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YouTube上の動画分析最前線
～海外の大規模調査から見えたもの～

メディア研究部  宮下牧恵

YouTubeの動画を視聴する人は増加の一途
をたどり，NHK放送文化研究所が2018年11
月に行った「メディア利用動向調査」によると，
日本全国で，50 代以下の男性と40 代以下の女
性の6～9割（全体では53%）が YouTubeを
利用している1）。しかし，その動画の数は膨大
であり，番組表も視聴率データも存在しないた
め，全体像や視聴傾向を把握することは困難
である。そんな中，アメリカの調査機関ピュー
･リサーチ･センター（Pew Research Cen-
ter，以下，Pew）が，YouTube上の動画の全
体像に近づこうと非常にユニークで大規模な
調査を行った。Pewが2019年7月に公開した，

「A Week in the Life of Popular YouTube 
Channels」2）と題するリポートから，その調査
の手法と結果について紹介する。

手法について

Pewは，2019年1月1～7日にチャンネル登
録者数 25万人以上の人気チャンネル4万3,770
が投稿した24万3,254本の動画について調査
した。英語の動画についてはカテゴリーに分類
し，その特徴や視聴回数との関係なども調査し
た。調査は以下のような手順で行われた。

1.	人気チャンネルリストの作成

Pewは，2018 年初めごろ，人気チャンネル
リストの作成を開始した。リストに偏りが生じ
ないよう，「ランダムウォーク」と呼ばれる方法
を用いた。

まず，チャンネル情報や動画の視聴回数な
どのデータを取得することができるYouTube 
API 3）を利用し，以下のチャンネルを検出し初
期リストとした。
・全体で人気上位の100チャンネル

・各チャンネルカテゴリー（「ニュースと政治」

「映画」など）で最も人気があるチャンネル

・ 各動画カテゴリー（「家族向け」「ホラー」な

ど）で人気上位50本の動画に関連するチャ

ンネル

各チャンネルで視聴回数上位の動画5本に付
されるおすすめ動画上位5本に関連するチャン
ネルを検出した。そして，検出した各チャンネ
ルから同じ手順でさらに新たなチャンネルを検
出して初期リストに追加し 4），以下の「ランダム
ウォーク」を実行した。
・ リストから1つのチャンネルをランダムに選択

・ 「関連性」「投稿日」「評価」「視聴回数」のい

ずれかの指標で上位5つの動画から，1つを

ランダムに選択 5）

・ 選択した動画に付されるおすすめ動画の上

位5つから，1つをランダムに選択。これを

4回繰り返し，ランダムウォークを停止

この過程でプログラムが新たなチャンネルを
識別するとリストに加えられ，新たなランダム
ウォークに使用された。新たなチャンネルがほ
とんど検出されなくなるまで約4か月間，約39
万回ランダムウォークが繰り返され，最終的に
約92万チャンネルが検出された 6）。この中か
ら，チャンネル登録者25万人以上の人気チャ
ンネル3万481を特定した。

さらにPewは，2018年7～8月に，この3万
481の人気チャンネルが投稿した動画に付され
るおすすめ動画を調査し，どのような動画が
推薦されるかについて分析した 7）。その後も12
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月まで新たなチャンネルを検出し続け，最終的
に4万3,770の人気チャンネルを特定した。

2.	動画の収集とデータ収集

2019年1月1～7日に人 気チャンネル4万
3,770が投稿した動画24万3,254本を収集し，
1週間追跡した。YouTube APIを使用して，
動画が投稿された時刻と毎日同時刻に，「視聴
回数」「コメント数」「高評価，低評価の数」「動
画の長さ」「チャンネル登録者数」などのデータ
を収集した。

3.	機械学習によって英語の動画を識別

YouTube APIでは，チャンネルや動画に関
連する言語と国の情報を取得できるが，この情
報が多数欠落していた。そのため，機械学習
アルゴリズムを実装するXGBoost 8）を使用して，
英語の動画を識別した。「動画のタイトルが英
語であるか」「音声が英語であるか，英語の字
幕があるか，言葉がまったく話されていないか」
に分類した3,900本の動画を使用して言語分類
を学習させ，対象とする24万3,254本の動画を
英語の動画とその他の言語の動画に分類した。

