 個の内、上位 10 個まで示す。

5回目～14 回目の結果は付録は『付録 1』に示している。 

   自 作 ス レ

に 入 れ る

情報 

14 112110987654 3 2 1実験回数 

← C → ← B → ← A → 区間 

就職活動 

全般 
面接時期に必

要な情報

エントリーシート執筆

時期に必要な情報 
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表 ５-1：A 区間（1～4回目）における類似度計算結果と類似度貢献単語の抽出結果 

1回目

スレッドタイトル 類似度 単語1 単語2 単語3 単語4 単語5

1 バイトサークル経験＆友達０の10卒の就活【２次】 0.22553 メール 予約 ゼミ 参加 面接

2 まだ何もしてない大学3年生 2011年卒 0.22347 web モノ 通過 連絡 メール

3 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次 0.21963 事務系 適性 事務 検査 シート

4 パイロットを志す人々　003便 0.21946 エントリーシーシート メール エントリー 字

5 人事だけど質問ある？ 0.20722 書 性格 ん こと 事務系

6 企業からの電話がうざい 0.19845 検査 関東 書 系 シート

7 2011卒専用総合part21 0.18941 予約 メール 事務系 文系

8 【CA】IT・広告専用就職活動スレ【mixi】 0.18727 適性 通過 検査 メール エントリーシート

9 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.18495 モノ 適性 技術 期待 マーチ

10 【懇親会】NTT ドコモ【インターン】 0.18296 通過 自己pr pr 書 メール

2回目

スレッドタイトル 類似度 単語1 単語2 単語3 単語4 単語5

1 バイトサークル経験＆友達０の10卒の就活【２次】 0.30713 自己pr pr 自己 ゼミ 面接

2 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次 0.21281 自己pr pr 字 ゼミ 書

3 人事だけど質問ある？ 0.21214 適性 字 自己pr 卒論 pr

4 パイロットを志す人々　003便 0.20874 適性 検査 web 通過 字

5 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.19922 ゼミ 卒論 pr 書 マーチ

6 まだ何もしてない大学3年生 2011年卒 0.19188 予約 自己pr 自己 エントリー pr

7 JR東日本 ポテンシャル採用 part9 0.18746 事務系 事務 文系 ん 選考

8 NTTコミニュケーションズ20 0.17789 字 メール 通過 確認 連絡

9 2011卒専用総合part21 0.17560 pr 自己pr 通過 予約 メール

10 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるス 0.17546 自己pr pr 自己 ゼミ 性格

3回目

スレッドタイトル 類似度 単語1 単語2 単語3 単語4 単語5

1 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次 0.29570 字 採用担当自己pr ゼミ pr

2 人事だけど質問ある？ 0.23882 適性 字 卒論 メール 事務系

3 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ 0.23262 字 担当者 書 面接 自己

4 バイトサークル経験＆友達０の10卒の就活【２次】 0.22771 自己pr pr 自己 ゼミ 面接

5 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.22565 ゼミ 卒論 バイト pr 経験

6 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるス 0.21827 自己pr pr 学生時代自己 経験

7 パイロットを志す人々　003便 0.21741 適性 検査 web 通過 字

8 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ 0.20984 メール 採用担当採用担当質問 担当者

9 まだ何もしてない大学3年生 2011年卒 0.20513 予約 自己 エントリーメール 自己pr

10 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.19745 字 学生時代自己pr pr モノ

4回目

スレッドタイトル 類似度 単語1 単語2 単語3 単語4 単語5

1 人事だけど質問ある？ 0.39667 卒論 エピソー必修 成果 適性

2 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.31247 必修 卒論 ゼミ 単位 ポイント

3 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ 0.30938 長所 字 書 履歴書 履歴

4 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるス 0.30659 エピソード 長所 工夫 自己pr pr

5 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.30512 エピソード 工夫 字 長所 自己pr

6 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次 0.30325 ゼミ 自己pr 書 pr 字

7 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ 0.30026 メール 卒論 承諾 賠償 質問

8 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のス 0.27252 エピソード 読書 趣味 ゼミ 卒論

9 2011卒専用総合part21 0.24370 成果 pr 自己pr 通過 返事  

 図 5－5 に各実験で最も類似度の高いスレッドの類似度の推移を示す。1回目から 2回

目にかけては上がり、2回目から 3回目にかけては下がり、3回目から 4回目にかけては

上がっている。 
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最も類似しているスレッドの類似度の推移
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図 ５-5：最も類似しているスレッドの類似度推移 

 

 

また、4 回目までの自作スレッドに今度は就職活動の面接時期に必要な情報を加えた

ところ、表 5－2のような結果が出た。 

 

表 ５-2：面接時期に必要な情報を加えたときの結果（5回目） 

スレッドタイトル 類似度 貢献単語1 貢献単語2 貢献単語3 貢献単語4 貢献単語5

人事だけど質問ある？ 0.3820264 エピソード 卒論 長所 必修 成果

バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.3313062 捏造 自己pr ゼミ pr 証明

【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.3212722 エピソード 長所 工夫 字 エントリーシート

非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ 0.3176808 長所 エピソード 自己pr pr 学生時代

何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ 0.3140588 長所 字 書 面接 捏造

◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ 0.3096433 証明 メール エントリーシート 予約 電源

【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.2973235 必修 卒論 ゼミ 捏造 成績

【エントリーシート】就活での嘘・捏造【面接】 0.2862485 捏造 エントリーシートエピソード 証明 シート

2011卒専用総合part21 0.276214 ノート 予約 面談 pr エントリーシート

 

46B5.1.3 結果からの考察 

 実際に存在する企業のスレッドをもとに自作スレッドを作成し、類似度計算と類似度

に貢献している単語を抽出した。検証実験の着目すべき点をもとに考察をしていく。 

 

• 繰り返し計算を行なうとどのような傾向があるのか。 

 表 5－1の区間 Aにおける類似度計算の結果から、自作スレッドを作るために直前に閲

覧したスレッドが類似度の結果に反映されやすいことがわかった。特に区間 Aにおいて

は、自作スレッドに入っているレス数が少ないため、直前に閲覧したレスの影響を受け

やすい。 
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次に、実験回数をかさねると、有益となるレスが含まれたスレッドが算出されやすい

ことがわかった。図 5－5に各実験回数で、最も類似しているスレッドの類似度の推移を

示す。1回目から 2回目のときは類似度が増加し、2回目から 3回目のときは減少してい

る。そして、3回目から 4回目のときは増加している。1回目から 2回目よりも、3回目

から 4 回目のときのほうが増加幅が大きい。これは、3 回目の計算が終わり、閲覧する

ように支持したスレッドの影響を大きく受けていることが考えられる。このことから、1

回目の計算が終わり、参考にしたスレッドよりも、3 回目の計算が終わってから算出さ

れたスレッドのほうが自作スレッド作成者の嗜好と合ったスレッドであると言える。 

 

