
世論調査から探る
人々のニュース・情報選択

～メディアは社会をつなげるか～

配布資料（※データのみ抜粋）



【調査期間】 2018年6月16日（土）～ 24日（日）

【調査対象】 全国16～69歳の男女

【調査方法】 配付回収法

【有効数（率）】 2,369人（65.8％）

【調査相手】 住民基本台帳から層化無作為2段抽出
3,600人 （12人×300地点）

「情報とメディア利用」世論調査
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（特に断りがない場合は、この調査の結果です。）



【調査期間】 2018年11月17日（土）～ 25日（日）

【調査対象】 全国16歳以上の男女

【調査方法】 配付回収法

【有効数（率）】 2,264人（62.9％）

【調査相手】 住民基本台帳から層化無作為2段抽出
3,600人 （12人×300地点）

【参考】メディア利用動向調査（2018年11月）
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情報入手の手段
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16～19歳 20代 30代 40代 50代 60代

（％）

テレビ（まとめ）

新聞

ＳＮＳ（まとめ）

ネット動画

（SNS・動画以外の）

インターネット

〈毎日利用しているメディア（抜粋）（複数回答）〉

（年層別）

＊1 「放送時間にリアルタイムで見るテレビ番組」「録画したテレビ番組」「インターネットを通じて見るテレビ番組」のいずれかに接触した人の合計
＊2 「LINE」「Twitter」「（LINE、Twitter以外の）SNS（Facebook、Instagramなど）」のいずれかに接触した人の合計

*2

*１
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本・雑誌
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タブレット端末

特にない

（％）
（全体）

（男女年層別・抜粋）

【参考】「メディア利用動向調査」（2018年11月） （全国16歳以上の男女 2,264人）
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生活に関わる実用的な情報

政治・経済・社会の情報

個人的な趣味に関する情報

グルメや旅行・レジャー情報

スポーツ情報

音楽・芸能などの情報

最近の流行・はやりもの

近所や地元の身近な情報

その他

〈関心のある情報ジャンル 9項目（複数回答）〉

（％）

どんな情報に関心
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情報入手の手段
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〈政治・経済・社会の動きを伝えるニュースの入手先
（抜粋）（複数回答）〉

（％）

（年層別）
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意識
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（％）
〈「あてはまる」＋「まああてはまる」計〉

「自分が知りたいことだけ知っておけばいい」
若年層で４割

（年層別）
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あてはまる
(161人)

あてはまらない
(212人)

自分にとっては、数は少なくても決まった
情報源があればいい 78 48

さまざまなメディアの情報を見比べるほうだ 34 56

自分が知りたいことだけ知っておけばいい

意識 「自分が知りたいことだけ知っておけばいい」

情報源は「少なくてもいい・見比べない」傾向

〈16～29歳〉

（％）
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U29知りたいことだけ×決まった情報源・時間・見比べ

				【29歳以下】 サイ イカ

						自分が知りたいことだけ知っておけばいい ジブン シ シ

						あてはまる
(161人) ニン		あてはまらない
(212人) ニン

				自分にとっては、数は少なくても決まった
情報源があればいい ジブン カズ スク キ ジョウホウゲン		78		48				0.7763975155		0.4811320755

				さまざまなメディアの情報を見比べるほうだ ジョウホウ ミクラ		34		56				0.3416149068		0.5613207547



				必要な情報を得るときは時間をかける ヒツヨウ ジョウホウ エ ジカン		45		51				0.4534161491		0.5141509434
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Q1.メディア利用率（まとめ有）

				【問１】 ト

				メディア利用率まとめ（男女年層別） リヨウ リツ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				○

																																（％）

										全体				男 オトコ										女 オンナ

												16～
19歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

										2369		128		114		193		270		226		276		136		155		292		281		298

						テレビ		放送時間にリアルタイムで見るテレビ番組		87.2		80		74		82		83		90		94		77		88		91		89		93						67

								録画したテレビ番組		67.2		75		57		66		71		68		58		74		73		76		69		57

								インターネットを通じて見るテレビ番組		18.7		34		33		22		22		18		13		38		16		18		13		6

						テレビまとめ				92.2		91		84		88		91		93		95		89		96		95		93		94

						ラジオ（インターネットラジオを含む）				33.3		22		25		33		40		40		45		21		21		27		35		37

						新聞（電子版を含む）				59.1		22		40		48		60		71		77		31		47		58		68		76

						本・雑誌（電子版を含む）				64.5		63		69		63		67		61		59		61		67		64		67		68

						ＳＮＳ		LINE（ライン）		68.7		95		87		81		72		55		34		95		90		86		68		42

								Twitter（ツイッター）		25.2		73		61		31		20		15		7		73		36		20		15		3

								（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		34.4		61		57		40		35		25		13		74		58		40		25		11

						ＳＮＳまとめ				71.3		97		90		85		76		60		35		96		93		89		70		45

						動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				60.2		91		88		80		74		58		35		84		76		62		49		26

						（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				62.9		81		82		70		72		64		44		85		76		68		56		37

						インターネットまとめ				83.2		97		96		94		92		82		60		96		96		94		83		58

						無回答 ムカイトウ				1.4		0		1		0		0		2		4		1		1		0		2		2

































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1.メディア利用率（毎日）

				【問１】 ト

				メディア利用頻度（毎日のように）まとめ（男女年層別） リヨウ ヒンド マイニチ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				○

																																（％）

										全体				男 オトコ										女 オンナ

												16～
19歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

										2369		128		114		193		270		226		276		136		155		292		281		298

						テレビ		放送時間にリアルタイムで見るテレビ番組		53.4		33		22		38		44		58		67		35		52		59		63		72				質問11 シツモン		67

								録画したテレビ番組		16.8		14		12		14		17		16		17		18		18		18		21		16

								インターネットを通じて見るテレビ番組		2.0		4		6		3		2		1		1		2		2		3		1		0

						テレビまとめ				60.4		41		32		46		53		64		70		48		59		67		70		76

						ラジオ（インターネットラジオを含む）				11.4		3		4		6		13		15		23		4		5		9		12		16

						新聞（電子版を含む）				39.6		3		12		19		40		52		66		7		21		35		50		65

						本・雑誌（電子版を含む）				10.9		13		10		10		12		11		11		6		10		12		10		12

						ＳＮＳ		LINE（ライン）		53.5		81		74		62		54		39		19		85		79		72		51		28

								Twitter（ツイッター）		15.2		56		40		15		10		7		3		60		18		10		7		2

								（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		19.2		45		33		21		14		14		5		53		39		20		11		5

						ＳＮＳまとめ				56.6		88		76		66		58		43		20		92		82		74		53		29

						動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				20.2		59		54		33		22		16		7		40		21		12		11		4

						（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				35.4		41		52		43		44		35		21		52		50		38		28		18

						インターネットまとめ				68.2		95		85		77		77		62		36		93		89		84		64		38

						無回答 ムカイトウ				1.4		0		1		0		0		2		4		1		1		0		2		2

































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1.メディア利用率（週1日以上）

				【問１】 ト

				メディア利用頻度（週1日以上）まとめ（男女年層別） リヨウ ヒンド シュウ ニチイジョウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				○

																																（％）

										全体				男 オトコ										女 オンナ

												16～
19歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

										2369		128		114		193		270		226		276		136		155		292		281		298

						テレビ		放送時間にリアルタイムで見るテレビ番組		82.2		74		58		73		77		86		92		70		82		87		87		90				質問11 シツモン		67

								録画したテレビ番組		55.4		61		44		53		57		57		48		62		65		65		57		45

								インターネットを通じて見るテレビ番組		10.2		23		24		12		11		8		8		23		10		8		5		3

						テレビまとめ				88.8		86		74		84		86		92		92		83		94		91		90		92

						ラジオ（インターネットラジオを含む）				25.4		13		15		20		31		31		37		12		16		21		28		31

						新聞（電子版を含む）				53.9		13		30		38		55		68		74		22		39		52		65		74

						本・雑誌（電子版を含む）				39.3		42		43		39		45		42		37		32		36		33		40		42

						ＳＮＳ		LINE（ライン）		65.8		94		85		77		70		51		28		94		86		84		66		40

								Twitter（ツイッター）		22.2		70		59		25		17		13		4		72		27		18		13		3

								（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		29.2		54		47		33		30		22		8		69		50		33		21		9

						ＳＮＳまとめ				68.6		95		88		81		74		56		29		96		90		86		68		42

						動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				47.1		87		83		69		60		44		26		76		54		41		32		16

						（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				56.9		72		77		64		66		58		37		78		70		62		50		32

						インターネットまとめ				80.0		96		93		91		91		77		53		96		94		93		79		53

						無回答 ムカイトウ				1.4		0		1		0		0		2		4		1		1		0		2		2

































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q5.【テレビ】意識

				【問５】

		◇		テレビについての意識（あてはまる計）（男女年層別） イシキ ケイ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				（SNS利用者分母） リヨウシャ ブンボ

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

						2369		128		114		193		270		226		276		136		155		292		281		298

				テレビがついていないと何となく不安だ		35.6		24		21		28		39		42		40		35		35		33		41		37

				話題になっている番組は見たいと思う		60.1		67		40		50		54		57		63		60		61		62		66		67

				好きな番組でも、毎回決まった時間に見るのは面倒だ		53.1		62		59		57		59		49		41		66		69		59		50		38

				テレビからさまざまな意見や考え方を知ることができる		75.0		75		56		68		68		77		75		70		83		78		83		80

				テレビの情報は送り手側の意図が入っている		82.3		68		76		80		86		88		83		75		86		85		86		80

				テレビは一方的で自分たちの声を反映できない		64.7		59		65		67		69		72		69		50		64		60		63		65

				テレビで見たことや番組を話題にすることが多い		57.8		59		40		49		56		52		57		57		61		59		72		62

				テレビの情報は表面的だ		64.2		66		71		67		70		64		63		67		67		61		62		58

				テレビの情報には不確かなものがある		70.8		74		79		76		77		70		64		61		79		67		75		64

				テレビで言われていることは自分の意見に近い		25.9		28		11		19		19		28		32		22		21		27		29		35

				テレビで言われていることはみんなの共通認識だ		26.7		31		21		23		22		27		32		27		30		27		26		27

















































































&P	


＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q7.【SNS】意識

				【問９】

		◇		ＳＮＳについての意識（あてはまる計）（男女年層別） イシキ ケイ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				（SNS利用者分母） リヨウシャ ブンボ

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

						1666		124		103		167		208		136		88		132		146		249		193		120

				ＳＮＳをチェックしないと何となく不安だ		42.0		58		50		39		31		39		23		64		50		42		42		28

				ＳＮＳに対する意識　ＳＮＳで話題になっていることは知っておきたい		41.2		69		53		40		28		35		18		62		51		39		37		28

				ＳＮＳからさまざまな意見や考え方を知ることができる		57.4		77		69		56		44		49		32		78		71		62		57		36

				ＳＮＳの情報は送り手側の意図が入っている		73.3		74		73		74		71		70		71		78		86		74		71		65

				ＳＮＳで見たことや内容を話題にすることが多い		43.3		73		59		37		32		37		18		75		54		39		40		21

				ＳＮＳの情報は表面的だ		67.0		72		74		67		63		63		59		71		77		60		68		72

				ＳＮＳの情報には不確かなものがある		79.9		90		84		79		77		77		69		86		91		76		77		74

				ＳＮＳは自分の情報が漏れてしまいそうだ		77.0		75		74		77		74		73		68		82		88		83		77		66

				ＳＮＳはわずらわしい		45.1		35		37		50		44		43		41		44		56		52		39		49

				ＳＮＳで見聞きすることは自分の意見に近い		20.9		32		29		17		11		19		10		36		30		20		19		13

				ＳＮＳで見聞きすることはみんなの共通認識だ		20.2		33		24		18		15		15		9		30		25		19		20		14
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q5＆９.【TV×SNS】意識

				【問５＆９】

		◇		テレビ・ＳＮＳ意識比較（あてはまる計）（男女年層別） イシキ ヒカク ケイ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				（SNS利用者分母） リヨウシャ ブンボ

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

						1666		124		103		167		208		136		88		132		146		249		193		120

				テレビがついていないほうが不安		16.6		8		7		10		23		25		32		5		13		15		19		28

				SNSをチェックしていないほうが不安		23.2		42		35		22		16		15		10		34		26		23		20		16

				テレビもSNSも見ないと不安		18.8		16		15		17		15		24		13		30		24		19		22		12

				テレビもSNSも見なくても不安ではない		39.5		34		41		50		44		35		42		30		36		41		36		43

				テレビのほうがさまざまな意見や考え方を知ることができる		29.2		13		14		31		35		43		49		13		19		27		31		50

				SNSのほうがさまざまな意見や考え方を知ることができる		12.2		15		26		17		12		7		9		22		8		12		7		4

				テレビもSNSもさまざまな意見や考え方を知ることができる		45.1		62		43		39		32		42		21		56		63		50		50		31

				テレビもSNSもさまざまな意見や考え方を知ることはできない		11.2		10		15		13		20		7		15		8		9		8		9		12

				テレビの情報のほうが送り手側の意図が入っている		16.6		11		15		16		21		24		23		10		7		14		19		26

				SNSの情報のほうが送り手側の意図が入っている		7.3		17		11		7		4		4		6		13		7		5		5		8

				テレビの情報もSNSの情報も送り手側の意図が入っている		65.9		57		62		67		67		65		65		65		79		69		66		58

				テレビの情報もSNSの情報も送り手側の意図は入っていない		8.0		15		9		9		7		5		3		11		6		9		7		8

				テレビの情報のほうが不確かなものがある		9.2		4		6		11		12		12		13		5		3		11		12		11

				SNSの情報のほうが不確かなものがある		16.5		20		11		12		13		16		14		30		16		19		16		15

				テレビもSNSの情報も不確かなものがある		63.1		69		72		67		64		61		56		56		75		57		61		59

				テレビもSNSの情報も不確かなものはない		8.9		6		8		10		9		10		15		8		6		10		7		13

				テレビで言われていることのほうが自分の意見に近い		14.9		14		6		11		14		22		25		10		8		14		18		27

				 SNSで言われていることのほうが自分の意見に近い		10.7		17		23		10		7		7		2		24		16		7		7		4

				テレビやSNSで言われていることは自分の意見に近い		10.1		15		6		7		4		12		8		13		14		12		12		8

				テレビやSNSで言われていることは自分の意見に近くはない		62.1		54		62		72		73		57		61		52		61		63		60		59

				テレビで言われていることのほうがみんなの共通認識だ		14.0		11		10		10		14		18		22		13		12		16		14		16

				 SNSで言われていることのほうがみんなの共通認識だ		7.8		11		13		7		6		4		5		16		8		8		6		3

				テレビやSNSで言われていることはみんなの共通認識だ		12.4		22		12		11		9		10		5		14		17		11		15		11

				テレビやSNSで言われていることはみんなの共通認識ではない		64.0		57		63		71		69		65		66		55		62		62		63		68
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Q11.効用比較（MA)

				◇				問１１ メディア評価比較（複数回答） ト ヒョウカ ヒカク フクスウ カイトウ



				○

																														（％）





										テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む）		ラジオ
（インターネットラジオ含む）		新聞（電子版を含む）		本・雑誌（電子版を含む）		LINE（ライン）		Twitter(ツイッター）		（LINE・Twitter以外の）ＳＮＳ 		動画共有・配信サービス ドウガ キョウユウ ハイ シン		（SNS・動画以外の）
　　　　　　インターネット ドウガ イガイ		この中にはない		無回答 ムカイトウ

						A		伝わるのが早い		73		23		18		3		26		23		10		9		33		2		1				質問11 シツモン		67

						B		理解しやすい		75		13		37		13		10		7		3		7		23		3		2

						C		詳しく知ることができる		57		7		44		20		7		5		3		7		31		3		2

						D		自分の都合に合わせて利用できる		35		10		30		18		26		15		10		16		41		2		2

						E		信用できる		48		13		42		12		5		2		1		2		11		21		4

						F		ふだん関心のないことでも、こんなことも
あるのかと気づく		59		15		34		20		15		14		8		14		31		4		2

						G		人との共通の話題が得られる		71		11		26		12		20		15		9		12		24		5		3

						H		暇つぶしになる		55		12		15		23		26		16		13		25		33		4		2

						I		手間がかからない		64		16		15		6		23		12		9		14		26		4		2

















































































































＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.伝わるのが早い

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「伝わるのが早い」（複数回答）（男女年層別） コウヨウ ヒカク ツタ ハヤ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				73.4		71		53		67		66		68		86		59		72		75		78		86

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				22.9		9		15		24		21		31		34		9		18		18		27		27

				新聞（電子版を含む）				17.9		7		9		17		17		21		26		9		12		14		21		26

				本・雑誌（電子版を含む）				3.1		4		4		4		2		2		2		4		3		3		5		3

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		26.1		41		23		34		26		18		11		43		38		32		30		13

						Twitter（ツイッター）		23.1		66		47		28		22		14		4		59		34		23		14		4

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		10.0		23		13		12		10		9		4		21		19		9		5		4

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				9.0		16		13		12		6		7		8		9		8		8		10		8

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				32.9		27		32		44		40		45		21		35		39		39		30		17

				この中にはない ナカ				1.6		1		7		2		1		1		1		1		2		2		1		1

				無回答 ムカイトウ				1.4		0		3		2		2		3		1		2		2		1		1		1



		◇				メディア効用比較「伝わるのが早い」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク ツタ ハヤ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				45.7		31		19		32		41		46		62		27		39		45		55		65

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				3.0		0		2		1		3		6		5		1		2		2		4		5

				新聞（電子版を含む）				2.0		0		2		3		3		3		3		2		1		0		2		3

				本・雑誌（電子版を含む）				0.3		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		6.6		13		7		8		4		4		3		13		12		8		8		2

						Twitter（ツイッター）		12.7		38		32		17		12		6		2		39		17		10		7		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		1.4		2		2		1		2		2		1		2		3		1		1		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				1.6		2		3		3		1		1		2		1		0		1		3		2

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				16.4		9		18		23		24		24		10		10		17		23		14		7

				この中にはない ナカ				0.0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				7.1		5		6		8		8		5		9		5		5		7		5		10
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.理解しやすい

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「理解しやすい」（複数回答）（男女年層別） コウヨウ ヒカク リカイ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				75.3		77		59		72		69		66		76		70		83		83		80		82

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				12.5		6		8		10		14		19		21		6		10		9		10		15

				新聞（電子版を含む）				36.7		20		19		30		38		42		50		15		31		35		41		48

				本・雑誌（電子版を含む）				13.0		10		15		18		16		11		10		12		17		14		14		8

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		10.2		20		10		14		6		7		5		24		14		11		12		5

						Twitter（ツイッター）		6.9		26		19		11		2		4		1		29		8		3		2		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		3.1		8		5		4		2		4		1		11		3		1		2		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				7.4		16		15		11		7		5		6		14		6		6		6		4

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				23.3		21		33		35		30		24		14		32		31		25		21		8

				この中にはない ナカ				2.7		1		9		2		2		1		4		3		2		3		3		3

				無回答 ムカイトウ				1.7		0		3		3		2		3		2		1		2		1		1		2



		◇				メディア効用比較「理解しやすい」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク リカイ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				53.6		62		35		47		50		47		51		47		61		61		61		58

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				2.4		1		0		2		3		4		3		2		3		1		3		4

				新聞（電子版を含む）				12.8		4		10		7		14		18		22		3		7		11		13		17

				本・雑誌（電子版を含む）				3.1		2		4		4		5		4		2		4		5		2		3		2

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		2.2		6		3		4		1		2		1		5		4		2		2		0

						Twitter（ツイッター）		2.2		9		8		3		1		1		1		10		0		1		1		0

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		0.5		2		0		0		0		2		0		2		0		0		0		0

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				1.8		3		4		4		2		1		1		4		2		2		1		0

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				9.8		6		18		17		13		12		3		15		11		11		8		3

				この中にはない ナカ				0.0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				7.3		5		7		8		8		5		10		6		5		8		5		10
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.詳しく知る

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「詳しく知ることができる」（複数回答）（男女年層別） コウヨウ ヒカク クワ シ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				56.5		50		36		53		43		48		58		49		62		65		68		68

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				6.5		6		5		5		8		10		10		4		7		3		4		9

				新聞（電子版を含む）				44.3		32		28		36		41		46		58		27		39		43		52		55

				本・雑誌（電子版を含む）				19.6		15		25		21		24		18		13		26		27		19		20		16

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		7.1		10		6		9		8		5		4		10		10		9		9		2

						Twitter（ツイッター）		5.1		18		15		6		3		3		2		15		7		3		3		1						女16-19歳は23.0％＋ オンナ サイ

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		3.0		6		6		3		2		4		1		7		3		2		3		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				6.5		8		12		10		8		7		4		4		7		6		8		2

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				30.6		37		39		45		39		31		13		43		39		36		29		11

				この中にはない ナカ				2.7		3		7		2		2		1		5		2		3		2		2		2

				無回答 ムカイトウ				1.8		0		3		3		2		2		2		2		2		1		2		2



		◇				メディア効用比較「詳しく知ることができる」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク クワ シ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				32.6		27		19		30		27		27		34		25		34		34		41		44

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				1.0		0		0		1		2		3		1		2		1		0		0		2

				新聞（電子版を含む）				21.3		16		11		12		19		27		33		11		17		19		26		25

				本・雑誌（電子版を含む）				7.3		7		11		7		10		7		5		11		9		6		6		6

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		1.7		4		1		2		2		1		1		4		3		2		1		1

						Twitter（ツイッター）		1.7		7		7		1		1		1		1		4		1		0		1		0

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		0.9		2		1		1		1		2		0		2		0		1		1		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				1.7		3		4		3		3		2		1		1		0		1		1		1						男16-19歳は6.0％＋ オトコ サイ

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				19.9		27		30		32		24		20		7		30		25		25		14		6

				この中にはない ナカ				0.2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				7.0		5		6		8		8		5		9		5		5		8		5		10













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.都合に合わせて

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「自分の都合に合わせて利用できる」（複数回答）（男女年層別） コウヨウ ヒカク ジブン ツゴウ ア リヨウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				35.0		13		17		24		27		32		50		17		34		36		46		52

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				10.4		3		7		7		11		15		17		3		8		9		9		13

				新聞（電子版を含む）				30.4		10		8		23		23		38		47		9		21		28		37		50

				本・雑誌（電子版を含む）				17.5		16		16		20		19		20		15		11		19		15		23		16

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		26.3		50		29		31		24		16		9		48		35		37		27		12

						Twitter（ツイッター）		15.3		56		37		20		10		6		4		47		23		12		8		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		9.7		23		14		14		7		6		3		24		21		9		5		3

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				15.9		25		24		27		19		12		12		16		16		15		14		7

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				40.6		38		50		52		50		45		23		49		55		49		37		19

				この中にはない ナカ				2.3		2		4		2		1		2		3		2		3		2		4		3

				無回答 ムカイトウ				1.9		0		2		3		2		3		3		2		2		1		2		2



		◇				メディア効用比較「自分の都合に合わせて利用できる」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク ジブン ツゴウ ア リヨウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				17.5		6		7		10		14		12		29		5		12		15		24		33

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				2.3		0		1		1		1		4		5		1		2		1		1		5

				新聞（電子版を含む）				12.2		3		4		7		7		16		23		2		6		8		15		23

				本・雑誌（電子版を含む）				3.6		2		4		5		4		6		3		2		5		1		4		4

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		10.3		19		7		10		10		7		5		18		14		16		11		5

						Twitter（ツイッター）		6.4		30		18		7		3		2		2		22		8		5		2		0

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		2.2		4		4		3		2		2		0		4		5		2		2		2

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				4.2		6		5		6		6		5		4		4		2		3		4		1						男16-19歳は10％で＋ オトコ サイ

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				29.7		24		38		39		41		35		15		32		38		37		26		12

				この中にはない ナカ				0.1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				7.3		5		8		8		9		5		9		5		5		8		5		10













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.信用できる

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「信用できる」（複数回答）（男女年層別） コウヨウ ヒカク シンヨウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				47.9		49		33		37		39		45		58		46		40		51		57		54

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				12.5		12		7		11		11		19		21		8		5		10		11		14

				新聞（電子版を含む）				42.1		35		25		29		42		45		49		36		41		39		49		53

				本・雑誌（電子版を含む）				11.9		13		16		12		13		15		9		20		14		9		13		6

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		5.2		10		5		6		4		3		3		7		8		6		7		3

						Twitter（ツイッター）		2.2		2		9		5		1		1		1		7		1		2		2		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		1.2		2		4		2		0		2		1		2		1		1		1		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				1.7		3		4		3		3		0		2		0		1		1		1		1

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				10.8		4		14		20		13		16		7		12		12		13		8		4

				この中にはない ナカ				21.3		30		28		31		24		20		16		17		28		20		17		17

				無回答 ムカイトウ				3.5		2		3		4		3		4		4		4		3		3		4		5



		◇				メディア効用比較「信用できる」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク シンヨウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				30.6		37		22		22		23		27		37		32		25		31		37		36

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				1.9		0		2		2		3		3		2		1		1		1		1		3

				新聞（電子版を含む）				24.8		16		11		17		29		29		26		22		27		27		27		27

				本・雑誌（電子版を含む）				4.2		3		9		4		6		4		2		11		7		3		3		2

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		1.4		5		4		1		1		0		1		2		3		2		1		1

						Twitter（ツイッター）		0.9		0		4		3		0		0		0		3		0		1		0		0

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		0.3		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				0.6		2		2		2		1		0		1		0		0		1		0		0

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				4.3		2		10		8		4		8		1		4		3		5		4		1

				この中にはない ナカ				0.5		0		0		1		0		0		1		1		1		0		1		0

				無回答 ムカイトウ				5.7		3		5		5		7		4		9		4		4		6		4		8













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.気づく

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「ふだん関心のないことでも、気づくことができる」 コウヨウ ヒカク カンシン キ



						（複数回答）（男女年層別）

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				59.1		60		51		51		53		54		63		53		54		64		66		67

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				15.2		6		9		19		16		21		20		9		14		12		17		15

				新聞（電子版を含む）				34.3		15		17		25		31		42		46		19		25		32		45		46

				本・雑誌（電子版を含む）				20.4		12		19		16		21		23		16		14		26		20		28		23

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		15.4		27		18		18		14		9		5		27		23		22		19		6

						Twitter（ツイッター）		13.7		50		36		15		9		5		1		44		21		12		7		2

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		8.2		20		12		11		5		5		3		22		17		9		5		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				13.6		20		23		18		16		13		10		14		19		12		14		5

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				31.1		21		35		42		42		38		20		29		39		38		29		15

				この中にはない ナカ				4.0		5		7		4		4		2		5		2		5		5		3		5

				無回答 ムカイトウ				2.2		0		3		3		2		3		2		3		2		2		2		3



		◇				メディア効用比較「気づく」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク キ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				32.6		34		25		24		30		29		37		28		27		30		39		43

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				3.1		1		4		5		4		4		5		1		3		2		1		3

				新聞（電子版を含む）				11.8		5		5		9		12		15		17		6		5		10		17		15

				本・雑誌（電子版を含む）				5.2		2		4		5		5		9		5		3		4		3		7		6

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		4.0		6		4		5		2		3		2		7		5		8		3		2

						Twitter（ツイッター）		5.8		25		14		7		2		1		1		22		10		4		3		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		2.7		4		3		3		2		3		1		7		10		2		2		0

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				4.6		7		7		6		6		4		4		4		7		4		3		3

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				16.9		8		18		22		24		21		11		13		20		23		15		9

				この中にはない ナカ				0.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				6.9		5		6		8		7		5		9		4		5		6		5		10













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.共通話題

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「人との共通の話題が得られる」 コウヨウ ヒカク ヒト キョウツウ ワダイ エ



						（複数回答）（男女年層別）

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				71.4		58		52		62		69		72		74		54		72		78		80		83

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				10.8		2		10		7		13		18		19		4		7		7		12		11

				新聞（電子版を含む）				26.1		2		5		17		28		35		42		5		18		24		33		37

				本・雑誌（電子版を含む）				11.7		8		13		10		12		12		10		5		14		13		15		12

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		20.1		41		20		23		21		10		8		33		34		25		21		8

						Twitter（ツイッター）		14.6		59		38		18		9		4		2		53		22		8		6		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		9.4		28		13		13		5		4		3		25		23		9		4		3

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				12.2		30		28		18		11		9		4		15		14		11		13		4

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				24.2		21		27		36		35		29		14		22		31		30		19		9

				この中にはない ナカ				5.1		4		7		6		6		5		6		2		5		5		5		5

				無回答 ムカイトウ				2.5		0		3		4		2		3		3		3		2		2		3		3



		◇				メディア効用比較「人との共通の話題が得られる」 コウヨウ ヒカク ヒト キョウツウ ワダイ エ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				53.1		27		26		40		49		58		60		30		52		60		65		70

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				1.3		0		0		0		2		3		3		1		0		0		1		2

				新聞（電子版を含む）				3.9		0		0		2		6		6		9		2		2		2		4		4

				本・雑誌（電子版を含む）				1.3		0		3		1		2		1		2		0		1		1		2		1

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		5.4		11		7		7		6		1		3		13		8		8		5		1

						Twitter（ツイッター）		6.1		31		19		4		3		1		1		29		8		2		2		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		3.3		10		8		3		1		3		1		10		11		2		1		0

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				2.6		9		10		7		2		2		1		2		1		2		2		0						男16-19歳は12％ オトコ サイ

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				8.5		4		11		19		16		12		4		5		7		9		5		3

				この中にはない ナカ				0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				6.8		5		6		7		7		5		9		4		5		7		5		10













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.暇つぶし

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「暇つぶしになる」 コウヨウ ヒカク ヒマ



						（複数回答）（男女年層別）

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				55.4		32		33		50		52		55		65		36		58		57		64		70

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				12.1		6		4		10		15		17		21		5		8		8		12		13

				新聞（電子版を含む）				15.0		4		6		12		13		19		28		3		12		8		19		22

				本・雑誌（電子版を含む）				23.0		20		17		21		23		23		21		13		28		23		31		25

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		25.5		52		26		25		23		16		8		43		47		37		26		9

						Twitter（ツイッター）		16.1		62		38		16		10		5		4		56		25		12		9		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		12.9		31		18		14		8		7		3		38		31		15		7		3

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				25.0		45		47		32		32		22		12		44		31		23		21		6

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				33.3		31		35		44		43		36		20		38		47		43		29		13

				この中にはない ナカ				3.9		3		6		2		3		3		5		2		1		3		5		7

				無回答 ムカイトウ				2.2		0		3		3		2		3		3		2		2		1		3		3



		◇				メディア効用比較「暇つぶしになる」 コウヨウ ヒカク ヒマ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				29.0		6		12		19		25		29		46		8		21		25		40		48

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				2.3		2		0		1		2		5		4		2		0		1		3		4

				新聞（電子版を含む）				2.4		0		1		3		1		5		5		0		2		1		3		2

				本・雑誌（電子版を含む）				5.9		3		2		6		5		6		4		2		5		6		9		10

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		7.8		15		3		6		6		6		4		12		11		14		9		3

						Twitter（ツイッター）		5.6		29		17		4		3		1		1		24		7		2		2		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		4.2		9		4		5		2		3		1		17		14		3		1		1

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				12.1		23		28		21		15		11		7		20		7		9		10		3

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				17.3		6		18		24		27		23		12		8		25		25		12		7

				この中にはない ナカ				0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0

				無回答 ムカイトウ				7.3		5		7		7		10		5		9		4		6		8		5		10













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q11.手間がかからない

						【問１１】 ト

		◇				メディア効用比較「手間がかからない」 コウヨウ ヒカク テマ



						（複数回答）（男女年層別）

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				47.5		40		40		55		62		64		76		45		61		64		75		80

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				5.1		4		11		13		20		25		30		5		10		10		14		17

				新聞（電子版を含む）				2.7		3		4		8		13		22		28		4		7		12		19		23

				本・雑誌（電子版を含む）				0.8		6		7		5		7		5		5		3		9		6		9		6

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		9.7		57		27		21		22		13		8		38		38		31		19		7						女16-19歳は63.9%、男16-19歳は50.2％ オンナ サイ オトコ サイ

						Twitter（ツイッター）		4.7		47		34		12		9		4		3		42		17		10		4		1						女16-19歳は47.5%、男16-19歳は46.3％ オンナ サイ オトコ サイ

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		2.4		24		18		9		5		6		3		26		19		8		4		2

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				3.8		31		33		17		19		11		7		24		14		11		10		4

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				14.5		26		30		37		39		29		16		27		38		31		19		11

				この中にはない ナカ				0.1		3		8		3		2		2		4		4		3		4		4		3

				無回答 ムカイトウ				7.3		1		2		3		2		3		2		2		2		2		3		2



		◇				メディア効用比較「手間がかからない」（もっとも）（男女年層別） コウヨウ ヒカク テマ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																														（％）

