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ている3）。
『全地球カタログ』の内容は「全体システム」，

「土地利用」，「シェルター」，「産業」，「工芸」，
「コミュニティ」，「放浪生活」，「コミュニケーショ
ン」，「学習」といったカテゴリーに分かれてい
て，それぞれに編集チームが選んだ書籍や商
品情報がまとめられている。どの情報も通信販
売による入手方法が載っていた。シャンバーグ
は，この本の特徴を「サバイバル（生存）シス
テムの多様な局面を網羅したサービスのカタロ
グ」である。つまりサービスの情報を集めた「メ
タサービス」であるとした。この「メタサービス」
という発想こそが検索エンジンのルーツだとい
える。

シャンバーグは，社会の性格は，情報がど
のような構造で伝わるかによって決定されると
考えた。全体主義は一極から，上から下に集
中的に情報が流される。シャンバーグは民主
主義社会では多様な情報源から発信された情
報が，社会を横断するようにフィードバックを受
けながら流通する必要があると考えた。流通

　検索エンジンのルーツ

検索エンジンによって，インターネットのメディ
ア的機能は明確かつ飛躍的に強力になった。

アップル・コンピュータの創業者であるス
ティーブ・ジョブズはスタンフォード大学での講
演で興味深い指摘を行った 1）。彼はすでに半世
紀前に検索エンジンの思想を表現した一冊の
書物があったと語った。「私が若い頃，『全地
球カタログ』という驚くべき出版物があって，私
たちの世代のバイブルだった。（中略）その頃
は，DTPは無かったので，タイプライターとは
さみとポラロイドカメラで作られていたが，それ
はまさにグーグルが登場する30年も前に出され
た検索エンジンのペーパーバック版とも言うべき
ものだった。」とジョブズは語った。
『全地球カタログ』2）は1968年に発行され，

その後も何回か発行された大部のカタログであ
る。この『全地球カタログ』がどのようにグーグ
ルを予見したのか。それをマイケル・シャンバー
グは「メタサービス経済」という言葉で表現し
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が鍵なのである。情報は存在するだけでは意
味が無く，その情報へのアクセス手段が，い
つでも，誰でも可能でなければならない。彼
が『全地球カタログ』に見いだした「メタサー
ビス経済」は，「サービス」がどこで供給される
かについての情報を与える「サービス」としての
情報流通システムを指すのである。シャンバー
グがこの考察を行ったのは1971年に書かれた

『ゲリラ・テレビジョン』という本の中だが，そ
の中で彼は興味深い指摘を行っている。彼は
情報を発信する個人の思考や体験などを含め
た「プロセス」が丸ごと検索できるシステムこ
そ理想だと考えていたのである。もちろん当時
は「実現不可能なサービス」であったが，1990
年代以降のコンピュータの急速な発展が「全文
検索」を特徴とする現在の検索エンジンを実
現させ，情報の海から，自分のサバイバル（生
存）に必要な情報にアクセスすることを可能に
した。

こうした考えに基づいて検索エンジンのメ
ディア的性格を定義すると，検索エンジンはイ
ンターネット上にあるサバイバル情報のありか
を指し示す「メタサービス経済」メディアであ
るということになる。

このような認識の下に，私たちはこれまでの
新聞やテレビといったマスメディアに加えて，検
索エンジンを通して生活のための膨大な情報に
アクセスできる環境が準備されたときに，人々
の情報行動が，どのように変わってきている
のかを探ってみたいと考えて，検索エンジンを
使ってネット生活を送っている人々を対象にア
ンケート調査を行った。また，この調査に際し
て具体的な知見を得るために6人のハードユー
ザーにデプスインタビューを行った。この知見
については最後にふれる。

　インターネット・アンケート調査

  調査の概要
調査期間は2008年3月21日から24日，調

査対象は全国の20歳以上のインターネット利用
者のうち，①利用歴が半年以上ある人，②検
索を一週間に1回以上行う，③学生は除く，と
いう条件に合う人とした。調査相手は男女とも
20代，30代，40代，50歳以上の4層に分け，
各層が150人，合計1,200人である。この1,200
人はインターネット調査会社に登録しているモニ
ターに予備調査を行って条件に合う人を抽出し
た。このモニターはテーマに応じてパソコンを
使用してインターネットアンケートに協力するとい
う了解の下に登録している。今回は予備調査の
対象1,657人から1,200人を選んだ。

