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ソーシャルメディアにおける
受動喫煙に関連する質問の発言解析
石井正和、石橋正祥
帝京平成大学薬学部生理・病態学ユニット

ソーシャルメディアにおける受動喫煙に関連した質問を解析した。その結果、「受動喫煙の美容・健康への影
響」に関する質問内容が最も多く、受動喫煙に関する情報提供の必要性が示唆された。
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はじめに

質問のうち、質問あるいはベストアンサーに受動喫

紙巻タバコの主流煙中には多くの有害物質が含ま

煙に関する記載があるものを、カテゴリの大分類で

れ、その一部は発がん性を有しているため、健康に

「健康、美容とファッション」に分類されているなか

悪影響をもたらす。また、副流煙にも健康への影響

から、
「受動喫煙」をキーワードとして抽出した。収

があり、本邦での受動喫煙による死亡者数は毎年 1

集データは 2016 年 1 月〜 2018 年 12 月とした。なお、

万 5,000 人で、交通事故死の 4 倍であると報告され

収集データは不特定多数の者が閲覧可能であり、質

ている 。利用者が増加している加熱式タバコも、有

問や回答に必要とされる Yahoo!Japan の ID は収集し

害物質が含まれており 、国や都は加熱式タバコも含

ていない。また、Yahoo! 知恵袋に掲載されている情

。

報の二次利用に関しては、利用規約を遵守した。収

インターネットは利便性が高く、情報が豊富であ

集した質問は 753 件で、解析時（2019 年 1 〜 3 月）に

るため、 受 動 喫 煙に関 心があるネットユーザー は

何らかの理由により閲覧不可となっていた質問（45

情報を求めて利用する可能性がある。ソーシャルメ

件）
は、解析から除外した。また、喫煙者による誹謗

ディアのなかでも「Yahoo! 知恵袋」は、インターネッ

中傷と思われる書き込みやその書き込みに反応した

トの医薬品記事の最も多いサイトであると報告され

非喫煙者の書き込み（55 件）も除外し、最終的に 653

ている 。本研究では、Yahoo! 知恵袋の受動喫煙に

件について解析した。

1）

2）

めて受動喫煙防止を目的に喫煙規制を強化した

3, 4）

5）

関連する質問を分析し、投稿者がかかえている受動

2. 解析方法

喫煙に対する疑問や不安を明らかにすることを試み

抽出した質問を内容で分類した。さらに UserLocal

た。

社が無料で提供しているテキストマイニングツール

方 法

（https://textmining.userlocal.jp/）を使用し、ワード

1. 情報収集

クラウドと係り受け解析を実施した。テキストマイニ

Yahoo! 知恵袋（https://chiebukuro.yahoo.co.jp/）の

ングは、文章からなるデータを単語や文節で区切り、
それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向など
を解析するテキストデータの分析方法である。本研
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究で実施したワードクラウドでは、文章中で出現頻
度が高い単語を複数選びだし、その頻度に応じた大
きさで図示した。また係り受け解析では、
「名詞」に
係る「形容詞」について解析し、形容詞はポジティブ、
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e-mail:

中立、ネガティブに分類した。
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結 果

、
「リスク−高い」
（中立、出現頻度 6）
、
「タ
頻度 11）

質問文に「受動喫煙」が含まれているものを「受動

、
「気分−悪
バコ−臭い」
（ネガティブ、出現頻度 6）

喫煙あり」
、含まれていないものを「受動喫煙なし」

い」
（ネガティブ、出現頻度 6）だった。受動喫煙な

（投稿者が選んだベストアンサーには「受動喫煙」が含

。係り受
しでは、
「咳」が最も大きく表示された
（図 1）

。受動喫煙あり
まれている）に分けて解析した（表 1）

、
け解析は、
「咳−ひどい」
（ネガティブ、出現頻度 5）

の質問は年々増加し、逆に受動喫煙なしの質問は減

、
「頻度−少な
「咳−酷い」
（ネガティブ、出現頻度 5）

。投稿者は、性別、年齢ともに不明が
少した（表 1）

、
「可能性−高い」
（中立、出
い」
（中立、出現頻度 3）

大半を占めたが、判明している性別は両群ともに男

、どちら−悪い（ネガティブ、出現頻度 3）
現頻度 3）

。
性よりも女性が、年代では 10 代が多かった（表 1）

だった。

ワードクラウドでは、受動喫煙ありは、動詞では

表 1 より、受動喫煙ありは「受動喫煙の美容・健康

「吸う」
、名詞では「受動喫煙」と「タバコ」が大きく表

、続いて「受動喫煙防止
への影響」が 233 件（52.1％）

。係り受け解析は、
「喉−痛い」
（ネガ
示された（図 1）

、
「病気、健康相談」が
方法・対策」が 56 件（12.5％）

、
「喫煙者−多い」
（中立、出現
ティブ、出現頻度 13）

55 件（12.3％）であった。受動喫煙なしは「病気・健

表１ 質問内容

表 1 質問内容

受動喫煙あり

受動喫煙なし

447件
％ 206件
質問した年（件）
2016年
2017年
2018年
投稿者の性別
男性
女性
不明
投稿者の年代
10代
20代
30代
40代
50代
60代
不明
質問内容（質問が複数の場合あり）
受動喫煙の美容・健康への影響
受動喫煙防止方法（対策）
受動喫煙の治療、受診
受動喫煙に関する法整備
受動喫煙場所、喫煙場所
受動喫煙のメカニズム
喫煙の美容・健康への影響
禁煙支援、禁煙治療
病気、健康相談
加熱式タバコの毒性
喫煙者のマナー
その他
文字数
平均（語）
最小
最大
１）受動喫煙あり：質問に受動喫煙に関する記載がある
２）受動喫煙なし：ベストアンサーに受動喫煙の記載がある（質問にはない）
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受動喫煙あり

受動喫煙なし

図 1 ワードクラウドの解析結果
青は名詞、赤は動詞、緑は形容詞を示す。

康相談」が 143 件（69.4％）
、
「喫煙の美容・健康への

関連が示され、投稿者が受動喫煙にさまざまな疑問

影響」が 24 件（11.7％）だった。

や不安を抱いていることが明らかとなった。一方、
受動喫煙なしでは、咳の出現頻度が高く、形容詞で

考 察

はひどい（酷い）との関連が示された。咳は受動喫煙

本調査の質問者は、年齢、性別ともに不明が大半

症の診断基準 6）では、レベル 3 の急性受動喫煙症で

を占めたが、判明している方ではインターネットを使

認められる症状のひとつとなっている。

用する比較的若い世代が多く、集団として偏りがあ

興味あることに質問文に「加熱式タバコ」が含まれ
るものが 23 件あり、そのうち「受動喫煙の美容・健

ることは否めない。
東京都では加熱式タバコも含めて受動喫煙の規制

康への影響」と「加熱式タバコの毒性」に関する質問

対象にした「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」

。なかには投
がそれぞれ 11 件あった（データ未公表）

が 2018 年に施行された 。このような環境の変化に

稿者が、
「加熱式タバコからは煙がでない」や「紙巻タ

伴い、受動喫煙そのものや、受動喫煙による疾患の

バコを止める手段」と記載している場合もあり、医学

発症リスク、受動喫煙症の症状などについて関心を

的知見や根拠に乏しい情報が断定的な知見であるか

持ったネットユーザーが受動喫煙という言葉を用い

のように示されている事例が散見され、正確な情報

て質問する事例が年々増加しているものと思われる。

を提供していく必要性が示唆された。

4）

喉、タバコ、気分の名詞とネガティブな形容詞との
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Analysis of the Questions Related to Passive Smoking in Social Media
Masakazu Ishii, Masaaki Ishibashi
Abstract

We analyzed questions related to passive smoking in social media. As a result, the questions about “the influence
of passive smoking on the beauty and health” were the most, suggesting the need to provide information on
passive smoking.
Key words
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