								全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

												20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ（録画再生・ネット動画サービスでの視聴含む） ロクガ サイセイ ドウガ シチョウ フク				44.9		23		21		34		40		47		57		27		38		43		57		65

				ラジオ（インターネットラジオを含む）				4.8		0		2		4		4		8		10		2		3		1		5		6

				新聞（電子版を含む）				2.6		1		1		3		3		5		4		2		2		1		2		3

				本・雑誌（電子版を含む）				0.8		2		0		1		0		1		1		1		0		2		2		0

				ＳＮＳ		LINE（ライン）		9.1		26		9		10		7		4		3		15		14		15		8		3

						Twitter（ツイッター）		4.4		17		19		4		3		2		0		14		5		3		1		1

						（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 		2.2		5		4		4		2		2		0		5		7		1		1		0

				動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）				3.6		9		11		5		5		3		1		8		1		2		3		1

				（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット				14.5		9		17		22		23		18		8		15		19		19		10		5

				この中にはない ナカ				0.1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

				無回答 ムカイトウ				7.3		5		7		8		9		5		10		5		6		7		4		11













































































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q12.関心事・ニュース

				【問１２Ａ】

		◇		関心のある情報ジャンル（複数回答）（男女年層別） カンシン ジョウホウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				 政治・経済・社会の情報		57.0		22		39		54		61		70		81		34		43		48		58		71

				 生活に関わる実用的な情報		59.6		23		36		42		50		61		58		50		76		69		74		80

				 音楽・芸能などの情報		39.6		66		39		31		31		33		23		60		51		46		47		35

				 スポーツ情報		40.2		27		42		50		57		50		66		20		17		28		33		32

				最近の流行・はやりもの		36.0		51		38		25		31		33		19		58		50		45		40		29

				グルメや旅行・レジャー情報		41.1		21		21		33		36		39		37		51		53		47		48		51

				 個人的な趣味に関する情報		43.3		63		55		47		49		51		36		57		38		35		37		34

				近所や地元の身近な情報		24.7		6		19		17		22		24		27		13		37		26		34		29

				その他		3.2		2		1		2		2		4		1		4		3		5		5		5

				 特にない		3.7		3		11		5		3		3		3		3		6		4		3		3

				政治・経済・社会の情報
以外のみに関心 イガイ カンシン		38.4		75		49		39		36		26		16		62		50		47		39		26

				無回答 ムカイトウ		0.9		0		2		2		1		1		0		2		1		0		0		1



				【問１８】 ト

		◇		「ニュース」だと思う情報ジャンル（複数回答）（男女年層別） オモ ジョウホウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				 政治・経済・社会の情報		89.2		86		79		83		87		95		92		90		91		91		90		89

				 生活に関わる実用的な情報		33.0		24		18		29		31		35		40		27		28		34		39		38

				 音楽・芸能などの情報		27.7		55		31		26		24		18		19		41		39		31		27		21

				 スポーツ情報		50.0		66		52		51		53		50		58		46		46		44		44		46

				最近の流行・はやりもの		20.1		30		22		19		20		24		17		24		16		18		20		19

				グルメや旅行・レジャー情報		11.7		12		11		12		8		12		14		17		10		12		10		12

				 個人的な趣味に関する情報		7.3		12		10		7		7		10		11		10		5		3		5		5

				近所や地元の身近な情報		26.9		26		21		29		32		27		30		24		27		24		28		25

				その他		1.6		2		3		1		0		2		1		1		3		3		2		2

				 特にない		3.1		1		10		5		3		1		1		2		3		4		3		4

				政治・経済・社会の情報
以外も「ニュース」（まとめ） イガイ		78.3		87		76		75		79		77		84		77		77		76		76		79

				政治・経済・社会の情報
以外のみ「ニュース」（まとめ） イガイ		6.8		13		11		9		9		4		7		7		5		4		7		6

				無回答 ムカイトウ		0.9		0		1		2		1		1		0		2		1		0		1		1

















































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1２.関心事とニュースの関係

				【問１２Ａ、Ｃ】

		◇		関心のある情報とニュースと思う情報（複数回答）（男女年層別） カンシン ジョウホウ オモ ジョウホウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				「ニュース」＝関心事		80.1		73		69		80		83		86		91		71		76		71		79		87

				「ニュース」＝関心事以外		13.9		23		16		11		12		10		6		24		17		23		15		7

				関心事なし＆「ニュース」対象あり		1.9		3		4		2		1		3		1		2		3		2		2		1

				関心事あり＆「ニュース」対象なし		1.3		1		3		3		2		0		0		1		0		2		2		2

				関心事＆「ニュース｣対象なし		1.8		0		6		3		2		0		1		2		3		2		1		2

				無回答 ムカイトウ		1.0		0		2		2		1		1		0		2		1		0		1		1



				【問１８】 ト

		◇		もっとも関心のある情報とニュースと思う情報（男女年層別） カンシン ジョウホウ オモ ジョウホウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				「ニュース」＝最大関心事 サイダイ		57.6		46		46		54		63		67		77		35		48		49		57		63

				「ニュース」＝最大関心事以外 サイダイ		35.8		49		39		35		31		28		19		59		45		45		37		31

				最大関心事なし＆「ニュース」対象あり サイダイ		2.0		3		4		2		2		3		1		2		3		2		2		1

				最大関心事あり＆「ニュース」対象なし サイダイ		1.2		1		3		3		2		0		0		1		0		2		2		1

				最大関心事＆「ニュース｣対象なし サイダイ		1.8		0		6		3		2		0		1		2		3		2		1		2

				無回答 ムカイトウ		1.6		1		3		3		2		1		1		2		1		1		1		2

















































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q12.関心事の多少

				【問１２Ａ】

		◇		関心事の多少・まとめ（男女年層別） カンシン ゴト タショウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				関心事　少数・なし派 スウ		11.2		17		21		14		11		9		12		7		10		12		9		9

				関心事　中間派 アイダ ハ		43.2		59		47		52		48		41		43		46		34		42		36		38

				関心事　多数派 スウ ハ		44.7		24		30		32		40		49		45		46		55		46		54		51



								テレビ（ＲＴ）						ネットまとめ						ＳＮＳまとめ

						全体 ゼンタイ		毎日 マイニチ		週１～４ シュウ		なし		毎日 マイニチ		週１～４ シュウ		なし		毎日 マイニチ		週１～４ シュウ		なし

				関心事　少数・なし派 スウ		11.2		9		11		22		10		12		17		10		12		14

				関心事　中間派 アイダ ハ		43.2		39		48		46		43		50		41		42		49		43

				関心事　多数派 スウ ハ		44.7		52		41		30		47		39		41		47		38		43



				【問１５】

		◇		（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				知ること自体に興味がある		48.9		29		40		42		49		57		65		31		45		43		46		64

				物事の価値を判断する材料になる		45.3		27		31		47		47		51		58		30		34		38		48		56				SNS利用頻度のない人で高い リヨウ ヒンド ヒト タカ

				他の人との会話の材料になる		38.5		18		34		38		39		42		49		25		34		36		40		47				テレビ毎日視聴の人で高い マイニチ シチョウ ヒト タカ

				自分に関係がある		34.8		23		31		33		36		36		38		29		34		37		35		39				SNS利用頻度の低い人で高い リヨウ ヒンド ヒク ヒト タカ

				知らないと恥ずかしい		31.9		29		30		30		27		32		28		38		47		35		31		30				各メディアを毎日利用する人で高い カク マイニチ リヨウ ヒト タカ

				難しい		19.5		41		16		19		9		8		8		42		33		27		22		13

				仕事の上で必要である		18.5		5		18		27		26		30		26		15		21		14		14		5

				自分に関係がない		4.6		5		11		5		4		4		1		10		6		3		5		3

				その他		1.5		2		4		3		0		2		1		3		0		1		3		1

				無回答 ムカイトウ		0.8		0		0		1		2		1		0		2		0		0		1		1
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q12.関心事・ニュースと多少の関係

				【問１２Ａ】

		◇		関心のある情報ジャンル（複数回答）×関心事多少 カンシン ジョウホウ フクスウ カイトウ カンシン ゴト タショウ



		○

												（％）

						全体		関心事　少・なし派		関心事　中		関心事　多



						2369		266		1024		1058

				 政治・経済・社会の情報		57.0		15		50		76						0.1503759398		0.4990234375		0.7551984877

				 生活に関わる実用的な情報		59.6		13		47		84						0.1315789474		0.4736328125		0.8440453686

				 音楽・芸能などの情報		39.6		8		27		61						0.0751879699		0.2705078125		0.606805293

				 スポーツ情報		40.2		9		33		56						0.0902255639		0.33203125		0.5557655955

				最近の流行・はやりもの		36.0		4		23		57						0.037593985		0.232421875		0.5718336484

				グルメや旅行・レジャー情報		41.1		6		28		63						0.0639097744		0.279296875		0.6342155009

				 個人的な趣味に関する情報		43.3		9		36		60						0.0939849624		0.357421875		0.6001890359

				近所や地元の身近な情報		24.7		2		14		41						0.0187969925		0.13671875		0.4149338374

				その他		3.2		1		3		4						0.007518797		0.0263671875		0.0444234405

				 特にない		3.7		33		0		0						0.3308270677		0		0

				政治・経済・社会の情報
以外のみに関心 イガイ カンシン		38.4		52		100		100						0.5187969925		1		1

				無回答 ムカイトウ		0.9		0		0		0						0		0		0



				【問１８】 ト

		◇		「ニュース」だと思う情報ジャンル（複数回答）×関心事多少 オモ ジョウホウ フクスウ カイトウ カンシン ゴト タショウ



		○

												（％）

						全体		関心事　少・なし派		関心事　中		関心事　多



						2369		266		1024		1058

				 政治・経済・社会の情報		89.2		66		88		97				　---　		0.6616541353		0.8837890625		0.9744801512

				 生活に関わる実用的な情報		33.0		21		30		39				<		0.2142857143		0.3037109375		0.3913043478

				 音楽・芸能などの情報		27.7		12		26		34				　---　		0.1240601504		0.2587890625		0.3393194707

				 スポーツ情報		50.0		25		47		60				<		0.2481203008		0.4697265625		0.6020793951

				最近の流行・はやりもの		20.1		9		17		27				<		0.0864661654		0.1669921875		0.2674858223

				グルメや旅行・レジャー情報		11.7		7		10		15				<		0.0676691729		0.09765625		0.1512287335

				 個人的な趣味に関する情報		7.3		5		7		9				　---　		0.045112782		0.0673828125		0.0869565217

				近所や地元の身近な情報		26.9		14		23		35				<		0.1353383459		0.2255859375		0.3497164461

				その他		1.6		2		1		2				　---　		0.015037594		0.013671875		0.0198487713

				 特にない		3.1		20		2		0				<		0.2030075188		0.015625		0.0018903592

				政治・経済・社会の情報
以外も「ニュース」（まとめ） イガイ		78.3		48		80		86				　---　		0.484962406		0.7978515625		0.8582230624

				政治・経済・社会の情報
以外のみ「ニュース」（まとめ） イガイ		6.8		31		19		14				>		0.3082706767		0.185546875		0.1398865784

				無回答 ムカイトウ		0.9		0		0		0				<		0.0037593985		0.0009765625		0
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q15.ニュース意識

				【問１５】

		◇		政治・経済・社会の動きを伝えるニュースへの意識（男女年層別） セイジ ケイザイ シャカイ ウゴ ツタ イシキ ダンジョ ネン ソウ ベツ



																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				自分に関係がある		34.8		23		31		33		36		36		38		29		34		37		35		39

				知ること自体に興味がある		48.9		29		40		42		49		57		65		31		45		43		46		64

				物事の価値を判断する材料になる		45.3		27		31		47		47		51		58		30		34		38		48		56

				他の人との会話の材料になる		38.5		18		34		38		39		42		49		25		34		36		40		47

				仕事の上で必要である		18.5		5		18		27		26		30		26		15		21		14		14		5

				知らないと恥ずかしい		31.9		29		30		30		27		32		28		38		47		35		31		30

				難しい		19.5		41		16		19		9		8		8		42		33		27		22		13

				自分に関係がない		4.6		5		11		5		4		4		1		10		6		3		5		3

				その他		1.5		2		4		3		0		2		1		3		0		1		3		1

				無回答 ムカイトウ		0.8		0		0		1		2		1		0		2		0		0		1		1
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q9.SNS 

				【問６Ａ】

		◇		ＳＮＳの利用サービス（男女年層別） リヨウ ダンジョ ネン ソウ ベツ																																		全体

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ																Base : 全体		2369    

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ										100.0    

				ＬＩＮＥ（ライン）		67.7		95		88		81		74		54		31		96		92		83		67		38								1. Ｔｗｉｔｔｅｒのみ		22    

				Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）		22.0		70		54		26		18		13		5		72		27		16		13		3										0.9    

				Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（インスタグラム）		19.5		49		31		22		12		9		3		63		37		24		13		4								2. Facebookのみ		9    

				Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）		19.4		11		25		31		24		17		8		30		39		24		14		6										0.4    

				その他のＳＮＳ		1.9		2		1		0		2		4		1		3		1		2		3		2								3. Instagramのみ		2    

				利用していない		29.0		3		10		13		22		40		67		2		6		14		31		58										0.1    

				無回答		0.7		0		0		1		1		0		1		1		0		0		1		2								4. LINEのみ		752    

																																						31.7    

				【問９】×【問６】 ト																																5. Ｔｗｉｔｔｅｒ＋Facebookのみ		6    

		◇		もっとも使うＳＮＳの利用サービス×利用パタン（男女年層別） ツカ リヨウ リヨウ ダンジョ ネン ソウ ベツ																																		0.3    

						全体		見る専
（検索あり）		見る専
（検索あり＆なし）		発信あり		低関与発信																						6. Facebook＋Instagramのみ		5    

						2369		150		260		573		168																								0.2    

				ＬＩＮＥ（ライン）		56.6		77		79		65		77																						7. Ｔｗｉｔｔｅｒ＋Instagramのみ		5    

				Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）		6.1		15		12		19		11																								0.2    

				Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（インスタグラム）		2.2		3		3		7		4																						8. Ｔｗｉｔｔｅｒ＋Facebook＋Instagramいずれも		128    

				Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）		2.1		3		4		7		5																								5.4    

				その他のＳＮＳ		0.6		1		1		1		1																						9. Ｔｗｉｔｔｅｒ、Facebook、Instagramのいずれか		891    

				無回答		2.7		1		2		2		2																								37.6    

				非該当 ヒガイトウ		29.7																														10. 3大SNSのみ利用		55    

																																						2.3    

																																				11. LINE以外のいずれか		914    

																																						38.6    

																																				12. SNS利用あり		1666    

																																						70.3    

																																				13. SNS利用なし		687    

																																						29.0    

																																				14. 無回答		16    

																																						0.7    
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



LINE以外SNS×デモグラ

				【問１０】

		◇		LINE以外でもっとも利用しているSNS×デモグラ項目 イガイ リヨウ





								男 オトコ				女 オンナ				男 オトコ				女 オンナ

						全体		単身 タンシン		複数世帯 フクスウ セタイ		単身 タンシン		複数世帯 フクスウ セタイ		有職 ユウ ショク		無職 ムショク		有職 ユウ ショク		無職 ムショク		子ども有り コ ア		子ども無し コ ナ		テレビ視聴時間・長 シチョウ ジカン チョウ		テレビ視聴時間・中 チュウ		テレビ視聴時間・短 タン		テレビ視聴なし

						2369		118		1017		100		1113		940		202		726		492		1425		923		639		909		639		260												940		202		726		492

				Ｔｗｉｔｔｅｒ		13.0		20		14		21		11		11		30		13		11		5		25		7		11		16		28				→単身者で高い タンシンシャ タカ								101		60		92		54						0.0533333333		0.2502708559				5		25

				Facebook		10.7		9		12		9		10		14		3		13		5		12		9		8		12		14		8												131		6		92		25						0.1207017544		0.0888407367				12		9

				 Instagram		11.0		4		7		14		15		7		6		14		16		9		14		8		11		13		15												66		12		102		78						0.089122807		0.141928494				9		14

				その他のSNS		1.1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2												13		1		7		6						0.0133333333		0.0086673889				1		1

				 LINE以外のSNS利用なし		31.7		18		31		19		36		32		16		36		31		38		22		31		34		33		25												301		33		262		153						0.3831578947		0.218851571				38		22

				無回答		2.7		3		4		1		2		4		2		2		2		2		3		2		3		3		2												34		5		17		8						0		0				2		3

				非該当		29.7		46		32		36		25		31		42		21		34		32		26		44		30		20		21												294		85		154		168						0.3164912281		0.2589382449				32		26

				ＳＮＳ接触あり セッショク		71.3		55		68		65		77		69		58		81		68		70		75		57		71		82		77																								1425		923

				SNS接触なし セッショク		27.0		42		30		34		22		30		40		18		31		28		24		41		27		17		22



						全体		マスコミ確認派		インターネット確認派		リアルくちコミ派		マスコミのみ確認派		インターネットのみ確認派		リアルくちコミのみ派		何もしない		見ない		ＳＮＳ高頻度 コウヒンド		ＳＮＳ中頻度 チュウ ヒンド		ＳＮＳ低頻度 テイヒンド		ＳＮＳ接触無し セッショク ナ

						2369		1236		538		396		723		170		59		414		369		1340		284		66		639																940		202		726		492

				Ｔｗｉｔｔｅｒ		13.0		12		25		15		9		34		10		18		2		20		9		3		1								→単身者で高い タンシンシャ タカ								101		60		92		54						0.0533333333		0.2502708559				5		25

				Facebook		10.7		13		15		16		12		15		20		10		1		16		13		6		1																131		6		92		25						0.1207017544		0.0888407367				12		9

				 Instagram		11.0		12		19		15		9		19		7		14		2		18		5		0		0																66		12		102		78						0.089122807		0.141928494				9		14

				その他のSNS		1.1		1		2		2		0		2		2		2		0		2		1		2		1																13		1		7		6						0.0133333333		0.0086673889				1		1

				 LINE以外のSNS利用なし		31.7		37		24		36		39		17		44		35		18		38		57		61		5																301		33		262		153						0.3831578947		0.218851571				38		22

				無回答		2.7		4		4		3		4		3		2		1		1		3		6		2		1																34		5		17		8						0		0				2		3

				非該当		29.7		22		11		12		28		11		15		20		76		3		10		27		92																294		85		154		168						0.3164912281		0.2589382449				32		26

				ＳＮＳ接触あり セッショク		71.3		79		87		87		73		89		81		82		29																																				1425		923

				SNS接触なし セッショク		27.0		20		12		12		25		11		17		17		70





																																														68.5%		58.4%		80.9%		67.7%

																																														29.7%		39.6%		17.6%		30.7%









































































&P	




Q10.3大SNS利用理由

				【問１０】

		◇		Twitter・Facebook・Instagram利用理由（複数回答） リヨウ リユウ フクスウ カイトウ



				（男女年層別）（利用者分母） リヨウシャ ブンボ

																								（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ								女 オンナ														男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50～69歳 サイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50～69歳 サイ								50代 ダイ		60代 ダイ				%				50代 ダイ		60代 ダイ				%

						891		101		73		98		100		95		118		93		118		95								63		32		95						65		30		95

				家族や友人、知人の近況を知りたいから		50.3		42		45		47		46		45		53		68		53		54				→FB				29		14		43		45				33		18		51		54

				新たな出会いがあるから		4.9		9		4		9		2		5		7		3		3		1				→FB				5		0		5		5				1		0		1		1

				世の中の動きがわかるから		27.3		28		37		29		16		28		33		29		25		22								17		10		27		28				15		6		21		22

				個人的に知りたい情報が得られるから		53.9		74		56		51		41		35		68		61		51		45				→Twitter				23		10		33		35				35		8		43		45

				お得な情報が手に入るから		18.3		17		26		17		15		16		24		22		19		11								10		5		15		16				8		2		10		11

				利用しているだけで楽しいから		22.2		46		26		17		11		13		39		23		12		13								6		6		12		13				9		3		12		13

				暇つぶしになるから		47.4		63		52		55		36		32		72		57		35		22								21		9		30		32				13		8		21		22

				周りが使っているから		18.9		36		29		18		20		12		23		16		10		8								9		2		11		12				6		2		8		8

				自分のことや意見を知ってもらえるから		8.2		6		7		7		8		3		15		10		9		7				→Twitter				1		2		3		3				3		4		7		7

				本音を言えるから		3.0		8		3		1		1		0		9		3		1		0								0		0		0		0				0		0		0		0

				記録に残したいから		14.8		7		7		9		14		9		27		29		16		11								8		1		9		9				7		3		10		11

				その他		3.8		2		6		1		8		5		1		4		6		2								3		2		5		5				2		0		2		2

				特に理由はない		2.6		0		1		4		6		6		0		0		4		1								2		4		6		6				1		0		1		1

				コミュニケーション・まとめ		7.0		3		6		2		9		12		3		4		12		12				P90				7		4		11		12				3		8		11		12

				情報収集・まとめ		18.6		13		19		21		17		21		9		18		25		25								13		7		20		21				20		4		24		25

				娯楽・まとめ ゴラク		31.4		38		32		37		24		31		37		32		26		26								19		10		29		31				19		6		25		26

				発信意欲・まとめ		5.5		10		3		6		5		3		11		4		3		2								1		2		3		3				0		2		2		2

				無回答		4.0		1		3		6		2		3		3		1		3		15								2		1		3		3				9		5		14		15
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q10.SNS利用理由×サービス

				【問１０】

		◇		Twitter・Facebook・Instagram利用理由（複数回答） リヨウ リユウ フクスウ カイトウ



				×LINE以外でもっとも利用しているSNS（利用者分母） イガイ リヨウ リヨウシャ ブンボ



						全体		Ｔｗｉｔｔｅｒ		Facebook		Instagram		その他のSNS		（％）

						891		308		254		260		8

				個人的に知りたい情報が得られるから		53.9		68		36		58		63

				家族や友人、知人の近況を知りたいから		50.3		38		61		59		25

				暇つぶしになるから		47.4		50		41		55		25

				世の中の動きがわかるから		27.3		31		22		28		38

				利用しているだけで楽しいから		22.2		28		13		26		38

				周りが使っているから		18.9		16		18		25		25

				お得な情報が手に入るから		18.3		21		16		17		25

				記録に残したいから		14.8		9		15		21		25

				自分のことや意見を知ってもらえるから		8.2		8		9		6		25

				新たな出会いがあるから		4.9		7		4		5		0

				本音を言えるから		3.0		7		0		2		0

				その他		3.8		3		4		4		13

				特に理由はない		2.6		2		4		2		0

				コミュニケーション・まとめ		7.0		3		11		7		0

				情報収集・まとめ		18.6		26		14		14		13

				娯楽・まとめ ゴラク		31.4		35		29		34		13

				発信意欲・まとめ		5.5		8		6		3		13

				無回答		4.0		3		5		3		0

















































































&P	


＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q13ニュース入手先

						【問１３】A.

				◇				ニュースの接触先（複数回答）（男女年層別） フクスウ カイトウ



				○

																																（％）

										全体				男 オトコ										女 オンナ

												16～
19歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ				男16-24 オトコ		女16-24 オンナ

										2369		128		114		193		270		226		276		136		155		292		281		298

						放送 ホウソウ		テレビ
（録画再生含む） ロクガ サイセイ フク		87.7		82		73		75		84		91		93		79		88		92		93		94				74		82

								ラジオ
（録音再生含む） ロクオン サイセイ フク		16.0		4		8		18		17		22		29		5		8		11		16		20

						放送まとめ ホウソウ				89.5		84		75		78		87		93		95		79		89		93		95		96

						紙媒体 カミ バイタイ		新聞		57.7		26		33		37		60		74		80		27		38		54		66		79				23		29

								雑誌		12.1		6		11		15		13		14		11		9		16		11		11		13

						紙媒体まとめ カミ バイタイ				62.8		31		41		45		66		78		82		34		48		59		71		82																　

						インターネット		新聞の電子版		12.6		3		14		16		18		19		15		13		11		11		13		5

								雑誌の電子版		3.2		2		4		4		5		5		1		1		5		2		4		1

								Ｙａｈｏｏ！ニュース		54.5		39		55		65		67		59		43		54		69		65		53		32				38		49

								ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		13.4		10		20		18		18		16		8		18		21		14		10		5				12		14

								新聞社や放送局の公式ニュースサイト・アプリ		6.6		3		4		5		11		8		10		5		7		4		8		5				5		2

								放送局の公式動画配信サービス		1.8		1		1		1		2		4		2		0		1		2		2		2				2		0

								インターネットラジオ		2.1		1		2		3		3		1		2		2		3		3		2		1				0		3

								ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		29.5		58		33		30		24		16		11		53		46		44		34		12				43		61

								ＳＮＳで流れてくる記事		15.7		44		33		21		11		9		5		48		20		11		11		5				41		45

								動画投稿・共有サービス		8.3		23		17		10		11		7		7		10		7		6		5		4				26		11

								その他インターネットのサイト・アプリ		4.0		2		12		7		5		6		3		4		5		3		2		0

						インターネット系まとめ ケイ				76.7		86		86		87		88		79		58		90		92		88		76		44

						ＳＮＳ系まとめ ケイ				37.5		73		51		44		30		21		14		73		57		49		39		15

						その他 タ				0.3		1		0		1		1		0		0		1		0		0		1		0

						特にない トク				1.4		2		4		1		1		1		1		4		3		1		1		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q13ニュース入手先SA

						【問１３】Ｂ．

				◇				ニュースの接触先（もっとも）（男女年層別）



				○

																																（％）

										全体				男 オトコ										女 オンナ

												16～
19歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ				男16-24 オトコ		女16-24 オンナ

										2369		128		114		193		270		226		276		136		155		292		281		298

						放送 ホウソウ		テレビ
（録画再生含む） ロクガ サイセイ フク		49.9		45		28		34		38		49		61		35		41		48		61		75

								ラジオ
（録音再生含む） ロクオン サイセイ フク		1.9		1		1		2		2		2		4		0		1		2		1		2

						放送まとめ ホウソウ				51.8		45		29		35		40		51		65		35		41		50		62		78

						紙媒体 カミ バイタイ		新聞		7.4		1		1		3		9		14		18		2		1		5		8		8

								雑誌		0.1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

						紙媒体まとめ カミ バイタイ				7.6		1		2		4		9		14		18		2		1		5		8		8																　

						インターネット		新聞の電子版		1.2		0		2		1		2		3		1		2		1		1		1		0

								雑誌の電子版		0.0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								Ｙａｈｏｏ！ニュース		19.9		9		27		33		31		20		7		17		32		27		16		7

								ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		3.3		6		7		4		5		4		1		4		6		3		1		0

								新聞社や放送局の公式ニュースサイト・アプリ		0.8		0		1		1		2		0		1		0		2		0		1		0

								放送局の公式動画配信サービス		0.3		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0

								インターネットラジオ		0.1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

								ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		7.2		20		11		11		5		1		1		24		11		8		6		0

								ＳＮＳで流れてくる記事		2.7		13		9		3		2		1		0		7		1		1		2		1

								動画投稿・共有サービス		0.8		2		4		1		2		0		1		1		0		0		0		0

								その他インターネットのサイト・アプリ		1.1		1		4		3		2		1		0		2		1		1		0		0

						インターネット系まとめ ケイ				37.4		51		64		57		49		32		14		57		55		43		28		10

						ＳＮＳ系まとめ ケイ				9.9		33		19		14		7		2		2		32		12		10		8		1

						特にない トク				0.1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q13.ニュース源×重視点

				◇				問１３Ａ ニュース情報源×ニュース重視点（複数回答） ト ジョウホウゲン ジュウシ テン フクスウ カイトウ



				○

																														（％）





										テレビ		新聞		新聞の電子版		Ｙａｈｏｏ！ニュース		ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		ＳＮＳで流れてくる記事		動画投稿・共有サービス		その他インターネットのサイト・アプリ		その他 タ		特にない トク

								コメント・表現がわかりやすい ヒョウゲン		72		72		75		73		72		76		75		77		70								質問11 シツモン		67

								事実を伝えている		86		87		90		89		90		87		88		90		89

								公平・客観的である		67		68		75		70		81		65		72		71		82

								情報源がはっきりしている		64		66		77		68		73		66		75		70		71

								情報が早い		76		79		79		80		78		79		77		80		83

								詳しく知ることができる		72		72		78		74		79		75		79		78		83

								専門家が伝えている		44		46		50		45		48		43		47		54		45

								当事者が伝えている		29		29		33		28		34		31		37		44		38

								親しい人・知人が話題にしている		13		12		12		13		16		15		17		22		12

								多くの人が話題にしている		28		28		30		29		31		36		37		42		32

								自分好みの情報が得られる		32		32		37		36		40		39		44		48		47

								興味のないことでも知ることができる		44		46		51		45		53		48		50		52		48

								さまざまな意見や考え方を知ることができる		61		63		70		63		70		60		69		73		80

								表には出ていない話を知ることができる		38		37		48		40		49		43		52		56		52

								その他		2		1		2		1		2		2		2		3		4

								特にない・ニュースを見ない		2		2		0		1		1		2		2		2		0

















































































































＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1４.ニュース重視点

				【問１４Ａ】

		◇		ニュースで重視すること（複数回答）（男女年層別） ジュウシ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				事実を伝えている		83.2		83		78		81		82		85		84		85		87		86		85		79

				情報が早い		73.8		73		65		72		76		70		78		64		83		76		74		73

				詳しく知ることができる		68.9		72		61		67		70		69		68		68		77		71		68		66

				コメント・表現がわかりやすい		68.6		63		63		66		69		62		64		68		78		77		74		67

				公平・客観的である		64.5		70		64		63		68		70		68		55		65		61		66		60

				情報源がはっきりしている		62.2		67		61		65		62		62		63		60		67		59		61		62

				さまざまな意見や考え方を知ることができる		58.1		53		53		48		53		56		63		57		68		57		61		64

				興味のないことでも知ることができる		42.4		40		40		36		42		39		45		40		51		45		42		44

				専門家が伝えている		41.6		27		33		37		40		37		51		38		51		42		41		49

				表には出ていない話を知ることができる		37.0		39		40		32		35		36		39		35		44		38		34		39

				自分好みの情報が得られる		31.3		32		40		32		37		31		32		32		41		32		26		21

				当事者が伝えている		27.9		28		29		31		23		24		34		27		30		28		28		26

				多くの人が話題にしている		27.4		35		33		28		24		20		32		36		30		27		25		23

				親しい人・知人が話題にしている		12.4		13		23		12		9		12		18		11		13		10		13		8

				その他		1.8		1		6		3		3		2		2		1		1		2		1		0

				特にない・ニュースを見ない		3.1		5		5		4		2		3		2		4		3		2		3		3

				無回答		0.5		0		1		1		2		0		0		0		1		0		0		1
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1４.ニュース重視点（4層）

				【問１４Ａ】

		◇		ニュースで重視すること（複数回答）（男女４年層） ジュウシ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ



		○

																								（％）

						全体		16～
18歳		男 オトコ								女 オンナ

										16～24		25～34		35～44		44歳以上 サイイジョウ		16～24		25～34		35～44		44歳以上 サイイジョウ

				事実を伝えている		83.2		84		75		78		82		84		88		88		87		83

				情報が早い		73.8		72		66		68		75		75		68		75		79		74

				詳しく知ることができる		68.9		75		66		64		71		68		68		77		73		68

				コメント・表現がわかりやすい		68.6		64		60		61		68		65		69		72		77		72

				公平・客観的である		64.5		73		66		64		65		68		62		64		61		62

				情報源がはっきりしている		62.2		72		59		68		62		63		67		60		63		61

				さまざまな意見や考え方を知ることができる		58.1		56		45		49		55		58		55		64		63		61

				興味のないことでも知ることができる		42.4		39		35		38		37		43		39		49		48		43

				専門家が伝えている		41.6		28		25		38		40		43		35		40		49		44

				表には出ていない話を知ることができる		37.0		40		36		35		36		37		36		42		43		36

				自分好みの情報が得られる		31.3		32		34		35		35		33		31		37		37		25

				当事者が伝えている		27.9		30		23		33		27		27		31		30		30		27

				多くの人が話題にしている		27.4		38		34		27		27		26		38		33		27		25

				親しい人・知人が話題にしている		12.4		14		16		16		12		14		9		14		11		10

				その他		1.8		1		3		3		2		2		2		0		2		1

				特にない・ニュースを見ない		3.1		4		6		4		4		2		5		3		2		3

				無回答		0.5		0		0		1		1		1		0		0		1		0
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Ｑ１４B．メディア別ニュース重視点

																												テレビ		ネット		SNS

																										コメント・表現がわかりやすい		55		24		19

																										事実を伝えている		71		47		34

																										公平・客観的である		52		28		19

																										情報源がはっきりしている		46		32		23

																										情報が早い		46		47		33

																										詳しく知ることができる		46		32		18

																										専門家が伝えている		30		11		6

																										当事者が伝えている		18		9		7

																										親しい人・知人が話題にしている		5		4		5

																										多くの人が話題にしている		12		11		12

																										自分好みの情報が得られる		9		18		14

																										 興味のないことでも知ることができる		23		17		13

																										さまざまな意見や考え方を知ることができる		34		22		18

																										表には出ていない話を知ることができる		14		19		15

																										その他		1		1		0

																										特にない・ニュースを見ない		7		21		35

																										無回答		3		5		7



問１４B　ニュースで重視すること（メディア別）
（テレビ・インターネット・ＳＮＳ比較）

1	#REF!	1	#REF!	1	#REF!	1	#REF!	