  非常に大きいインターネットの存在感
調査では，まず「欠かせないコミュニケーショ

ン行動」について聞いてみた。結果は「インター
ネット」（89％），次いで「テレビを見る」（71%），

「家族と話をする」（66%），「新聞を読む」（50%），
「携帯電話を使う」（49%）となった（図1）。

次にテレビ，新聞，インターネットの三つのメディ
アについていくつかの視点から質問を行った。ま
ず「もっとも良く利用するメディア」について尋ね
た。ここでも結果は「インターネット」（62%），2位
が「テレビ」（32％），3位「新聞」（6%）となってお
り，インターネットが他を大きく引き離している（図
2）。インターネットは欠かせないコミュニケーショ
ンツールであり，利用するメディアである。この調
査の対象となった人 は々日常的にインターネットを
使用していると考えられる。従って，日常的にイン
ターネットを使用しない人 と々の間に大きな違いが
生まれていると考えられる。次に「一番信用して
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いるメディア」は何かという質問に対しての回答で
は「新聞」（58％），「インターネット」（23%），「テレ
ビ」（19％）の順になっている（図3）。信用できる
メディアとして新聞をあげている人が多い。

三番目に，「仕事に役立つメディアは」という
問いに対しては「インターネット」（77%），「新聞」

（16%），「テレビ」（7%）とインターネットが圧倒的
に多かった（図4）。四番目に「コミュニケーション
に役立つメディアは」という問いでは「インターネッ
ト」（56%），「テレビ」（41%），「新聞」（3％）となっ
た（図5）。

インターネットアンケートであるので「利用する
メディア」「仕事に役立つメディア」としてインター
ネットがあがっている。新聞については「信用で
きるメディア」として評価されていることが注目さ
れる。インターネットにつづくもの，テレビは「コ
ミュニケーションに役立つメディア」であり「よく
利用するメディア」であるといえる。

自分が求める情報への回答を得られるメディ

アとしてのインターネットと，他人と共通の話題
をつくるテレビの違いがあると考えられるので
ある。これらのポイントについては後述のイン
タビューでさらに検討する。

  検索に費やす時間　
平日の一日にパソコン（以下，PC）で情報検索

に費やす時間は1時間が24%で最も多く，次い
で30分（22%），2時間30分以上（16%）となっ
ている（図6）。1時間30分以上の合計で比較す
ると男女別では男がやや多い。性年層別では男

図1　欠かせないコミュニケーション行動

図 3　一番信用できるメディア

図 2　もっともよく利用するメディア

図 4　仕事に役立つメディア

図 5　コミュニケーションに役立つメディア
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の40代が他の年層に比べて少なく，女では20
代が最も多く年齢が増えるにつれて数字は小さく
なる。その原因として，男の40代は働き盛りのた
め他の年層に比べて情報検索の時間が取りにく
いこと，女は若年層より中年層に専業主婦が多く
活動の範囲が限られること，などが考えられる。

携帯電話・PHS（以下，携帯）による検索
の時間は，多い順に5分 未満（28%），10分

（10%），5分（7%）であり，「検索しない」も
44%と半数近くに上る。各選択肢の分数のう
ち，5分未満を2.5分，2時間30分以上を2時
間30分として加重平均をとると，PCは67分，
携帯電話は14分となる。今回の調査相手はPC
によるインターネット利用が全員可能なこともあ
るが，情報検索は携帯ではなくやはりPCの方
が使い勝手が良いということであろう。

さて，その情報検索を行う時に利用されてい

る検索エンジンのシェアはどうなっているのだ
ろうか。一番多く利用するサイトや検索エンジ
ンはどれか聞いてみたところ，ヤフー（57%），
グーグル（37%），MSNサーチ（4%）という結
果になった（図7）。欧米ではグーグルが強いと
言われているが，日本ではヤフーがよく利用さ
れている。一番多く使う検索エンジンについて，
使う理由を複数回答で聞いたところ，「最初に
使ったサイトだから」が50%で最も多く，以下

