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内容を適切に示
すタイトルをつ
ける。

1 問題

1.1 分化的接触

レポートはいく
つかの節に区切
り、説にはその
節の内容を示す
タイトルをつけ
る。

未成年の「非行」の１つに喫煙がある。喫煙をはじめとした「非行」が友人のネットワー

クと関係があることは、古くから知られている。つまり、友人からそういった「非行」の

ノウハウを伝授されることで、「非行」に走るというわけである（例えばGiddens(1998)を

参照）。このような仮説を分化的接触仮説と呼ぶことにしよう。ところで、これを実際の

あまり知られ
ていない概念は
きちんと定義す
る。

ネットワーク分析できちんと確認した研究はあまりきいたことがない。これを確認するこ

とがこのレポートの第 1の目的である。

1.2 ネットワーク中心性と逸脱

このレポートの第 2の目的は、軽度の「非行」と友人ネットワークにおける中心性の関

係を明らかにすることである。逆説的かもしれないが、軽度の「非行」を経験している行

為者のほうが中心性が高いと考えられる。なぜなら、以下のような理由が考えられるから

である。

1. ある種の友人関係においては、煙草やシンナーを吸うことが友人関係の証しになる

ことがある。それゆえ、ある程度、「非行」をたしなむ子のほうが、友人ネットワー

クにおいて中心性が高いのかもしれない。

2. また、中学・高校時代を思い出してみると、くそまじめな子よりも、少しぐらい遊ん

でいる子の方がクラスで人気があったような気がする。酒や煙草などの軽度の「非

行」は大人のシンボルであり、こういった「非行」をたしなむことは、一足先に大人
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になったことを意味する。こういったことが、友人ネットワークにおける中心性を高

めるかもしれない。

この 2つの論理は、それぞれデュルケム理論と合理的選択理論（コリンズ (1997) を参照）

に対応させることができる。

基本的で、いち
いち解説できな
い事柄について
は、参考文献を
明示する。

デュルケム理論 デュルケム理論の観点から考えれば、一見、逸脱者がネットワークで中

心を占めることは難しいように思える。なぜなら、「逸脱」は集合意識の怒りと懲罰を引き

起こすから、逸脱者が社会ネットワークの中心にいるということは考えにくい。しかし、

社会の中に逸脱的な下位文化があるならば、その中では、全体社会の規範から「逸脱」す

ることが、下位文化の中では「同調」となる。喫煙は全体社会の規範から見れば逸脱だが、

非行少年グループの中では、同調となる。したがって、このような観点から考えれば、非

行少年を多く含むネットワークにおいては、喫煙者の中心性が高いが、まじめな子を多く

含むネットワークでは、喫煙者の中心性は低いことが予想される。

仮説が正しけれ
ば、どのような
データが得られ
るか予測し、実
際にそのような
データが得られ
るかどうか検討
する。

合理的選択理論 合理的選択理論の観点から考えれば、軽度の「逸脱」をたしなむ能力は、

容姿の美しさや頭のよさ、話の面白さなどと同様に、一種の資源（魅力の源泉）である。

行為者は、このような資源と交換に、友人ネットワークを獲得すると考えられる。このよ

うに考えると、非行少年を多く含むネットワークでは、むしろ逸脱者の中心性は、同調者

の中心性と変わりがないはずである。なぜなら、「逸脱」経験がありふれたものであれば、

その資源としての価値が低下してしまうと考えられるからである。逆に、それほど逸脱者

の多くないネットワークでは、逸脱者の中心性は相対的に高まるはずである。友人グルー

プのほとんどがタバコをたしなむならば、タバコをたしなむ能力は、その人の魅力をとり

たてて高めない。逆に、喫煙経験者が少ないならば、タバコをたしなむ能力は、希少な資

源となり、その人の中心性を高めるだろう。

2 データ
使うデータの特
徴は詳しく記述
する。

このレポートでは、Kirke(2004)で使われているデータを用いる。このデータは、1987

年にアイルランドのダブリンで収集された。ダブリンのBorough郡のある投票区の 14～18

歳の子供すべて（298人）に面接を試み、そのうち 90% （267人）から回答を得た。友人

関係すべて（best friends, good friends, friends）が尋ねられ、その答えから、友人ネット
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ワークを再現した。そして、さらにタバコ、酒、薬物の利用経験を尋ねている。Kirke(2004)

は、再現した友人ネットワークの中から、最大のものを 3つ選んで分析している。図 1は

そのうちの 1つである。このレポートでは、この 3つのネットワークにおける喫煙経験を

分析する。

図表には通し番
号をうち、タイ
トルをつける。
図表には本文を
読まなくても理
解できるような
解説をつける。

図 1: ネットワーク 1のタバコ経験（四角で囲んであるノードが経験者）

3 分析

3.1 友人関係と喫煙経験

喫煙経験者は経験者どうし、経験のない者はない者どうし友人である傾向があるだろう

か。図 1を見るとあるようにも思える。これをもう少し厳密に考えてみよう。

表 1: 3つのネットワークの喫煙者数と紐帯数
喫煙経験者 未経験者 計 紐帯数

ネットワーク 1 14人 (53.8%) 12人 (46.2%) 26人 39本
ネットワーク 2 12人 (54.5%) 10人 (45.5%) 22人 30本
ネットワーク 3 13人 (61.9%) 8人 (38.1%) 21人 29本

ネットワーク 1の構成員の 53.8%が喫煙経験者だから、もしも経験の有無とまったく関

係なくランダムに 2人の間に紐帯があるとすると、喫煙者どうしの紐帯の比率は、全紐帯
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数のうちの

0.538× 0.538 = 0.290 (1)