Q1３．C　ネットニュースの配信元

				【問１３C】

		◇		ネットニュースの配信元（複数回答）（男女年層別） ハイシン モト フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				　新聞社系		27.9		16		25		28		31		39		34		32		27		27		25		20

				　ＮＨＫ		17.6		9		10		13		19		25		29		15		11		15		15		19

				　民放系		19.1		18		12		22		22		27		23		20		15		17		19		13

				  テレビ局系まとめ		26.4		23		19		26		30		35		34		27		21		24		24		23

				  通信社系		13.3		3		13		16		20		18		13		12		21		15		11		4

				  その他		2.3		0		3		3		3		4		2		1		3		2		3		2

				  認知無し		41.7		49		46		50		46		35		28		46		53		53		42		28				女16-19歳は56％で＋ オンナ サイ

				  見ない		18.8		16		15		9		12		17		30		9		9		11		21		40

				  無回答		2.7		2		4		3		2		1		3		3		1		2		3		6
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Q1４.【テレビ】ニュース重視点

				【問１４Ｂ】

		◇		「テレビ」ニュースで重視すること（複数回答）（男女年層別） ジュウシ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				事実を伝えている		71.1		73		60		68		68		70		68		75		78		77		75		68

				コメント・表現がわかりやすい		54.5		55		43		49		59		48		50		52		67		60		61		52

				公平・客観的である		52.0		58		43		50		55		54		54		43		57		50		55		49

				情報が早い		46.3		43		33		40		45		44		53		32		52		47		50		52

				情報源がはっきりしている		45.9		48		41		47		43		47		49		45		45		45		48		45

				詳しく知ることができる		45.8		52		36		46		43		42		46		46		51		45		49		47

				さまざまな意見や考え方を知ることができる		33.9		31		30		25		29		30		36		37		43		34		37		39

				専門家が伝えている		29.6		20		21		28		28		24		34		25		36		31		31		37

				興味のないことでも知ることができる		22.5		22		18		17		23		18		26		22		30		23		23		24

				当事者が伝えている		18.0		23		18		22		14		16		20		19		19		14		20		18

				表には出ていない話を知ることができる		13.8		11		11		10		13		14		17		14		16		10		14		19

				多くの人が話題にしている		12.2		16		14		8		11		9		17		13		12		13		10		13

				自分好みの情報が得られる		9.2		11		10		9		10		7		14		8		10		7		8		8

				親しい人・知人が話題にしている		5.2		5		9		2		4		6		9		4		6		5		6		3

				その他		0.7		0		4		0		2		1		1		0		1		0		1		0

				特にない・ニュースを見ない		7.2		9		11		11		5		9		7		9		5		5		8		5

				無回答		2.5		2		3		1		3		1		5		1		1		1		1		5
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1４.【ネット】ニュース重視点

				【問１４Ｂ】

		◇		「ネット」ニュースで重視すること（複数回答）（男女年層別） ジュウシ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ												SNS 		テレビ

				情報が早い		47.1		53		41		54		55		47		38		48		65		51		47		30										コメント・表現がわかりやすい		18.7		54.5

				事実を伝えている		46.9		63		47		59		49		45		28		60		59		55		48		29										事実を伝えている		34.2		71.1

				詳しく知ることができる		32.2		42		35		45		33		32		18		43		53		35		30		16										公平・客観的である		19.2		52.0

				情報源がはっきりしている		31.6		44		38		47		33		30		22		39		38		31		31		19										情報源がはっきりしている		23.4		45.9

				公平・客観的である		28.3		42		36		37		32		31		19		29		36		26		25		17										情報が早い		32.8		46.3

				コメント・表現がわかりやすい		24.4		33		25		31		28		23		14		36		37		30		19		12										詳しく知ることができる		18.2		45.8

				さまざまな意見や考え方を知ることができる		21.9		22		34		24		24		25		13		29		37		20		21		12										専門家が伝えている		5.6		29.6

				表には出ていない話を知ることができる		18.6		23		26		16		22		19		15		18		28		22		16		9										当事者が伝えている		6.6		18.0

				自分好みの情報が得られる		18.2		19		32		22		23		19		12		15		30		19		13		11										親しい人・知人が話題にしている		5.1		5.2

				興味のないことでも知ることができる		17.4		21		20		14		21		16		16		18		30		20		17		9										多くの人が話題にしている		11.8		12.2

				多くの人が話題にしている		10.7		23		16		15		10		9		8		14		13		10		9		6										自分好みの情報が得られる		13.6		9.2

				専門家が伝えている		10.6		7		10		15		13		10		7		13		16		11		10		6										興味のないことでも知ることができる		13.0		22.5

				当事者が伝えている		8.5		9		13		10		9		8		6		9		12		9		9		5										さまざまな意見や考え方を知ることができる		18.2		33.9

				親しい人・知人が話題にしている		3.7		5		11		5		3		4		3		4		3		2		4		2										表には出ていない話を知ることができる		14.9		13.8

				その他		0.7		0		2		2		1		1		0		0		1		1		0		0										その他		0.3		0.7

				特にない・ニュースを見ない		20.9		16		13		13		13		20		36		10		10		12		24		43										特にない・ニュースを見ない		35.0		7.2

				無回答		5.4		2		2		2		5		6		11		2		2		3		5		12										無回答		7.0		2.5
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1４.【SNS】ニュース重視点

				【問１４Ｂ】

		◇		「ＳＮＳ」ニュースで重視すること（複数回答）（男女年層別） ジュウシ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ												SNS 		テレビ

				事実を伝えている		34.2		62		40		43		30		28		14		49		47		44		36		18										コメント・表現がわかりやすい		18.7		54.5

				情報が早い		32.8		55		38		39		34		26		19		43		51		38		33		14										事実を伝えている		34.2		71.1

				情報源がはっきりしている		23.4		46		36		36		23		20		9		32		27		24		24		11										公平・客観的である		19.2		52.0

				公平・客観的である		19.2		40		26		27		19		17		8		27		28		18		19		9										情報源がはっきりしている		23.4		45.9

				コメント・表現がわかりやすい		18.7		36		24		22		19		13		9		29		36		21		17		6										情報が早い		32.8		46.3

				詳しく知ることができる		18.2		34		26		26		16		14		7		31		33		18		17		7										詳しく知ることができる		18.2		45.8

				さまざまな意見や考え方を知ることができる		18.2		29		29		19		17		16		7		31		31		19		20		7										専門家が伝えている		5.6		29.6

				表には出ていない話を知ることができる		14.9		24		18		14		15		12		8		22		25		18		16		6										当事者が伝えている		6.6		18.0

				自分好みの情報が得られる		13.6		26		25		14		13		9		6		26		25		15		10		6										親しい人・知人が話題にしている		5.1		5.2

				興味のないことでも知ることができる		13.0		26		19		12		13		10		5		21		27		15		13		4										多くの人が話題にしている		11.8		12.2

				多くの人が話題にしている		11.8		27		20		16		8		5		7		21		21		10		12		5										自分好みの情報が得られる		13.6		9.2

				当事者が伝えている		6.6		9		12		9		5		6		5		8		9		6		7		4										興味のないことでも知ることができる		13.0		22.5

				専門家が伝えている		5.6		5		5		8		6		6		5		8		8		5		5		2										さまざまな意見や考え方を知ることができる		18.2		33.9

				親しい人・知人が話題にしている		5.1		11		15		5		4		4		4		6		7		4		5		2										表には出ていない話を知ることができる		14.9		13.8

				その他		0.3		0		3		1		0		0		0		0		0		1		0		0										その他		0.3		0.7

				特にない・ニュースを見ない		35.0		15		23		25		36		42		56		10		18		26		38		55										特にない・ニュースを見ない		35.0		7.2

				無回答		7.0		2		4		4		6		7		15		3		3		5		5		16										無回答		7.0		2.5
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ニュースで重視すること



SNS 	コメント・表現がわかりやすい	事実を伝えている	公平・客観的である	情報源がはっきりしている	情報が早い	詳しく知ることができる	専門家が伝えている	当事者が伝えている	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	自分好みの情報が得られる	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	表には出ていない話を知ることができる	その他	特にない・ニュースを見ない	無回答	18.7	34.200000000000003	19.2	23.4	32.799999999999997	18.2	5.6	6.6	5.0999999999999996	11.8	13.6	13	18.2	14.9	0.3	35	7	テレビ	コメント・表現がわかりやすい	事実を伝えている	公平・客観的である	情報源がはっきりしている	情報が早い	詳しく知ることができる	専門家が伝えている	当事者が伝えている	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	自分好みの情報が得られる	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	表には出てい	ない話を知ることができる	その他	特にない・ニュースを見ない	無回答	54.5	71.099999999999994	52	45.9	46.3	45.8	29.6	18	5.2	12.2	9.1999999999999993	22.5	33.9	13.8	0.7	7.2	2.5	







＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Ｑ１４．該当者分母比較グラフ



テレビ	

コメント・表現がわかりやすい	事実を伝えている	公平・客観的である	情報源がはっきりしている	情報が早い	詳しく知ることができる	専門家が伝えている	当事者が伝えている	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	自分好みの情報が得られる	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	表には出ていない話を知ることができる	その他	58.75397908140063	76.625738972260109	56.025466120964076	49.431559799909046	49.886311959981811	49.295134151887218	31.8781264211005	19.417917235106867	5.5934515688949515	13.18781264211005	9.8681218735789002	24.192814915870851	36.56207366984993	14.870395634379264	0.72760345611641652	ネット	

コメント・表現がわかりやすい	事実を伝えている	公平・客観的である	情報源がはっきりしている	情報が早い	詳しく知ることができる	専門家が伝えている	当事者が伝えている	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	自分好みの情報が得られる	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	表には出ていない話を知ることができる	その他	30.859583555792845	59.369994660971706	35.771489588894823	39.935931660437802	59.583555792845701	40.790176187933795	13.347570742124933	10.7848371596	36947	4.6983449012279763	13.507741591030435	23.064602242391885	22.050186865990391	27.65616657768286	23.491724506139882	0.85424452749599566	SNS 	

コメント・表現がわかりやすい	事実を伝えている	公平・客観的である	情報源がはっきりしている	情報が早い	詳しく知ることができる	専門家が伝えている	当事者が伝えている	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	自分好みの情報が得られる	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	表には出ていない話を知ることができる	その他	28.74756651524984	52.628163530175208	29.591174561972743	35.950681375730049	50.421804023361446	28.033744321868916	8.5658663205710575	10.123296560674886	7.852044127190136	18.170	019467878003	20.960415314730692	20.051914341336794	28.033744321868916	22.907203114860479	0.5191434133679429	







ニュースで重視すること（該当者分母）
（テレビ・インターネット・ＳＮＳ比較）



Q1４.【毎日利用者比較】ニュース重視点

				【問１４】

		◇		ニュースで重視すること（複数回答） ジュウシ フクスウ カイトウ



				「テレビ（ＲＴ）」「インターネット」「ＳＮＳ」それぞれの毎日利用者で比較 マイニチ リヨウ シャ ヒカク





																																								SNS 		インターネット		テレビ		全体 ゼンタイ

																																						特にない・ニュースを見ない		20		10		3		3

																																						親しい人・知人が話題にしている		7		4		5		12

																																						多くの人が話題にしている		17		13		13		27

																																						当事者が伝えている		9		11		20		28

																																						自分好みの情報が得られる		20		23		10		31

																																						表には出ていない話を知ることができる		21		24		15		37

																																						専門家が伝えている		7		13		34		42

																																						興味のないことでも知ることができる		19		22		25		42

																																						さまざまな意見や考え方を知ることができる		25		27		39		58

																																						情報源がはっきりしている		32		38		50		62

																																						公平・客観的である		26		35		58		65

																																						コメント・表現がわかりやすい		26		30		61		69

																																						詳しく知ることができる		25		40		50		69

																																						情報が早い		45		57		53		74

																																						事実を伝えている		46		57		77		83

																																						その他		0		1		1		2

																																						無回答		4		3		2		1

																																								1,265		1.616		1,340		2,369
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SNS 	

特にない・ニュースを見ない	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	当事者が伝えている	自分好みの情報が得られる	表には出ていない話を知ることができる	専門家が伝えている	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	情報源がはっきりしている	公平・客観的である	コメント・表現がわかりやすい	詳しく知ることができる	情報が早い	事実を伝えている	19.5	6.9	16.7	9.1	20.399999999999999	21	7	19	25.2	32	25.5	25.8	25.4	45.2	46.2	インターネット	

特にない・ニュースを見ない	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	当事者が伝えている	自分好みの情報が得られる	表には出ていない話を知ることができる	専門家が伝えている	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	情報源がはっきりしている	公平・客観的である	コメント・表現がわかりやすい	詳しく知ることができる	情報が早い	事実を伝えている	10.199999999999999	4.2	13	10.5	23	23.6	12.6	21.7	27	38.299999999999997	34.700000000000003	30.4	40.1	57.2	57.1	テレビ	

特にない・ニュースを見ない	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	当事者が伝えている	自分好みの情報が得られる	表には出ていない話を知ることができる	専門家が伝えている	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	情報源がはっきりしている	公平・客観的である	コメント・表現がわかりやすい	詳しく知ることができる	情報が早い	事実を伝えている	3.4	5.4	12.9	20.2	10.1	15.1	33.5	24.9	39.4	50.1	57.8	60.9	50.4	52.5	77.2	全体	

特にない・ニュースを見ない	親しい人・知人が話題にしている	多くの人が話題にしている	当事者が伝えている	自分好みの情報が得られる	表には出ていない話を知ることができる	専門家が伝えている	興味のないことでも知ることができる	さまざまな意見や考え方を知ることができる	情報源がはっきりしている	公平・客観的である	コメント・表現がわかりやすい	詳しく知ることができる	情報が早い	事実を伝えている	3.1	12.4	27.4	27.9	31.3	37	41.6	42.4	58.1	62.2	64.5	68.599999999999994	68.900000000000006	73.8	83.2	





(1,265）

(1,340）

(1,616）

(2,369）



Q13.ネット配信元

				【問１３Ｃ】

		◇		ネットニュース配信元の認知（複数回答）（男女年層別） ハイ シン モト ニンチ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○



																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				新聞社系 シンブンシャ ケイ		27.9		16		25		28		31		39		34		32		27		27		25		20

				ＮＨＫ		17.6		9		10		13		19		25		29		15		11		15		15		19

				民放系 ミンポウ ケイ		19.1		18		12		22		22		27		23		20		15		17		19		13

				テレビ局系まとめ キョク ケイ		26.4		23		19		26		30		35		34		27		21		24		24		23

				通信社系 ツウシンシャ ケイ		13.3		3		13		16		20		18		13		12		21		15		11		4

				その他 タ		2.3		0		3		3		3		4		2		1		3		2		3		2

				派信元は意識しない・わからない ハ シン モト イシキ		41.7		49		46		50		46		35		28		46		53		53		42		28

				インターネットでニュースを見ない ミ		18.8		16		15		9		12		17		30		9		9		11		21		40

				無回答 ムカイトウ		2.7		2		4		3		2		1		3		4		2		2		2		5





				【問１８】 ト

		◇		ネットニュースの確認手段（複数回答）（男女年層別） カクニン シュダン フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビの報道を見る		44.7		38		30		41		54		48		42		35		51		49		54		36

				新聞・ラジオ・雑誌など（テレビ以外の）マスコミ報道を見る		32.8		15		25		32		40		43		41		22		28		32		38		28

				（ＳＮＳ以外の）インターネットのサイトやアプリで情報を探す		17.5		17		26		29		22		20		7		33		30		16		14		3

				ＳＮＳ上で情報を探す		8.7		20		17		16		7		2		2		26		10		7		8		2

				 家族や友人・知人の意見を聞く		16.7		27		16		12		14		16		7		31		25		22		19		9

				その他		0.5		2		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0

				特に何もしない		17.5		29		20		22		17		16		10		22		20		22		15		11

				 インターネットやＳＮＳでニュースを見ない		15.6		6		11		7		9		15		31		2		6		7		17		38

				無回答		2.5		1		0		2		1		2		5		2		1		1		2		7

				ネット内のみで確認 ナイ カクニン		7.2		10		18		16		9		6		1		14		9		7		4		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q19.フェイクニュース

				【問１９】Ａ.

		◇		「フェイクニュース」の認知（男女年層別） ニンチ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				意味を知っている		47.7		45		55		46		58		63		45		41		41		48		42		41

				聞いたことがあるが、意味は知らない		24.8		25		15		23		20		20		33		28		26		22		27		29

				認知計 ニンチ ケイ		72.6		70		70		69		77		83		78		69		67		70		69		70				→情報源が新聞？→【追記】むしろ、ネット系が情報源の人の認知が高い ジョウホウゲン シンブン ツイキ ケイ ジョウホウゲン ヒト ニンチ タカ

				聞いたことがない・知らない		26.8		29		30		30		22		16		22		30		32		30		30		30

				無回答 ムカイトウ		0.6		1		0		1		1		1		0		1		1		0		1		1





				【問１９】Ｂ.

		◇		「フェイクニュース」に対する意識（男女年層別） タイ イシキ ダンジョ ネン ソウ ベツ



																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				フェイクニュースを信じる人がいるのは不安だ		43.2		46		36		34		43		50		38		45		45		41		46		48				→情報源が新聞？ ジョウホウゲン シンブン

				知らないうちにフェイクニュースに接している気がする		42.8		40		38		38		44		45		35		49		56		48		47		36				→女性30代はSNS？ ジョセイ ダイ

				フェイクニュースで世論が操作されている		33.3		23		35		35		36		42		38		30		32		32		31		30				→情報源が新聞？ ジョウホウゲン シンブン

				フェイクニュースは人々の対立をあおっている		21.2		21		12		19		22		26		28		24		23		18		19		19

				フェイクニュースを信じるのは一部の人だけだ		12.1		12		15		10		13		16		14		13		9		12		8		13				→情報源が新聞？ ジョウホウゲン シンブン

				自分には関係ない		7.0		9		8		7		5		6		11		6		7		5		8		7

				フェイクニュースがあっても、自分で見分けられる		4.8		5		7		9		6		8		4		4		2		4		3		3				→男30代が1割いる オトコ ダイ ワリ

				その他 タ		1.3		2		4		2		1		2		1		1		1		0		1		1

				特に意見はない・わからない		20.1		18		18		18		16		16		26		21		13		18		22		28

				無回答		0.9		1		0		1		1		1		1		2		1		0		0		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q19.フェイクニュース×ニュース源

		◇		Ｑ１９　フェイクニュース×ニュース源（複数回答） ゲン フクスウ カイトウ









																																						（％）

						全体		テレビ（録画再生を含む）		ラジオ（録音再生を含む）		新聞 シンブン		雑誌 ザッシ		新聞の電子版		雑誌の電子版		Ｙａｈｏｏ！ニュース		ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		新聞社や放送局の公式ニュースサイト・アプリ		インターネットラジオ		ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		ＳＮＳで流れてくる記事		動画投稿・共有サービス		（以外の）インターネットのサイト・アプリ		その他		特にない

						2369		2077		378		1368		286		298		75		1290		318		157		49		698		371		197		94		8		33

				フェイクニュースを信じる人がいるのは不安だ		43.2		45		50		45		48		49		60		47		53		53		52		46		50		47		54		50		6								0.4501685123		0.5026455026		0.451754386		0.4825174825		0.4865771812		0.6		0.4689922481		0.5251572327		0.5286624204		0.5238095238		0.4627507163		0.5013477089		0.4670050761		0.5425531915		0.5		0.0606060606

				フェイクニュースは人々の対立をあおっている		21.2		22		27		24		29		24		37		23		27		25		38		22		27		23		34		25		3								0.2200288878		0.2724867725		0.2397660819		0.2937062937		0.2416107383		0.3733333333		0.2348837209		0.2704402516		0.2547770701		0.380952381		0.2244897959		0.2749326146		0.2284263959		0.3404255319		0.25		0.0303030303

				フェイクニュースで世論が操作されている		33.3		34		39		37		43		47		52		39		44		51		33		29		43		39		51		25		3								0.3389504092		0.3941798942		0.3691520468		0.4300699301		0.4731543624		0.52		0.3930232558		0.4371069182		0.5095541401		0.3265306122		0.2908309456		0.4312668464		0.3908629442		0.5106382979		0.25		0.0303030303

				フェイクニュースを信じるのは一部の人だけだ		12.1		12		14		14		14		14		9		12		8		16		6		13		15		15		20		38		0								0.1246990852		0.1402116402		0.1359649123		0.1398601399		0.1375838926		0.0933333333		0.123255814		0.0849056604		0.1592356688		0.0612244898		0.1275071633		0.1455525606		0.1472081218		0.2021276596		0.375		0

				フェイクニュースがあっても、自分で見分けられる		4.8		4		5		4		7		8		7		5		6		6		2		5		6		12		13		0		0								0.0438131921		0.0476190476		0.0423976608		0.0734265734		0.0838926174		0.0666666667		0.0527131783		0.0628930818		0.0573248408		0.0204081633		0.0487106017		0.0619946092		0.1218274112		0.1276595745		0		0

				知らないうちにフェイクニュースに接している気がする		42.8		45		48		45		46		52		56		50		58		64		55		49		57		48		50		25		0								0.4511314396		0.4788359788		0.4524853801		0.4615384615		0.5167785235		0.56		0.5023255814		0.5754716981		0.6433121019		0.5510204082		0.4885386819		0.5687331536		0.4822335025		0.5		0.25		0

				自分には関係ない		7.0		7		6		6		7		5		3		6		3		4		4		7		5		9		4		0		9								0.0688493019		0.0582010582		0.0628654971		0.0664335664		0.0469798658		0.0266666667		0.0589147287		0.034591195		0.0382165605		0.0408163265		0.0730659026		0.0539083558		0.0862944162		0.0425531915		0		0.0909090909

				その他		1.3		1		1		1		2		2		3		1		1		0		2		0		1		3		5		0		6								0.0110736639		0.0079365079		0.0109649123		0.0244755245		0.0234899329		0.0266666667		0.0131782946		0.0062893082		0		0.0204081633		0.0042979943		0.0134770889		0.0253807107		0.0531914894		0		0.0606060606

				特に意見はない・わからない		20.1		19		17		19		15		10		9		13		11		8		8		16		11		16		6		25		76								0.1853635051		0.1693121693		0.1871345029		0.1503496503		0.1040268456		0.0933333333		0.1279069767		0.1132075472		0.076433121		0.0816326531		0.1633237822		0.1078167116		0.1624365482		0.0638297872		0.25		0.7575757576

				無回答		0.9		1		1		1		0		1		0		1		0		1		2		1		0		1		0		0		3								0.0057775638		0.0079365079		0.0080409357		0.0034965035		0.0067114094		0		0.0054263566		0.0031446541		0.0127388535		0.0204081633		0.005730659		0		0.0050761421		0		0		0.0303030303

				意味を知っている		47.7		48		53		51		53		66		73		55		66		71		55		42		54		52		77		50		15								0.4843524314		0.5264550265		0.5080409357		0.534965035		0.6577181208		0.7333333333		0.5534883721		0.6603773585		0.7133757962		0.5510204082		0.4197707736		0.5417789757		0.5177664975		0.7659574468		0.5		0.1515151515

				聞いたことがあるが、意味は知らない		24.8		26		26		25		21		19		12		23		19		15		22		27		22		24		10		13		21								0.2551757342		0.2619047619		0.2492690058		0.2132867133		0.1912751678		0.12		0.2255813953		0.1918238994		0.152866242		0.2244897959		0.2736389685		0.2210242588		0.2436548223		0.0957446809		0.125		0.2121212121

				認知計 ニンチ ケイ		72.6		74		79		76		75		85		85		78		85		87		78		69		76		76		86		63		36								0.7395281656		0.7883597884		0.7573099415		0.7482517483		0.8489932886		0.8533333333		0.7790697674		0.8522012579		0.8662420382		0.7755102041		0.6934097421		0.7628032345		0.7614213198		0.8617021277		0.625		0.3636363636

				聞いたことがない・知らない		26.8		26		20		24		25		14		15		21		14		13		20		30		24		23		14		25		61								0.2571015888		0.2037037037		0.2375730994		0.2482517483		0.144295302		0.1466666667		0.2147286822		0.1446540881		0.1337579618		0.2040816327		0.3008595989		0.2371967655		0.2335025381		0.1382978723		0.25		0.6060606061

				無回答 ムカイトウ		0.6		0		1		1		0		1		0		1		0		0		2		1		0		1		0		13		3								0.0033702455		0.0079365079		0.0051169591		0.0034965035		0.0067114094		0		0.0062015504		0.0031446541		0		0.0204081633		0.005730659		0		0.0050761421		0		0.125		0.0303030303
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Q19.フェイクニュース×関心事多少・利用頻度

		◇		Ｑ１９　フェイクニュース×関心事・メディア利用頻度 カンシン ゴト リヨウ ヒンド









																																						（％）

						全体		関心事　少・なし派 カンシン ゴト ショウ ハ		関心事　中 カンシン ゴト チュウ		関心事　多 カンシン ゴト オオ		無回答 ムカイトウ		テレビ高頻度 コウヒンド		テレビ中頻度 チュウ ヒンド		テレビ低頻度 テイヒンド		テレビ視聴無 シチョウ ム		ネット高頻度 コウヒンド		ネット中頻度 チュウ ヒンド		ネット低頻度 テイヒンド		ネット利用無 リヨウ ナ		SNS高頻度 コウヒンド		SNS中頻度 チュウ ヒンド		SNS低頻度 テイヒンド		SNS利用無 リヨウ ナ

						2369		266		1024		1058		21		1431		672		82		167		1616		279		76		366		1340		284		66		639

				フェイクニュースを信じる人がいるのは不安だ		43.2		25		40		52		0		47		40		39		29		46		40		41		34		46		43		53		38								0.2518796992		0.3955078125		0.5151228733

				フェイクニュースは人々の対立をあおっている		21.2		13		18		27		0		23		21		21		14		23		18		20		18		22		17		15		22								0.1315789474		0.177734375		0.2655954631

				フェイクニュースで世論が操作されている		33.3		23		31		38		0		34		36		31		25		37		28		32		24		36		31		36		30								0.2255639098		0.30859375		0.3827977316

				フェイクニュースを信じるのは一部の人だけだ		12.1		5		12		14		0		13		12		9		8		12		13		12		11		12		12		14		12								0.045112782		0.12109375		0.1379962193

				フェイクニュースがあっても、自分で見分けられる		4.8		3		4		6		0		5		5		5		7		5		5		0		5		5		4		3		5								0.0263157895		0.0390625		0.0623818526

				知らないうちにフェイクニュースに接している気がする		42.8		25		39		51		0		46		42		34		23		49		37		21		27		48		43		41		32								0.2481203008		0.3916015625		0.511342155

				自分には関係ない		7.0		10		7		6		0		7		7		11		10		6		9		15		10		6		8		8		9								0.0977443609		0.07421875		0.0586011342

				その他		1.3		1		1		2		0		1		2		2		3		1		1		1		1		1		1		0		1								0.007518797		0.0107421875		0.0160680529

				特に意見はない・わからない		20.1		38		20		15		0		18		20		27		34		15		23		24		38		16		19		21		29								0.3759398496		0.2021484375		0.1512287335

				無回答		0.9		2		1		1		0		1		1		0		2		1		0		5		2		1		0		2		2								0.015037594		0.0107421875		0.0056710775

				意味を知っている		47.7		33		47		52		0		50		45		48		43		52		46		42		32		49		53		46		44								0.3345864662		0.4677734375		0.52268431

				聞いたことがあるが、意味は知らない		24.8		24		26		24		0		26		24		20		17		23		27		30		31		23		24		35		26								0.2443609023		0.26171875		0.2353497164

				認知計 ニンチ ケイ		72.6		58		73		76		0		76		69		67		59		75		73		72		63		73		78		80		70								0.5789473684		0.7294921875		0.7580340265

				聞いたことがない・知らない		26.8		41		26		24		0		24		30		33		39		25		27		24		36		27		23		20		29								0.4097744361		0.2626953125		0.2391304348

				無回答 ムカイトウ		0.6		1		1		0		0		1		0		0		2		0		0		4		1		0		0		0		1								0.0112781955		0.0078125		0.0028355388
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Q21.フェイクニュース×信用度

		◇		Ｑ１９　フェイクニュース×メディア信用度 シンヨウド









																														（％）

						全体		テレビ信用派 シンヨウ ハ		中間派 チュウカンハ		テレビ不信派 フシン ハ		ニュースを見ない ミ		ネット信用派 シンヨウ ハ		中間派 チュウカンハ		ネット不信派 フシン ハ		ニュースを見ない ミ		SNS信用派 シンヨウ ハ		中間派 チュウカンハ		SNS不信派 フシン ハ		ニュースを見ない ミ

						2369		1395		623		239		98		647		775		426		460		304		608		596		783

				フェイクニュースを信じる人がいるのは不安だ		43.2		48		39		37		22		49		47		40		34		46		45		47		40								0.2518796992		0.3955078125		0.5151228733

				フェイクニュースは人々の対立をあおっている		21.2		21		23		24		6		21		24		25		15		19		20		29		18								0.1315789474		0.177734375		0.2655954631

				フェイクニュースで世論が操作されている		33.3		32		37		39		13		36		37		38		22		31		36		40		28								0.2255639098		0.30859375		0.3827977316

				フェイクニュースを信じるのは一部の人だけだ		12.1		13		11		10		7		12		14		10		10		14		13		12		11								0.045112782		0.12109375		0.1379962193

				フェイクニュースがあっても、自分で見分けられる		4.8		4		6		9		5		4		6		6		3		4		5		6		4								0.0263157895		0.0390625		0.0623818526

				知らないうちにフェイクニュースに接している気がする		42.8		45		47		33		17		49		51		44		25		45		49		49		35								0.2481203008		0.3916015625		0.511342155

				自分には関係ない		7.0		7		7		9		8		5		6		10		9		6		7		8		7								0.0977443609		0.07421875		0.0586011342

				その他		1.3		1		1		3		3		1		2		2		1		1		0		2		1								0.007518797		0.0107421875		0.0160680529

				特に意見はない・わからない		20.1		17		20		23		50		14		14		14		42		16		15		11		31								0.3759398496		0.2021484375		0.1512287335

				無回答		0.9		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0								0.015037594		0.0107421875		0.0056710775

				意味を知っている		47.7		49		47		50		35		50		55		51		32		42		50		57		43								0.3345864662		0.4677734375		0.52268431

				聞いたことがあるが、意味は知らない		24.8		26		26		18		15		25		24		21		27		27		26		21		25								0.2443609023		0.26171875		0.2353497164

				認知計 ニンチ ケイ		72.6		75		74		68		50		75		79		73		59		69		75		78		68								0.5789473684		0.7294921875		0.7580340265

				聞いたことがない・知らない		26.8		25		26		31		49		25		21		26		40		31		25		21		32								0.4097744361		0.2626953125		0.2391304348

				無回答 ムカイトウ		0.6		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0								0.0112781955		0.0078125		0.0028355388











































































&P	




Q23選択

				【問２３】D.

		◇		「自分が知りたいことだけ知っておけばいい」（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

				男性16-24歳は42.2％、女性16-24歳は43.2%。 ダンセイ サイ ジョセイ サイ

				「テレビ視聴なし」（167人）で39.5%。 シチョウ ニン



																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				あてはまる		5.8		9		11		10		4		5		6		8		4		5		4		4

				まああてはまる		24.8		30		34		28		23		24		21		36		25		27		23		17

				あてはまる計 ケイ		30.6		39		45		38		27		29		27		44		29		32		27		22

				あまりあてはまらない		52.9		56		39		48		55		52		56		42		57		56		55		56

				あてはまらない		15.6		6		16		15		17		19		16		11		14		11		18		22

				あてはまらない計 ケイ		68.5		61		54		62		72		70		72		53		70		67		73		78

				無回答 ムカイトウ		0.8		0		1		0		2		0		1		3		1		1		1		1





				【問２１】A ト

		◇		甲： それぞれが興味のあることだけ、知っていればいい



				乙： 興味はなくても、社会の一員として知っておくべきことがある

				（男女年層別）

				男性16-24歳は30.2％（全体より高い）、女性16-24歳は22.0%。 ダンセイ サイ ゼンタイ タカ ジョセイ サイ

				「テレビ視聴なし」（167人）で27.5%で全体より高い。（「あり」17.1%） シチョウ ニン ゼンタイ タカ

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				甲に近い コウ チカ		4.7		8		5		7		6		4		5		6		2		6		3		2

				どちらかといえば、甲に近い		13.1		16		25		17		14		12		12		20		8		12		9		10

				「個別志向」計 コベツ シコウ ケイ		17.8		23		30		24		20		17		17		26		10		18		11		13

				どちらかといえば、乙に近い		55.3		56		49		51		50		50		57		54		66		59		56		59

				 乙に近い		26.3		20		21		24		29		32		26		20		23		24		32		28

				「社会志向」計 シャカイ シコウ ケイ		81.6		76		70		75		79		82		82		74		89		82		88		87

				無回答 ムカイトウ		0.7		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		0
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q21能動

				【問２１】E.