類似度の値の大きさは、類似度を cosine 距離で計算したことを考えると、それほど高

い値を得ることはなかった。これは A区間において自作スレッドに入れる情報に制約を

設けておらず、自作スレッドに含まれるレスが多種多様の傾向になってしまったことが

原因だと考えられる。 

続いて、図 5－4の B区間では自作スレッドに入れていくレスに基準を設けて類似度を

計算することにした。A区間で作り上げた自作スレッドに、「面接時期」に必要な情報を

自作スレッドに入れていった。B区間の一番初めの結果が表 5－2である。最初は A区間

の計算結果と違い、閲覧したスレッドの影響を受けることはなかった。しかし、7 回目

から、自作スレッド作成のために閲覧したスレッドが最も類似しているスレッドとして

算出された。このことから、一度作成した自作スレッドの傾向を変化させるには時間を

必要とすることがわかった。 

また、C区間においては、A区間と B区間で作成した自作スレッドに「エントリーシー

ト」にまつわるレスを自作スレッドに入れていった。C区間においても B区間と同様に、

自作スレッドに入れる情報に制約をつけた。C 区間では「エントリーシート」にまつわ

るレスを自作スレッドに入れるという制約のもとで類似度計算を 4回行なったのだが、4

回とも自作スレッドと類似しているスレッドが同じであった。 

区間ごとの類似度計算結果から、自作スレッドに入れる情報を変えて、自作スレッド

の特徴を変化させるには時間がかかることがわかった。 

 

また、類似度貢献単語にも回数を重ねていくと変化が見られる。その様子を表 5－3

に示す。最初は類似度貢献単語には「書」や「こと」、「ん」など、スレッドの特徴とし

て捉えにくい単語ばかりであったが、3回～４回目から具体的になりつつある。また、5

回目から「面接」に関わるレスを自作スレッドに入れるようにすると、「エピソード」と

いう、単語が貢献単語として抽出された。「面接には根拠となるようなエピソードが必要」

というレスのような、面接のポイントなどを捉えることができた結果である。しかし、

「エントリーシート」にまつわるレスを自作スレッドに入れた際は、貢献単語に変化が
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あまり見られなかった。 

このことから、自作スレッドの傾向を状況の変化に対応させるには限界があり、繰り

返し類似度計算を続けていくと自作スレッドの持つ傾向が定まって来てしまうことがわ

かった。 

自作スレッドに含まれる情報が少なすぎても、期待しているスレッドを抽出すること

ができない。逆に、自作スレッドを多くしても、一度特徴を持った自作スレッドを変化

させるのは難しいという自作スレッドの特徴を捉えることができた。 

 

表 ５-3：あるスレッドにおける類似度貢献単語の変化 

実験回数 類似度貢献単語 1 類似度貢献単語 2 類似度貢献単語 3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語 5

1 書 性格 ん こと 事務系 

2 適性 字 自己 pr 卒論 pr 

3 適性 字 卒論 メール 事務系 

4 適性 字 卒論 メール 事務系 

5 卒論 エピソード 必修 成果 適性 

6 エピソード 卒論 長所 必修 成果 

7 エピソード 卒論 長所 必修 自己 pr 

8 エピソード 短所 長所 卒論 自己 pr 

9 エピソード 短所 長所 卒論 必修 

10 エピソード 短所 長所 卒論 必修 

11 エピソード 短所 長所 卒論 必修 

12 エピソード 短所 長所 卒論 必修 

13 エピソード 短所 長所 卒論 成果 

14 エピソード 短所 長所 卒論 成果 
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• 類似度貢献単語はレスを読む際にどのような効果を出していくのか。 

 類似度貢献単語を抽出し、類似度貢献単語が含まれたレスを読んでいくと必然的に、

閲覧時間は短縮される。これは AA（アスキーアート）のような、意味があまりないレス

を読み飛ばすことができるからだ。例として、「人事だけど質問ある？」というスレッド

を挙げる。表 5－4に 4回目の計算で抽出された、類似度貢献単語と類似度貢献単語の出

現回数と出現したレスの個数を示す。例に挙げたスレッドは、911 個のレスを持つスレ

ッドである。実際にこれらの単語をたよりにレスを読んでみると読むレス数は減る。類

似度貢献単語が含まれているレスにだけではなく、類似度貢献単語が含まれるレスの周

辺やアンカーなどをたどると、より有益な情報が得られた。類似度貢献単語をレス閲覧

時のポイントにし、その周辺を閲覧することによって、目では見えないものが探し出せ

ることが期待できる。 

 

表 ５-4：類似度貢献度と単語が出てくるレスの個数 

単語 出現回数 出現したレスの個数

卒論 12 7/911

エピソード 18 15/911
必修 5 4/911
成果 20 13/911
適性 7 6/911

 

 

• 自作スレッドに入れる情報についての考察 

今回の類似度計算においては、2009 年 12 月現在において、運用されている就職板内

の全スレッドと自作スレッドとの類似度を計算している。しかし、自作スレッドは過去

スレ倉庫から A 社の過去のスレッドをもとに作成した。A 社の選考方法は昨年と変わら

ず、スレッド内で頻出する単語も類似しているため、類似度計算 1回目の結果は、現在

運用されている A 社のスレッドが上位にくるのではないかと予想した。しかし、A 社の

スレッドではない他のスレッドが、類似しているスレッドとして出てきた。一見して類

似していそうなスレッドが出てこなかった理由を考察する。 

最初の段階では自作スレッドに付加する情報に特に制約をせず、A 社のスレッドから

「役に立ちそうな情報」を付加するようにしていた。自作スレッドに入れる情報があい

まいであると、予想に反するスレッドが出てくることがわかった。また、A 社のスレッ

ド内であるために、「A社」というキーワードになりそうな単語はそのスレッド利用者に

は当たり前の情報であり、なかなかレスに頻出しない。例えば、「通過した」とレスすれ

ば、多くの閲覧者は「この人は A社の選考に通過した」と判断できたり、「面接では自己
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PR をするための持ち物がいるらしい」とレスされていれば「A社の面接には自己 PR をす

るための持ち物がいるらしい」という判断ができる。「通過した」というレスも「面接で

は自己 PR をするための持ち物がいるらしい」というレスも頻出している単語を見る限り、

A社のスレッドでなくても頻出する単語のために、A社スレッドが上位に出てこなかった

ということが考えられる。 

以上のことから、自作スレッドでは検索目的を特化した情報が集めにくいことがわか

った。また、自作スレッドである企業のスレッドを集めたいのであれば、自作スレッド

にレスを入れるときに、企業名を入れることで、その企業名に重みをつけるなどの工夫

が必要である。 

 