4.	英語の動画をカテゴリーごとに分類

企業や研究者などが，動画のカテゴリー分
類や記事の文字起こしなどを一般人に依頼す
ることができるAmazon Mechanical Turk 9）

で3人のコーダーを募集し，英語の動画につい
て，言語の確認とカテゴリーに分類する作業
を依頼した 10）。誤分類されていた動画や削除
された動画を除き，3万7,079本の英語の動画
が11のカテゴリーに分類された。カテゴリー
は，「ビデオゲーム」「おもちゃまたはゲーム」

「音楽やダンス」「ニュースまたは政治」「スポー

ツ，フィットネスまたは身体活動」「車両」「食品
または栄養」「美容またはファッション」「創造
性，スキルまたは学習」「コンシューマーテクノ
ロジー 11）」「その他 12）」である。さらにこれらの
カテゴリー分けとは別に，以下の3つの指標を
もとに動画が分類された。
・動画が明らかに13歳未満の子どものみを対

象にしているかどうか

・動画が対象とする人が子どもであるか大人で

あるかにかかわらず，13歳未満の子どもが

出演しているかどうか

・政治や時事問題に関する内容を含む動画は，

アメリカの問題について言及しているかどうか

5.	キーワード分析

英語の動画の中で，タイトルで使用された単
語353個を調べ，その単語が視聴回数に与え
る影響について調査した。また，ソーシャルメ
ディアへのリンクと視聴回数の関係についても
調査が行われた。

調査の結果

全体について

ごく一部のクリエイターが動画の大半を作成し
ていた：人気チャンネル4万3,770の中の10%
のチャンネルが，24万3,254本の動画の70％
を作成していた。また，人気上位10％の動画
の視聴回数が，人気チャンネルが投稿した動
画すべての視聴回数の79％を占めていた。

英語の動画について

英語の動画は少ないが，ほかの言語の動画よ
りも人気が高かった：英語の動画は全体の17%
であったが，平均視聴回数 9万9,043回とよく
視聴されており（ほかの言語の動画の平均視聴
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回数5万310回），ほかの言語の動画に比べて
動画そのものの時間が長く，評価やコメントの
数も多かった。
一番人気があったのは「ビデオゲーム」に関連
する動画：投稿された動画のカテゴリーは，「そ
の他」（34%），「ビデオゲーム」（18%），「ニュー
スまたは政治（国際）」（12%），「スポーツ，フィッ
トネスまたは身体活動」（9%）が多かった。視
聴回数が多かったカテゴリーは，「ビデオゲー
ム」「車両」「食品または栄養」「おもちゃまたは
ゲーム」であった（図）。
「ビデオゲーム」に関連する動画は，平均視

聴回数が12万2,195回と多かった（ほかのカテ
ゴリーの動画の平均視聴回数 9万7,343回）。
オンラインの友人と話しながら「ビデオゲーム」
をプレーする様子を配信したものが主流であ
り，このタイプの動画は，ほかのカテゴリーの
主流動画の3倍近く視聴されていた。また，動
画の平均時間は24分と長かった（ほかのカテ
ゴリーの動画の平均時間は11分）。
13歳未満の子どもが出演する13歳未満の子ど

も向けの動画は非常に人気が高かった：「13歳
未満の子どもを対象にした動画（以下，子ども
向け）」は全体の4%であったが，平均視聴回
数15万3,227回と視聴回数が多かった（ほか
のタイプの動画の平均視聴回数 9万9,713回）。
また，「一般的な視聴者を対象とした動画（以
下，一般向け）」に比べ動画そのものの時間が
長く，「子ども向け」を投稿するチャンネルは
チャンネル登録者の数が多かった。「子ども向
け」の約28%が「おもちゃまたはゲーム」関連で
あり，平均視聴回数は14万7,923回であった

（「一般向け」の「おもちゃまたはゲーム」は平
均視聴回数 10万9,585回）。

また，「13歳未満の子どもが出演する動画
（以下，子ども出演）」も全体のわずか2％だっ
たが，視聴回数はほかのタイプの動画の約3
倍だった。「子ども出演」の中でも「子ども向
け」は21％であったが，平均視聴回数が41万
6,985回であり，「一般向け」で「13歳未満の
子どもが出演しない動画（以下，子ども出演な
し）」の平均視聴回数 9万6,416回の4倍以上も