		◇		甲： ニュースには意識して自分から接している



				乙： ニュースはたまたま気づいたものだけで十分だ

				（男女年層別）

				男16-24歳は56.0%（全体より高い）。女16-24歳は53.0%（全体より高い）。 オトコ サイ ゼンタイ タカ オンナ サイ ゼンタイ タカ





																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				甲に近い コウ チカ		17.5		12		11		16		18		22		28		7		14		15		15		21

				どちらかといえば、甲に近い		47.9		31		36		44		53		50		51		37		52		47		54		51

				「能動的接触」派 ノウドウテキ セッショク ハ		59.5		43		47		60		71		73		79		44		65		62		69		73

				どちらかといえば、乙に近い		28.6		45		40		36		24		22		17		43		32		33		26		22

				 乙に近い		5.3		12		13		4		4		4		4		11		2		6		4		5

				「受動的接触」派 ジュドウテキ セッショク ハ		39.7		56		53		40		28		26		21		54		34		38		31		27						39.7		61

				無回答 ムカイトウ		0.7		1		0		1		1		2		0		1		1		0		1		1





				【問２１】D.

		◇		甲： 自分の好きなものに対する情報や他人の意見は、好意的なものだけ知りたい



				乙：自分の好きなものに対する情報や他人の意見は、否定的なものでも知りたい 

				（男女年層別）

				男16-24歳は61.2%（全体より高い）。女16-24歳は50.0%（全体より高い）。 オトコ サイ ゼンタイ タカ オンナ サイ ゼンタイ タカ



																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				甲に近い コウ チカ		6.9		9		14		12		6		4		7		10		7		5		5		5

				どちらかといえば、甲に近い		32.8		52		31		35		34		31		25		39		35		35		32		27

				「選択的接触」派 センタクテキ セッショク ハ		39.7		61		45		47		39		35		32		49		41		40		38		32

				どちらかといえば、乙に近い		45.7		30		38		35		43		46		54		38		44		50		49		54

				 乙に近い		13.8		9		18		17		17		17		13		13		14		10		13		13

				「両論接触」派 リョウロン セッショク ハ		59.5		38		55		52		60		63		67		51		57		60		62		67

				無回答 ムカイトウ		0.8		1		0		1		1		2		1		1		1		0		1		1















































































&P	


＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値



Q1６.ニュース信用度

				【問１６】

		◇		「テレビ」「インターネット」「ＳＮＳ」別ニュース信用度（男女年層別） ベツ シンヨウド ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				テレビ信用派		58.9		53		39		43		57		58		69		49		62		65		62		66

				半信半疑派 ハンシンハンギ ハ		26.3		26		30		29		27		27		22		29		26		24		28		26

				テレビ不信派		10.1		13		22		23		12		11		6		10		9		7		6		4

				テレビ少しでも信用 スコ シンヨウ		92.7		88		83		89		94		93		95		86		96		95		94		96

				テレビまったく信用せず シンヨウ		2.6		4		7		5		3		3		2		3		1		1		3		0

				ネット信用派		27.3		27		22		23		29		31		22		32		36		37		32		16

				半信半疑派 ハンシンハンギ ハ		32.7		47		42		37		40		28		25		38		37		37		33		16

				 ネット不信派		18.0		26		26		32		21		18		15		21		20		15		13		9

				ネット少しでも信用 スコ シンヨウ		75.1		84		87		86		87		74		58		88		90		87		74		41

				ネットまったく信用せず シンヨウ		2.9		6		4		5		3		3		3		3		3		1		3		1

				ＳＮＳ信用派		12.8		13		10		11		11		12		6		20		19		19		18		7

				半信半疑派 ハンシンハンギ ハ		25.7		40		35		29		26		17		13		43		34		36		26		9

				ＳＮＳ不信派		25.2		38		37		38		34		24		15		29		36		24		16		11

				ＳＮＳ少しでも信用 スコ シンヨウ		56.9		81		73		68		61		46		29		85		81		73		54		25

				ＳＮＳまったく信用せず シンヨウ		6.8		10		9		10		10		7		5		7		7		6		5		3
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q17A,信用理由

				【問１7Ａ】

		◇		テレビのニュースを信じる理由（複数回答）（男女年層別） シン リユウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				情報源がはっきりしている		35.5		41		28		32		32		27		41		35		44		37		39		34

				取材や確認が十分である		33.8		30		22		29		33		33		38		32		39		39		35		33

				専門家の意見を伝えている		33.4		30		25		23		25		30		41		33		37		37		36		41

				テレビ局が信用できる		25.1		24		17		15		26		25		40		18		17		21		27		30

				他のテレビ・ラジオ・新聞で伝えられている内容と同じ		23.0		20		11		19		20		17		29		16		21		22		29		33

				世間の声を反映している		20.9		26		17		19		11		20		21		27		26		20		21		27

				政府やスポンサーの影響を受けていない		16.8		16		9		12		15		16		25		12		19		15		18		21

				編集されている		9.5		10		7		9		10		12		14		9		10		6		9		9

				送り手の意図が入っている		8.6		6		7		8		10		11		11		6		9		6		9		9

				インターネットやＳＮＳ上で伝えられている内容と同じ		8.1		14		14		11		8		5		4		14		8		9		9		4

				ほとんど、まったくテレビのニュースは見ない・わからない		6.9		12		16		12		6		6		4		11		5		6		5		4

				信用できる面はない		4.6		9		11		10		6		5		2		5		5		3		3		1

				その他		1.6		0		3		1		0		4		2		0		3		1		1		1

				無回答		1.3		0		0		3		2		2		1		3		0		0		2		2

















































































&P	


＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q17B,不信理由

				【問１7Ｂ】

		◇		テレビのニュースを信じない理由（複数回答）（男女年層別） シン リユウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				編集されている		51.6		50		41		48		56		59		52		48		54		56		50		47

				送り手の意図が入っている		43.9		33		46		49		50		50		45		38		56		43		42		33

				政府やスポンサーの影響を受けている		42.2		27		42		44		43		51		43		35		50		42		39		41

				取材や確認が不十分である		27.0		34		23		23		25		29		30		26		34		26		26		26

				情報源がはっきりしていない		22.9		24		22		28		18		23		20		25		32		23		22		21

				世間の声を反映していない		19.0		18		22		22		22		21		19		22		19		13		19		16

				テレビ局が信用できない		12.4		14		23		15		12		20		14		11		18		6		9		6

				他のテレビ・ラジオ・新聞で伝えられている内容と違う		8.8		16		10		5		6		9		9		15		10		6		9		10

				専門家の意見ではない		7.5		6		9		5		4		9		11		9		5		8		9		7

				信用できない面はない		6.8		6		2		7		4		6		13		4		3		5		8		10

				 ほとんど、まったくテレビのニュースは見ない・わからない		6.7		13		11		10		6		6		4		11		3		6		6		5

				インターネットやＳＮＳ上で伝えられている内容と違う		6.6		16		12		11		5		6		2		15		7		5		5		3

				その他		2.1		2		4		1		2		3		3		0		2		2		2		2

				無回答		1.6		0		1		2		2		1		1		3		1		1		2		4
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q21.実は

				【問２１】C.

		◇		甲： 複数のテレビや新聞が同じ情報を報道しているときは信用できる



				乙：「テレビや新聞の報道と違って、実は…」という情報のほうが信用できる 

				（男女年層別）

				「テレビ視聴無し」で「裏情報」派が39.5%（全体より高い） シチョウ ナシ ウラ ジョウホウ ハ ゼンタイ タカ





																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				甲に近い コウ チカ		17.6		23		18		17		17		19		22		13		12		15		16		20

				どちらかといえば、甲に近い		52.8		47		48		48		50		50		55		57		49		60		55		54

				「多数報道」派 タスウ ホウドウ ハ		70.4		70		66		65		67		70		76		70		61		75		71		75

				どちらかといえば、乙に近い		24.0		23		20		29		27		25		19		26		35		22		25		19

				 乙に近い		4.2		6		14		5		5		4		3		2		3		3		3		4

				「裏情報」派 ウラ ジョウホウ ハ		28.2		29		34		34		32		29		22		27		37		25		28		23						39.7		61

				無回答 ムカイトウ		1.4		2		0		1		1		2		1		3		2		0		1		3





				【問２１】B.

		◇		甲： テレビのニュースはどの局や番組を見ても似たり寄ったりだ



				乙：テレビのニュースは局や番組によって個性がある

				（男女年層別）





																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				甲に近い コウ チカ		23.5		20		23		35		20		22		21		24		21		25		22		25

				どちらかといえば、甲に近い		39.7		42		40		33		43		34		36		42		48		44		39		40

				「似たり寄ったり」派 ニ ヨ ハ		63.2		63		63		68		63		56		57		66		70		68		61		64

				どちらかといえば、乙に近い		27.2		31		22		25		28		27		30		25		23		25		30		30

				 乙に近い		8.6		6		15		7		8		16		12		7		7		7		8		5

				「個性認識」派 コセイ ニンシキ ハ		35.8		36		37		32		36		43		42		32		29		32		38		35

				無回答 ムカイトウ		1.0		2		0		1		1		1		2		2		1		0		1		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値



Q20.ニュース番組

				【問２０】

		◇		見たいニュース番組（男女年層別） ミ バングミ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				１日の世の中の動きを短い時間でまとめて伝える		68.7		45		53		60		72		72		72		62		70		74		75		73

				１週間の世の中の動きを短い時間でまとめて伝える		32.1		32		31		31		29		35		32		36		43		30		27		34

				重要なニュースを長い時間をかけて詳しく伝える		25.1		18		19		23		25		24		38		15		21		22		26		30

				 レジャー情報やエンターテインメント情報など気軽な話題も伝える		24.4		31		19		25		19		18		21		31		34		29		27		22

				他の番組では取り上げていない話題を伝える		20.7		13		21		23		17		17		21		16		28		21		22		24

				専門家が出来事の背景を解説する		46.2		30		35		37		38		51		53		34		58		53		49		52

				 様々な出演者が疑問や意見を語り合う		26.4		24		23		27		24		24		32		27		25		25		25		31

				 キャスターは自分の意見を述べず、事実だけを伝える		26.9		19		25		28		34		27		35		19		25		22		23		29

				キャスターや出演者のコメントややりとりに親しみを感じる		21.6		23		15		19		17		19		25		18		21		23		23		28

				出演者が本音を言っている		26.3		38		26		32		27		23		16		31		36		32		27		16

				わかりやすく説明するためにパネルやイラスト・模型などを使う		75.6		75		65		68		73		78		77		74		81		78		80		76

				スタジオの外からの生中継があり、ライブ（ナマ）感が感じられる		31.4		18		21		24		26		32		45		24		28		32		34		40

				ＦＡＸやＳＮＳなどで寄せられた視聴者の反応を伝える		13.7		18		13		21		12		8		6		21		20		15		13		13

				スタジオのセットや画面のデザインが良い		6.3		16		5		4		6		4		5		10		10		8		4		5

				放送局や番組の報道姿勢が自分の意見や感覚にあっている		20.3		18		18		23		26		20		23		15		18		19		23		16

				見る番組は習慣で決まっている		47.1		30		25		29		42		47		54		35		44		55		56		65

				その他		1.8		2		0		1		1		4		2		2		1		1		3		3

				見たいと思わない		4.8		9		13		6		5		6		3		6		3		2		4		4

				無回答 ムカイトウ		0.8		1		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q2２.価値観

				【問２２】

		◇		基本的な価値観（男女年層別） キホンテキ カチ カン ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				時間を有効に使わないと損した気分になる		72.6		81		72		75		72		78		67		74		80		73		74		64

				やるべきことにいつも追われている		66.5		69		67		65		70		67		49		71		80		76		70		57

				他人の意見に流されやすいほうだ		37.4		53		44		33		29		31		24		55		54		45		34		35

				人からどう思われているか気になる		50.0		68		61		49		46		41		35		70		64		52		52		42

				向上心が強いほうだ		55.1		56		49		54		58		58		60		55		54		50		56		53

				将来のことを気にするより、現在を楽しみたい		55.6		48		62		52		50		51		54		56		56		57		56		66

				社会を良くするために自分も何かしたい		55.2		54		49		53		55		61		57		49		59		58		53		54

				新しいものやサービスはすぐ試してみるほうだ		32.0		38		47		34		35		31		26		39		31		32		30		25

				家にいるより外に出かけるほうが好きだ		49.9		50		54		50		52		53		57		61		54		46		40		44

				社会的に広く認められていることには価値がある		66.6		78		67		63		63		64		73		66		67		67		64		66



				【問２４】

		◇		コミュニケーション観（男女年層別） カン ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○



																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				人づきあいはわずらわしい		47.0		45		50		52		50		52		40		45		49		47		50		41

				つきあいは浅くても、友人や知人は多いほうがよい		38.1		45		45		32		38		37		51		37		22		29		35		47				男16-19歳は56.6％で＋ オトコ サイ

				メールやLINEなどで連絡するより、会ったり電話をしたりするほうが大事だと思う		69.6		69		69		69		74		76		73		66		61		68		65		71

				言葉より、絵や写真、動画のほうが伝わりやすい		42.6		64		55		53		49		44		33		62		47		40		34		23				男性が46.5％で＋ ダンセイ

				友人は多いほうだ		34.8		48		38		31		29		30		37		43		27		32		30		44

				本音を話せる友人がいる		70.1		82		75		66		62		59		57		84		77		76		77		71

				友人が多い＆親友いる		32.3		45		36		28		27		27		33		42		27		31		29		40

				友人が多い＆親友いない		2.4		3		2		4		2		3		4		1		1		2		1		4

				友人少ない＆親友いる		37.7		37		40		39		34		32		24		42		50		46		48		31

				友人少ない＆親友いない		26.8		15		22		30		35		37		38		15		22		22		21		24
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q23.情報観

				【問２２】

		◇		情報に関する意識（男女年層別） ジョウホウ カン イシキ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				今の社会は情報が多すぎる		84.3		80		86		80		83		84		83		82		85		90		86		86

				情報を見比べるほうだ		46.0		43		50		50		50		46		52		46		55		41		40		41

				数は少なくても決まった情報源があればいい		60.2		62		60		61		55		58		55		60		66		62		66		61

				知りたいことだけ知っておけばいい		30.6		39		45		38		27		29		27		44		29		32		27		22

				情報はできるだけ深く知りたい		66.2		65		67		67		72		70		74		63		73		59		61		61

				正しい情報をより分ける自信がある		29.5		24		35		33		39		36		42		21		19		25		23		22

				すぐ情報が得られないと気がすまない		39.5		49		48		48		39		43		36		49		47		36		34		28

				必要な情報にはお金をかける		19.0		13		25		24		23		25		18		20		21		20		15		11

				必要な情報を得るときは時間をかける		44.2		41		54		52		47		46		37		50		50		44		43		35

				自分の考えや感じたことを多くの人に知ってもらいたい		17.4		34		34		17		17		15		18		21		10		12		13		17

				マスコミ情報よりくちコミ情報のほうが信頼できる		24.3		30		28		27		21		20		14		43		33		31		21		18

				無回答		1.1		0		1		0		2		1		2		2		1		1		1		1
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＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q23.自己意識まとめ

				【問２３】

		◇		自己承認欲求×自己発信意欲（自己認識）・まとめ（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				承認・高×発信・高 ショウニン コウ ハッシン コウ		10.9		23		26		11		10		8		8		17		7		6		10		10

				承認・高×発信・低 ショウニン コウ ハッシン テイ		39.0		45		35		38		36		33		26		53		56		46		42		32

				承認・低×発信・高 ショウニン テイ ハッシン コウ		6.5		11		8		6		7		7		9		4		3		6		3		7

				承認・低×発信・低 ショウニン テイ ハッシン テイ		42.5		21		29		45		46		51		54		25		32		41		43		50

				無回答 ムカイトウ		1.1		0		2		0		2		1		2		1		2		1		1		1



				【問２３】 ト

		◇		外出好き×友人多い・まとめ（男女年層別） ガイシュツ ス ユウジン オオ ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○

																												（％）

						全体		16～
19歳		男 オトコ										女 オンナ

										20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ

				外出好き＆友人多い		23.6		31		27		23		20		23		24		35		18		21		19		28				P174

				外出好き＆友人少ない		26.2		19		27		26		32		29		33		26		36		25		21		16

				外出嫌い＆友人多い		11.1		17		11		8		10		7		13		7		8		11		11		16

				外出嫌い＆友人少ない		38.2		33		34		43		37		40		29		31		36		42		48		39

				無回答		0.8		0		1		0		2		1		1		1		1		1		1		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q13情報源×意識パタン

						【問１３】A.

				◇				ニュースの接触先（複数回答）×意識パタン フクスウ カイトウ イシキ



				○

																																		（％）

										全体		承認・高 ショウニン コウ				承認・低 ショウニン テイ				興味のあることだけ派 キョウミ ハ		社会の一員として派 シャカイ イチイン ハ		数多くのマスコミ信用派 カズオオ シンヨウ ハ		「実は」信用派 ジツ シンヨウ ハ		肯定的なニュースだけ派 コウテイテキ ハ		否定的なニュースも派 ヒテイテキ ハ		能動的ニュース接触派		受動的ニュース接触派

												発信・高 ハッシン コウ		発信・低 ハッシン テイ		発信・高 ハッシン コウ		発信・低 ハッシン テイ

										2369		258		923		154		1008		421		1932		1668		668		940		1409		1549		804

						放送 ホウソウ		テレビ
（録画再生含む） ロクガ サイセイ フク		87.7		88		91		84		85		79		90		91		82		87		89		90		84				1		1		0.8441558442		0.8541666667

								ラジオ
（録音再生含む） ロクオン サイセイ フク		16.0		16		14		20		17		11		17		15		18		12		19		19		11				0		0		0.2012987013		0.1736111111

						紙媒体 カミ バイタイ		新聞		57.7		53		56		62		60		43		61		61		51		51		63		66		43				1		1		0.6168831169		0.5972222222

								雑誌		12.1		12		11		19		12		10		13		12		14		10		14		13		10				0		0		0.1948051948		0.1160714286

						インターネット		新聞の電子版		12.6		13		14		18		11		8		14		12		14		9		15		16		7				0		0		0.1753246753		0.1081349206

								雑誌の電子版		3.2		3		3		6		3		1		4		3		4		2		4		4		2				0		0		0.0584415584		0.0297619048

								Ｙａｈｏｏ！ニュース		54.5		55		59		51		51		45		57		54		56		52		57		60		45				1		1		0.5064935065		0.5148809524

								ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		13.4		14		16		12		12		10		14		13		15		13		14		16		9				0		0		0.1233766234		0.1180555556

								新聞社や放送局の公式ニュースサイト・アプリ		6.6		7		7		8		6		4		7		7		7		6		8		8		4				0		0		0.0844155844		0.0634920635

								放送局の公式動画配信サービス		1.8		2		2		2		2		1		2		2		2		1		2		2		1				0		0		0.0194805195		0.0158730159

								インターネットラジオ		2.1		2		2		3		2		2		2		2		3		1		3		2		2				0		0		0.0324675325		0.0208333333

								ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		29.5		38		34		21		25		29		30		30		29		32		28		27		35				0		0		0.2077922078		0.2470238095

								ＳＮＳで流れてくる記事		15.7		27		19		18		10		17		16		14		20		17		15		15		18				0		0		0.1818181818		0.0972222222

								動画投稿・共有サービス		8.3		8		9		16		7		12		8		8		10		8		9		8		9				0		0		0.1623376623		0.0694444444

								その他インターネットのサイト・アプリ		4.0		4		5		3		3		4		4		3		7		3		5		4		3				0		0		0.025974026		0.0347222222

						その他 タ				0.3		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0.0029761905

						特にない トク				1.4		1		1		1		2		3		1		1		2		2		1		0		3				0		0		0.012987013		0.0188492063
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q12.関心事×確認手段

		◇		Ｑ１２　関心事　×　ネットニュースの確認範囲 カンシン ゴト カクニン ハンイ









																																（％）

						全体		マスコミ確認派		インターネット確認派		リアルくちコミ派		マスコミのみ確認派		インターネットのみ確認派		リアルくちコミのみ派		何もしない		見ない		Ｔｗｉｔｔｅｒ		Facebook		Instagram		その他のSNS		LINE以外のSNS利用なし

						2306		1236		538		396		723		170		59		414		369		308		254		260		27		752

				関心事　少・なし派		11.2		7		8		7		8		11		17		18		18		12		7		9		7		12

				関心事　中		43.2		40		41		38		43		52		58		49		43		51		45		33		30		42

				関心事　多		44.7		53		51		54		48		37		24		33		38		37		47		57		59		45

				無回答		0.9		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		2		4		1







																										（％）

						全体		個別情報志向		共有情報志向		マスコミ情報志向派		マスコミ情報懐疑派		選択的接触派		両論接触派		能動的接触派		受動的接触派		知りたいことだけ知っていればいい→あてはまる シ シ		知りたいことだけ知っていればいい→あてはまらない

						2306		421		1932		1668		668		940		1409		1549		804		726		1623

				関心事　少・なし派		11.2		20		9		10		13		13		10		8		18		17		8

				関心事　中		43.2		46		43		43		45		44		43		41		48		46		42

				関心事　多		44.7		34		47		46		42		42		47		51		33		36		49

				無回答		0.9		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1
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Q12.関心事×信用度

		◇		Ｑ１２　関心事 ×　信用度 カンシン ゴト シンヨウド









																														（％）

						全体		テレビ信用派		中間派		テレビ不信派		ニュースを見ない		ネット信用派		中間派		ネット不信派		ニュースを見ない		ＳＮＳ信用派		中間派		ＳＮＳ不信派		ニュースを見ない

						2306		1395		623		239		98		647		775		426		460		304		608		596		783

				関心事　少・なし派		11.2		7		12		22		39		6		9		15		19		7		10		11		14

				関心事　中		43.2		41		47		50		43		40		45		47		44		36		43		48		43

				関心事　多		44.7		52		41		28		17		54		46		37		38		55		47		40		42

				無回答		0.9		1		1		0		1		1		1		1		0		2		0		1		0
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Q1８.確認手段×頻度

		◇		Ｑ１８　確認手段パタン×関心事多少・メディア利用頻度 カクニン シュダン カンシン ゴト タショウ リヨウ ヒンド









																																（％）

						全体		関心事　少・なし派 カンシン ゴト ショウ ハ		関心事　中 カンシン ゴト チュウ		関心事　多 カンシン ゴト オオ		無回答 ムカイトウ		テレビ高頻度 コウヒンド		テレビ中頻度 チュウ ヒンド		テレビ低頻度 テイヒンド		ネット高頻度 コウヒンド		ネット中頻度 チュウ ヒンド		ネット低頻度 テイヒンド		SNS高頻度 コウヒンド		SNS中頻度 チュウ ヒンド		SNS低頻度 テイヒンド

						2369		266		1024		1058		21		1431		672		82		1616		279		76		1340		284		66

				マスコミ確認派		52.2		31		48		62		52		57		50		34		58		57		50		57		58		58								0.3082706767		0.48046875		0.6153119093		0.5238095238						0.573025856		0.4985119048		0.3414634146				0.5841584158		0.5698924731		0.5				0.5731343284		0.5774647887		0.5757575758

				インターネット確認派		22.7		15		21		26		19		20		28		28		30		15		3		30		21		15								0.1541353383		0.212890625		0.2599243856		0.1904761905						0.1991614256		0.2782738095		0.2804878049				0.297029703		0.146953405		0.0263157895				0.297761194		0.2147887324		0.1515151515

				リアルくちコミ派		16.7		10		15		20		19		16		19		13		20		12		12		22		14		17								0.0977443609		0.1474609375		0.2032136106		0.1904761905						0.1635220126		0.193452381		0.1341463415				0.2042079208		0.1182795699		0.1184210526				0.2179104478		0.1408450704		0.1666666667

				マスコミのみ確認派		30.5		21		30		33		33		34		27		20		31		42		37		30		36		36								0.2142857143		0.302734375		0.3298676749		0.3333333333						0.3417190776		0.2723214286		0.1951219512				0.3149752475		0.4157706093		0.3684210526				0.3014925373		0.3626760563		0.3636363636

				インターネットのみ確認派		7.2		7		9		6		10		5		9		11		9		5		0		10		7		5								0.0676691729		0.0859375		0.0586011342		0.0952380952						0.0545073375		0.0863095238		0.1097560976				0.0946782178		0.0537634409		0				0.0970149254		0.0669014085		0.0454545455

				リアルくちコミのみ派		2.5		4		3		1		5		2		4		2		3		1		1		3		1		3								0.037593985		0.033203125		0.0132325142		0.0476190476						0.0174703005		0.037202381		0.0243902439				0.0290841584		0.0107526882		0.0131578947				0.0313432836		0.014084507		0.0303030303

				何もしない		17.5		28		20		13		14		14		21		32		20		18		13		20		20		15								0.2819548872		0.1962890625		0.1275992439		0.1428571429						0.142557652		0.2053571429		0.3170731707				0.1986386139		0.1792114695		0.1315789474				0.2037313433		0.2042253521		0.1515151515

				見ない		15.6		26		16		13		10		17		11		13		5		16		33		5		11		17								0.2556390977		0.15625		0.1313799622		0.0952380952						0.1747030049		0.1071428571		0.1341463415				0.0476485149		0.164874552		0.3289473684				0.0470149254		0.1091549296		0.1666666667

				その他、無回答		3.0		3		3		3		10		0		0		0		2		1		3		2		2		2								0.0263157895		0.02734375		0.0330812854		0.0952380952														0.0179455446		0.0107526882		0.0263157895				0.0164179104		0.0211267606		0.0151515152
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Q23.情報観×頻度、関心事多少

		◇		Ｑ２３　情報観×関心事・メディア利用頻度 ジョウホウ カン カンシン ゴト リヨウ ヒンド



				（「あてはまる」「まああてはまる」合計） ゴウケイ





																																（％）

						全体		関心事　少・なし派 カンシン ゴト ショウ ハ		関心事　中 カンシン ゴト チュウ		関心事　多 カンシン ゴト オオ		無回答 ムカイトウ		テレビ高頻度 コウヒンド		テレビ中頻度 チュウ ヒンド		テレビ低頻度 テイヒンド		ネット高頻度 コウヒンド		ネット中頻度 チュウ ヒンド		ネット低頻度 テイヒンド		SNS高頻度 コウヒンド		SNS中頻度 チュウ ヒンド		SNS低頻度 テイヒンド

						2369		266		1024		1058		21		1431		672		82		1616		279		76		1340		284		66

				今の社会は情報が多すぎる		84.3		76		84		87		0		87		82		74		86		85		84		86		87		88								0.7556390977		0.8447265625		0.8667296786								0.8679245283		0.8244047619		0.743902439				0.8558168317		0.8494623656		0.8421052632				0.8567164179		0.8697183099		0.8787878788

				情報を見比べるほうだ		46.0		33		42		53		0		48		45		46		49		41		42		49		44		50								0.3345864662		0.423828125		0.5302457467								0.4842767296		0.4479166667		0.4634146341				0.4851485149		0.4086021505		0.4210526316				0.4850746269		0.4366197183		0.5

				数は少なくても決まった情報源があればいい		60.2		61		62		59		0		61		58		66		59		59		58		61		60		58								0.6127819549		0.6181640625		0.5860113422								0.6121593291		0.5848214286		0.6585365854				0.5934405941		0.5949820789		0.5789473684				0.6052238806		0.5985915493		0.5757575758

				自分が知りたいことだけ知っておけばいい ジブン シ シ		30.6		47		33		24		0		27		35		37		29		34		24		30		33		21								0.469924812		0.3271484375		0.2438563327								0.2725366876		0.3482142857		0.3658536585				0.2939356436		0.3405017921		0.2368421053				0.3029850746		0.3274647887		0.2121212121

				情報はできるだけ深く知りたい		66.2		45		65		73		0		69		65		65		68		67		62		67		69		65								0.454887218		0.6455078125		0.7344045369								0.6862334032		0.6458333333		0.6463414634				0.6800742574		0.6702508961		0.6184210526				0.6708955224		0.6866197183		0.6515151515

				正しい情報をより分ける自信がある		29.5		21		29		32		0		30		28		33		31		31		29		30		34		29								0.2067669173		0.294921875		0.320415879								0.3011879804		0.2842261905		0.3292682927				0.3050742574		0.311827957		0.2894736842				0.2985074627		0.338028169		0.2878787879

				すぐ情報が得られないと気がすまない		39.5		27		37		45		0		40		39		34		43		36		32		44		40		29								0.2669172932		0.3681640625		0.45463138								0.4046121593		0.3913690476		0.3414634146				0.4344059406		0.3584229391		0.3157894737				0.4365671642		0.4014084507		0.2878787879

				必要な情報にはお金をかける		19.0		16		16		22		0		19		19		24		21		17		16		21		18		21								0.1616541353		0.1640625		0.2240075614								0.1879804333		0.1889880952		0.243902439				0.213490099		0.1684587814		0.1578947368				0.2097014925		0.176056338		0.2121212121

				必要な情報を得るときは時間をかける		44.2		35		40		51		0		45		45		46		49		41		37		49		43		41								0.3496240602		0.3974609375		0.511342155								0.4472396925		0.4523809524		0.4634146341				0.4944306931		0.4086021505		0.3684210526				0.4880597015		0.4330985915		0.4090909091

				自分の考えや感じたことを多くの人に知ってもらいたい		17.4		17		15		20		0		17		18		21		18		16		13		19		15		15								0.1654135338		0.154296875		0.1965973535								0.1684136967		0.1800595238		0.2073170732				0.1806930693		0.164874552		0.1315789474				0.1902985075		0.1514084507		0.1515151515

				マスコミ情報よりくちコミ情報のほうが信頼できる		24.3		25		23		26		0		22		28		34		27		20		14		29		23		18								0.2518796992		0.2275390625		0.2570888469								0.2229210342		0.275297619		0.3414634146				0.2716584158		0.2007168459		0.1447368421				0.2873134328		0.2253521127		0.1818181818
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Q22-24.価値観×頻度、関心事

		◇		Ｑ２２・２４　価値観×関心事・メディア利用頻度 カチ カン カンシン ゴト リヨウ ヒンド



				（「あてはまる」「まああてはまる」合計） ゴウケイ





																																						（％）

						全体		関心事　少・なし派 カンシン ゴト ショウ ハ		関心事　中 カンシン ゴト チュウ		関心事　多 カンシン ゴト オオ		無回答 ムカイトウ		テレビ高頻度 コウヒンド		テレビ中頻度 チュウ ヒンド		テレビ低頻度 テイヒンド		テレビ視聴無 シチョウ ム		ネット高頻度 コウヒンド		ネット中頻度 チュウ ヒンド		ネット低頻度 テイヒンド		ネット利用無 リヨウ ナ		SNS高頻度 コウヒンド		SNS中頻度 チュウ ヒンド		SNS低頻度 テイヒンド		SNS利用無 リヨウ ナ

						2369		266		1024		1058		21		1431		672		82		167		1616		279		76		366		1340		284		66		639

				時間を有効に使わないと損した気分		72.6		61		71		77		0		73		74		79		64		76		73		71		60		77		73		76		64								0.6127819549		0.70703125		0.7722117202								0.7281621244		0.7366071429		0.7926829268		0.6407185629		0.7574257426		0.7311827957		0.7105263158		0.5983606557		0.7694029851		0.7288732394		0.7575757576		0.6384976526

				やるべきことにいつも追われている		66.5		56		65		71		0		66		71		62		57		71		65		62		52		72		67		65		55								0.5601503759		0.6484375		0.7069943289								0.6575821104		0.7083333333		0.6219512195		0.5688622754		0.7054455446		0.6451612903		0.6184210526		0.5191256831		0.7223880597		0.6654929577		0.6515151515		0.5508607199

				他人の意見に流されやすいほうだ		37.4		32		37		39		0		40		35		32		29		40		32		30		33		41		35		27		32								0.3157894737		0.369140625		0.393194707								0.3969252271		0.349702381		0.3170731707		0.2874251497		0.3966584158		0.3225806452		0.3026315789		0.3278688525		0.4111940299		0.3485915493		0.2727272727		0.3161189358