• スレッドタイトル検索との違い 

 図5－4のA区間の最後の実験結果において、類似度が1位だったスレッドを閲覧した。

そのスレッドの内容は企業の元人事の人が作成したスレッドであり、質問レスに細やか

に答えていた（図 5－6）。このスレッドの有益性を調査するために、11 人にこのスレッ

ドを閲覧してもらったところ、10 名が有益であるという判断をしていた。 

 

 

図 ５-6：「人事だけど質問ある？」スレッドのレス 

 

「人事」というキーワードがスレッドタイトルに含まれているスレッドならば有益な

スレッドが含まれると仮定し、スレッドタイトル検索を想定して、「人事」という単語を

含むスレッドを検索したところ、表 5－5に示したように、合計 9つのスレッドを算出し

た。 
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表 ５-5：「人事」という単語が含まれたスレッド一覧 

順位 スレタイ レス数 類似度 貢献単語貢献単語貢献単語貢献単語 貢献単語5

1 人事だけど質問ある？ 930 0.39667 卒論 エピソード必修 成果 適性

22 人事担当「ゆとり世代は義務果たさず主張のみ」 485 0.21080 読書 知識 担当者 成果 経験

125 11年新卒さらに冷え込む。人事64.3％が「氷河期」 991 0.15056 ポイント 回答 自己 新卒 卒業

232 【人事部】なぜ仕事ができない立命館-１【大失策】 619 0.12162 方法 採用担当物 ① ゼミ

295 新卒も呆れるヘタレイークラシス人事 627 0.10712 一言 採用担当成長 新卒 担当者

521 人事から見た■上場企業採用基準■（決定版） 90 0.05205 専攻 研究 関東 アピール 評価

548 ▲●▼◆★大企業人事部●▲■▼★ 34 0.04561 理解 エントリー大学 学生 自分

612 人事の人が宮崎あおいだったなら… 92 0.02893 面接 ん の 相手 学生

679 元人事が低学歴でも大手に就職できる方法教えます！ 21 0.00720 マーチ 会社 学歴 的 今  

※青字は過去スレ倉庫に格納されたスレッドである 

 

松村らD

33
Dは、２ちゃんねる上で議論が展開される場合のコミュニケーションには 2 つ

の特徴があると述べている。一つは議論発散傾向である。それはある話題を中心として

発散的に議論が展開される場合であり、情報収集や気楽なコミュニケーションが目的で

あることが多い。二つ目は議論深化傾向である。それはある話題について議論が深まっ

ていく場合であり、問題解決やじっくり語り合うコミュニケーションが目的であること

が多い（表 5－6）。 

 

表 ５-6：２ちゃんねるにおけるコミュニケーションの特徴 

スレッド内における 

コミュニケーション傾向 

目的 

議論発散傾向 情報収集や気楽なコミュニケーション 

議論深化傾向 問題解決やじっくり語り合うコミュニケーション 

 

松村らの定義するコミュニケーションの傾向において、情報収集には議論発散傾向で

あることが良いとされている。実際に閲覧すると、「人事担当「ゆとり世代は義務果たさ

ず主張のみ」」、「11 年新卒さらに冷え込む。人事 64.3％が「氷河期」」、「【人事部】なぜ

仕事ができない立命館-１【大失策】」、「新卒も呆れるヘタレイークラシス人事」、「人事

の人が宮崎あおいだったなら…」以上 5つのスレッドでは、議論深化傾向が見られ、そ

れぞれのスレッドタイトルにそった議論がなされていた。 

また、「人事から見た■上場企業採用基準■（決定版）」や「▲●▼◆★大企業人事部

●▲■▼★ 」では、企業のランキングや一覧などが貼り付けられただけのレスで議論は

なされていない。そして、「元人事が低学歴でも大手に就職できる方法教えます！」では

図 5－7に示すように、スレッドタイトルとかけ離れたレスがされている。 

 区間 Aのように、自作スレッドに様々な情報が入っている状態で、類似度計算をおこ

なうと、議論発散傾向が見られるスレッドの類似度が高くなるケースがあるようだ。自
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作スレッドに入れる情報の基準があいまいであると、特化した情報を得ることが難しい

ことは「自作スレッドに入れる情報についての考察」において述べたのだが、情報収集

を目的に議論発散傾向が見られるスレッドを探し出すには自作スレッドに入れる情報の

基準を厳しくしないほうが良いようである。 

 

 

図 ５-7：「元人事が低学歴でも大手に就職できる方法を教えます」のスレッドのレス 

 

 

20B5.2 提案手法の評価 

 検証実験だけではなく、検証実験から得られた結果をもとにアンケート調査も行なっ

た。アンケートの項目については、付録 2に示す。アンケートの結果については、付録

3に示す。 

 

47B5.2.1 評価方法 

 提案手法を説明し、理解してもらった上で、検証実験で類似度計算を行なった上で推

薦されたスレッドを提示する。その際、全レスを提示するのではなく、類似度貢献単語

の上位の単語が含まれたレスを閲覧してもらった。また、レスを事前に就職活動の３つ

のフェーズごとに分類して提示した。評価協力者にはレスの閲覧時間を計測してもらい、

そのあとにヒアリング形式のアンケートを行なった。今回は学年、就職活動経験の有無、

２ちゃんねる利用経験の有無を問わず、男女計 11 名から意見を聞いた。 

 

48B5.2.2 評価結果 

• アンケート協力者のデータ 

まず、２ちゃんねるの情報を閲覧してもらう前に、２ちゃんねるの利用頻度を図 5

－8に示す。 
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２ちゃんねるの利用頻度（n=11）

9%

64%

27%

書き込むし、閲覧
もする

閲覧だけする

少しだけ閲覧する

使ったことがない

 

図 ５-8：２ちゃんねるの利用頻度 

 

• 閲覧時間（単位：秒、n=11） 

 

表 ５-7：各フェーズの閲覧時間の平均 

 
エントリーシート提出時

期 
通過時期 面接時期 

平均 77.47636364 23.51909 208.1055 

 

 

• 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか。 

 エントリーシート提出時期 

 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか

(n=11)

55%36%

9% 0%

（1）存在した

（2）少し存在した

（3）あまり存在しな
かった

（4）存在しなかった

 

図 ５-9：閲覧したレスの中に有益な情報が存在したか（エントリーシート提出時期） 
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 エントリーシート・書類選考通過時期 

 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか(n=11)