「シンプルで使いやすいから」41%，「ヒット率
が高い」28%，「検索結果が適切だと思えるか
ら」17%となった。ヤフーを一番多く使うとい
うヤフー派の中では，「最初に使ったサイトだか

図 7　一番多く利用する検索エンジン

図 6　一日の検索時間 図 8　使う理由（ヤフー派）

図 9　使う理由（グーグル派）
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ら」（74%），「シンプルで使いやすいから」（32%）
が主な理由としてあげられ，グーグル派では，

「シンプルで使いやすいから」（57%），「ヒット
率が高い」（54%），「検索結果が適切だと思え
るから」（31%）となっている（図8，9）。ヤフー
は「最初に使った」という理由で使っている人が
多く，グーグル派では「シンプルで使いやすい」
と「ヒット率」をあげる人が多い。「シンプルで
使いやすい」はヤフー派でも32%で2位になっ
ているところをみると，使いなれた検索エンジ
ンは「シンプルで使いやすく」感じるということ
なのかもしれない。

  検索結果の閲覧
検索を行って結果が表示される時，該当する

サイトが極端に少ない場合を除き，何十万，何
百万といった検索結果が複数のページに分けて
表示される。その時，利用者はどこまで目を通
すのだろうか。通常何ページぐらいまで見てい
るかとの質問に，多かったのは「3 ～ 5ページ」
の44%，「2ページまで」30%などで，その他「最
初のページだけ」13%，「6ページ以上」13%と
なっている（図10）。せいぜい見ても5ページま
でで，それ以上になると急激に減るという結果
である。

検 索 結 果 は 通 常1ページ に10件 のURL
（Uniform Resource Locator:サイトのアドレス
のようなもの）が並び，最大100ページが表示さ
れるので，利用者は見ようと思えば1,000件の
結果を見ることができる。しかし，上記とおり
実際は調査結果の5ページ以内に入っていない
と，人の目にふれる機会は少ない。従って，上
位50位以内に入っていないと利用者に見られる
機会は極めて少なく，1,000位に入らないとその
情報そのものが存在しないと同じことになる。

　

  インターネットを使っての購入
インターネットによる物品の購入やオークショ

ンへの参加など金銭を伴う取引の利用経験を，
選択肢をあげて複数回答で聞いた。利用した
ことが多いものは，「オンラインショッピング（音
楽，動画，電子書籍を除く）」（54%），「オーク
ションでの物品の購入」（46%），「音楽のスト
リーミングやダウンロード」（22%），「オークショ
ンでの物品の販売」（21%）などである（図11）。
オンラインショッピングの利用経験は半数を超
え，オークションでの物品購入の経験も半数近

図10　見るページ数
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くに達する。インターネット，クレジットカード，
宅配便の三つのサービスが結合することにより，
新しい商取引が急速に普及していることが分か
る。男女別に上位四つの有料サービスをみると，

「オークションでの販売」だけがやや女で高く，
他の購入サービスについてはいずれも男が高く
なっている。一方で，有料サービスを利用した
ことがないという人も28%おり，年層別にみて
20代から40代まではあまり変化がないが，50
歳以上で男41%，女47%と急増している。イ
ンターネットの有料サービスの利用については，
40代と50代の間に大きなギャップがある。

オンラインショッピングについて，具体的な
例をあげて利用動向をたずねた。電気製品を
購入する時にインターネットを利用するかどうか
について，値段が1万円以下と1万円を超える
ものの二つのケースに分けて質問した。選択肢
は①インターネットで情報収集はするが，商品
は販売店から買う（以下，販売店），②インター
ネットで情報収集し，インターネット経由で買う

（以下，ネット），③インターネットは利用せず，
販売店で情報収集して買う（以下，ネット利用な
し），の三つである。

1万円以下の製品を買う時には「ネット」
（52%），「販売店」（39%）で「ネット」が多いの
に対し，1万円を超える時は「販売店」（58%），

「ネット」（34%）で「販売店」が多い（図12）。
インターネットによるショッピングは便利ではあ
るが，値段の高い物については「実際に手に
とって確かめたい」，「クレジットカードや銀行
への入金で支払った後，品物は本当に送られ
て来るのか」など，品物や決済方法について
の不安が頭を横切るのだろうか。1万円を超え
るケースでは，後述する「友人との深いつきあ
いを望む人」ほど，「販売店」の割合が高くなっ
ている。友人になにかにつけ相談する人は店
で販売員に相談するのも苦にならず，あれこれ
聞いて確かめたいということなのだろう。