				人からどう思われているか気になる		50.0		37		49		54		0		53		48		51		35		54		43		39		38		56		47		36		40								0.3684210526		0.48828125		0.5434782609								0.5255066387		0.4776785714		0.512195122		0.3532934132		0.5439356436		0.4336917563		0.3947368421		0.3825136612		0.5634328358		0.4718309859		0.3636363636		0.3974960876

				向上心が強いほうだ		55.1		42		53		60		0		59		52		53		42		55		56		57		50		60		52		58		48								0.4248120301		0.53125		0.6030245747								0.5891089109		0.523297491		0.5263157895		0.4234972678		0.5527603075		0.5595238095		0.5731707317		0.497005988		0.5955223881		0.5246478873		0.5757575758		0.4773082942

				将来のことを気にするより、現在を楽しみたい		55.6		56		54		57		0		56		57		52		46		55		57		45		61		42		53		60		52								0.5563909774		0.54296875		0.5661625709								0.5625436758		0.5654761905		0.5243902439		0.4610778443		0.5476485149		0.5698924731		0.4473684211		0.606557377		0.4248120301		0.53125		0.6030245747		0.5238095238

				社会を良くするために自分も何かしたい		55.2		36		50		65		0		57		54		51		48		58		52		55		48		57		57		61		49								0.3571428571		0.5048828125		0.6493383743								0.5681341719		0.5431547619		0.512195122		0.4790419162		0.5761138614		0.523297491		0.5526315789		0.4754098361		0.5746268657		0.573943662		0.6060606061		0.4929577465

				新しいものやサービスはすぐ試してみるほうだ		32.0		24		28		38		0		34		30		30		28		37		24		28		19		38		27		35		22								0.2368421053		0.275390625		0.3837429112								0.3354297694		0.3020833333		0.3048780488		0.2814371257		0.3688118812		0.2401433692		0.2763157895		0.193989071		0.3843283582		0.2711267606		0.3484848485		0.2159624413

				家にいるより外に出かけるほうが好きだ		49.9		44		48		53		0		49		53		46		49		51		50		46		47		54		47		42		45								0.4360902256		0.478515625		0.5311909263								0.4898672257		0.5282738095		0.4634146341		0.4850299401		0.5099009901		0.4982078853		0.4605263158		0.4726775956		0.5365671642		0.4683098592		0.4242424242		0.4507042254

				社会的に広く認められていることには価値がある		66.6		47		65		72		0		69		65		67		50		69		59		63		61		70		65		62		61								0.469924812		0.6533203125		0.724952741								0.6932215234		0.6473214286		0.6707317073		0.502994012		0.6930693069		0.5913978495		0.6315789474		0.6120218579		0.702238806		0.6478873239		0.6212121212		0.6056338028

				人づきあいはわずらわしい		47.0		48		48		46		0		47		48		48		46		47		53		47		44		45		55		48		49								0.4812030075		0.484375		0.4565217391								0.4668064291		0.4821428571		0.4756097561		0.4550898204		0.4684405941		0.5268817204		0.4736842105		0.4371584699		0.4455223881		0.5457746479		0.4848484848		0.489827856

				つきあいは浅くても友人や知人は多いほうが		38.1		41		36		40		0		38		38		41		38		35		42		49		45		36		36		42		43								0.4060150376		0.35546875		0.3979206049								0.3808525507		0.375		0.4146341463		0.377245509		0.3502475248		0.4193548387		0.4868421053		0.4535519126		0.3597014925		0.3591549296		0.4242424242		0.4272300469

				メールより会う方が大事だ		69.6		61		70		72		0		71		71		61		58		69		72		71		72		68		65		70		75								0.6052631579		0.6953125		0.7211720227								0.7099930119		0.7068452381		0.6097560976		0.5808383234		0.6887376238		0.7240143369		0.7105263158		0.7158469945		0.6828358209		0.6549295775		0.696969697		0.7480438185

				絵や写真、動画が伝わりやすい		42.6		37		43		44		0		42		46		37		41		49		37		29		24		49		41		32		32								0.3721804511		0.42578125		0.4423440454								0.4185883997		0.4568452381		0.3658536585		0.4071856287		0.4876237624		0.3691756272		0.2894736842		0.2404371585		0.4880597015		0.4084507042		0.3181818182		0.3223787167

				友人は多いほうだ		34.8		38		33		35		0		34		36		43		33		35		34		29		38		38		33		26		31								0.3759398496		0.3330078125		0.3516068053								0.3424178896		0.3571428571		0.4268292683		0.3293413174		0.3483910891		0.3369175627		0.2894736842		0.3770491803		0.3791044776		0.3274647887		0.2575757576		0.3098591549

				本音を話せる友人がいる		66.6		64		70		72		0		71		72		63		63		74		66		61		60		78		69		56		56								0.6353383459		0.6953125		0.7230623819								0.7071977638		0.7157738095		0.6341463415		0.6347305389		0.739480198		0.6594982079		0.6052631579		0.5956284153		0.7828358209		0.6936619718		0.5606060606		0.5555555556











































































&P	




Q21.価値観P×頻度、関心事

		◇		Ｑ２1　現代的な情報接触パタン×関心事・メディア利用頻度 ゲンダイテキ ジョウホウ セッショク カンシン ゴト リヨウ ヒンド



				（「あてはまる」「まああてはまる」合計） ゴウケイ





																																						（％）

						全体		関心事　少・なし派 カンシン ゴト ショウ ハ		関心事　中 カンシン ゴト チュウ		関心事　多 カンシン ゴト オオ		無回答 ムカイトウ		テレビ高頻度 コウヒンド		テレビ中頻度 チュウ ヒンド		テレビ低頻度 テイヒンド		テレビ視聴無 シチョウ ム		ネット高頻度 コウヒンド		ネット中頻度 チュウ ヒンド		ネット低頻度 テイヒンド		ネット利用無 リヨウ ナ		SNS高頻度 コウヒンド		SNS中頻度 チュウ ヒンド		SNS低頻度 テイヒンド		SNS利用無 リヨウ ナ

						2369		266		1024		1058		21		1431		672		82		167		1616		279		76		366		1340		284		66		639

				個別情報志向		17.8		31		19		13		0		16		19		29		28		17		19		9		20		18		19		11		17		　---　						0.3082706767		0.1875		0.1332703214								0.1565338924		0.1875		0.2926829268		0.2754491018		0.1745049505		0.1935483871		0.0921052632		0.2021857923		0.1798507463		0.1901408451		0.1060606061		0.1737089202

				共有情報志向		81.6		66		81		86		0		84		81		70		70		82		81		88		78		82		81		89		81		　---　						0.6616541353		0.8076171875		0.8638941399								0.8378756115		0.8095238095		0.6951219512		0.7005988024		0.8211633663		0.8064516129		0.8815789474		0.7841530055		0.8156716418		0.8098591549		0.8939393939		0.813771518

				マス情報志向派		70.4		63		70		73		0		74		67		65		54		70		70		75		71		70		67		74		72		　---　						0.6278195489		0.6953125		0.7306238185								0.7428371768		0.6681547619		0.6463414634		0.5389221557		0.6992574257		0.7025089606		0.75		0.7131147541		0.6985074627		0.6690140845		0.7424242424		0.7245696401

				マス情報懐疑派		28.2		33		29		26		0		25		32		35		40		29		29		22		26		29		31		26		25		<						0.3270676692		0.291015625		0.263705104								0.2459818309		0.3244047619		0.3536585366		0.3952095808		0.2908415842		0.2867383513		0.2236842105		0.2595628415		0.2947761194		0.3133802817		0.2575757576		0.2503912363

				選択的接触派		39.7		47		40		37		0		39		41		38		41		40		42		33		40		41		41		36		36		<						0.4661654135		0.4013671875		0.3724007561								0.3892382949		0.412202381		0.3780487805		0.4071856287		0.3972772277		0.4193548387		0.3289473684		0.3961748634		0.4141791045		0.4084507042		0.3636363636		0.3599374022

				両論接触派		59.5		50		59		62		0		60		58		62		55		60		58		64		58		58		59		64		62		　---　						0.5037593985		0.58984375		0.6247637051								0.6044723969		0.5833333333		0.6219512195		0.5508982036		0.5971534653		0.5806451613		0.6447368421		0.5846994536		0.5813432836		0.588028169		0.6363636364		0.6244131455

				能動的接触派		65.4		44		61		75		0		70		61		63		49		66		64		72		63		64		63		71		68		　---　						0.4436090226		0.6142578125		0.7495274102								0.6960167715		0.6056547619		0.6341463415		0.4910179641		0.6590346535		0.6379928315		0.7236842105		0.631147541		0.6447761194		0.6302816901		0.7121212121		0.6776212833

				受動的接触派		33.9		53		38		25		0		30		39		37		47		34		36		25		35		35		37		29		31		　---　						0.5338345865		0.3779296875		0.2485822306								0.2997903564		0.3913690476		0.3658536585		0.4670658683		0.3372524752		0.3620071685		0.25		0.3524590164		0.3514925373		0.3697183099		0.2878787879		0.3082942097

				自己承認欲求高い
＆自己発信意欲高い		10.9		12		10		12		0		11		11		15		9		12		9		8		9		13		8		8		8		<						0.1203007519		0.0966796875		0.1172022684								0.1090146751		0.1101190476		0.1463414634		0.0898203593		0.1188118812		0.0931899642		0.0789473684		0.087431694		0.128358209		0.0845070423		0.0757575758		0.082942097

				自己承認欲求高い
＆自己発信意欲低い		39.0		25		39		43		0		41		37		37		26		42		34		32		30		43		39		29		31		<						0.2481203008		0.390625		0.4253308129								0.4143955276		0.3675595238		0.3658536585		0.2634730539		0.4232673267		0.3405017921		0.3157894737		0.2950819672		0.4328358209		0.3873239437		0.2878787879		0.3145539906

				自己承認欲求低い
＆自己発信意欲高い		6.5		5		6		8		0		6		7		6		10		6		7		4		7		6		7		6		7		　---　						0.045112782		0.056640625		0.0793950851								0.0593990217		0.068452381		0.0609756098		0.1017964072		0.0618811881		0.0716845878		0.0394736842		0.0710382514		0.0619402985		0.0669014085		0.0606060606		0.0672926448

				自己承認欲求低い
＆自己発信意欲低い ヒク		42.5		57		44		37		0		41		44		38		53		39		49		53		54		37		46		53		52		>						0.5676691729		0.443359375		0.3714555766								0.4102026555		0.4419642857		0.3780487805		0.5269461078		0.3873762376		0.4874551971		0.5263157895		0.5382513661		0.3686567164		0.4577464789		0.5303030303		0.524256651

				情報過多感高い
＆時間有効意識高い		63.3		52		62		68		0		65		63		61		53		66		63		66		51		67		65		71		55		<						0.515037594		0.615234375		0.6814744802								0.6491963662		0.630952381		0.6097560976		0.5329341317		0.6627475248		0.6344086022		0.6578947368		0.5109289617		0.6701492537		0.6549295775		0.7121212121		0.5477308294

				情報過多感高い
＆時間有効意識低い		20.9		24		23		19		0		22		19		13		22		19		21		18		27		19		21		17		25		>						0.2368421053		0.2275390625		0.1852551985								0.2180293501		0.1919642857		0.1341463415		0.2215568862		0.192450495		0.2114695341		0.1842105263		0.2732240437		0.1865671642		0.2147887324		0.1666666667		0.2519561815

				情報過多感低い
＆時間有効意識高い		9.1		10		9		9		0		8		11		18		10		9		10		5		9		10		7		5		9		　---　						0.0977443609		0.0908203125		0.0888468809								0.0775681342		0.1056547619		0.1829268293		0.1017964072		0.0928217822		0.0967741935		0.0526315789		0.087431694		0.0970149254		0.073943662		0.0454545455		0.0907668232

				情報過多感低い
＆時間有効意識低い		5.5		11		6		4		0		5		6		2		12		4		4		7		11		4		5		5		9		>						0.1127819549		0.05859375		0.0359168242								0.0482180294		0.0595238095		0.0243902439		0.119760479		0.0439356436		0.0430107527		0.0657894737		0.1147540984		0.0380597015		0.0492957746		0.0454545455		0.0938967136











































































&P	




Q21.信用×頻度、関心事

		◇		Ｑ２1　現代的な情報接触パタン×関心事・メディア利用頻度 ゲンダイテキ ジョウホウ セッショク カンシン ゴト リヨウ ヒンド



				（「あてはまる」「まああてはまる」合計） ゴウケイ





																																						（％）

						全体		関心事　少・なし派 カンシン ゴト ショウ ハ		関心事　中 カンシン ゴト チュウ		関心事　多 カンシン ゴト オオ		無回答 ムカイトウ		テレビ高頻度 コウヒンド		テレビ中頻度 チュウ ヒンド		テレビ低頻度 テイヒンド		テレビ視聴無 シチョウ ム		ネット高頻度 コウヒンド		ネット中頻度 チュウ ヒンド		ネット低頻度 テイヒンド		ネット利用無 リヨウ ナ		SNS高頻度 コウヒンド		SNS中頻度 チュウ ヒンド		SNS低頻度 テイヒンド		SNS利用無 リヨウ ナ

						2369		266		1024		1058		21		1431		672		82		167		1616		279		76		366		1340		284		66		639

				テレビ信用派		58.9		37		55		68		0		68		52		44		19		60		57		65		57		59		56		61		59		P127×表頭４・５ ヒョウ トウ						0.3721804511		0.5546875		0.6786389414

				中間派		26.3		27		29		24		0		25		30		32		23		26		29		20		26		26		30		20		25								0.2744360902		0.28515625		0.2400756144

				テレビ不信派		10.1		20		12		6		0		6		16		13		20		10		12		11		8		10		11		17		9								0.1992481203		0.1162109375		0.0623818526

				ニュースを見ない		4.1		14		4		2		0		1		2		10		37		4		3		5		7		4		3		3		6								0.1428571429		0.041015625		0.0160680529

				ネット信用派		27.3		14		25		33		0		30		25		28		16		33		28		18		7		33		33		17		16								0.1390977444		0.2509765625		0.3289224953

				中間派		32.7		26		34		33		0		32		36		31		25		39		28		29		9		39		29		38		21								0.2593984962		0.337890625		0.3345935728

				ネット不信派		18.0		24		19		15		0		14		23		22		31		20		21		13		9		20		22		26		12								0.2443609023		0.1943359375		0.1502835539

				 ニュースを見ない		19.4		32		20		16		0		22		14		16		24		7		22		40		66		8		17		20		45								0.3195488722		0.1953125		0.1635160681

				ＳＮＳ信用派		12.8		8		11		16		0		14		13		15		8		16		10		9		2		18		13		5		4								0.0827067669		0.107421875		0.1578449905

				中間派		25.7		23		25		27		0		24		30		33		24		32		20		9		5		36		22		18		8								0.2255639098		0.25390625		0.2712665406

				ＳＮＳ不信派		25.2		24		28		23		0		22		30		23		32		30		22		20		7		31		31		26		11								0.2406015038		0.279296875		0.2258979206

				ニュースを見ない		33.1		41		33		31		0		37		25		26		32		20		46		61		77		14		34		49		70								0.4135338346		0.330078125		0.3137996219

				テレビ（録画再生を含む）		87.7		72		87		93		0		96		88		67		30		88		88		88		87		88		87		91		88								0.7180451128		0.8701171875		0.9281663516

				ラジオ（録音再生を含む）		16.0		10		15		19		0		17		14		11		16		13		22		24		24		12		18		18		23								0.0977443609		0.1455078125		0.190926276

				新聞		57.7		38		55		66		0		64		51		45		39		53		65		75		69		50		59		71		71								0.3796992481		0.5458984375		0.6606805293

				雑誌		12.1		8		10		15		0		11		15		11		11		12		13		3		14		12		12		8		13								0.0751879699		0.1025390625		0.1483931947

				新聞の電子版		12.6		2		12		16		0		11		16		11		13		15		12		9		3		14		14		17		8								0.022556391		0.1181640625		0.1597353497

				雑誌の電子版		3.2		0		3		4		0		3		5		2		3		4		4		3		0		4		6		3		1								0.0037593985		0.0283203125		0.0425330813

				Ｙａｈｏｏ！ニュース		54.5		35		54		60		0		55		56		48		47		66		51		34		15		65		58		53		33								0.3533834586		0.5380859375		0.6001890359

				ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		13.4		8		12		16		0		12		17		15		10		17		10		4		2		16		16		18		7								0.0827067669		0.123046875		0.1587901701

				新聞社や放送局の公式ニュースサイト・アプリ		6.6		2		6		9		0		7		7		5		6		8		7		7		3		7		7		14		5								0.015037594		0.0595703125		0.0869565217

				放送局の公式動画配信サービス		1.8		1		1		3		0		2		2		2		2		2		1		3		1		2		3		0		2								0.007518797		0.01171875		0.0264650284

				インターネットラジオ		2.1		1		2		3		0		2		2		5		4		2		3		3		1		2		3		5		1								0.007518797		0.01953125		0.0255198488

				ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		29.5		21		27		34		0		28		35		22		22		39		18		5		3		45		22		11		3								0.2067669173		0.26953125		0.3421550095

				ＳＮＳで流れてくる記事		15.7		10		14		18		0		13		19		24		16		21		9		4		2		24		10		6		2								0.0977443609		0.14453125		0.1833648393

				動画投稿・共有サービス		8.3		6		8		9		0		7		11		13		11		10		9		1		2		9		11		9		5								0.0601503759		0.08203125		0.0907372401

				その他インターネットのサイト・アプリ		4.0		2		4		4		0		4		4		9		7		5		4		1		0		4		5		5		3								0.022556391		0.041015625		0.0434782609

				その他		0.3		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1								0.0037593985		0.00390625		0.0028355388

				特にない		1.4		10		0		0		0		1		1		5		8		1		0		1		4		1		0		0		2								0.0977443609		0.00390625		0.0018903592
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マトリックスひな型（まとめ有）

				◇				（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



				○

																																（％）

										全体				男 オトコ										女 オンナ

												16～
19歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ



						テレビ		放送時間にリアルタイムで見るテレビ番組		3.3		3		4		2		4		5		5		1		8		5		5		2				質問11 シツモン		67

								録画したテレビ番組

								インターネットを通じて見るテレビ番組

						テレビまとめ

						ラジオ（インターネットラジオを含む）

						新聞（電子版を含む）

						本・雑誌（電子版を含む）				47.3		28		51		54		57		60		60		48		51		56		55		54

						ＳＮＳ		LINE（ライン）

								Twitter（ツイッター）

								（LINE、Twitter以外の）ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど） 

						ＳＮＳまとめ

						動画共有・配信サービス（YouTube、huluなど）

						（ＳＮＳ・動画以外の）インターネット

						インターネットまとめ

						無回答 ムカイトウ				0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



クロスひな型

		◇



		○





																														（％）

						全体

						3.3		3		4		2		4		5		5		1		1		8		5		5		2				質問11 シツモン		67

						47.3		28		51		54		57		60		60		31		48		51		56		55		54

						49.3		69		46		43		40		36		35		68		51		41		39		41		44

				無回答 ムカイトウ		0.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0







		◇



		○





																														（％）

						全体 ゼンタイ

						12.8		14		21		9		16		17		14		7		12		12		12		18		12

						14.1		28		19		23		17		11		8		16		24		28		20		15		11				質問10 シツモン		56

						2.3		4		2		1		1		1		2		3		4		2		3		3		2

				計 ケイ		28.3		47		40		32		33		28		23		25		38		41		34		34		23

						55.6		32		46		58		62		66		71		30		36		49		50		53		62				P89		277

						15.1		20		15		9		5		5		5		43		26		9		15		12		14

				無回答 ムカイトウ		1.0		1		0		1		0		1		1		3		0		1		1		2		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値



Q19.フェイクニュースと情報源

				【問１９】Ａ.

		◇		「フェイクニュース」の認知とニュース情報源 ニンチ ジョウホウゲン



		○

																						（％）

						全体 ゼンタイ		テレビ		新聞 シンブン		ネット系メディア ケイ		SNS系メディア ケイ		ネット投稿共有サービス トウコウ キョウユウ		Yahooニュース		ニュース・ポータルサイト		LINE　NEWS

						2369		2077		1368		1817		889		197		1290		318		698

				フェイクニュース認知あり		72.6		74		76		76		72		76		78		85		69

				フェイクニュース認知なし		26.8		26		24		24		28		23		22		15		30

				無回答		0.6		1		1		1		0		1		1		0		10







		◇		「フェイクニュース」の認知とメディア利用頻度 ニンチ リヨウ ヒンド



																						（％）

						全体 ゼンタイ		テレビ視聴頻度高 シチョウ ヒンド タカ		テレビ視聴頻度中 シチョウ ヒンド チュウ		テレビ視聴頻度低 シチョウ ヒンド テイ		テレビ視聴頻度無 シチョウ ヒンド ナシ		ネット利用頻度高 リヨウ ヒンド コウ		ネット利用頻度中 リヨウ ヒンド チュウ		ネット利用頻度低 リヨウ ヒンド テイ		ネット利用頻度無 リヨウ ヒンド ナシ

						2369		1265		683		117		282		1616		279		76		366

				フェイクニュース認知あり		72.6		76		72		63		62		75		73		72		63

				フェイクニュース認知なし		26.8		23		28		35		37		25		27		24		36

				無回答		0.6		1		0		2		1		0		0		4		1
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値



Q13情報源×意識

						【問１３】A.

				◇				ニュースの接触先（複数回答）×意識 フクスウ カイトウ イシキ



				○

																										（％）

										全体		承認・高 ショウニン コウ				承認・低 ショウニン テイ				興味のあることだけ派 キョウミ ハ		社会の一員として派 シャカイ イチイン ハ		能動的ニュース接触派		受動的ニュース接触派

												発信・高 ハッシン コウ		発信・低 ハッシン テイ		発信・高 ハッシン コウ		発信・低 ハッシン テイ

										2369		258		923		154		1008		421		1932		1549		804

						放送 ホウソウ		テレビ
（録画再生含む） ロクガ サイセイ フク		87.7		88%		91%		84%		85%		79%		90%		90%		84%

								ラジオ
（録音再生含む） ロクオン サイセイ フク		16.0		16%		14%		20%		17%		11%		17%		18%		11%

						紙媒体 カミ バイタイ		新聞		57.7		53%		56%		62%		60%		43%		61%		66%		43%

								雑誌		12.1		12%		11%		19%		12%		10%		13%		13%		10%

						インターネット		新聞の電子版		12.6		13%		14%		18%		11%		8%		14%		15%		7%

								雑誌の電子版		3.2		3%		3%		6%		3%		1%		4%		4%		2%

								Ｙａｈｏｏ！ニュース		54.5		55%		59%		51%		51%		45%		57%		59%		45%

								ニュースサイト・ポータルサイト、アプリ		13.4		14%		16%		12%		12%		10%		14%		16%		9%

								新聞社や放送局の公式ニュースサイト・アプリ		6.6		7%		7%		8%		6%		4%		7%		8%		4%

								放送局の公式動画配信サービス		1.8		2%		2%		2%		2%		1%		2%		2%		1%

								インターネットラジオ		2.1		2%		2%		3%		2%		2%		2%		2%		2%

								ＬＩＮＥ　ＮＥＷＳ		29.5		38%		34%		21%		25%		29%		30%		27%		35%

								ＳＮＳで流れてくる記事		15.7		27%		19%		18%		10%		17%		16%		15%		18%

								動画投稿・共有サービス		8.3		8%		9%		16%		7%		12%		8%		8%		9%

								その他インターネットのサイト・アプリ		4.0		4%		5%		3%		3%		4%		4%		4%		3%

						その他 タ				0.3		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%

						特にない トク				1.4		1%		1%		1%		2%		3%		1%		0%		3%
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値
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〈政治・経済・社会の動きを伝えるニュースに対する態度〉
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避ける傾向
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【参考】「メディア利用動向調査」（2018年11月）
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（全国16歳以上の男女 2,264人）
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【参考】「メディア利用動向調査」（2018年11月）
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3
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7
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１６～２９歳

３０～４９歳

５０歳以上

【参考】「メディア利用動向調査」（2018年11月）

（282人）

（666人）

（1,316人）

わからない利用あり 利用なし 利用あり 利用なし 利用あり 利用なし

その他（無回答）

信頼あり 信頼なし わからない

（ニュースや情報を得る）メディアへの信頼と利用の関係 ＜抜粋＞

ＮＨＫテレビ

％

（全国16歳以上の男女 2,264人）
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１６～２９歳

３０～４９歳

５０歳以上

【参考】「メディア利用動向調査」（2018年11月）

（282人）

（666人）

（1,316人）

わからない利用あり 利用なし 利用あり 利用なし 利用あり 利用なし

その他（無回答）

信頼あり 信頼なし わからない

（ニュースや情報を得る）メディアへの信頼と利用の関係 ＜抜粋＞

％

ＳＮＳ

（全国16歳以上の男女 2,264人）
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全体 Yahoo!
ニュース

LINE
NEWS

Twitter

1333 739 255 94

無料だから 50 50 55 41
使いやすいから 47 44 63 52
さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから 41 48 28 33
情報に速報性があるから 35 37 28 51
たくさんの情報を知ることができるから 32 33 21 39
読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から 11 13 2 20
正確な情報を知ることができるから 8 6 5 7
ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから 6 5 3 5
広告が少ないから 5 4 5 5
家族や友人など、周囲の人が利用しているから 5 3 5 18
動画があるから 5 5 3 11
深い情報を知ることができるから 3 2 2 10
その他 4 4 7 4

もっとも利用するニュースサイト・アプリ（抜粋）と利用理由（複数回答）の関係

（％）

は全体と比べて統計的に高いことを示す は全体と比べて統計的に低いことを示す

（人）

＜分母＝ニュースサイト・アプリ利用者（1,333人）＞

【参考】「メディア利用動向調査」（2018年11月） （全国16歳以上の男女 2,264人）
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同時配信利用意向×職あり・なし＜Ｕ5９＞

		◇		同時配信の利用意向(U59) ドウジ ハイシン リヨウ イコウ







						男性有職 ダンセイ ユウ ショク		男性無職 ダンセイ ムショク		女性有職 ジョセイ ユウ ショク		女性無職 ジョセイ ムショク		全体 ゼンタイ

				同時配信利用意向あり ドウジ ハイシン リヨウ イコウ		47		46		44		41		45		0.4679245283		0.4583333333		0.4365853659		0.4080882353		0.4452003023

				同時配信利用意向なし ドウジ ハイシン リヨウ イコウ		53		54		55		58		55		0.5283018868		0.5416666667		0.5512195122		0.5808823529		0.5457294029

						530		96		410		272		1323

								＜２０１８＞		＜２０１７＞

								100		64						42						144

								823		757						75						243

								923		821						117

								2264		2340						387

								40.7685512367		35.0854700855						30.2
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同時配信利用意向あり	

男性有職	男性無職	女性有職	女性無職	46.79245283018868	45.833333333333336	43.658536585365852	40.808823529411768	同時配信利用意向なし	

男性有職	男性無職	女性有職	女性無職	52.830188679245282	54.166666666666664	55.121951219512198	58.088235294117638	







欠かせないデバイス×同時配信意向

		◇		欠かせないデバイス（男女年層別） カ ダンジョ ネン ソウ ベツ





						欠かせないデバイス カ

						全体 ゼンタイ		「テレビ」派 ハ		「スマートフォン」派 ハ

						2264		931		833

				利用意向あり リヨウ イコウ		37		30		49				0.3692579505		0.2953813104		0.4933973589

				利用意向なし リヨウ イコウ		62		69		50				0.6192579505		0.693877551		0.5006002401

				無回答 ムカイトウ		1		1		1				0.0114840989		0.0107411386		0.006002401









				NHKサービス
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利用意向あり	

「テレビ」派	「スマートフォン」派	29.538131041890441	49.339735894357744	利用意向なし	

「テレビ」派	「スマートフォン」派	69.387755102040813	50.060024009603843	無回答	

「テレビ」派	「スマートフォン」派	1.0741138560687433	0.60024009603841533	

「テレビ」派	「スマートフォン」派	931	833	







地域情報入手先 (2)

		◇		地域情報の入手先（年層別）（複数回答） チイキ ジョウホウ ニュウシュ サキ ネン ソウ ベツ																		問39 ト

																		（％）

						全体		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				ＮＨＫのテレビ		60.7		32		41		43		63		74		88

				民放のテレビ		70.7		55		66		69		78		75		74

				ＮＨＫのラジオ		9.0		1		2		3		6		11		20

				民放のラジオ		12.0		4		10		9		12		18		15

				新聞（全国紙）		30.2		10		13		22		30		39		49

				新聞（地方紙）		31.7		16		15		29		36		41		39

				本・雑誌		19.2		13		28		25		25		17		12

				ケーブルテレビの独自チャンネル		5.3		2		4		5		8		6		5

				コミュニティＦＭ		1.8		0		3		2		3		3		1

				インターネットのサイト・アプリ		20.1		28		34		27		26		14		5

				ＳＮＳ		15.1		48		29		17		13		3		1

				自治体のサイトやメール、広報誌		17.7		7		19		19		22		20		17

				家族や友人、知人からのくちコミ		29.6		29		33		30		29		32		27

				地域の回覧板・掲示板		26.0		7		17		22		29		33		36

				その他		0.2		0		0		0		1		0		0

				何も利用していない		2.7		7		4		3		1		3		1

				無回答		0.7		1		0		1		1		1		1









						全体		女

								16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		87		90		90		93		95		90

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		80		87		80		81		87		82

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		78		81		76		83		84		78

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		77		72		74		76		77		67

				地域の課題を取り上げること		79.1		76		79		78		83		83		81

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		77		80		76		82		80		78

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		59		63		61		70		63		58

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		67		69		66		76		66		63
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ＮＨＫのテレビ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	31.9	40.700000000000003	42.9	62.7	73.599999999999994	87.7	民放のテレビ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	55.3	65.900000000000006	68.900000000000006	77.599999999999994	75.3	74.3	新聞（全国紙）	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	9.9	12.8	22.3	29.6	38.5	49.1	新聞（地方紙）	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16	15.1	29.4	36.299999999999997	41.3	39.299999999999997	本・雑誌	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	12.8	28.3	24.8	24.5	16.600000000000001	12.3	インターネットのサイト・アプリ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	27.7	34.1	27.2	26.1	14.1	4.599999999	9999996	ＳＮＳ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	47.5	28.7	16.7	13.3	3	0.7	地域の回覧板・掲示板	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	7.1	17.100000000000001	22.3	28.8	32.5	36	ＮＨＫのラジオ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	1.4	2.2999999999999998	3.4	6.1	11.3	20.399999999999999	民放のラジオ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	3.9	9.6999999999999993	9.3000000000000007	11.7	17.600000000000001	15.3	ケーブルテレビの独自チャンネル	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	2.1	3.9	5.4	8.3000000000000007	6	4.8	コミュニティＦＭ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	0.4	3.1	1.5	2.7	2.5	1.1000000000000001	自治体のサイトやメール、広報誌	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	6.7	18.600000000000001	18.600000000000001	22.4	19.899999999999999	17.3	家族や友人、知人からのくちコミ	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	28.7	32.9	30.1	28.8	31.5	27.2	その他	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	0	0	0	0.5	0.3	0.2	何も利用していない	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	6.7	3.9	3.4	0.5	2.8	0.7	無回答	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	0.7	0	0.5	0.5	1	0.9	









ネットニュース入手先

		◇		ネットニュース入手先（男女年層別）（複数回答） ニュウシュ サキ ダンジョ ネン ソウ ベツ								問30 ト



						2017		2018



				Ｙａｈｏｏ！ニュース		43.7		45.5

				ポータルサイト（ｌｉｖｅｄｏｏｒニュースなど）		4.1		3.6

				ＬＩＮＥＮＥＷＳ		21.9		25.1

				ＳｍａｒｔＮｅｗｓ				4.7

				グノシー（Ｇｕｎｏｓｙ）				2.6

				Ｔｗｉｔｔｅｒ		8.6		10.8

				Ｆａｃｅｂｏｏｋ		6.6		6.7

				ＮＨＫのサービス（ＮＨＫＮＥＷＳＷＥＢ、ニュースなど）		3.8		6.0

				民放のサービス（日テレＮＥＷＳ２４、ＴＢＳＮＥＷＳなど）		3.8		6.4

				新聞社のニュースサービス		8.0		7.5

				出版社のニュースサービス（東洋経済オンラインなど）		2.5		1.6

				インターネットラジオやポッドキャスト（らじる★らじるなど）		2.1		2.3

				Ａｂｅｍａニュース		1.6		0.9

				オンライン専門ニュース（ハフィントンポストやバズフィード等）		1.1		0.7

				ユーザー参加型のニュースサービス（ＮｅｗｓＰｉｃｋｓなど）		0.1		0.6

				その他		0.8		0.7

				利用しない		8.4		7.0

				無回答		0.5		0.9

				非該当		35.1		33.0



						2340		2264





						全体		全体



				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		90.5

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		81.5

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		77.7

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		70.1

				地域の課題を取り上げること		79.1		79.1

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		77.0

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		60.0

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		66.0
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2017	