64%

9%

27%

（1）存在した

（2）少し存在した

（3）あまり存在しな
かった

（4）存在しなかった

 

図 ５-10：閲覧したレスの中に有益な情報が存在したか（エントリーシート・書類選考

通過時期） 

 

 面接時期 

• 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか(n=11)

82%

18%

0%

0%

（1）存在した

（2）少し存在した

（3）あまり存在しな
かった

（4）存在しなかった

 

図 ５-11：閲覧したレスの中に有益な情報が存在したか（面接時期） 
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• もっとこのレスを読んでみたいと思ったか。 

 エントリーシート提出時期 

もっとレスを読みたいと思ったか（n=11）

91%

9%

思った

思わなかった

 

図 ５-12：もっとこのスレッドのレスを読んでみたいと思ったか（エントリーシー

ト提出時期） 

 

 エントリーシート・書類選考通過時期 

もっとレスを読んでみたいと思ったか（n=11）

45%

55% 思った

思わない

 

図 ５-13：もっとこのスレッドのレスを読んでみたいと思ったか（エントリーシート・

書類選考通過時） 
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 面接時期 

もっとレスを読みたいと思ったか（n=11）

91%

9%

思った

思わなかった

 

図 ５-14：もっとこのスレッドのレスを読んでみたいと思ったか（面接時期） 

 

49B5.2.3 評価結果からの考察 

類似度貢献単語が含まれるレス自体が少ないので、閲覧時間の短縮化に成功した。 

続いて、スレッド内の情報について述べる。いずれのフェーズにおいても「有益

な情報が入っている」という回答が過半数を超えた。また、類似度貢献単語が含ま

れるレスに絞り込んでしまったため、他のレスも読みたいかどうかを質問してみる

と、エントリーシート提出時期と面接時期においては「もっと読んでみたい」と言

う意見が過半数を超えたが、エントリーシート・筆記試験選考通過時期においては

逆転していた。エントリーシート・筆記試験通過時期は周りが「通過」しているの

か、確認が取れればそれ以降の情報は必要がないからであると推測できる。企業か

らの通過報告というのは、報告があったその瞬間に必要な情報であり、このフェー

ズに関しては、自作スレッドで集めるような情報ではないと考えられる。 

また、今回は類似度貢献単語が含まれるレスのみを提示したのだが、「もっとレス

を読んでみたい」という回答が複数存在した。自由記述で理由を答えてもらったと

ころ、レスに良質な情報が存在したため、探せばもっと良い情報があるのではない

かとう意見や、アンカーの先が気になるためもっと読んでみたいという意見があっ

た。このことから、類似度貢献単語によるレスの絞込みによって有益な情報を捉え

ることができたが、逆に絞込みすぎると、不安を招く原因になり得ることがわかっ

た。 
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第６章 5B結論 
 

 

 

 本論文では、就職活動という限られた時間の中で情報を収集しなければならないケー

スに着目し、情報収集方法の現状分析をし、特に電子掲示板「２ちゃんねる」の就職板

から情報を収集する際、ユーザに多大な負担がかかることを調査した。これは、就職板

に蓄積された情報の多さとユーザ自身が情報要求という状態でありながらも、どのよう

な情報を要求しているのか具体的に言語化できていないことが原因であると考えた。 

そこで本論文では、スレッドの推薦によって掲示板情報収集の効率化する手法を提案

した。情報推薦を行なう場合、まず掲示板ユーザが何を求めているのかを把握させるた

めにユーザのプロファイリングが必要である。今回、既存のスレッドから有益な情報を

ブックマークし「自作スレッド」を作ることで、ユーザプロファイリングを行なった。

自作スレッドと既存の就職板の全スレッドとの類似度を計算し、類似しているスレッド

を推薦した。その際、スレッドの提示だけではなく、類似度を上げるために貢献してい

る単語が含まれるレスの提示によって、スレッド内のレス閲覧の効率化も試みた。 

本手法の有用性を検討するために、実際に２ちゃんねるの就職板上で、自作スレッド

と既存スレッドの類似度を計算し、類似度の高いスレッドにおける類似度貢献単語が含

まれているレスを提示して、評価してもらった。その結果、スレッド内のレス閲覧時間

の短縮に成功した。現状調査においては、1000 レスを閲覧するのに 50 分～53 分時間が

かかっていたのだが、評価の結果、5分 09 秒で貢献単語が含まれるレスを読むことがで

きた。レスの内容に関しては、アンケートから「役に立った」という意見が多数を占め、

ある程度有益な情報を絞り込んで提供できたと考えられる。 

一方で、レス数を減らすことによる問題も発見された。レスを減らすことにより、「こ

れ以上に有益な情報が存在することも考えられるから、もっと情報を見てみたい」とい

う意見や、提示したレスにアンカーが含まれるものがあり、アンカーの先がどのような

情報だったのかが気になるという意見が存在した。このことから、貢献単語が含まれる

レスだけではなく、貢献単語が含まれるレスがされたきっかけとなるようなレスも提示

するべきであることがわかった。 

 また、就職活動はフェーズによって求められる情報が変化する。そこで検証実験にお

いても、自作スレッドにフェーズ特有の情報を追加して計測した。1 回目から 4 回目ま

では自作スレッドに付加する情報に基準を設けずに類似度を測定していたが、求められ

る情報の変化に自作スレッドも対応することができるかを検討するため、5 回目以降か
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らはフェーズごとに情報を付加していった。5回目から 10 回目は面接に関する情報を自

作スレッドにいれ、11 回目から 15 回目まではエントリーシートに関する情報に特化し

たが、類似度の劇的な変化は見受けられなかった。類似度のランキングだけではなく、

各スレッドの類似度の上昇率に着目するべきなのかもしれない。 

 

 

 

 

今後研究で開発したスレッド推薦機能を実用化していく上では、自作スレッドの作成

や、精度を上げるには手間がかかることや、レスの絞込みによってレスが読めないこと

への不安が残ることが課題として残った。自作スレッド作成の手間を省くためにも、他

者が作成した自作スレッドを参考にする実験を試みることも必要である。その際は、自

作スレッド同士の類似度を測定するなど、情報調査者が言語化できない情報要求に対応

できるようにしなければならない。ビューについては、類似度貢献単語を含むレスのみ

だけを提示するのではなく、タグクラウドのように貢献しているレスほど大きく見える

と言ったようなビューの考案が必要である。また、レスの絞込みだけではなく、スレッ

ドの絞込みにも対応しなければならない。具体的には自作スレッドの回りに類似度が近

いスレッド群を配置するなど、類似度に差がない場合は類似しているスレッド群という

くくりでユーザに見せていくことが必要である。 

 今回は原理実験ということで、Ana2ch 内に拡張モジュールや自作スレッドを仮に配置

した。しかし、多くのユーザに実際に利用してもらうためには自作スレッドというプロ

ファイリング情報を２ちゃんねるユーザに持たすべきか、あるいは、Ana2ch のサーバに

持たせるべきかなど実現方式の検討も行なわなければならない。 
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6B付録 1 B区間の結果 