図　カテゴリー別の割合と動画あたりの視聴回数
（2019年最初の週に人気チャンネルから投稿された英語の動画）

出典：https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/DL_2019.07.25_YouTube-Channels_FINAL.pdfより筆者作成
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視聴されていた。
「子ども向け」の「子ども出演」で視聴回数

上位5つの動画は，子どもたちがドレスアップ
したり歌ったりごっこ遊びをしたりといった活動
を，子どものみもしくは大人と行っている傾向
があった。「子ども向け」で「子ども出演なし」
の視聴回数上位5つの動画は，主にアニメー
ションコンテンツ，歌や童謡で構成されていた。

また，「一般向け」の「子ども出演」は，「子
ども向け」の「子ども出演」に比べるとやや人
気が低かったが，「一般向け」の「子ども出演
なし」に比べ，かなり多く視聴されていた。「一
般向け」の「子ども出演」で視聴回数上位の5
つの動画は，主に子育てや家族についてのビデ
オブログであり，生まれた赤ちゃんを紹介した
り，名前を発表したりする動画であった。
その他：「ニュースまたは政治」に関する動画
は，国際的な話題を取り上げたものが多く，ほ
かのカテゴリーの動画に比べ視聴回数が少な
かった。また，タイトルや説明に，人気ビデオ
ゲームの名前や大統領の名前などの特定の単
語を用いた動画は視聴回数が多くなる傾向が
あった。ほかのソーシャルメディアにリンクして
いる動画は視聴回数が多い傾向があった。

これまで筆者は，自分の周辺で視聴されて
いる動画の傾向しか把握することができなかっ
た。しかし，ランダム性を確保しながら大量の
データを収集し分析するデータサイエンスの手
法と，人間によるコーディング作業を組み合わ
せることで，YouTubeで投稿されている動画の
特徴や視聴傾向を客観的に把握することが可
能であることがわかった。こうした手法を応用
し，ある事柄についてどう取り上げているか，
テレビ番組とYouTubeなどインターネット動画，

ソーシャルメディアを比較し検証することも可能
になるのではないか。この研究には複数のデー
タサイエンティストが関わっており，高い専門
性が必要であるため，日本でこうした調査が可
能であるか，今後取材する必要を実感してい
る。引き続きインターネット上の動画を分析する
新たな手法に注目していきたい。

　　　　　　　　　　（みやした まきえ）

注：
 1） 保髙隆之/山本佳則「ユーザーからみた新しい

放送・通信サービス ～ 2018年11月メディア
利用動向調査の結果から～」『放送研究と調査』

（2019年7月号P36-63）
 2） 「A Week in the Life of Popular YouTube Chan-

nels」Pew Research Center, Washington, 
D.C.（2019年7月25日発行） 
h t t p s : / / w w w . p e w r e s e a r c h . o r g /
internet/2019/07/25/a-week-in-the-life-of-
popular-youtube-channels/（2019年12月10
日閲覧） ※Pew Research Centerは，英語でも
とのコンテンツを公開していますが，この翻訳を
確認・承認はしていません。

 3） APIはアプリケーションプログラミングインター
フェース。YouTubeは以下を参照。
https://developers.google.com/youtube/v3/
getting-started?hl=ja（2019年12月2日閲覧）

 4） 初期リストの各チャンネルに対して最大650
チャンネルが検出された。

 5） 指標は事前にランダムに決定された。
 6） このほかにも複数の作業が行われ，チャンネル

リストが作成された。
 7） YouTubeの使用目的や，虚偽の情報や危険な

行為を行う動画に接触した経験などを聞いた世
論調査の結果も報告されている。「Many Turn 
to YouTube for Children’s Content, News, 
How-To Lessons」Pew Research Center, 
Washington, D.C.（2018年11月7日発行）
https://www.pewresearch.org/internet/
2018/11/07/many-turn - to -youtube - for -
childrens-content-news-how-to-lessons/（2019
年12月10日閲覧）

 8） オープンソースのソフトウエアライブラリー
https://xgboost.ai/（2019年12月10日閲覧）

 9） Amazonのクラウドソーシングサービス
https://www.mturk.com/（2019年12月10日
閲覧） 

 10） 事前にテストを行い，Pew内部のコーダーと
一致させる基準を作成した。コーダーは，動画
を最後まで視聴する必要はないが，注意深く分
類するよう指示された。

 11） 電話，コンピューター，アプリなど
 12） 一般的なエンターテインメント，ビデオブロ

グ，有名人のニュース，映画など