Ｙａｈｏｏ！ニュース	ポータルサイト（ｌｉｖｅｄｏｏｒニュースなど）	ＬＩＮＥＮＥＷＳ	ＳｍａｒｔＮｅｗｓ	グノシー（Ｇｕｎｏｓｙ）	Ｔｗｉｔｔｅｒ	Ｆａｃｅｂｏｏｋ	ＮＨＫのサービス（ＮＨＫＮＥＷＳＷＥＢ、ニュースなど）	民放のサービス（日テレＮＥＷＳ２４、ＴＢＳＮＥＷＳなど）	新聞社のニュースサービス	出版社のニュースサービス（東洋経済オンラインなど）	インターネットラジオやポッドキャスト（らじる★らじるなど）	Ａｂｅｍａニュース	オンライン専門ニュース（ハフィントンポストやバズフィード等）	ユーザー参加型のニュースサービス（ＮｅｗｓＰｉｃｋｓなど）	その他	利用しない	43.7	4.0999999999999996	21.9	8.6	6.6	3.8	3.8	8	2.5	2.1	1.6	1.1000000000000001	0.1	0.8	8.4	2018	















Ｙａｈｏｏ！ニュース	ポータルサイト（ｌｉｖｅｄｏｏｒニュースなど）	ＬＩＮＥＮＥＷＳ	ＳｍａｒｔＮｅｗｓ	グノシー（Ｇｕｎｏｓｙ）	Ｔｗｉｔｔｅｒ	Ｆａｃｅｂｏｏｋ	ＮＨＫのサービス（ＮＨＫＮＥＷＳＷＥＢ、ニュースなど）	民放のサービス（日テレＮＥＷＳ２４、ＴＢＳＮＥＷＳなど）	新聞社のニュースサービス	出版社のニュースサービス（東洋経済オンラインなど）	インターネットラジオやポッド	キャスト（らじる★らじるなど）	Ａｂｅｍａニュース	オンライン専門ニュース（ハフィントンポストやバズフィード等）	ユーザー参加型のニュースサービス（ＮｅｗｓＰｉｃｋｓなど）	その他	利用しない	45.5	3.6	25.1	4.7	2.6	10.8	6.7	6	6.4	7.5	1.6	2.2999999999999998	0.9	0.7	0.6	0.7	7	





2017は「ｷｭﾚｰｼｮﾝﾒﾃﾞｨｱ」1.2％



ネットニュース×利用理由（貼り付け用）

		◇		ネットニュース入手先(SA)×利用理由(MA) ニュウシュ サキ リヨウ リユウ																問30 ト



						全体 ゼンタイ		Yahoo!ニュース		LINE NEWS		Twitter				ＮＨＫのサービス

						1333		739		255		94				36

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		40.9		47.8		28.2		33.0				22.2				0.4776725304		0.2823529412		0.329787234		0.2222222222

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		5.6		4.7		2.7		5.3				11.1				0.0473612991		0.0274509804		0.0531914894		0.1111111111

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		11.1		13.4		2.4		20.2				19.4				0.1339648173		0.0235294118		0.2021276596		0.1944444444

				正確な情報を知ることができるから		8.4		6.4		4.7		7.4				75.0				0.0635994587		0.0470588235		0.0744680851		0.75

				情報に速報性があるから		35.3		37.2		27.8		51.1				44.4				0.3721244926		0.2784313725		0.5106382979		0.4444444444

				たくさんの情報を知ることができるから		32.3		33.4		20.8		39.4				36.1				0.3342354533		0.2078431373		0.3936170213		0.3611111111

				深い情報を知ることができるから		3.4		2.3		1.6		9.6				11.1				0.0230040595		0.0156862745		0.0957446809		0.1111111111

				動画があるから		4.7		4.9		3.1		10.6				2.8				0.048714479		0.031372549		0.1063829787		0.0277777778

				使いやすいから		46.8		43.8		63.1		52.1				16.7				0.4384303112		0.631372549		0.5212765957		0.1666666667

				広告が少ないから		5.3		3.8		4.7		5.3				33.3				0.0378890392		0.0470588235		0.0531914894		0.3333333333

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		5.3		3.4		5.1		18.1				8.3				0.0338294993		0.0509803922		0.1808510638		0.0833333333

				無料だから		49.5		49.8		54.5		41.5				30.6				0.49797023		0.5450980392		0.414893617		0.3055555556

				その他		4.1		3.5		6.7		4.3				0.0				0.0351826793		0.0666666667		0.0425531915		0

				無回答		0.6		0.7		0.4		0.0				2.8				0.0067658999		0.0039215686		0		0.0277777778



						1333		739		255		94				36
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ネットニュース前年比較

		◇		ネットニュースの入手先（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ						2018		2017

				Yahoo!ニュース2018		45.5		50		69		71		68		44		17		46		68		58		58		31		11						141		155				50		54				49		36				35		35				6		3				2		3

				Yahoo!ニュース2017		43.7		54		67		71		61		40		15		50		62		59		51		30		8						121		127				69		67				32		23				17		7				3		4				1		2

				LINE NEWS2018		25.1		49		32		24		24		8		4		62		54		46		31		9		2						188		194				71		71				24		20				12		6				8		6				2		4

				LINE NEWS2017		21.9		36		23		20		16		5		1		60		47		44		34		9		3						183		154				68		61				24		16				8		8				10		5				1		2

				Twitter2018		10.8		35		17		12		8		3		0		53		11		10		9		1		1						190		228				44		40				8		5				3		3				9		6				0		1

				Twitter2017		8.6		35		7		6		8		3		1		47		9		7		5		0		1						245		252				17		15				4		1				0		1				7		3				0		0

				ＮＨＫのサービス2018		6.0		6		3		8		10		9		7		2		4		3		8		6		5						141		137				46		50				62		60				53		47				2		4				0		4

				ＮＨＫのサービス2017		3.8		3		4		6		5		6		3		4		4		4		4		4		1						137		167				68		62				54		47				11		9				4		4				2		3

				Abemaニュース2018		0.9		2		1		2		1		0		0		0		2		3		1		0		0						220		202				58		59				46		44				10		7				3		4				3		2

				Abemaニュース2017		1.6		3		2		4		2		1		0		4		3		2		2		0		0						192		218				58		51				31		34				9		5				8		4				1		2

																																				207		230				31		30				9		9				1		0				6		4				0		0

				2018				141		121		188		183		190		245		141		137		220		192		207		299						299		276				11		8				2		3				1		1				5		1				0		0

				2017				155		127		194		154		228		252		137		167		202		218		230		276



				もっともYahoo!ニュース2018		55.1		34		62		67		66		70		66		30		47		49		59		67		59												34		41

				もっともYahoo!ニュース2017		60.7		41		70		74		72		77		71		26		52		60		59		78		76												62		70

																								（該当者分母） ガイトウシャ ブンボ																		67		74

																																										66		72

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ												70		77

				LINE NEWS2018				49		32		24		24		8		4		62		54		46		31		9		2												66		71

				LINE NEWS2017				36		23		20		16		5		1		60		47		44		34		9		3												30		26

				Twitter2018				35		17		12		8		3		0		53		11		10		9		1		1												47		52

				Twitter2017				35		7		6		8		3		1		47		9		7		5		0		1												49		60

																																										59		59

																																										67		78

																																										59		76
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LINE NEWS2018	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	48.9	32.200000000000003	23.9	23.5	7.9	4.0999999999999996	62.4	54	45.9	31.3	9.1999999999999993	1.7	LINE NEWS2017	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	35.5	22.8	20.100000000000001	16.2	5.3	0.8	59.9	46.7	43.6	33.9	8.6999999999999993	2.9	Twitter2018	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	34.799999999999997	16.5	11.7	7.7	2.6	0.4	53.2	10.9	9.5	8.9	1.4	0.7	Twitter2017	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	34.799999999999997	7.1	5.7	8.4	2.6	0.8	47.4	9	6.9	4.5999999999999996	0	1.1000000000000001	









ネットニュース利用理由

		◇		ネットニュース利用理由（複数回答） リヨウ リユウ								問30 ト



						2017		2018



				無料だから		46.4		49.5

				使いやすいから		46.4		46.8

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		39.0		40.9

				情報に速報性があるから		33.4		35.3

				たくさんの情報を知ることができるから		29.5		32.3

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		7.8		11.1

				正確な情報を知ることができるから		8.4		8.4

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		4.3		5.6

				広告が少ないから		4.3		5.3

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		5.5		5.3

				動画があるから		4.1		4.7

				深い情報を知ることができるから		3.0		3.4

				その他		4.6		4.1

				無回答		0.4		0.6



						1303		1333



												114		6.1				9.5		116

												104		8.7				10.5		105

								男40代 オトコ ダイ				158		15.2				5		159

												146		6.8				7.3		109

												96		11.5				4.7		107

												50		22				14		43

												127		14.2				11.1		117

												121		16.5				11.3		141

												169		8.9				6.3		160

												130		7.7				3.4		145

												78		7.7				6.6		76

												40		17.5				16		25
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2017	

無料だから	使いやすいから	さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから	情報に速報性があるから	たくさんの情報を知ることができるから	読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から	正確な情報を知ることができるから	ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから	広告が少ないから	家族や友人など、周囲の人が利用しているから	動画があるから	深い情報を知ることができるから	その他	無回答	46.4	46.4	39	33.4	29.5	7.8	8.4	4.3	4.3	5.5	4.0999999999999996	3	4.5999999999999996	0.4	2018	



無料だから	使いやすいから	さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから	情報に速報性があるから	たくさんの情報を知ることができるから	読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から	正確な情報を知ることができるから	ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから	広告が少ないから	家族や友人など、周囲の人が利用しているから	動画があるから	深い情報を知ることができるから	その他	無回答	49.5	46.8	40.9	35.299999999999997	32.299999999999997	11.1	8.4	5.6	5.3	5.3	4.7	3.4	4.0999999999999996	0.6	





男40代で5％→15％



ネットニュース利用理由（3年層比較）

		◇		ネットニュース利用理由（複数回答）×3年層比較 リヨウ リユウ ネン ソウ ヒカク										問30 ト



						１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

						241		552		540

				１．さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		34.9		40.8		43.7

				２．ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		6.6		5.1		5.7

				３．読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		10.4		12.3		10.2

				４．正確な情報を知ることができるから		7.5		5.8		11.5

				５．情報に速報性があるから		29.9		31.5		41.7

				６．たくさんの情報を知ることができるから		34.4		31.0		32.8

				７．深い情報を知ることができるから		4.6		2.4		3.9

				８．動画があるから		7.9		3.4		4.6

				９．使いやすいから		56.4		48.6		40.7

				10．広告が少ないから		6.6		3.4		6.5

				11．家族や友人など、周囲の人が利用しているから		8.3		4.3		5.0

				12．無料だから		45.6		47.8		53.0

				13．その他		5.4		5.4		2.2

				14．無回答		0.0		0.4		1.1







														114		6.1				9.5		116

														104		8.7				10.5		105

								男40代 オトコ ダイ		男40代 オトコ ダイ				158		15.2				5		159

														146		6.8				7.3		109

														96		11.5				4.7		107

														50		22				14		43

														127		14.2				11.1		117

														121		16.5				11.3		141

														169		8.9				6.3		160

														130		7.7				3.4		145

														78		7.7				6.6		76

														40		17.5				16		25
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男40代で5％→15％



U49_ネットニュース利用理由

		◇		ネットニュース利用理由（複数回答） リヨウ リユウ								問30 ト



						49歳以下 サイイカ		50歳以上 サイイジョウ



				使いやすいから		42.6		16.7				0.4261603376		0.1671732523

				無料だから		39.5		21.7				0.3945147679		0.217325228

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		32.6		17.9				0.3259493671		0.179331307

				たくさんの情報を知ることができるから		26.8		13.4				0.2679324895		0.1344984802

				情報に速報性があるから		25.9		17.1				0.2594936709		0.1709726444

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		9.8		4.2				0.0981012658		0.0417933131

				正確な情報を知ることができるから		5.3		4.7				0.052742616		0.047112462

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		4.6		2.4				0.0464135021		0.023556231

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		4.6		2.1				0.0464135021		0.0205167173

				動画があるから		4.0		1.9				0.0400843882		0.0189969605

				広告が少ないから		3.7		2.7				0.0369198312		0.0265957447

				深い情報を知ることができるから		2.5		1.6				0.0253164557		0.0159574468

				その他		4.5		0.9				0.0453586498		0.009118541

				無回答		0.2		0.5				0.0021097046		0.0045592705







												114		6.1				9.5		116

												104		8.7				10.5		105

								男40代 オトコ ダイ				158		15.2				5		159

												146		6.8				7.3		109

												96		11.5				4.7		107

												50		22				14		43

												127		14.2				11.1		117

												121		16.5				11.3		141

												169		8.9				6.3		160

												130		7.7				3.4		145

												78		7.7				6.6		76

												40		17.5				16		25
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男40代で5％→15％



ネットニュース×利用理由

		◇		ネットニュース入手先(SA)×利用理由(MA) ニュウシュ サキ リヨウ リユウ														問30 ト



						全体 ゼンタイ		Yahoo!ニュース		LINE NEWS		Twitter		ＮＨＫのサービス

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		40.9		47.8		28.2		33.0		22.2				0.4776725304		0.2823529412		0.329787234		0.2222222222

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		5.6		4.7		2.7		5.3		11.1				0.0473612991		0.0274509804		0.0531914894		0.1111111111

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		11.1		13.4		2.4		20.2		19.4				0.1339648173		0.0235294118		0.2021276596		0.1944444444

				正確な情報を知ることができるから		8.4		6.4		4.7		7.4		75.0				0.0635994587		0.0470588235		0.0744680851		0.75

				情報に速報性があるから		35.3		37.2		27.8		51.1		44.4				0.3721244926		0.2784313725		0.5106382979		0.4444444444

				たくさんの情報を知ることができるから		32.3		33.4		20.8		39.4		36.1				0.3342354533		0.2078431373		0.3936170213		0.3611111111

				深い情報を知ることができるから		3.4		2.3		1.6		9.6		11.1				0.0230040595		0.0156862745		0.0957446809		0.1111111111

				動画があるから		4.7		4.9		3.1		10.6		2.8				0.048714479		0.031372549		0.1063829787		0.0277777778

				使いやすいから		46.8		43.8		63.1		52.1		16.7				0.4384303112		0.631372549		0.5212765957		0.1666666667

				広告が少ないから		5.3		3.8		4.7		5.3		33.3				0.0378890392		0.0470588235		0.0531914894		0.3333333333

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		5.3		3.4		5.1		18.1		8.3				0.0338294993		0.0509803922		0.1808510638		0.0833333333

				無料だから		49.5		49.8		54.5		41.5		30.6				0.49797023		0.5450980392		0.414893617		0.3055555556

				その他		4.1		3.5		6.7		4.3		0.0				0.0351826793		0.0666666667		0.0425531915		0

				無回答		0.6		0.7		0.4		0.0		2.8				0.0067658999		0.0039215686		0		0.0277777778



						1333		739		255		94		36
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全体	

さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから	ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから	読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から	正確な情報を知ることができるから	情報に速報性があるから	たくさんの情報を知ることができるから	深い情報を知ることができるから	動画があるから	使いやすいから	広告が少ないから	家族や友人など、周囲の人が利用しているから	無料だから	40.9	5.6	11.1	8.4	35.299999999999997	32.299999999999997	3.4	4.7	46.8	5.3	5.3	49.5	Yahoo!ニュース	

さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから	ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから	読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から	正確な情報を知ることができるから	情報に速報性があるから	たくさんの情報を知ることができるから	深い情報を知ることができるから	動画があるから	使いやすいから	広告が少ないから	家族や友人など、周囲の人が利用しているから	無料だから	47.767253044654936	4.7361299052774015	13.396481732070365	6.3599458728010827	37.212449255751018	33.423545331529091	2.3004059539918811	4.8714479025710418	43.843031123139376	3.7889039242219216	3.3829499323410013	49.79702300405954	LINE NEWS	

さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから	ニュースサービスや制作者の視点や考	え方を見ることができるから	読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から	正確な情報を知ることができるから	情報に速報性があるから	たくさんの情報を知ることができるから	深い情報を知ることができるから	動画があるから	使いやすいから	広告が少ないから	家族や友人など、周囲の人が利用しているから	無料だから	28.235294117647058	2.7450980392156863	2.3529411764705883	4.7058823529411766	27.843137254901961	20.784313725490197	1.5686274509803921	3.1372549019607843	63.13725490196078	4.7058823529411766	5.0980392156862742	54.509803921568626	Twitter	

さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから	ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから	読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から	正確な情報を知ることができるから	情報に速報性があるから	たくさんの情報を知ることができるから	深い情報を知ることができるから	動画があるから	使いやすいから	広告が少ないから	家族や友人など、周囲の人が利用しているから	無料だから	32.978723404255319	5.3191489361702127	20.212765957446809	7.4468085106382977	51.063829787234042	39.361702127659576	9.5744680851063837	10.638297872340425	52.12765957446809	5.3191489361702127	18.085106382978722	41.48936170212766	







ネットニュース×利用理由(貼り付け用） (2)

		◇		ネットニュース入手先(SA)×利用理由(MA) ニュウシュ サキ リヨウ リユウ												問30 ト



						全体 ゼンタイ		Yahoo!ニュース		LINE NEWS		Twitter

						1333		739		255		94

				無料だから		50		50		55		41				0.49797023		0.5450980392		0.414893617		0.3055555556

				使いやすいから		47		44		63		52				0.4384303112		0.631372549		0.5212765957		0.1666666667

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		41		48		28		33				0.4776725304		0.2823529412		0.329787234		0.2222222222

				情報に速報性があるから		35		37		28		51				0.3721244926		0.2784313725		0.5106382979		0.4444444444

				たくさんの情報を知ることができるから		32		33		21		39				0.3342354533		0.2078431373		0.3936170213		0.3611111111

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		11		13		2		20				0.1339648173		0.0235294118		0.2021276596		0.1944444444

				正確な情報を知ることができるから		8		6		5		7				0.0635994587		0.0470588235		0.0744680851		0.75

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		6		5		3		5				0.0473612991		0.0274509804		0.0531914894		0.1111111111

				広告が少ないから		5		4		5		5				0.0378890392		0.0470588235		0.0531914894		0.3333333333

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		5		3		5		18				0.0338294993		0.0509803922		0.1808510638		0.0833333333

				動画があるから		5		5		3		11				0.048714479		0.031372549		0.1063829787		0.0277777778

				深い情報を知ることができるから		3		2		2		10				0.0230040595		0.0156862745		0.0957446809		0.1111111111

				その他		4		4		7		4				0.0351826793		0.0666666667		0.0425531915		0

				無回答		1		1		0		0				0.0067658999		0.0039215686		0		0.0277777778



						1333		739		255		94





						全体 ゼンタイ		Yahoo!ニュース		LINE NEWS		Twitter

						1333		739		255		94

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができるから		40.9		48		28		33				0.4776725304		0.2823529412		0.329787234		0.2222222222

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができるから		5.6		5		3		5				0.0473612991		0.0274509804		0.0531914894		0.1111111111

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		11.1		13		2		20				0.1339648173		0.0235294118		0.2021276596		0.1944444444

				正確な情報を知ることができるから		8.4		6		5		7				0.0635994587		0.0470588235		0.0744680851		0.75

				情報に速報性があるから		35.3		37		28		51				0.3721244926		0.2784313725		0.5106382979		0.4444444444

				たくさんの情報を知ることができるから		32.3		33		21		39				0.3342354533		0.2078431373		0.3936170213		0.3611111111

				深い情報を知ることができるから		3.4		2		2		10				0.0230040595		0.0156862745		0.0957446809		0.1111111111

				動画があるから		4.7		5		3		11				0.048714479		0.031372549		0.1063829787		0.0277777778

				使いやすいから		46.8		44		63		52				0.4384303112		0.631372549		0.5212765957		0.1666666667

				広告が少ないから		5.3		4		5		5				0.0378890392		0.0470588235		0.0531914894		0.3333333333

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		5.3		3		5		18				0.0338294993		0.0509803922		0.1808510638		0.0833333333

				無料だから		49.5		50		55		41				0.49797023		0.5450980392		0.414893617		0.3055555556

				その他		4.1		4		7		4				0.0351826793		0.0666666667		0.0425531915		0

				無回答		0.6		1		0		0				0.0067658999		0.0039215686		0		0.0277777778
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欠かせないデバイス

		◇		欠かせないデバイス（男女年層別） カ ダンジョ ネン ソウ ベツ





																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				問３２ ト

				テレビ		41		11		15		24		35		54		59		11		16		28		46		73		69												41.1		3.3		8.5		1.0		4.9		36.8		1.0		1.3

				ラジオ		3		1		1		1		6		4		5		1		0		2		3		4		7

				新聞		9		4		1		3		7		12		23		0		2		8		5		6		16												11		1		4		1		9		70		4		0

				本・雑誌		1		1		2		1		1		1		0		3		2		1		1		1		1												15		1		1		2		5		74		1		3

				パソコン		5		9		5		10		13		9		4		1		4		3		2		3		1												24		1		3		1		10		57		1		3

				スマートフォン		37		70		74		57		34		14		6		82		72		53		38		13		2												35		6		7		1		13		34		1		2

				携帯電話（スマートフォンをのぞく）		1		4		1		1		1		2		1		1		1		1		1		0		1												54		4		12		1		9		14		2		1

				タブレット端末		1		0		3		3		2		1		0		1		1		3		4		0		0												59		5		23		0		4		6		1		0

				その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				特にない		2		1		0		1		1		4		1		1		2		1		2		1		2												11		1		0		3		1		82		1		1

				無回答		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1												16		0		2		2		4		72		1		1

																																										28		2		8		1		3		53		1		3

																																										46		3		5		1		2		38		1		4

																																										73		4		6		1		3		13		0		0

																																										69		7		16		1		1		2		1		0

				NHKサービス
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テレビ	

全体	41.1	ラジオ	

全体	3.3	新聞	

全体	8.5	本・雑誌	

全体	1	パソコン	

全体	4.9000000000000004	スマートフォン	

全体	36.799999999999997	携帯電話（スマートフォンをのぞく）	

全体	1	タブレット端末	

全体	1.3	その他	

全体	0.1	特にない	

全体	1.5	無回答	

全体	0.4	

全体	





信頼(全体）

		◇		メディア信頼 シンライ





						信頼している		どちらかといえば信頼している		どちらかといえば信頼していない		信頼していない		わからない		無回答				Ｐ38

				ＮＨＫテレビ		38		42		4		3		10		3

				民放テレビ		16		55		12		4		9		4

				新聞		33		45		5		3		10		5

				ＮＨＫラジオ		23		30		3		2		32		10

				民放ラジオ ミンポウ		11		38		7		3		31		10

				本・雑誌		6		36		20		6		25		8

				放送局の公式サイト・アプリ		11		21		4		2		46		16

				新聞社の公式サイト・アプリ		9		24		5		3		45		16

				インターネットのニュースサイト・アプリ		8		36		11		3		29		12

				ＳＮＳ		2		12		19		12		41		15

				動画投稿サイト・アプリ		2		11		22		14		38		14









						男

						16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ38

				ＮＨＫテレビ		65		69		77		82		82		89

				民放テレビ		64		59		70		72		71		72

				新聞		65		70		69		79		80		79

				ＮＨＫラジオ		44		48		51		65		61		61

				民放ラジオ ミンポウ		46		47		51		56		55		52

				本・雑誌		49		45		46		44		37		36

				放送局の公式サイト・アプリ		38		40		41		48		33		12

				新聞社の公式サイト・アプリ		36		41		42		48		30		11

				インターネットのニュースサイト・アプリ		65		55		59		57		41		18

				ＳＮＳ		26		22		17		16		8		4

				動画投稿サイト・アプリ		29		23		18		14		9		5



						16～29歳 サイ

				ＮＨＫテレビ		69

				民放テレビ		66

				新聞		70

				ＮＨＫラジオ		44

				民放ラジオ ミンポウ		42

				本・雑誌		51

				放送局の公式サイト・アプリ		40

				新聞社の公式サイト・アプリ		39

				インターネットのニュースサイト・アプリ		65

				ＳＮＳ		29

				動画投稿サイト・アプリ		28





				ＮＨＫテレビ

				民放テレビ

				新聞

				ＮＨＫラジオ

				民放ラジオ ミンポウ

				本・雑誌

				放送局の公式サイト・アプリ

				新聞社の公式サイト・アプリ

				インターネットのニュースサイト・アプリ

				ＳＮＳ

				動画投稿サイト・アプリ
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ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	1	#REF!	



信頼している	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	37.799999999999997	16.100000000000001	32.5	23.4	11.4	5.7	10.7	8.5	8.1	1.9	1.9	どちらかといえば信頼している	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	41.8	55.4	44.8	29.7	37.5	36.200000000000003	21.2	23.5	35.9	11.6	11.4	どちらかといえば信頼していない	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	4.4000000000000004	11.5	5.2	3	7.1	19.5	3.6	4.9000000000000004	11.4	18.8	21.8	信頼していない	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・	アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	3.3	4	2.5	2	2.5	6.1	2.2999999999999998	2.8	3	12.2	13.7	わからない	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	9.8000000000000007	9	9.8000000000000007	31.5	31.4	24.5	46.4	44.7	29.3	40.6	37.5	無回答	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社	の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	2.8	4	5.3	10.4	10.1	8	15.8	15.5	12.4	14.9	13.7	







信頼(年層別）

		◇		メディア信頼（男女年層別） シンライ ダンジョ ネン ソウ ベツ



				（「信頼している」「どちらかといえば信頼している」計） シンライ シンライ ケイ

																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ38

				ＮＨＫテレビ		79.6		65		69		77		82		82		89		74		75		76		80		83		87

				民放テレビ		71.6		64		59		70		72		71		72		68		69		77		76		78		72

				新聞		77.3		65		70		69		79		80		79		74		76		78		86		84		79

				ＮＨＫラジオ		53.1		44		48		51		65		61		61		45		44		50		55		51		54

				民放ラジオ ミンポウ		48.9		46		47		51		56		55		52		38		44		51		50		47		46

				本・雑誌		41.9		49		45		46		44		37		36		53		45		51		46		33		31

				放送局の公式サイト・アプリ		31.8		38		40		41		48		33		12		43		40		44		43		19		10

				新聞社の公式サイト・アプリ		32.0		36		41		42		48		30		11		42		42		47		47		18		9

				インターネットのニュースサイト・アプリ		43.9		65		55		59		57		41		18		65		61		57		56		28		12

				ＳＮＳ		13.5		26		22		17		16		8		4		33		20		14		17		6		2

				動画投稿サイト・アプリ		13.2		29		23		18		14		9		5		26		15		16		13		8		3







																														（％）

								男												女

						全体		16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ38

				ＮＨＫテレビ		79.6		65		69		77		82		82		89		74		75		76		80		83		87

				民放テレビ		71.6		64		59		70		72		71		72		68		69		77		76		78		72

				新聞		77.3		65		70		69		79		80		79		74		76		78		86		84		79

				ＮＨＫラジオ		53.1		44		48		51		65		61		61		45		44		50		55		51		54

				民放ラジオ ミンポウ		48.9		46		47		51		56		55		52		38		44		51		50		47		46

				本・雑誌		41.9		49		45		46		44		37		36		53		45		51		46		33		31

				放送局の公式サイト・アプリ		31.8		38		40		41		48		33		12		43		40		44		43		19		10

				新聞社の公式サイト・アプリ		32.0		36		41		42		48		30		11		42		42		47		47		18		9

				インターネットのニュースサイト・アプリ		43.9		65		55		59		57		41		18		65		61		57		56		28		12

				ＳＮＳ		13.5		26		22		17		16		8		4		33		20		14		17		6		2

				動画投稿サイト・アプリ		13.2		29		23		18		14		9		5		26		15		16		13		8		3



						全体		16～29歳 サイ

				ＮＨＫテレビ		79.6		69

				民放テレビ		71.6		66

				新聞		77.3		70

				ＮＨＫラジオ		53.1		44

				民放ラジオ ミンポウ		48.9		42

				本・雑誌		41.9		51

				放送局の公式サイト・アプリ		31.8		40

				新聞社の公式サイト・アプリ		32.0		39

				インターネットのニュースサイト・アプリ		43.9		65

				ＳＮＳ		13.5		29

				動画投稿サイト・アプリ		13.2		28



						16～29歳 サイ

				ＮＨＫテレビ		69

				民放テレビ		66

				新聞		70

				ＮＨＫラジオ		44

				民放ラジオ ミンポウ		42

				本・雑誌		51

				放送局の公式サイト・アプリ		40

				新聞社の公式サイト・アプリ		39

				インターネットのニュースサイト・アプリ		65

				ＳＮＳ		29

				動画投稿サイト・アプリ		28
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16～29歳	

ＮＨＫテレビ	民放テレビ	新聞	ＮＨＫラジオ	民放ラジオ	本・雑誌	放送局の公式サイト・アプリ	新聞社の公式サイト・アプリ	インターネットのニュースサイト・アプリ	ＳＮＳ	動画投稿サイト・アプリ	69.099999999999994	66	69.5	44.3	42.2	50.7	40.1	39	64.900000000000006	29.4	27.7	





信頼と利用

		◇		メディア信頼と利用の関係 シンライ リヨウ カンケイ



				（「信頼している」「どちらかといえば信頼している」計） シンライ シンライ ケイ

																																（％）

								全体		男												女

										16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ39

				ＮＨＫテレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		65.4		43		57		63		74		70		76		57		54		60		71		68		73

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		6.6		14		7		10		5		4		2		14		15		11		3		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.6		8		10		5		3		4		3		1		2		1		3		6		2

				民放テレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		62.6		50		52		63		67		60		61		62		62		70		70		67		61

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.3		7		3		3		1		4		2		2		2		2		0		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		11.9		16		24		13		17		14		12		14		12		7		8		9		7

				新聞		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		53.4		32		29		47		66		65		64		33		31		51		60		65		63

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		17.2		28		38		18		10		8		4		38		39		22		18		6		8

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.4		4		7		8		6		5		4		1		1		1		2		2		2

				ＮＨＫラジオ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		20.5		6		12		17		21		32		35		6		3		10		21		25		32

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		28.7		35		34		32		42		24		18		36		39		37		32		20		15

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.8		1		2		2		1		1		1		0		0		1		0		2		0

				民放ラジオ ミンポウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		9		17		27		28		34		30		6		12		15		22		27		25

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		22.8		33		29		21		27		17		14		30		30		33		26		15		14

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.9		2		9		4		10		4		5		3		3		1		2		4		2

				本・雑誌		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		28.8		31		35		32		30		24		23		38		33		35		32		26		20

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		10.1		14		7		12		13		10		9		11		9		13		10		5		9

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.9		9		13		13		18		12		8		10		10		11		13		8		9

				放送局の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		8.7		6		12		14		14		10		5		7		7		11		14		7		4

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		21.6		31		26		26		33		22		7		33		31		31		28		10		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.7		2		4		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0

				新聞社の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		9.6		9		11		13		18		12		4		7		7		13		17		8		2

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		20.8		27		28		27		28		16		7		32		32		31		29		8		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		1.7		4		6		4		2		2		0		2		3		1		1		1		0

				インターネットのニュースサイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		37.9		55		50		55		51		32		14		58		56		50		48		23		8

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		3.9		8		3		2		4		7		4		4		3		5		5		2		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.1		14		21		19		16		6		4		17		17		9		7		7		0

				ＳＮＳ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.0		23		16		14		11		2		2		29		18		10		12		3		0

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.7		1		5		2		4		5		2		3		1		3		4		1		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		14.2		33		26		21		15		7		1		39		23		18		13		3		1

				動画投稿サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.3		25		20		17		12		4		3		24		12		12		9		4		1

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.1		2		2		2		1		4		2		1		2		3		3		2		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		40		40		35		30		18		3		43		39		24		26		7		3







																																（％）

								全体		男												女

										16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ39

				ＮＨＫテレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		65.4		43		57		63		74		70		76		57		54		60		71		68		73

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		6.6		14		7		10		5		4		2		14		15		11		3		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.6		8		10		5		3		4		3		1		2		1		3		6		2

				民放テレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		62.6		50		52		63		67		60		61		62		62		70		70		67		61

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.3		7		3		3		1		4		2		2		2		2		0		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		11.9		16		24		13		17		14		12		14		12		7		8		9		7

				新聞		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		53.4		32		29		47		66		65		64		33		31		51		60		65		63

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		17.2		28		38		18		10		8		4		38		39		22		18		6		8

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.4		4		7		8		6		5		4		1		1		1		2		2		2

				ＮＨＫラジオ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		20.5		6		12		17		21		32		35		6		3		10		21		25		32