5回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 人事だけど質問ある？ 0.382026 エピソード 卒論 長所 必修 成果

2 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.331306 捏造 自己pr ゼミ pr 証明

3 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.321272 エピソード 長所 工夫 字 エントリーシート

4 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.317681 長所 エピソード 自己pr pr 学生時代

5 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.314059 長所 字 書 面接 捏造

6 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.309643 証明 メール エントリーシート 予約 電源

7 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.297324 必修 卒論 ゼミ 捏造 成績

8 【エントリーシート】就活での嘘・捏造【面接】 (181) 0.286248 捏造 エントリーシート エピソード 証明 シート

9 2011卒専用総合part21 0.276214 ノート 予約 面談 pr エントリーシート

10 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.275301 捏造 エピソード 学生時代 ノート ゼミ

6回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 人事だけど質問ある？ 0.40309 エピソード 卒論 長所 必修 成果

2 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.355431 エピソード 工夫 長所 題材 字

3 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.344932 捏造 自己pr pr ゼミ 証明

4 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.344328 エピソード 長所 自己pr pr 工夫

5 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.322328 証明 メール エントリーシート 予約 電源

6 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.318447 長所 字 面接 書 捏造

7 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.303977 必修 卒論 ゼミ 捏造 pr

8 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.290925 エピソード 捏造 学生時代 ノート 自己pr

9 【エントリーシート】就活での嘘・捏造【面接】 (181) 0.290905 捏造 エピソード エントリーシート 証明 シート

10 2011卒専用総合part21 0.284084 ノート 予約 面談 pr エントリーシート

7回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 人事だけど質問ある？ 0.407224 エピソード 卒論 長所 必修 自己pr

2 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.359919 エピソード 長所 工夫 題材 字

3 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.357055 エピソード 長所 自己pr pr 工夫

4 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.346687 捏造 自己pr pr ゼミ 証明

5 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.329154 長所 字 面接 書 捏造

6 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.324198 証明 メール エントリーシート 予約 電源

7 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.308592 必修 卒論 ゼミ 捏造 pr

8 【エントリーシート】就活での嘘・捏造【面接】 (181) 0.296722 捏造 エピソード エントリーシート 証明 シート

9 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.295422 エピソード 捏造 学生時代 ノート 自己pr

10 2011卒専用総合part21 0.285253 ノート 予約 面談 pr 捏造

8回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.425987 長所 エピソード 短所 バイト経験 自己pr

2 人事だけど質問ある？ 0.405295 エピソード 短所 長所 卒論 自己pr

3 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.367398 エピソード 長所 工夫 自己pr pr

4 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.361972 長所 短所 字 面接 書

5 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.345922 捏造 自己pr pr ゼミ バイト経験

6 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.319404 証明 メール エントリーシート 予約 電源

7 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.308425 必修 卒論 ゼミ pr バイト経験

8 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.306683 エピソード 捏造 バイト経験 学生時代 自己pr

9 自己分析とか何やればいいわけ？ (80) 0.299316 短所 長所 エピソード ノート 自己

10 【エントリーシート】就活での嘘・捏造【面接】 (181) 0.29884 捏造 エピソード エントリーシート 証明 シート

9回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 人事だけど質問ある？ 0.481974 エピソード 短所 長所 卒論 必修

2 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.416252 エピソード 長所 短所 自己pr バイト経験

3 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.401413 エピソード 長所 工夫 自己pr pr

4 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.35736 長所 短所 字 マナー 面接

5 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.347259 証明 メール エントリーシート 卒論 読書

6 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.332292 自己pr 捏造 pr ゼミ バイト経験  
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7B付録 2 C区間の結果 
10回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.51295678 エピソード 工夫 長所 題材 la

2 人事だけど質問ある？ 0.49767596 エピソード 短所 長所 卒論 必修

3 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.42302015 エピソード 長所 短所 自己pr 工夫

4 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.37128479 貴社 証明 メール エントリーシート 卒論

5 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.35073264 自己pr 捏造 pr ゼミ 履歴

6 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.34861425 エピソード 捏造 pr 自己pr 趣味

7 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.34847849 長所 短所 字 履歴 履歴書

8 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.32365166 必修 卒論 ゼミ アピール pr

9 【浪人】+2文系学生の就職【留年】 その５ (597) 0.31341588 短所 ゼミ 卒論 pr 捏造

10 2011卒専用総合part21 0.30301872 ノート pr 自己pr 成果 予約

11回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.52126142 エピソード 工夫 長所 題材 la

2 人事だけど質問ある？ 0.51593311 エピソード 短所 長所 卒論 必修

3 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.42428585 長所 エピソード 短所 自己pr pr

4 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.37948721 貴社 証明 メール エントリーシート 読書

5 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.35189893 長所 短所 字 履歴書 履歴

6 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.35181211 エピソード 捏造 読書 自己pr pr

7 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.34505576 自己pr pr 捏造 ゼミ 履歴書

8 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.32002925 必修 卒論 ゼミ pr アピール

9 【浪人】+2文系学生の就職【留年】 その５ (597) 0.3175367 短所 ゼミ 卒論 pr 捏造

10 ぼっちの就職活動 (959) 0.30456465 エピソード ノート 学生時代 pr 捏造

12回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.53720649 エピソード 工夫 長所 貴社 題材

2 人事だけど質問ある？ 0.52702329 エピソード 短所 長所 卒論 必修

3 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.42086213 長所 エピソード 短所 自己pr pr

4 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.3970976 貴社 証明 枚 エントリーシート 履歴書

5 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.35471369 エピソード 捏造 読書 自己pr pr

6 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.3540451 自己pr pr 捏造 履歴書 履歴

7 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.35034762 長所 短所 履歴書 履歴 字

8 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.31750561 必修 卒論 ゼミ pr アピール

9 【浪人】+2文系学生の就職【留年】 その５ (597) 0.31728327 短所 ゼミ 卒論 pr 捏造

10 ぼっちの就職活動 (959) 0.30793591 エピソード ノート 学生時代 pr 捏造

13回目

順位 スレッドタイトル 類似度 類似度貢献単語1 類似度貢献単語2 類似度貢献単語3 類似度貢献単語4 類似度貢献単語5

1 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.5512006 エピソード 工夫 長所 貴社 題材