になるはずである。同様にして、未経験者同士の紐帯の比率は、

0.462× 0.462 = 0.213 (2)

になるはずである。したがって、経験者と未経験者の間の紐帯の比率は、

1− 0.290− 0.213 = 0.497 (3)

のはずである。ゆえに、もしも喫煙経験とは関係なく両者が紐帯を結んでいるならば、全

紐帯数は 39だから、喫煙経験者どうしの紐帯数の期待値は、

39× 0.290 = 11.3 (4)

である。同様にして、おのおのの紐帯数の期待値を計算すると表 2のようになる。この表

表 2: 紐帯数の期待値
喫煙経験者どうし 未経験者どうし 経験者と未経験者

ネットワーク 1 11.3 8.3 19.4
ネットワーク 2 8.9 6.2 14.9
ネットワーク 3 11.1 4.2 13.7

と実際の度数を示した表 3を比較してみよう。喫煙者どうしの紐帯は、期待値よりも大き

ここまで統計的
な議論をする必
要はないが、単
なる印象を述べ
るのではなく、
ある程度数量化
することが望ま
しい。

表 3: 実際の紐帯数
喫煙経験者どうし 未経験者どうし 経験者と未経験者

ネットワーク 1 15 6 18
ネットワーク 2 9 5 16
ネットワーク 3 12 3 14

い傾向がある。つまり、ランダムに友人選択する場合よりも喫煙者同士が友人になりやす

い傾向が見られる。しかし、未経験者どうしは期待値と大差ないか、むしろ期待値よりも

少ない傾向が見られる。カイ二乗値を計算しても、有意な結果は得られなかった。つまり、

喫煙者は喫煙者どうし、未経験者は未経験者どうしでつながる傾向があるとはいえない。
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3.2 中心性と喫煙

それでは、各行為者が喫煙者かどうかと、中心性の高さの連関を検討してみよう。まず

単純に次数で中心性を測ってみる。喫煙経験者と未経験者の次数を箱ひげ図で表したのが

図 2である。全般に若干、喫煙経験者のほうが次数が高いことがわかる。これらの平均値
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図 2: 次数の箱ヒゲ図（3つのネットワークデータを合併。箱の下限が第 1四分位点、上限が第 3四分位

点、真ん中の線が中央値を示す。ヒゲは、四分位 ×1.5の範囲で最大の点を示し、それ以上中央値から離れた

点は、白抜きの点で示すが、このデータにはそれはない。）

の差を検定してみると、片側 7%水準ならば、有意である (t = 1.55, df = 67)。しかし、

それほどはっきりした結果ではない。

そこで、次に各行為者のボナチッチ中心性を計算し、喫煙経験者と未経験者に関してそ

れを図示したの図 3である。やはり、喫煙者のほうが中心性が高いのがわかる。これらの
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図 3: ボナチッチ中心性の箱ヒゲ図

平均値の差を検定してみると、片側 6%水準ならば、有意である (t = 1.61, df = 67)。こ

れもそれほどはっきりした結果ではない。

ネットワーク別に喫煙経験者と未経験者のボナチッチ中心性の平均値を示したのが、表 4

である。この表を見ると、喫煙者が相対的に多いネットワーク 3では、喫煙者の中心性が
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表 4: ボナチッチ中心性の平均値

喫煙経験者の中心性 未経験者の中心性 中心性の差 喫煙者の比率
ネットワーク 1 0.28 0.25 0.03 0.54
ネットワーク 2 0.37 0.26 0.11 0.55
ネットワーク 3 0.45 0.22 0.23 0.62

高いことがわかる。ネットワーク 3に限っていえば、中心性の平均値の差は、片側 1.6%

水準で有意である (t = 2.35, df = 17.3)。

4 考察と今後の課題
最後にもういち
どわかったこと
をまとめる。

今回のデータに関しては、喫煙経験者どうしが友人になりやすいという傾向は見られな

かった。つまり、分化的接触仮説は、支持されない。このデータは、“経験”を尋ねている

ので、初めてタバコを吸ったときのネットワークと現在のそれは、必ずしも一致しない。

若年者の友人関係はかなり流動的であろうから、この結果から、既存の仮説を否定するの

は、軽率だろう。とはいえ、喫煙者どうしが、必ずしも友人である確率が高いわけではな

いというのは、今回の分析を通して得た発見である。

また、喫煙経験者のほうが未経験者よりもやや中心性が高い傾向が見られた。しかし、

全体としては片側 5% 水準でも結果は有意ではない。もう少しデータの数を増やして慎重

に検討すべきであろう。3つのネットワーク別に中心性の平均値を検討すると、喫煙経験率

が最も高いネットワーク 3においてのみ、経験者と未経験者の差が有意となった。この結

果は、合理的選択理論の予測とは一致せず、デュルケム理論の予測と一致するものである。

今回のレポートでは扱えなかったが、以下のような課題が残されている。

不十分な点や今
後探求すべき点
を挙げる。

1. データ数を増やして、もっと信頼できるデータをもとに議論すべきである。

2. 今回は、中心性の平均値の差は、通常の t検定を用いたが、厳密には違った手法を用

いるべきかもしれない。個々の行為者の中心性は、独立に分布しているわけではない

ので、厳密には t検定を用いるべきではないかもしれない。

3. 今回の分析では、デュルケム理論を支持する結果が出たが、喫煙者の比率のバラつ

きが小さいので、結果の解釈には慎重であるべきである。喫煙率は、ネットワーク 1
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では 0.54、ネットワーク 2では 0.62で、それほど大きな差がない。喫煙率が 0.2の

ネットワークや 0.8のネットワークも検討してみる必要がある。
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