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		28.7		35		34		32		42		24		18		36		39		37		32		20		15

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.8		1		2		2		1		1		1		0		0		1		0		2		0

				民放ラジオ ミンポウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		9		17		27		28		34		30		6		12		15		22		27		25

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		22.8		33		29		21		27		17		14		30		30		33		26		15		14

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.9		2		9		4		10		4		5		3		3		1		2		4		2

				本・雑誌		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		28.8		31		35		32		30		24		23		38		33		35		32		26		20

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		10.1		14		7		12		13		10		9		11		9		13		10		5		9

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.9		9		13		13		18		12		8		10		10		11		13		8		9

				放送局の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		8.7		6		12		14		14		10		5		7		7		11		14		7		4

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		21.6		31		26		26		33		22		7		33		31		31		28		10		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.7		2		4		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0

				新聞社の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		9.6		9		11		13		18		12		4		7		7		13		17		8		2

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		20.8		27		28		27		28		16		7		32		32		31		29		8		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		1.7		4		6		4		2		2		0		2		3		1		1		1		0

				インターネットのニュースサイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		37.9		55		50		55		51		32		14		58		56		50		48		23		8

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		3.9		8		3		2		4		7		4		4		3		5		5		2		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.1		14		21		19		16		6		4		17		17		9		7		7		0

				ＳＮＳ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.0		23		16		14		11		2		2		29		18		10		12		3		0

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.7		1		5		2		4		5		2		3		1		3		4		1		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		14.2		33		26		21		15		7		1		39		23		18		13		3		1

				動画投稿サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.3		25		20		17		12		4		3		24		12		12		9		4		1

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.1		2		2		2		1		4		2		1		2		3		3		2		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		40		40		35		30		18		3		43		39		24		26		7		3

				NHKサービス
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信頼と利用（抜粋）

		◇		メディア信頼と利用の関係（抜粋） シンライ リヨウ カンケイ バッスイ



				（「信頼している」「どちらかといえば信頼している」計） シンライ シンライ ケイ

																																（％）

								全体		男												女

										16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ39

				ＮＨＫテレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		65.4		43		57		63		74		70		76		57		54		60		71		68		73

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		6.6		14		7		10		5		4		2		14		15		11		3		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.6		8		10		5		3		4		3		1		2		1		3		6		2

				インターネットの
ニュースサイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		37.9		55		50		55		51		32		14		58		56		50		48		23		8

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		3.9		8		3		2		4		7		4		4		3		5		5		2		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.1		14		21		19		16		6		4		17		17		9		7		7		0

				ＳＮＳ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.0		23		16		14		11		2		2		29		18		10		12		3		0

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.7		1		5		2		4		5		2		3		1		3		4		1		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		14.2		33		26		21		15		7		1		39		23		18		13		3		1

				動画投稿サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.3		25		20		17		12		4		3		24		12		12		9		4		1

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.1		2		2		2		1		4		2		1		2		3		3		2		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		40		40		35		30		18		3		43		39		24		26		7		3







																																（％）

								全体		男												女

										16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ39

				ＮＨＫテレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		65.4		43		57		63		74		70		76		57		54		60		71		68		73

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		6.6		14		7		10		5		4		2		14		15		11		3		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.6		8		10		5		3		4		3		1		2		1		3		6		2

				民放テレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		62.6		50		52		63		67		60		61		62		62		70		70		67		61

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.3		7		3		3		1		4		2		2		2		2		0		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		11.9		16		24		13		17		14		12		14		12		7		8		9		7

				新聞		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		53.4		32		29		47		66		65		64		33		31		51		60		65		63

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		17.2		28		38		18		10		8		4		38		39		22		18		6		8

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.4		4		7		8		6		5		4		1		1		1		2		2		2

				ＮＨＫラジオ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		20.5		6		12		17		21		32		35		6		3		10		21		25		32

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		28.7		35		34		32		42		24		18		36		39		37		32		20		15

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.8		1		2		2		1		1		1		0		0		1		0		2		0

				民放ラジオ ミンポウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		9		17		27		28		34		30		6		12		15		22		27		25

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		22.8		33		29		21		27		17		14		30		30		33		26		15		14

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.9		2		9		4		10		4		5		3		3		1		2		4		2

				本・雑誌		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		28.8		31		35		32		30		24		23		38		33		35		32		26		20

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		10.1		14		7		12		13		10		9		11		9		13		10		5		9

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.9		9		13		13		18		12		8		10		10		11		13		8		9

				放送局の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		8.7		6		12		14		14		10		5		7		7		11		14		7		4

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		21.6		31		26		26		33		22		7		33		31		31		28		10		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.7		2		4		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0

				新聞社の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		9.6		9		11		13		18		12		4		7		7		13		17		8		2

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		20.8		27		28		27		28		16		7		32		32		31		29		8		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		1.7		4		6		4		2		2		0		2		3		1		1		1		0

				インターネットのニュースサイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		37.9		55		50		55		51		32		14		58		56		50		48		23		8

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		3.9		8		3		2		4		7		4		4		3		5		5		2		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.1		14		21		19		16		6		4		17		17		9		7		7		0

				ＳＮＳ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.0		23		16		14		11		2		2		29		18		10		12		3		0

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.7		1		5		2		4		5		2		3		1		3		4		1		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		14.2		33		26		21		15		7		1		39		23		18		13		3		1

				動画投稿サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.3		25		20		17		12		4		3		24		12		12		9		4		1

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.1		2		2		2		1		4		2		1		2		3		3		2		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		40		40		35		30		18		3		43		39		24		26		7		3

				NHKサービス
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信頼と利用（貼り付け用）

		◇		メディア信頼と利用の関係 シンライ リヨウ カンケイ



				（「信頼している」「どちらかといえば信頼している」計） シンライ シンライ ケイ

																																		（％）

										全体		男												女

												16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ39

				ＮＨＫテレビ		信頼あり シンライ		利用あり リヨウ		65.4		43		57		63		74		70		76		57		54		60		71		68		73

								利用なし リヨウ		6.6		14		7		10		5		4		2		14		15		11		3		1		3

						信頼なし シンライ		利用あり リヨウ		3.6		8		10		5		3		4		3		1		2		1		3		6		2

				インターネットの
ニュースサイト・アプリ		信頼あり シンライ		利用あり リヨウ		37.9		55		50		55		51		32		14		58		56		50		48		23		8

								利用なし リヨウ		3.9		8		3		2		4		7		4		4		3		5		5		2		3

						信頼なし シンライ		利用あり リヨウ		10.1		14		21		19		16		6		4		17		17		9		7		7		0

				ＳＮＳ		信頼あり シンライ		利用あり リヨウ		10.0		23		16		14		11		2		2		29		18		10		12		3		0

								利用なし リヨウ		2.7		1		5		2		4		5		2		3		1		3		4		1		2

						信頼なし シンライ		利用あり リヨウ		14.2		33		26		21		15		7		1		39		23		18		13		3		1

				動画投稿サイト・アプリ		信頼あり シンライ		利用あり リヨウ		10.3		25		20		17		12		4		3		24		12		12		9		4		1

								利用なし リヨウ		2.1		2		2		2		1		4		2		1		2		3		3		2		2

						信頼なし シンライ		利用あり リヨウ		22.3		40		40		35		30		18		3		43		39		24		26		7		3







																																		（％）

										全体		男												女

												16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ39

				ＮＨＫテレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		65.4		43		57		63		74		70		76		57		54		60		71		68		73

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		6.6		14		7		10		5		4		2		14		15		11		3		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.6		8		10		5		3		4		3		1		2		1		3		6		2

				民放テレビ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		62.6		50		52		63		67		60		61		62		62		70		70		67		61

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.3		7		3		3		1		4		2		2		2		2		0		1		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		11.9		16		24		13		17		14		12		14		12		7		8		9		7

				新聞		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		53.4		32		29		47		66		65		64		33		31		51		60		65		63

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		17.2		28		38		18		10		8		4		38		39		22		18		6		8

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.4		4		7		8		6		5		4		1		1		1		2		2		2

				ＮＨＫラジオ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		20.5		6		12		17		21		32		35		6		3		10		21		25		32

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		28.7		35		34		32		42		24		18		36		39		37		32		20		15

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.8		1		2		2		1		1		1		0		0		1		0		2		0

				民放ラジオ ミンポウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		9		17		27		28		34		30		6		12		15		22		27		25

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		22.8		33		29		21		27		17		14		30		30		33		26		15		14

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		3.9		2		9		4		10		4		5		3		3		1		2		4		2

				本・雑誌		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		28.8		31		35		32		30		24		23		38		33		35		32		26		20

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		10.1		14		7		12		13		10		9		11		9		13		10		5		9

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.9		9		13		13		18		12		8		10		10		11		13		8		9

				放送局の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		8.7		6		12		14		14		10		5		7		7		11		14		7		4

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		21.6		31		26		26		33		22		7		33		31		31		28		10		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		0.7		2		4		1		1		1		0		1		1		0		0		1		0

				新聞社の公式サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		9.6		9		11		13		18		12		4		7		7		13		17		8		2

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		20.8		27		28		27		28		16		7		32		32		31		29		8		6

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		1.7		4		6		4		2		2		0		2		3		1		1		1		0

				インターネットのニュースサイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		37.9		55		50		55		51		32		14		58		56		50		48		23		8

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		3.9		8		3		2		4		7		4		4		3		5		5		2		3

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		10.1		14		21		19		16		6		4		17		17		9		7		7		0

				ＳＮＳ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.0		23		16		14		11		2		2		29		18		10		12		3		0

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.7		1		5		2		4		5		2		3		1		3		4		1		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		14.2		33		26		21		15		7		1		39		23		18		13		3		1

				動画投稿サイト・アプリ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		信頼あり＆利用あり シンライ リヨウ		10.3		25		20		17		12		4		3		24		12		12		9		4		1

						信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ		2.1		2		2		2		1		4		2		1		2		3		3		2		2

						信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		信頼なし＆利用あり シンライ リヨウ		22.3		40		40		35		30		18		3		43		39		24		26		7		3

				NHKサービス
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信頼×利用＜3層比較抜粋＞

		◇		メディア信頼 シンライ



				【テレビ】

						１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

				信頼あり＆利用あり		50		59		72

				信頼あり＆利用なし		14		11		3

				信頼なし＆利用あり		4		4		3

				信頼なし＆利用なし		5		5		2

				わからない＆利用あり		4		4		3

				わからない＆利用なし		13		10		3

				その他		10		7		14

						282		666		1316

				【動画投稿・共有サイト】 ドウガ トウコウ キョウユウ

						１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

				信頼あり＆利用あり		25		15		5

				信頼あり＆利用なし		2		2		2

				信頼なし＆利用あり		42		33		13

				信頼なし＆利用なし		9		15		11

				わからない＆利用あり		7		11		3

				わからない＆利用なし		7		17		42

				その他		9		8		24

						282		666		1316
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信頼あり＆利用あり	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	50	59	72	信頼あり＆利用なし	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	13.8	11	2.8	信頼なし＆利用あり	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	4.3	3.9	3.3	信頼なし＆利用なし	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	5.3	5.0999999999999996	2.4	わからない＆利用あり	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	3.9	3.9	2.6	わからない＆利用なし	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	13.1	9.8000000000000007	3.3	その他	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	9.6	7.4	13.7	



信頼あり＆利用あり	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	24.5	14.6	5.0999999999999996	信頼あり＆利用なし	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	1.8	2.1	2.1	信頼なし＆利用あり	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	41.5	33	12.7	信頼なし＆利用なし	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	9.1999999999999993	14.6	11.2	わからない＆利用あり	

１６～２	９歳	３０～４９歳	５０歳以上	7.4	10.8	2.8	わからない＆利用なし	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	6.7	16.5	42.3	その他	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	8.9	8.4	23.8	





ＮＨＫテレビ信頼あり×利用なし＜Ｕ３９＞

		◇		メディア信頼(U39) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ





						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						284		68

				同時配信利用意向あり ドウジ ハイシン リヨウ イコウ		52		53								0.5176056338		0.5294117647

				同時配信利用意向なし ドウジ ハイシン リヨウ イコウ		48		46								0.4788732394		0.4558823529

				無回答 ムカイトウ		0		1								0.0035211268		0.0147058824





						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						284		68

				YouTube		87		90								0.8697183099		0.8970588235

				AbemaTV		17		18								0.1654929577		0.1764705882

				Amazonﾌﾟﾗｲﾑ･ﾋﾞﾃﾞｵ		14		9								0.1408450704		0.0882352941

				Tver（ティーバー）		9		6								0.0915492958		0.0588235294

				hulu		3		9								0.0281690141		0.0882352941

				NETFLIX		7		3								0.0669014085		0.0294117647

				TikTok(ティックトック)		10		16								0.0985915493		0.1617647059



						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						284		68

				Twitter		42		59								0.4154929577		0.5882352941

				Facebook		35		31								0.3450704225		0.3088235294

				mixi		4		6								0.0352112676		0.0588235294

				LINE		85		85								0.8450704225		0.8529411765

				Instagram		39		53								0.3873239437		0.5294117647

				その他のSNS		0		0								0.0035211268		0

				利用していない		6		4								0.0633802817		0.0441176471
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ＮＨＫテレビ信頼あり×利用なし＜Ｕ4９＞

		◇		メディア信頼(U４9) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ





						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						534		112

				同時配信利用意向あり ドウジ ハイシン リヨウ イコウ		52		49								0.5187265918		0.4910714286

				同時配信利用意向なし ドウジ ハイシン リヨウ イコウ		48		49								0.4775280899		0.4910714286

				無回答 ムカイトウ		0		2								0.0037453184		0.0178571429





						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						534		112

				YouTube		80		88								0.797752809		0.875

				AbemaTV		12		11								0.1217228464		0.1071428571

				Amazonﾌﾟﾗｲﾑ･ﾋﾞﾃﾞｵ		13		11								0.1292134831		0.1071428571

				Tver（ティーバー）		8		8								0.0805243446		0.0803571429

				hulu		3		6								0.0262172285		0.0625

				NETFLIX		5		2								0.0468164794		0.0178571429

				TikTok(ティックトック)		6		12								0.0599250936		0.1160714286



						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						534		112

				Twitter		30		41								0.3014981273		0.4107142857

				Facebook		30		28								0.2958801498		0.2767857143

				mixi		4		4								0.0393258427		0.0446428571

				LINE		78		82								0.7808988764		0.8214285714

				Instagram		27		41								0.2696629213		0.4107142857

				その他のSNS		1		0								0.0074906367		0

				利用していない		9		9								0.0917602996		0.0892857143
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信頼あり＆利用あり	534	

Twitter	Facebook	mixi	LINE	Instagram	その他のSNS	利用していない	30.149812734082392	29.588014981273407	3.9325842696629212	78.089887640449433	26.966292134831459	0.74906367041198507	9.1760299625468171	信頼あり＆利用なし	112	

Twitter	Facebook	mixi	LINE	Instagram	その他のSNS	利用していない	41.071428571428569	27.678571428571423	4.4642857142857144	82.142857142857139	41.071428571428569	0	8.9285714285714288	









ＮＨＫテレビ信頼あり×利用なし＜Ｕ３９＞２

		◇		メディア信頼(U39) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ







						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						284		68

				Yahoo!ニュース		42		28								0.4190140845		0.2794117647

				ポータルサイト		1		0								0.0105633803		0

				LINE NEWS		24		26								0.2429577465		0.2647058824

				SmartNews		3		4								0.0316901408		0.0441176471

				グノシー		1		0								0.0105633803		0

				Twitter		14		22								0.1408450704		0.2205882353

				Facebook		1		1								0.0105633803		0.0147058824

				ＮＨＫのサービス		0		1								0		0.0147058824

				民放のサービス		2		3								0.0246478873		0.0294117647

				新聞社のニュースサービス		1		1								0.0070422535		0.0147058824

				Abemaニュース		0		0								0		0

				ユーザー参加型のニュースサービス		1		0								0.0070422535		0

				その他		0		0								0		0

				非該当		9		12								0.0915492958		0.1176470588
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ＮＨＫテレビ信頼あり×利用なし＜Ｕ４９＞２

		◇		メディア信頼(U４9) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」信頼あり＆利用なし シンライ リヨウ







						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし

						534		112

				Yahoo!ニュース		46		36		10％水準 スイジュン						0.456928839		0.3571428571

				ポータルサイト		1		0								0.0131086142		0

				LINE NEWS		19		29								0.1928838951		0.2857142857

				SmartNews		3		4								0.0280898876		0.0446428571

				グノシー		2		0								0.0168539326		0

				Twitter		9		13								0.0936329588		0.1339285714

				Facebook		1		1								0.0112359551		0.0089285714

				ＮＨＫのサービス		0		1								0.0037453184		0.0089285714

				民放のサービス		1		4								0.0149812734		0.0357142857

				新聞社のニュースサービス		1		2								0.0112359551		0.0178571429

				Abemaニュース		0		0								0.0037453184		0

				ユーザー参加型のニュースサービス		1		1								0.0056179775		0.0089285714

				その他		1		1								0.0056179775		0.0089285714

				非該当		13		9								0.1292134831		0.0892857143
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信頼あり＆利用あり	534	

Yahoo!ニュース	ポータルサイト	LINE NEWS	SmartNews	グノシー	Twitter	Facebook	ＮＨＫのサービス	民放のサービス	新聞社のニュースサービス	Abemaニュース	ユーザー参加型のニュースサービス	45.692883895131089	1.3108614232209739	19.288389513108616	2.808988764044944	1.6853932584269662	9.3632958801498134	1.1235955056179776	0.37453183520599254	1.4981273408239701	1.1235955056179776	0.37453183520599254	0.5617977528089888	信頼あり＆利用なし	112	

Yahoo!ニュース	ポータルサイト	LINE NEWS	SmartNews	グノシー	Twitter	Facebook	ＮＨＫのサービス	民放のサービス	新聞社のニュースサービス	Abemaニュース	ユーザー参加型のニュースサービス	35.714285714285715	0	28.571428571428577	4.4642857142857144	0	13.392857142857142	0.89285714285714302	0.89285714285714302	3.5714285714285721	1.785714285714286	0	0.89285714285714302	









ＮＨＫテレビ信頼×視聴時間＜Ｕ4９＞

		◇		メディア信頼(U49) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」信頼あり＆利用なし×テレビ視聴時間 シンライ リヨウ シチョウ ジカン





						信頼あり		信頼なし		わからない

						693		90		142

				テレビ視聴　1時間以下 シチョウ ジカンイカ		45		64		56								0.4487734488		0.6444444444		0.5563380282

				テレビ視聴時間　2～3時間 シチョウ ジカン ジカン		37		27		33								0.3665223665		0.2666666667		0.3309859155

				テレビ視聴時間　4時間以上 シチョウ ジカン ジカンイジョウ		18		9		11								0.1847041847		0.0888888889		0.1126760563
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＞

テレビ視聴　1時間以下	

693	90	信頼あり	信頼なし	44.877344877344875	64.444444444444443	テレビ視聴時間　2～3時間	

693	90	信頼あり	信頼なし	36.652236652236653	26.666666666666668	テレビ視聴時間　4時間以上	

693	90	信頼あり	信頼なし	18.470418470418469	8.8888888888888893	





＞

＞

＞



「ＮＨＫ」「動画」信頼あり＆利用なし×理由＜Ｕ４９＞

		◇		メディア信頼(U４9) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」「動画投稿サイト」信頼あり＆利用なし ドウガ トウコウ シンライ リヨウ



				×ニュースサイト・アプリ理由 リユウ



						NHKテレビ				動画投稿サイト ドウガ トウコウ

						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし		信頼あり＆利用あり		信頼なし＆利用あり

						534		112		166		337

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができる（聞ける）から		38		35		38		39						0.3820224719		0.3482142857		0.3795180723		0.3946587537

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができる（聞ける）から		4		4		7		6						0.0411985019		0.0357142857		0.0722891566		0.059347181

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		12		8		17		12						0.1198501873		0.0803571429		0.1746987952		0.115727003

				正確な情報を知ることができるから		6		5		10		5						0.063670412		0.0535714286		0.1024096386		0.0534124629

				情報に速報性があるから		32		31		32		32						0.3183520599		0.3125		0.3192771084		0.3234421365

				たくさんの情報を知ることができるから		31		30		43		31						0.3071161049		0.3035714286		0.4277108434		0.3086053412

				深い情報を知ることができるから		2		2		5		4						0.0224719101		0.0178571429		0.0481927711		0.0356083086

				動画があるから		4		5		8		5						0.0393258427		0.0535714286		0.0843373494		0.0474777448

				使いやすいから		45		48		40		52						0.4494382022		0.4821428571		0.4036144578		0.5163204748

				広告が少ないから		4		4		7		5						0.0411985019		0.0357142857		0.0662650602		0.0474777448

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		5		7		8		4						0.0486891386		0.0714285714		0.0843373494		0.0445103858

				無料だから		43		38		42		43						0.4288389513		0.375		0.421686747		0.4332344214

				その他		6		1		4		7						0.0599250936		0.0089285714		0.0421686747		0.0741839763

				無回答		0		1		1		0						0.0018726592		0.0089285714		0.0120481928		0
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「ＮＨＫ」「動画」信頼あり＆利用なし×理由＜Ｕ３９＞

		◇		メディア信頼(U39) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」「動画投稿サイト」信頼あり＆利用なし ドウガ トウコウ シンライ リヨウ



				×ニュースサイト・アプリ理由 リユウ



						NHKテレビ				動画投稿サイト ドウガ トウコウ

						信頼あり＆利用あり		信頼あり＆利用なし		信頼あり＆利用あり		信頼なし＆利用あり

						284		68		109		218

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができる（聞ける）から		38		35		37		38						0.3802816901		0.3529411765		0.3669724771		0.380733945

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができる（聞ける）から		5		4		7		6						0.0457746479		0.0441176471		0.0733944954		0.0550458716

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		12		9		15		10						0.1197183099		0.0882352941		0.1467889908		0.1009174312

				正確な情報を知ることができるから		8		4		11		6						0.0809859155		0.0441176471		0.1100917431		0.0596330275

				情報に速報性があるから		33		31		28		32						0.3309859155		0.3088235294		0.2752293578		0.3211009174

				たくさんの情報を知ることができるから		32		34		41		30						0.3204225352		0.3382352941		0.4128440367		0.3027522936

				深い情報を知ることができるから		3		3		4		5						0.0281690141		0.0294117647		0.0366972477		0.0458715596

				動画があるから		4		7		9		4						0.0387323944		0.0735294118		0.0917431193		0.0412844037

				使いやすいから		53		46		49		55						0.5281690141		0.4558823529		0.4862385321		0.5458715596

				広告が少ないから		6		6		8		5						0.0563380282		0.0588235294		0.0825688073		0.0504587156

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		6		7		8		6						0.0633802817		0.0735294118		0.0825688073		0.0550458716

				無料だから		45		34		40		44						0.4471830986		0.3382352941		0.4036697248		0.4403669725

				その他		5		1		3		7						0.0492957746		0.0147058824		0.0275229358		0.0688073394

				無回答		0		0		0		0
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「ＮＨＫ」利用あり・なし×理由＜Ｕ３９＞

		◇		メディア信頼(U39) シンライ

				「ＮＨＫテレビ」利用あり・なし リヨウ



				×ニュースサイト・アプリ理由 リユウ



								NHKテレビ

						U39全体 ゼンタイ		利用あり リヨウ		利用なし リヨウ

						540		330		171

				さまざまなメディアによる情報をまとめて見ることができる（聞ける）から		33		37		26				0.3259259259		0.3696969697		0.2631578947

				ニュースサービスや制作者の視点や考え方を見ることができる（聞ける）から		5		5		5				0.05		0.0545454545		0.0467836257

				読者や視聴者の意見やコメントを見ることができる（聞ける）から		10		11		9				0.1		0.1121212121		0.0877192982

				正確な情報を知ることができるから		6		7		4				0.0592592593		0.0727272727		0.0350877193

				情報に速報性があるから		26		31		19				0.2611111111		0.3060606061		0.1871345029

				たくさんの情報を知ることができるから		29		32		24				0.2851851852		0.3181818182		0.2397660819

				深い情報を知ることができるから		3		3		4				0.0314814815		0.0333333333		0.0350877193

				動画があるから		4		4		5				0.0425925926		0.0393939394		0.0526315789

				使いやすいから		47		52		41		10%		0.4666666667		0.5181818182		0.4093567251

				広告が少ないから		4		6		3				0.0444444444		0.0575757576		0.0292397661

				家族や友人など、周囲の人が利用しているから		6		5		6				0.0555555556		0.0545454545		0.0643274854

				無料だから		39		44		32				0.3888888889		0.4393939394		0.3216374269

				その他		4		5		3				0.0407407407		0.0515151515		0.0292397661





&P	




テレビに期待する機能

		◇		テレビ受信機で利用したい機能（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



				（「ぜひ利用したい」「どちらかといえば利用したい」計） リヨウ リヨウ ケイ

																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Ｐ４０

				視聴者の住所に応じて災害時に役立つ情報を表示するｻｰﾋﾞｽ		78.0		75		74		84		84		81		70		77		89		85		87		77		64

				高齢者の状況を把握し遠隔地から見守るｻｰﾋﾞｽ		66.3		59		50		67		76		68		60		56		80		80		77		70		54

				番組で紹介された商品を実際に購入できる機能		38.0		50		40		43		44		33		25		45		51		49		48		36		16

				視聴履歴からその人の好みに合った番組を紹介する機能		37.8		48		41		43		44		37		31		55		51		38		39		32		20

				家のリビングなどに立体的に被写体を映すような、映像ｻｰﾋﾞｽ		27.8		40		34		39		38		27		19		43		42		28		24		15		12

				視聴履歴からその人に合った広告を表示する機能		16.8		22		14		20		22		20		11		26		17		16		18		16		9

				他の視聴者と感想などのやりとりができる対話機能		11.8		19		8		14		13		10		12		19		11		9		12		12		8









						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				番組で紹介された商品を実際に購入できる機能		38.0		50		40		43		44		33		25		45		51		49		48		36		16

				他の視聴者と感想などのやりとりができる対話機能		11.8		19		8		14		13		10		12		19		11		9		12		12		8

				視聴者の住所に応じて災害時に役立つ情報を表示するｻｰﾋﾞｽ		78.0		75		74		84		84		81		70		77		89		85		87		77		64

				高齢者の状況を把握し遠隔地から見守るｻｰﾋﾞｽ		66.3		59		50		67		76		68		60		56		80		80		77		70		54

				家のリビングなどに立体的に被写体を映すような、映像ｻｰﾋﾞｽ		27.8		40		34		39		38		27		19		43		42		28		24		15		12

				視聴履歴からその人の好みに合った番組を紹介する機能		37.8		48		41		43		44		37		31		55		51		38		39		32		20

				視聴履歴からその人に合った広告を表示する機能		16.8		22		14		20		22		20		11		26		17		16		18		16		9

				NHKサービス
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テレビに期待する機能×テレビ視聴

		◇		テレビ受信機で利用したい機能とテレビ視聴の関係（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



				（「ぜひ利用したい」「どちらかといえば利用したい」計） リヨウ リヨウ ケイ

																		（％）

						全体		1時間以下 ジカン イカ		2～3時間 ジカン		4時間以上 ジカンイジョウ		ＮＨＫ型 ガタ		中間型 チュウカンガタ		民放型 ミンポウ ガタ				Ｐ４０

				視聴者の住所に応じて災害時に役立つ情報を表示するｻｰﾋﾞｽ		78.0		75		83		76		76		81		81

				高齢者の状況を把握し遠隔地から見守るｻｰﾋﾞｽ		66.3		61		70		68		68		72		67

				番組で紹介された商品を実際に購入できる機能		38.0		36		43		35		32		35		43

				視聴履歴からその人の好みに合った番組を紹介する機能		37.8		35		42		36		36		36		41

				家のリビングなどに立体的に被写体を映すような、映像ｻｰﾋﾞｽ		27.8		31		29		24		20		26		32

				視聴履歴からその人に合った広告を表示する機能		16.8		15		18		16		19		15		19

				他の視聴者と感想などのやりとりができる対話機能		11.8		11		13		11		14		14		11



								690		860		708		276		501		1313





						全体		1時間以下 ジカン イカ		2～3時間 ジカン		4時間以上 ジカンイジョウ		ＮＨＫ型 ガタ		中間型 チュウカンガタ		民放型 ミンポウ ガタ

				番組で紹介された商品を実際に購入できる機能		38.0		36		43		35		32		35		43

				他の視聴者と感想などのやりとりができる対話機能		11.8		11		13		11		14		14		11

				視聴者の住所に応じて災害時に役立つ情報を表示するｻｰﾋﾞｽ		78.0		75		83		76		76		81		81

				高齢者の状況を把握し遠隔地から見守るｻｰﾋﾞｽ		66.3		61		70		68		68		72		67

				家のリビングなどに立体的に被写体を映すような、映像ｻｰﾋﾞｽ		27.8		31		29		24		20		26		32

				視聴履歴からその人の好みに合った番組を紹介する機能		37.8		35		42		36		36		36		41

				視聴履歴からその人に合った広告を表示する機能		16.8		15		18		16		19		15		19

				NHKサービス
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地域情報への関心有無

		◇		地域情報への関心



						（％）

						全体 ゼンタイ		１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

				とても関心がある		24.3		13.1		20.6		28.6

				まあ関心がある		61.5		56.7		64.4		61

				あまり関心がない		11.3		23.4		12		8.4

				まったく関心がない		2.3		6		2.7		1.2

				無回答 ムカイトウ		0.7		0.7		0.3		0.8

								282		666		1316

				まとめ（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ

																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				関心あり カンシン		85.8		67		81		86		87		90		93		72		86		86		87		90		90				P43

				関心なし カンシン		13.6		32		19		14		13		8		5		27		14		14		13		10		10

				無回答 ムカイトウ		0.7		1		0		0		1		2		2		1		0		1		1		1		0







																																				85.8		13.6

																																				67		32

																																				81		19

																																				86		14

																																				87		13

																																				90		8

																																				93		5

																																				72		27

																																				86		14

																																				86		14

																																				87		13

																																				90		10

																																				90		10
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関心あり	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	全体	男	女	85.8	67.400000000000006	81	86.2	86.9	90	93.1	72.3	86.1	85.5	87	89.9	89.6	関心なし	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	全体	男	女	13.6	31.9	19	13.8	12.6	8.4	5.3	27	13.9	13.6	12.5	9.6999999999999993	10	







とても関心がある	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	13.1	20.6	28.6	まあ関心がある	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	56.7	64.400000000000006	61	あまり関心がない	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	23.4	12	8.4	まったく関心がない	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	6	2.7	1.2	無回答	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	0.7	0.3	0.8	





とても関心がある	

全体	24.3	まあ関心がある	

全体	61.5	あまり関心がない	

全体	11.3	まったく関心がない	

全体	2.2999999999999998	無回答	

全体	0.7	





テレビの地域情報

		◇		テレビで見ている地域情報（複数回答）（男女年層別） ミ チイキ ジョウホウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ

																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				問38 ト

				地域の気象・災害情報		79.7		61		69		78		81		86		84		69		76		76		85		88		87

				地域のニュース・報道		75.6		55		69		70		82		81		87		57		68		70		83		82		83

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		19		40		34		33		33		34		30		37		31		44		45		35

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		14		19		20		27		38		46		14		20		23		35		48		47

				地域のスポーツ・イベント		25.6		23		26		26		29		26		34		21		20		20		27		25		26

				地域の文化・歴史		20.3		6		12		16		19		24		36		9		8		11		21		28		31

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		4		9		12		16		16		20		3		8		9		17		18		15

				見ていない		9.6		22		17		12		6		6		2		20		15		12		6		5		5

				無回答		0.8		1		0		0		1		3		2		1		1		1		1		1		0

				その他		0.6		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		1		1









						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域のニュース・報道		75.6		55		69		70		82		81		87		57		68		70		83		82		83

				地域の気象・災害情報		79.7		61		69		78		81		86		84		69		76		76		85		88		87

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		14		19		20		27		38		46		14		20		23		35		48		47

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		19		40		34		33		33		34		30		37		31		44		45		35

				地域の文化・歴史		20.3		6		12		16		19		24		36		9		8		11		21		28		31

				地域のスポーツ・イベント		25.6		23		26		26		29		26		34		21		20		20		27		25		26

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		4		9		12		16		16		20		3		8		9		17		18		15

				その他		0.6		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		1		1

				見ていない		9.6		22		17		12		6		6		2		20		15		12		6		5		5

				無回答		0.8		1		0		0		1		3		2		1		1		1		1		1		0
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テレビの地域情報（都市規模）