2 人事だけど質問ある？ 0.5325039 エピソード 短所 長所 卒論 成果

3 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.42729743 長所 エピソード 短所 自己pr pr

4 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.41206682 貴社 証明 ファイル 枚 エントリーシート

5 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.36031598 エピソード 捏造 読書 pr 自己pr

6 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.35633438 自己pr pr 捏造 履歴書 履歴

7 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.34512774 長所 短所 履歴書 履歴 字

8 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.32454099 必修 卒論 ゼミ pr アピール

9 【浪人】+2文系学生の就職【留年】 その５ (597) 0.32109795 短所 ゼミ 卒論 pr 捏造

10 ぼっちの就職活動 (959) 0.31373243 エピソード ノート 学生時代 pr 捏造

14回目

順位 スレタイ 類似度 貢献単語1 貢献単語2 貢献単語3 貢献単語4 貢献単語5

1 【ES】エントリーシート総合スレ【履歴書】★16 0.5512006 エピソード 工夫 長所 貴社 題材

2 人事だけど質問ある？ 0.5325039 エピソード 短所 長所 卒論 成果

3 非リア充が大手に内定もらうために対策立てるスレ (333) 0.42729743 長所 エピソード 短所 自己pr pr

4 ◆◆◆◆就職総合質問スレpart20◆◆◆◆ (957) 0.41206682 貴社 証明 ファイル 枚 エントリーシート

5 バイトサークル経験＆友達０で就活終えた人のスレ (975) 0.36031598 エピソード 捏造 読書 pr 自己pr

6 バイトサークル経験＆友達０の学生の就活【２４次】 0.35633438 自己pr pr 捏造 履歴書 履歴

7 何もしてなかった2010卒が内定を取りに行くスレ (108) 0.34512774 短所 長所 履歴書 履歴 字

8 【ゼミ無し】ノンゼミ大学生の就職活動【オワタ？】 0.32454099 必修 卒論 ゼミ pr アピール

9 【浪人】+2文系学生の就職【留年】 その５ (597) 0.32109795 短所 ゼミ 卒論 pr 捏造

10 ぼっちの就職活動 (959) 0.31373243 エピソード ノート 学生時代 pr 捏造
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8B付録 3 研究評価アンケート 
研究評価ご協力のお願い 

静岡大学情報学部湯浦研究室 
長谷川涼子 

 
はじめに 
私の研究では「２ちゃんねるからの就職活動に関する情報調査の効率化」を目的に新たなスレッドの

推薦手法を提案しています。今回は「スレ推薦なしの状態」と「スレ推薦ありの状態」との比較と提

案についての評価をお願いしたく、ご協力をお願いしたく思います。お忙しい時期だとは思いますが、

よろしくお願いします。 

 
現状 
 ２ちゃんねる＜http://www.2ch.net/＞から情報を得るには、掲示板の選択→スレッドの選択→レス

の閲覧という流れで行なわれます。図 1 で示すように、情報を収集するためには、約 800 個もの掲示

板から選択し、次に 700 個からのスレッドから選択する必要があります。板・スレッドの選択が終わ

ってようやくレスの閲覧までありつけます。 

 

 

図 15：２ちゃんねるからの情報調査方法 

 
 就職板のスレッド一覧の拡大図を図 2 に示します。 

 
図 16：スレッド一覧の拡大図 

＜就職＠2ch：http://namidame.2ch.net/recruit/subback.html＞ 

拡

⼤ 
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 スレッドを選択してから、レスの閲覧をします。（図 3）レスはスレッドにもよりますが、多く

て 1000 個のレスがつけられています。（200 個のレスのスレッドもあれば、500 個のレスのスレ

ッドもあります。） 

 
 

 

図 17：スレッドに付けられたレス 
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就職活動のスケジュールと２ちゃんねるの情報 

 
就職活動は図 1 のようなスケジュールで進められていきます。大きく分類すると、「準備する時期」

と「実際に活動する（している）時期」です。 
「準備する時期」には情報収集・企業研究を行い、「実際に活動する（している）時期」にはエントリ

ーシートを提出したり、筆記試験受験していたり、エントリーシートの通過などを味わっていたり、

面接の準備を行ないます。 

 

 
図 18：就職活動のスケジュール 

参考：リクナビ＜http://job.rikunabi.com/2011/＞ 

 
２ちゃんねるの就職板の情報も、時期に合わせて変化していきます。これから、図 1 で挙げた時期

（エントリーシート提出時期／エントリーシート通過時期／面接時期）ごとに検索手順と手順に基づ

いた検索結果を紹介しますので評価にご協力ください。 

 
【用意するもの】 
ストップウォッチ（ストップウォッチ機能がついた携帯でも可！） 

 
【評価手順】 
【あなたの状況】に書かれている人物になりきります。 
「手順」を読みます。 
次のページに手順によって出てきたスレッドのレスを一部提示します。読んでください。 
※このとき、ストップウォッチをセットして、提示したレスを読むのに、どれくらい時間がかかった

のか計測してください！！ 
読み終わったら、ストップウォッチを止めて、小アンケートの記入をお願いします。 
※全部で 3 セットあります。 
3 セット終わったら、最後に「全体アンケート」へのご記入をお願いします。 
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1．エントリーシート提出時期 
【あなたの状況】 
あなたは就職活動中です。エントリーシートを書き始めようと思っています。 

 
手順 
実際に存在する「【Panasonic】 パナソニック 11 台目 【松下電器】」（レスの数は 1000 個）からエ

ントリーシート提出時に有益となりそうな情報をブックマークする。（ブックマークしたものを自作ス

レッドと言う。） 
「ブックマークしたもの（自作スレッド）」と「就職板内に存在する全スレッド」と似ているスレッド

が提示され、また閲覧する。（この過程を 2 回繰り返す） 

 

 

 
 

 
今回は、この検索手順を行なったあとに出てきたスレッドのレスを一部だけ読んでもらいます。 
では、ストップウォッチをセットしてください！ 

自作スレッドと似てい

るスレッドが出てくる。

このスレッドに書かれ

ているレスをこれから

読む。 

U エントリーシ

ー ト 提 出 時

期 U に 有 益 と

なりそうな情

報 を チ ェ ッ

ク！！
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エントリーシート提出前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストップウォッチを止めてください。続けて、アンケートをお願いします。 
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小アンケート 1～エントリーシート提出前の時期～ 
エントリーシートを書き始めようと思っている就職活動生になりきって、答えてください。 

 
レスを読むのにかかった時間をご記入ください。 

 
 

 
先ほど呼んだレスの中に、時期（エントリーシートを書き始めようと思っている時期）に見合ったレ

スが存在したと思いますか？番号で答えてください。 

 
（1）存在した（2）少し存在した（3）あまり存在しなかった（4）存在しなかった 
（  ） 
2－1 のように答えた理由を教えてください。 

 
 
 
 

 
もっとレスを読んでみたいと思いましたか。 
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２．エントリーシート通過時 
【状況】 
あなたは就職活動をしています。無事に企業にエントリーシートを提出しました。エントリーシート

の通過を待っているところです。 

 
手順 
実際に存在する「【Panasonic】 パナソニック 11 台目 【松下電器】」（1000 スレッド読む）からエン

トリーシート通過時に有益となりそうな情報をブックマークする。 
「ブックマークしたもの（自作スレッド）」と「就職板内に存在する全スレッド」との類似度を計算し

ていく。 
出てきたスレッド（一番似ているスレッド）を閲覧すると以下のようなレスが含まれたスレッドが出

てきた。 

 

 
 

 
今回は、この検索手順を行なったあとに出てきたスレッドのレスを一部だけ読んでもらいます。 
ストップウォッチをセットしてください！ 

自作スレッドと似て

いるスレッドが出て

くる。このスレッドに

書かれているレス

をこれから読む。 

U エントリー

シート通過

時 Uに有益と

な り そ う な

情報をチェ

ック！！ 
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エントリーシート通過時のレス 

 

 

 

 

 
 
ストップウォッチを止めてください。それではアンケートの記述をお願いします。 



12 

小アンケート 2～エントリーシートが通過した時期～ 
無事に企業にエントリーシートを提出し、エントリーシートの通過を待っている就職活動生になりき

ってお答えください。 

 
レスを読むのにかかった時間をご記入ください。 

 
 

 
先ほど呼んだレスの中に、時期に（エントリーシートｶﾞ通過した時期）見合った、レスが存在したと

思いますか？番号で答えてください。 

 
（1）存在した（2）少し存在した（3）あまり存在しなかった（4）存在しなかった 
（  ） 
2－1 のように答えた理由を教えてください。 

 
 
 
 
 

 
もっとレスを読んでみたいと思いましたか。 
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３．面接時期（面接が始まる前）を想定 
 あなたは書類選考と筆記試験を無事に通過しました！！次は面接です。初めての面接なので緊張し

ています。 
手順 
実際に存在する「【Panasonic】 パナソニック 11 台目 【松下電器】」から面接時に有益となりそう

な情報をブックマークする。 
「ブックマークしたもの（自作スレッド）」と「就職板内に存在する全スレッド」との類似度を計算し

ていく。 
出てきたスレッドを閲覧すると以下のようなレスが含まれたスレッドが出てきた。 

 

 
 

 
今回は、この検索手順を行なったあとに出てきたスレッドのレスを一部読んでもらいます。 
では、ストップウォッチをセットしてください！ 

 

自作スレッドと似て

いるスレッドが出て

くる。このスレッドに

書かれているレス

をこれから読む。 

U面接 Uに有益

となりそうな

情報をチェッ

ク！！ 
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面接時期（面接が始まる前）のレス 
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ストップウォッチを止めてください。それでは、アンケートの記入をお願いします。 
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小アンケート 3～面接時期～ 
書類選考と筆記試験を無事に通過し、面接にそなえる就職活動生になりきってお答えください。 

 
レスを読むのにかかった時間をご記入ください。 

 
 

 
先ほど呼んだレスの中に、時期（面接対策の時期）に見合った、レスが存在したと思いますか？番号

で答えてください。 

 
（1）存在した（2）少し存在した（3）あまり存在しなかった（4）存在しなかった 
（  ） 
2－1 のように答えた理由を教えてください。 

 
 
 
 
 

 
もっとレスを読んでみたいと思いましたか。 

 
 
 
 
 

 
 
では、引き続き、全体アンケートをお願いします。 
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全体アンケート 

 
お疲れ様でした！！それでは、アンケートをお願いします。ここは、就職活動生になりきらずに、い

つもの「あなた」でお答えください。 

 
学年の記入をお願いします、 
学年（  年） 
就職活動の経験についてお聞きします。 
（1）している  (2)したことがある  (3)していない 
（「している」の基準：就職活動のために、企業の情報を収集している/エントリーシートを書いた/面
接を受けた等） 

 
（  ） 
２ちゃんねるの使用頻度についてお聞きします。 
（1）書き込むし、閲覧もする （2）閲覧だけ  
(3)ちらっと見たことならある （４）使ったことはない 

 
（  ） 
自分が欲しいと思っている情報が２ちゃんねるから簡単に集めることができたら、良いと思いますか。 
（1）よいと思う （2）よくないと思う（＝別に必要ない） 
（  ） 
自作スレによるスレッドの推薦（レスをブックマークしていき、ブックマークと似たスレッドを提示

する推薦方法）があれば便利だと思いますか。段階評価とその理由を書いてください。 

 
(1)とても便利だと思う (2)やや便利 (3)そんなに便利じゃない(4)便利じゃない 
（  ） 
理由 

 
 
 

 
提案手法に関して何か意見があれば、自由に記述してください。 

 
 
 
 

以上です。ありがとうございました。 
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9B付録 4 研究評価アンケート結果 

 

小アンケート 1 
（1）レスを読むのにかかった時間 

平均：77.46 秒（n=11） 
（2）先ほど呼んだレスの中に、時期（エントリーシートを書き始めようと思っている時期）に見合

ったレスが存在したと思いますか？ 

 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか

(n=11)

55%36%

9% 0%

（1）存在した

（2）少し存在した

（3）あまり存在しな
かった

（4）存在しなかった

 

(3) (2)のように答えた理由は 
エントリーシートを書いて送る際に必要となる情報（エントリーシートに書く内容、写真、添え状な

ど）があったから。 
写真の貼り方とか、how to につながる具体的な内容が議論されていたため。  
エントリーシートの内容についての話題が出てきたから 履歴書や写真の撮り方という話題が出てき

たから。 
事実を述べたレスについては参考になるが、個人の感想などの情報はそのレスだけでは判断できない

と思う。それらのレスはそれレスへの反応や、スレッドの流れを見て判断したいと感じた。 
最後にエントリーシートの質問と例が書いてあったので書き始めようとしてる際に役に立つと思った。

あと、エントリーシートを書くときに気になっていた写真のことも書いてあったので、写真の問題は

解決すると感じた。 
エントリーシートの書き方や、それに付随する情報に関するが多かったため。  
実際に自分が迷ったこともあったので、書き始めようと思った人には参考になると思う。 
エントリーシートを書き間違えたこと  
エントリーシートに何を書けばよいか 
エントリーシートに添え状を添えるべきかどうか  
などのレスが存在していたため。 
ES の中身についての意見は少なかったように思う。 
写真や添え状についてはなるほどと思ったが書き損じたことやツッコミの下りは不必要だと思ったか