		◇		テレビで見ている地域情報（複数回答）（都市規模） ミ チイキ ジョウホウ フクスウ カイトウ トシ キボ

																		（％）

						全体		東京圏		大阪圏		３０万以上の市		１０万以上の市		５万以上の市町村		５万未満の市町村				問38 ト

				１．地域のニュース・報道		75.6		64		75		80		80		75		83

				２．地域の気象・災害情報		79.7		75		79		82		80		77		86

				３．地域の暮らしや行政の情報		31.8		25		29		35		30		35		39

				４．地域の観光・旅・グルメ		34.8		31		32		39		36		34		36

				５．地域の文化・歴史		20.3		16		26		22		22		23		17

				６．地域のスポーツ・イベント		25.6		17		25		31		28		28		29

				７．地域の課題を掘り下げたもの		13.1		9		12		15		13		16		16

				８．その他		0.6		0		1		1		1		0		1

				９．見ていない		9.6		13		11		10		8		10		6

				10．無回答		0.8		1		0		1		1		2		1

								550		244		441		373		269		387







						全体		男

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域のニュース・報道		75.6		55		68		70		83		82		83

				地域の気象・災害情報		79.7		61		76		76		85		88		87

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		14		20		23		35		48		47

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		19		37		31		44		45		35

				地域の文化・歴史		20.3		6		8		11		21		28		31

				地域のスポーツ・イベント		25.6		23		20		20		27		25		26

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		4		8		9		17		18		15

				その他		0.6		0		0		1		0		1		1

				見ていない		9.6		22		15		12		6		5		5

				無回答		0.8		1		1		1		1		1		0



&P	




地域情報入手先 (都市圏)

		◇		地域情報の入手先（都市規模）（複数回答） チイキ ジョウホウ ニュウシュ サキ トシ キボ																		問39 ト

																		（％）

						全体		東京圏		大阪圏		３０万以上の市		１０万以上の市		５万以上の市町村		５万未満の市町村

				ＮＨＫのテレビ		60.7		58		60		59		58		65		67

				民放のテレビ		70.7		63		66		75		71		69		81

				ＮＨＫのラジオ		9.0		6		7		11		9		10		11

				民放のラジオ		12.0		10		10		12		15		12		13

				新聞（全国紙）		30.2		41		42		22		25		26		24

				新聞（地方紙）		31.7		9		17		41		42		45		44

				本・雑誌		19.2		22		19		19		17		20		17

				ケーブルテレビの独自チャンネル		5.3		6		4		3		4		8		7

				コミュニティＦＭ		1.8		1		2		2		3		2		2

				インターネットのサイト・アプリ		20.1		29		23		20		16		17		13

				ＳＮＳ		15.1		17		15		17		16		16		10

				自治体のサイトやメール、広報誌		17.7		22		21		13		16		18		18

				家族や友人、知人からのくちコミ		29.6		29		31		32		31		26		29

				地域の回覧板・掲示板		26.0		24		24		25		26		23		33

				その他		0.2		0		0		0		0		0		0

				何も利用していない		2.7		3		2		2		2		3		3

				無回答		0.7		0		0		1		1		2		1

								550		244		441		373		269		387







						全体		女

								16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		87		90		90		93		95		90

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		80		87		80		81		87		82

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		78		81		76		83		84		78

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		77		72		74		76		77		67

				地域の課題を取り上げること		79.1		76		79		78		83		83		81

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		77		80		76		82		80		78

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		59		63		61		70		63		58

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		67		69		66		76		66		63
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地域情報入手先×テレビのジャンル

		◇		地域情報の入手先×ジャンル（複数回答）＜抜粋＞ チイキ ジョウホウ ニュウシュ サキ バッスイ																						問39 ト

																														1804		1712		788		719		580		459		296		217

						全体		地域の気象・災害情報		地域のニュース・報道		地域の観光・旅・グルメ		地域の暮らしや行政の情報		地域のスポーツ・イベント		地域の文化・歴史		地域の課題を掘り下げたもの		見ていない								地域の気象・災害情報		地域のニュース・報道		地域の観光・旅・グルメ		地域の暮らしや行政の情報		地域のスポーツ・イベント		地域の文化・歴史		地域の課題を掘り下げたもの		見ていない

						2264		1804		1712		788		719		580		459		296		217

				ＮＨＫのテレビ		60.7		69		72		72		82		74		89		86		5						ＮＨＫのテレビ		0.69345898		0.7231308411		0.7170050761		0.8150208623		0.7431034483		0.8910675381		0.8648648649		0.0460829493

				民放のテレビ		70.7		79		80		85		82		85		83		82		15						民放のテレビ		0.7904656319		0.8031542056		0.8540609137		0.8233657858		0.8534482759		0.8278867102		0.8243243243		0.1474654378

				ＮＨＫのラジオ		9.0		10		11		13		17		15		20		20		2						ＮＨＫのラジオ		0.1042128603		0.1098130841		0.1281725888		0.1710709318		0.1482758621		0.2026143791		0.1993243243		0.0230414747

				民放のラジオ		12.0		13		14		16		18		18		19		20		4						民放のラジオ		0.1319290466		0.1436915888		0.1611675127		0.1835883171		0.1827586207		0.1917211329		0.2027027027		0.0414746544

				新聞（全国紙）		30.2		34		34		37		43		38		48		48		13						新聞（全国紙）		0.3359201774		0.3422897196		0.3654822335		0.4283727399		0.3793103448		0.4793028322		0.4797297297		0.1290322581

				新聞（地方紙）		31.7		36		38		39		47		49		48		48		10						新聞（地方紙）		0.3580931264		0.3773364486		0.3946700508		0.4687065369		0.4879310345		0.4793028322		0.4797297297		0.1013824885

				本・雑誌（フリーペーパー・タウン誌も含む）		19.2		22		22		32		29		30		34		37		10						本・雑誌（フリーペーパー・タウン誌も含む）		0.2206208426		0.2202102804		0.3197969543		0.2934631433		0.3		0.3442265795		0.3716216216		0.0967741935

				ケーブルテレビの独自チャンネル（コミュニティチャンネル）		5.3		6		6		8		9		8		8		7		0						ケーブルテレビの独自チャンネル（コミュニティチャンネル）		0.0615299335		0.0619158879		0.0774111675		0.090403338		0.0827586207		0.0806100218		0.0743243243		0.0046082949

				コミュニティＦＭ		1.8		2		2		3		4		3		3		6		1						コミュニティＦＭ		0.0210643016		0.0192757009		0.0279187817		0.0389429764		0.0275862069		0.0348583878		0.0574324324		0.0138248848

				インターネットのサイト・アプリ		20.1		21		19		24		20		24		22		20		23						インターネットのサイト・アプリ		0.2062084257		0.1921728972		0.2398477157		0.1988873435		0.2379310345		0.2156862745		0.2027027027		0.2304147465

				Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＬＩＮＥなどのＳＮＳ		15.1		14		14		17		12		18		14		12		26						Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＬＩＮＥなどのＳＮＳ		0.1385809313		0.1355140187		0.1687817259		0.1210013908		0.1793103448		0.1350762527		0.1182432432		0.2580645161

				自治体のサイトやメール、広報誌		17.7		20		20		24		27		23		30		32		9						自治体のサイトやメール、広報誌		0.1973392461		0.2003504673		0.2373096447		0.2712100139		0.2344827586		0.2962962963		0.3243243243		0.0921658986

				家族や友人、知人からのくちコミ		29.6		33		32		42		38		38		43		42		24						家族や友人、知人からのくちコミ		0.3253880266		0.3200934579		0.4175126904		0.3783031989		0.3844827586		0.4270152505		0.4189189189		0.2350230415

				地域の回覧板・掲示板		26.0		30		30		33		42		37		42		45		11						地域の回覧板・掲示板		0.2954545455		0.300817757		0.3324873096		0.4242002782		0.3706896552		0.4248366013		0.4527027027		0.1105990783
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ＮＨＫのテレビ	全体	地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	見て	いない	60.7	69.345898004434588	72.313084112149539	71.700507614213194	81.502086230876216	74.310344827586206	89.106753812636171	86.486486486486484	4.6082949308755756	民放のテレビ	全体	地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	見ていない	70.7	79.046563192904657	80.315420560747668	85.406091370558372	82.336578581363	85.34482758620689	82.788671023965136	82.432432432432435	14.746543778801843	全体	地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域	の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	見ていない	2264	1804	1712	788	719	580	459	296	217	









テレビの地域情報ジャンル×入手先

		◇		テレビで見ている地域情報×地域情報入手先（複数回答) ミ チイキ ジョウホウ チイキ ジョウホウ ニュウシュ サキ フクスウ カイトウ

																																		（％）

						全体		ＮＨＫのテレビ		民放のテレビ ミンポウ		NHKラジオ		民放のラジオ ミンポウ		新聞（全国紙） シンブン ゼンコクシ		新聞（地方紙） シンブン チホウシ		本・雑誌 ホン ザッシ		ケーブルテレビ		コミュニティFM		インターネットのサイト・アプリ		SNS		自治体のサイトやメール、広報誌		くちコミ		地域の回覧板・掲示板

						2264		1374		1601		203		271		683		718		435		119		41		456		342		400		670		588

				地域のニュース・報道		75.6		90		86		93		91		86		90		87		89		80		72		68		86		82		88						0.9010189229		0.8588382261		0.9261083744		0.9077490775		0.8579795022		0.8997214485		0.8666666667		0.8907563025		0.8048780488		0.7214912281		0.6783625731		0.8575		0.8179104478		0.8758503401		0.75

				地域の気象・災害情報		79.7		91		89		93		88		89		90		91		93		93		82		73		89		88		91						0.9104803493		0.8906933167		0.9261083744		0.8782287823		0.8872620791		0.8997214485		0.9149425287		0.9327731092		0.9268292683		0.8157894737		0.730994152		0.89		0.876119403		0.906462585		0.75

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		43		37		61		49		45		47		49		55		68		31		25		49		41		52						0.4264919942		0.3697688944		0.60591133		0.4870848708		0.4509516837		0.4693593315		0.4850574713		0.5462184874		0.6829268293		0.3135964912		0.2543859649		0.4875		0.4059701493		0.518707483

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		41		42		50		47		42		43		58		51		54		41		39		47		49		45						0.4112081514		0.4203622736		0.4975369458		0.4686346863		0.4216691069		0.4331476323		0.5793103448		0.512605042		0.5365853659		0.4144736842		0.3888888889		0.4675		0.4910447761		0.4455782313

				地域の文化・歴史		20.3		30		24		46		32		32		31		36		31		39		22		18		34		29		33						0.2976710335		0.2373516552		0.4581280788		0.3247232472		0.3221083455		0.3064066852		0.3632183908		0.3109243697		0.3902439024		0.2171052632		0.1812865497		0.34		0.2925373134		0.3316326531

				地域のスポーツ・イベント		25.6		31		31		42		39		32		39		40		40		39		30		30		34		33		37						0.3136826783		0.3091817614		0.4236453202		0.3911439114		0.3221083455		0.3941504178		0.4		0.4033613445		0.3902439024		0.3026315789		0.3040935673		0.34		0.3328358209		0.3656462585

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		19		15		29		22		21		20		25		18		41		13		10		24		19		23						0.1863173217		0.152404747		0.2906403941		0.221402214		0.2079062958		0.1977715877		0.2528735632		0.1848739496		0.4146341463		0.1315789474		0.1023391813		0.24		0.1850746269		0.2278911565

				その他		0.6		1		1		2		1		1		0		0		1		0		0		0		1		0		1						0.0072780204		0.0062460962		0.0197044335		0.0073800738		0.0073206442		0.004178273		0.0045977011		0.0084033613		0		0.0043859649		0.0029239766		0.005		0.0044776119		0.0085034014

				見ていない		9.6		1		2		2		3		4		3		5		1		7		11		16		5		8		4						0.0072780204		0.0199875078		0.0246305419		0.0332103321		0.0409956076		0.0306406685		0.0482758621		0.0084033613		0.0731707317		0.1096491228		0.1637426901		0.05		0.076119403		0.0408163265









						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代

				地域のニュース・報道		75.6		55		69		70		82		81		87		57		68		70		83		68		70		83		82

				地域の気象・災害情報		79.7		61		69		78		81		86		84		69		76		76		85		76		76		85		88

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		14		19		20		27		38		46		14		20		23		35		20		23		35		48

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		19		40		34		33		33		34		30		37		31		44		37		31		44		45

				地域の文化・歴史		20.3		6		12		16		19		24		36		9		8		11		21		8		11		21		28

				地域のスポーツ・イベント		25.6		23		26		26		29		26		34		21		20		20		27		20		20		27		25

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		4		9		12		16		16		20		3		8		9		17		8		9		17		18

				その他		0.6		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		1

				見ていない		9.6		22		17		12		6		6		2		20		15		12		6		15		12		6		5

				無回答		0.8		1		0		0		1		3		2		1		1		1		1		1		1		1		1
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テレビの地域情報（Ｎ民）

		◇		テレビで見ている地域情報（複数回答）（男女年層別） ミ チイキ ジョウホウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ





						全体		ＮＨＫ型		中間型		民放型

				地域の気象・災害情報		79.7		88		87		81

				地域のニュース・報道		75.6		85		86		76

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		35		41		36

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		50		45		26

				地域のスポーツ・イベント		25.6		31		30		26

				地域の文化・歴史		20.3		36		33		14

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		26		19		9

				その他		0.6		1		1		0

				見ていない		9.6		3		3		7

				無回答		0.8		1		1		1

								276		501		1313
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全体	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	79.7	75.599999999999994	34.799999999999997	31.8	25.6	20.3	13.1	0.6	9.6	ＮＨＫ型	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	88	85.1	35.1	49.6	30.8	35.9	26.1	1.4	3.3	中間型	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	87.4	86.2	40.9	44.7	29.7	32.700000000000003	19.2	0.6	2.8	民放型	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	81	76.2	35.6	26.1	25.7	14.4	9.4	0.4	7	







テレビの地域情報（東京・大阪）

		◇		テレビで見ている地域情報（複数回答） ミ チイキ ジョウホウ フクスウ カイトウ





						全体		東京圏		大阪圏

				地域の気象・災害情報		79.7		75		79

				地域のニュース・報道		75.6		64		75

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		31		32

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		25		29

				地域のスポーツ・イベント		25.6		17		25

				地域の文化・歴史		20.3		16		26

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		9		12

				その他		0.6		0		1

				見ていない		9.6		13		11

				無回答		0.8		1		0

								550		244



&P	


全体	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	79.7	75.599999999999994	34.799999999999997	31.8	25.6	20.3	13.1	0.6	9.6	東京圏	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	75.3	64.400000000000006	31.3	25.3	17.100000000000001	16.2	9.3000000000000007	0.4	12.5	大阪圏	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	79.099999999999994	75	31.6	29.1	25	25.8	12.3	1.2	11.1	





全体	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	無回答	79.7	75.599999999999994	34.799999999999997	31.8	25.6	20.3	13.1	0.6	9.6	0.8	東京圏	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	無回答	75.3	64.400000000000006	31.3	25.3	17.100000000000001	16.2	9.3000000000000007	0.4	12.5	0.5	大阪圏	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	その他	見ていない	無回答	79.099999999999994	75	31.6	29.1	25	25.8	12.3	1.2	11.1	0	







テレビの地域情報（３年層）

		◇		テレビで見ている地域情報（複数回答）（男女年層別） ミ チイキ ジョウホウ フクスウ カイトウ ダンジョ ネン ソウ ベツ





						全体		１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

				地域の気象・災害情報		79.7		65		75		85

				地域のニュース・報道		75.6		56		69		83

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		25		35		37

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		14		21		41

				地域のスポーツ・イベント		25.6		22		23		28

				地域の文化・歴史		20.3		7		12		27

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		3		10		17

				見ていない		9.6		21		14		5

				無回答		0.8		1		1		1

				その他		0.6		1		0		1

								282		666		1316



						全体		１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

				地域のニュース・報道		75.6		56		69		83

				地域の気象・災害情報		79.7		65		75		85

				地域の暮らしや行政の情報		31.8		14		21		41

				地域の観光・旅・グルメ		34.8		25		35		37

				地域の文化・歴史		20.3		7		12		27

				地域のスポーツ・イベント		25.6		22		23		28

				地域の課題を掘り下げたもの		13.1		3		10		17

				その他		0.6		1		0		1

				見ていない		9.6		21		14		5

				無回答		0.8		1		1		1

								282		666		1316



&P	


全体	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	79.7	75.599999999999994	34.799999999999997	31.8	25.6	20.3	13.1	１６～２９歳	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	64.900000000000006	55.7	24.5	13.5	21.6	7.4	3.2	３０～４９歳	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	74.900000000000006	69.2	34.5	20.9	22.7	11.9	9.5	５０歳以上	

地域の気象・災害情報	地域のニュース・報道	地域の観光・旅・グルメ	地域の暮らしや行政の情報	地域のスポーツ・イベント	地域の文化・歴史	地域の課題を掘り下げたもの	85.3	83.1	37.200000000000003	41.2	28	27.3	17	







地域情報入手先

		◇		地域情報の入手先（男女年層別）（複数回答） チイキ ジョウホウ ニュウシュ サキ ダンジョ ネン ソウ ベツ																														問39 ト

																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				ＮＨＫのテレビ		60.7		35		42		49		60		71		91		29		39		38		66		76		85

				民放のテレビ		70.7		55		65		65		76		74		78		56		67		72		79		77		72

				ＮＨＫのラジオ		9.0		2		3		4		6		11		18		1		2		3		7		12		22

				民放のラジオ		12.0		4		9		10		15		19		15		4		10		9		8		16		15

				新聞（全国紙）		30.2		13		12		20		33		40		49		7		13		24		26		38		49

				新聞（地方紙）		31.7		17		15		30		34		38		40		15		15		29		38		44		39

				本・雑誌（フリーペーパー・タウン誌も含む）		19.2		9		16		24		19		15		10		16		39		26		30		18		14

				ケーブルテレビの独自チャンネル（コミュニティチャンネル）		5.3		1		5		5		10		9		5		3		3		6		6		3		5

				コミュニティＦＭ		1.8		0		3		2		3		2		1		1		3		1		2		3		1

				インターネットのサイト・アプリ		20.1		23		35		35		31		16		6		33		34		21		21		13		4

				Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＬＩＮＥなどのＳＮＳ		15.1		42		27		17		12		2		2		53		30		17		15		4		0

				自治体のサイトやメール、広報誌		17.7		5		12		17		21		16		18		9		25		21		24		23		17

				家族や友人、知人からのくちコミ		29.6		24		28		29		20		21		22		33		37		31		37		41		32

				地域の回覧板・掲示板		26.0		6		12		20		26		27		36		9		21		24		31		38		36

				その他		0.2		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		0

				何も利用していない		2.7		10		7		5		1		4		0		4		2		2		1		2		1

				無回答		0.7		1		0		0		1		2		2		1		0		1		1		0		0









						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		86		84		90		90		94		92		87		90		90		93		95		90

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		76		79		78		83		83		82		80		87		80		81		87		82

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		71		68		74		86		77		74		78		81		76		83		84		78

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		67		67		68		69		66		64		77		72		74		76		77		67

				地域の課題を取り上げること		79.1		67		67		78		84		85		78		76		79		78		83		83		81

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		71		69		75		78		80		75		77		80		76		82		80		78

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		57		53		56		67		57		56		59		63		61		70		63		58

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		62		58		67		68		65		64		67		69		66		76		66		63



&P	




テレビ地域情報接触頻度

		◇		テレビの地域情報への接触頻度（男女年層別） チイキ ジョウホウ セッショク ヒンド ダンジョ ネン ソウ ベツ

																																		問40 ト

																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				毎日のように		50.5		19		30		38		47		51		76		20		30		38		58		72		77

				週に３～４日くらい		15.2		26		21		17		18		13		8		19		23		19		15		8		10

				週に１～２日くらい		14.3		20		18		19		19		17		9		22		20		16		12		9		5

				月に１～２日くらい		6.1		9		12		7		8		7		2		11		7		7		6		2		3

				年に数日くらい		2.7		1		3		4		2		3		0		4		6		7		2		3		0

				接触あり セッショク		88.8		75		83		85		92		91		96		76		85		87		92		94		95				P45

				ほとんど、まったく見ない		10.5		24		17		15		7		7		2		23		15		12		8		6		4

				無回答		0.7		1		0		0		1		2		2		1		0		1		0		0		1











&P	




地域情報の量

		◇		テレビ放送の地域情報量（男女年層別） ホウソウ チイキ ジョウホウ リョウ ダンジョ ネン ソウ ベツ



																														（％）

						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ				Q41

				多すぎる		2.3		4		5		4		1		4		3		1		1		1		2		2		3

				ちょうどよい		56.4		55		50		50		54		55		65		54		48		56		60		60		61

				少なすぎる		14.9		6		15		17		20		21		15		8		16		9		19		16		15

				わからない		25.6		35		31		29		25		19		16		36		35		35		19		21		20

				無回答		0.8		1		0		1		1		2		2		1		0		1		1		0		1





						全体		東京圏		大阪圏		３０万以上の市		１０万以上の市		５万以上の市町村		５万未満の市町村		ＮＨＫ型		中間型		民放型		１時間以下		２～３時間		４時間以上

						2264		550		244		441		373		269		387		276		501		1313		690		860		708

				多すぎる		2.3		3		1		3		2		1		2		4		2		2		3		2		3

				ちょうどよい		56.4		49		55		58		57		57		65		62		67		57		42		62		63

				少なすぎる		14.9		15		13		15		17		16		12		19		15		15		12		16		16

				わからない		25.6		33		30		22		23		24		20		13		15		26		43		19		17

				無回答		0.8		0		0		1		1		2		1		1		1		0		1		1		1

						4		62		19		13		1

						2		67		15		15		1

						2		57		15		26		0

				多すぎる		ちょうどよい		少なすぎる

				2.3		56.4		14.9

				4		55		6

				5		50		15

				4		50		17

				1		54		20

				4		55		21

				3		65		15

				1		54		8

				1		48		16

				1		56		9

				2		60		19

				2		60		16

				3		61		15



&P	


多すぎる	

276	501	1313	ＮＨＫ型	中間型	民放型	4.3	2	2.2999999999999998	ちょうどよい	

276	501	1313	ＮＨＫ型	中間型	民放型	62.3	66.900000000000006	56.7	少なすぎる	

276	501	1313	ＮＨＫ型	中間型	民放型	19.2	15	15.2	わからない	

276	501	1313	ＮＨＫ型	中間型	民放型	13	15	25.5	





多すぎる	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	全体	男	女	2.2999999999999998	3.5	5	3.7	0.5	3.7	2.9	0.7	0.7	0.5	1.6	1.9	3.3	ちょうどよい	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	全体	男	女	56.4	55.3	49.6	49.5	54.1	54.7	64.5	53.9	48.2	55.9	59.9	60.4	60.5	少なすぎる	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	全体	男	女	14.9	5.7	14.9	17	19.7	20.5	15.1	7.8	16.100000000000001	8.6	18.8	16.399999999999999	15.1	わからない	

16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	16～29歳	30代	40代	50代	60代	70歳以上	全体	男	女	25.6	34.799999999999997	30.6	29.3	25.1	18.899999999999999	15.9	36.200000000000003	35	34.5	19.3	21.3	20.399999999999999	







多すぎる	

全体	東京圏	大阪圏	３０万以上の市	１０万以上の市	５万以上の市町村	５万未満の市町村	2.2999999999999998	2.7	1.2	3.4	2.1	1.1000000000000001	2.2999999999999998	ちょうどよい	

全体	東京圏	大阪圏	３０万以上の市	１０万以上の市	５万以上の市町村	５万未満の市町村	56.4	49.3	55.3	58.3	56.8	56.5	64.900000000000006	少なすぎる	

全体	東京圏	大阪圏	３０万以上の市	１０万以上の市	５万以	上の市町村	５万未満の市町村	14.9	15.3	13.1	15.4	16.899999999999999	16	12.1	わからない	

全体	東京圏	大阪圏	３０万以上の市	１０万以上の市	５万以上の市町村	５万未満の市町村	25.6	32.5	30.3	22.2	23.3	24.2	19.600000000000001	無回答	

全体	東京圏	大阪圏	３０万以上の市	１０万以上の市	５万以上の市町村	５万未満の市町村	0.8	0.2	0	0.7	0.8	2.2000000000000002	1	

全体	東京圏	大阪圏	３０万以上の市	１０万以上の市	５万以上の市町村	５万未満の市町村	2264	550	244	441	373	269	387	







地域情報の量 (2)

		◇		テレビ放送の地域情報量と期待すること ホウソウ チイキ ジョウホウ リョウ キタイ



																						（％）

						全体		災害や事件・事故から守る サイガイ ジケン ジコ マモ		地域経済の活性化に貢献 チイキ ケイザイ カッセイカ コウケン		地域の文化を記録し継承 チイキ ブンカ キロク ケイショウ		娯楽を提供 ゴラク テイキョウ		地域の課題を取り上げる チイキ カダイ ト ア		地域の課題解決に役立つ チイキ カダイ カイケツ ヤクダ		全国や海外に発信 ゼンコク カイガイ ハッシン		地域外の情報を伝える チイキ ガイ ジョウホウ ツタ

						2264		2050		1846		1760		1587		1790		1743		1359		1494

				多すぎる		2.3		2		2		2		2		2		2		2		2

				ちょうどよい		56.4		60		61		62		63		61		61		63		62

				少なすぎる		14.9		15		16		15		14		16		16		15		15

				わからない		25.6		22		21		21		21		21		21		20		21

				無回答		0.8		0		0		0		0		0		0		0		0



&P	




地域情報の量(3年層比較）

		◇		地域情報の量 リョウ



						（％）

						全体 ゼンタイ		１６～２９歳		３０～４９歳		５０歳以上

				多すぎる		2.3		2.1		2.3		2.4

				ちょうどよい		56.4		54.6		51.4		59.4

				少なすぎる		14.9		6.7		13.7		17.2

				わからない		25.6		35.5		32.4		20

				無回答		0.8		1.1		0.3		0.9

								282		666		1316



&P	


多すぎる	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	2.1	2.2999999999999998	2.4	ちょうどよい	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	54.6	51.4	59.4	少なすぎる	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	6.7	13.7	17.2	わからない	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	35.5	32.4	20	無回答	

１６～２９歳	３０～４９歳	５０歳以上	1.1000000000000001	0.3	0.9	



多すぎる	

全体	2.2999999999999998	ちょうどよい	

全体	56.4	少なすぎる	

全体	14.9	わからない	

全体	25.6	無回	答	

全体	0.8	





地域放送への期待

		◇		地域放送への期待（男女年層別） チイキ ホウソウ キタイ ダンジョ ネン ソウ ベツ

				（「期待する」「どちらかといえば期待する」計） キタイ キタイ ケイ																																問42 ト

																														（％）

						全体		男												女												少なすぎる スク

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		86		84		90		90		94		92		87		90		90		93		95		90		92

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		76		79		78		83		83		82		80		87		80		81		87		82		86

				地域の課題を取り上げること		79.1		67		67		78		84		85		78		76		79		78		83		83		81		85

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		71		68		74		86		77		74		78		81		76		83		84		78		79

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		71		69		75		78		80		75		77		80		76		82		80		78		82

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		67		67		68		69		66		64		77		72		74		76		77		67		66

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		62		58		67		68		65		64		67		69		66		76		66		63		66

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		57		53		56		67		57		56		59		63		61		70		63		58		61





																																337



						全体		男												女

								16～29歳 サイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ		16～29歳		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代		70歳以上 サイイジョウ

				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		86		84		90		90		94		92		87		90		90		93		95		90

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		76		79		78		83		83		82		80		87		80		81		87		82

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		71		68		74		86		77		74		78		81		76		83		84		78

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		67		67		68		69		66		64		77		72		74		76		77		67

				地域の課題を取り上げること		79.1		67		67		78		84		85		78		76		79		78		83		83		81

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		71		69		75		78		80		75		77		80		76		82		80		78

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		57		53		56		67		57		56		59		63		61		70		63		58

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		62		58		67		68		65		64		67		69		66		76		66		63



&P	




期待×都市規模・視聴時間

		◇		テレビ地域放送の期待×都市規模・テレビ視聴パタン（男女年層別） チイキ ホウソウ キタイ トシ キボ シチョウ ダンジョ ネン ソウ ベツ

				（「期待する」「どちらかといえば期待する」計） キタイ キタイ ケイ



						全体		東京圏		大阪圏		３０万以上の市		１０万以上の市		５万以上の市町村		５万未満の市町村		１時間以下		２～３時間		４時間以上		ＮＨＫ型		中間型		民放型				Ｐ４６

						2264		550		244		441		373		269		387		690		860		708		276		501		1313

				地域の人々を災害や事件・事故から守ること		90.5		91		90		90		90		90		92		85		93		93		95		93		92

				地域経済の活性化に貢献すること		81.5		80		79		81		84		81		83		76		84		85		84		83		84

				地域の文化を記録し継承すること		77.7		76		77		80		81		74		78		73		79		80		84		83		78

				暮らしを豊かにするエンターテインメント（娯楽）を提供すること		70.1		68		66		72		74		69		72		63		73		74		65		72		74

				地域の課題を取り上げること		79.1		77		76		81		82		78		79		72		82		82		83		85		80

				地域の課題解決に役立つこと		77.0		74		75		80		80		76		78		71		79		80		82		81		78

				地域の話題を全国や海外に発信すること		60.0		52		58		64		64		60		66		56		61		63		64		65		60

				全国や海外など地域外の情報を伝えること		66.0		63		67		68		67		63		69		61		69		67		69		71		67



&P	




性年層ひな型

		◇		（男女年層別） ダンジョ ネン ソウ ベツ



		○







																																		（％）

						全体		男 オトコ														女 オンナ

								16～
29歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		70歳以上 サイイジョウ		16～
29歳		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		70歳以上 サイイジョウ

																																						質問11 シツモン
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＊15年6月調査の「認知計」の選択肢は「知っている」で、質問形式が異なるため、参考値

＊15年6月と16年6月調査の「接続計」の選択肢は「常時接続している」  「必要があるときのみ接続している」で、質問形式が異なるため、参考値





ニュース（全般）

1 事実を伝えている（83%）

2 情報が早い（74%）

3 詳しく知ることができる（69%）

4 コメント・表現がわかりやすい（69%）

5 公平・客観的である（65%）

〈ニュースで重要だと思うこと（上位抜粋）（複数回答）〉

（「特にない・ニュースを見ない」を除く）

メディア別のニュース重視点

テレビのニュース

事実を伝えている（71%）

コメント・表現がわかりやすい（55%)

公平・客観的である（52%）

情報が早い（46%）

情報源がはっきりしている（46%）

（ＳＮＳ以外の）

インターネットの
ニュース

情報が早い（47%）

事実を伝えている（47%）

詳しく知ることができる（32%)

情報源がはっきりしている（32%）

公平・客観的である（28%）

ＳＮＳのニュース

事実を伝えている（34%）

情報が早い（33%）

情報源がはっきりしている（23%）

公平・客観的である（19%）

コメント・表現がわかりやすい（19%）
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テレビのニュースを
信用している面

1 情報源がはっきりしている（３６％）

2 取材や確認が十分である（３４％）

3 専門家の意見を伝えている（３３％）

4 テレビ局が信用できる（２５％）

5
他のテレビ・ラジオ・新聞で伝えられている内容
と同じ（２３％）

テレビのニュースを
信用できない面

編集されている（５２％）

送り手の意図が入っている（４４％）

政府やスポンサーの影響を受けている（４２％）

取材や確認が不十分である（２７％）

情報源がはっきりしていない（２３％）

（複数回答）（上位抜粋）

〈政治・経済・社会の動きを伝えるテレビのニュースについて〉

テレビニュースの信用・不信
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33 35 38 40
47

40 42
38 34 35

26

49 46
50

46

35
28

46
53 53

42

28

0

20

40

60

16～
19歳

20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代

＜ 男 ＞ ＜ 女 ＞

（％）

配信元を認識（まとめ）

配信元は意識しない・
わからない

〈ネットニュースの配信元（複数回答）〉

注）「配信元を認識（まとめ）」は、ＮＨＫ、民放、新聞社、通信社、その他、のいずれかへの回答をまとめた

（男女年層別）

ネットニュースの接触実態
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45 43

52
59 58

46

33
41

37

24
20

6
10

16
13

8 5

10

20

40

60

16～19歳 20代 30代 40代 50代 60代
ネットのみで確認

（％）

マスメディアで確認

ネットニュースの接触実態

（年層別）

〈インターネットやSNSで知ったニュースが信用できないとき（複数回答）（抜粋）〉

ネットで確認

注）「マスメディアで確認」は「テレビの報道を見る」「新聞・ラジオ・雑誌など（テレビ以外の）マスコミ報道を見る」のいずれか、

「ネットで確認」は「（ＳＮＳ以外の）インターネットのサイトやアプリで情報を探す」「ＳＮＳ上で情報を探す」 のいずれかの回答をまとめた
2323



本日の調査結果の一部は、
月刊誌「放送研究と調査」の
２０１８年１２月号で報告して
いるほか、５月号でも追加の
分析を報告する予定です。

ご参加をありがとうございました
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