ら。 
どのような ES を書いたらいいのかを知りたいから。 
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(4)もっとレスを読んでみたいと思いましたか。 

もっとレスを読んでみたいと思ったか（n=11）

91%

9%

思った

思わない

 
 
 

小アンケート 2 
（1）レスを読むのにかかった時間 
 平均：24 秒 
（2）先ほど呼んだレスの中に、時期（エントリーシートを書き始めようと思っている時期）に見合

ったレスが存在したと思いますか？ 

 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか(n=11)

64%

9%

27%

（1）存在した

（2）少し存在した

（3）あまり存在しな
かった

（4）存在しなかった

 

(3) (2)のように答えた理由は 
どのスレにも「通過した」という内容が含まれていたから。 
ES 通過時に欲しい情報は次の選考の情報だと思うから。ただ、ES 通過報告によって安心はするかも

しれないので（２）にした。 
書類選好通過したという内容が多いと感じた 
通過したという事実が多くてあまり気になる情報はなかった。 
みんな合格したとかの報告をしていたから。 
エントリーシートが通過したときに、どのような情報が必要になるかあまり想像できないが、一応通

過に関するレスがあったため。 
通知の時期を知ることができる。通過者の嬉しそうな感じがよい。想いを共有できる。 
実際通過したという報告のレスが存在していたため。  
レスの書き込み時間と内容を合わせて把握できたため。 
通過後のことが話題になっていたが、前後関係が分からないものもあったから。 " 
通過というキーワードが多いから 
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(4)もっとレスを読んでみたいと思いましたか。 

もっとレスを読んでみたいと思ったか（n=11）

45%

55%
思った

思わない

 

 

小アンケート 3 
（1）レスを読むのにかかった時間 
 平均：208.1 秒 
（2）先ほど呼んだレスの中に、時期（エントリーシートを書き始めようと思っている時期）に見合

ったレスが存在したと思いますか？ 

• 読んだレスの中に有益だと思える情報は存在したか(n=11)

82%

18%

0%

0%

（1）存在した

（2）少し存在した

（3）あまり存在しな
かった

（4）存在しなかった

 
 

(3) (2)のように答えた理由は 
自己 PR の仕方ポイントなどが書かれていたから。 
具体的なエピソードや、人事の人のアドバイスなど有益な情報がいっぱいあったので。 
自己 PR についてのレスが多かったように感じた。どのように表現するかという重要度の高い内容が

多かったと思った。前の２つと比べて多少関係性の薄い内容のレスがあったように思った。 
実際に人事担当者と思われる人のレスが多く興味深かかった。 
面接の見かたなど、不安な面接の質問に対し、回答がいくつかあったため、面接をするにあたって有

益な情報だと思ったから。 
質問のレスに対して、かなり詳しく答えているレスがいくつもあったため、面接にそなえる身として

は役立つ情報がたくさんあったように感じた。 
参考になることが多かった。就活経験者や元人事担当者らしき人の意見があり、良い面接ポイントが

書かれていた。 
面接に見合ったエピソードの良し悪し、アドバイスをしているレスが存在しているため。  
面接を通してどのような要素を判断しているのか、その基準も企業側のレスが存在していて分かりや

すかったです。 
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有意義なレスは何個か見かけたし、自分の考えとはまた違った意見が見られたので参考になると思う。

しかし Ana2ch による抽出（？）のためか、アンカーだけあってアンカーで指定されたレスの内容が

ない場合があるので、内容が分かりにくい所がある" 
具体的なエピソードを交えたものが多く、一言だけのレスや顔文字だらけのものは出てこなかったか

ら。 
面接対策となるようなコメントが多かったが気がします。 

 
(4)もっとレスを読んでみたいと思いましたか。 

もっとレスを読みたいと思ったか（n=11）

91%

9%

思った

思わなかった

 
全体アンケート 
（1）学年 

評価アンケート協力者の学年割合
（n=11）

9%

55%

27%

9%

2年生

3年生

4年生

大学院1年生

 
（2）就職活動経験の有無 

就職活動の経験（n=11）

なし

36%

あり

64%

あり

なし
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(3)２ちゃんねるの使用頻度 

２ちゃんねるの利用頻度（n=11）

9%

64%

27%

書き込むし、閲覧
もする

閲覧だけする

少しだけ閲覧する

使ったことがない

 
(4)自分が欲しいと思っている情報が２ちゃんねるから簡単に集めることができたら、良いと思うか。 

自分が欲しいと思っている情報が２ちゃんねるから簡単に

集めることができたら、良いと思いますか。

73%

27%

必要だと思う

別に必要ない

 
(5)自作スレによるスレッドの推薦があれば便利だと思うか。 

自作スレによるスレッド推薦があれば便利だと思うか

45%

0%

0%

55%

とても便利だと思う

やや便利

そんなに便利じゃない

便利じゃない

 

(n=11)

(n=11)
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(6) (5)のように答えた理由。 
膨大な数のレスをひとつひとつチェックしていくのは大変だから。 
自作スレが見落としているレスがないか不安なので、その不安が解消されていればとても便利だと思

う。ただ、時間がないという制限をつければ、現状でもとても便利だと思う。 
自分が必要だと思う自分が読みたいと思う性質に近いレスをより早く抽出することができるため。  
スレタイで検索するのに比べスレタイには現れない、スレの中身が似ているスレを簡単に探すことが

できるので便利だと思う。 
自分が見たいものがまとめて見れるので便利だと思った。 
スレッドを自分で探す手間は省けるが、まだレス数が多いと時間をかけて情報を集める必要があるた

め。就活の一般的な情報であれば、自作スレによる検索より、まとめサイトで探してしまうかもしれ

ない。 
２ちゃんねるは情報数が多すぎて、閲覧しづらいから。 関係のない情報も書きもまれている場合があ

り、欲しい情報を探しづらい。 
難しくないものであれば、便利だと思います。難しいもので使いにくいものだと少し疎遠に感じてし

まうので…。 
500 や 700 もあるレスを見るのは大変で、さらにスレッドも他にあるため、全部見るのは時間的にも、

集中力的にも無理だと思うため。 
ただ、明らかな荒らしを除いて、反対意見なども参考になる場合はあるとは思う。" 
純粋に情報だけが欲しい場合は、有用だと思う。 
前後の会話を読んで娯楽にする目的が無いならば。莫大な情報の中から自分が必要だと 
思うものだけを集められたら利用したいと思います。 

 