前述したとおり，インターネット，テレビ，新
聞の三つについて信用している順番を聞く質問
では，一番信用しているメディアの順番は「新聞」

（58%），「インターネット」（23%），「テレビ」（19%）
であった。この中のインターネットを最も信用し
ている人たちは，1万円を超えるケースで「販売
店」が53%なのに対し，「ネット」が46%とかな
り接近している。また，一日に行う情報検索の
回数との関係でみると，電気製品の値段に関係
なく検索回数が増加するにつれて「ネット」の割
合が高くなっている。インターネットを使い込め
ば使い込むほど，信用すればするほど，インター
ネット・ショッピングへの警戒感が薄れ，利便性
に魅力を感じるようになるのだろう。

図12　電気製品の購入方法
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  望ましいのはそこそこのつきあい
コミュニケーションという観点から，「日本人

の意識」調査4）の中の人づきあいに関する三つ
の質問を，この調査でも一部修正して聞いて
みた。「日本人の意識」の質問はそれぞれ親せ
き，職場の同僚，隣近所の人とのつきあい方
を聞くものだが，今回の調査では親せきに替え
て友人とのつきあい方を聞いた。

質問文と選択肢は以下の通りである。
（友人）
Q30　友人とは，どんなつきあいをするのが望まし

いと思いますか。
1. 一応の礼儀を尽くす程度のつきあい
2. 気軽に行き来できるようなつきあい
3.   なにかにつけ相談したり，たすけ合えるよう

なつきあい
（職場の同僚）
Q31　職場の同僚とは，どんなつきあいをするの

が望ましいと思いますか。
1. 仕事に直接関係する範囲のつきあい
2. 仕事が終わってからも，話し合ったり遊んだ

りするつきあい
3. なにかにつけ相談したり，たすけ合えるよう

なつきあい
（隣近所）
Q32　隣近所の人とのつきあいのしかたが，いくつ

か下に書いてあります。あなたはどれが望ましい
と思いますか。
1. 会ったときに，あいさつする程度のつきあい
2. あまり堅苦しくなく話し合えるようなつきあい
3. なにかにつけ相談したり，たすけ合えるよう

なつきあい
一般的に浮かぶイメージとして，友人とのつ

きあいでは「身近である」や「選択の自由度が
大きい」が，職場の同僚では「義理」や「選択
の自由度がない」などがある。隣近所は多少方
向性はずれるにしろ，友人と職場の同僚との
中間領域といったところか。まず一番身近に感
ずる友人について，日常生活でどの程度のつき
あいを望んでいるのかとの問いについては，多

い順に「気軽に行き来できるようなつきあい」
46%，「なにかにつけ相談したり，たすけ合える
ようなつきあい（以下，なんでも相談）」34%，「一
応の礼儀を尽くす程度のつきあい」19%，となっ
た（図13）。つきあい方の濃淡で言えば，中＞

図13　友人とのつきあい

図15　隣近所とのつきあい

図14　職場の同僚とのつきあい　
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0％

53％

なにかにつけ
相談したり，
たすけ合える
ようなつきあい

仕事に直接
関係する
範囲のつきあい

仕事が終わって
からも，
話し合ったり
遊んだりする
つきあい

その他

50％

8％

2％

40％

なにかにつけ
相談したり，
たすけ合える
ようなつきあい



65AUGUST 2008

濃＞薄といった順で，あまりどっぷりとした深い
つきあいよりは，気軽なつきあい方が望まれて
いるわけである。しかし，そうかといって通り
一遍のつきあいでは物足りない，といったとこ
ろなのだろう。「なんでも相談」といった濃いつ
きあいは男より女，中年より若年で要望が高く，
女30代で45%，20代で44%となっている。

次に，選択の自由がほとんどなく，と言って
仕事を進める上ではつきあわざるをえない職場
の同僚とのつきあいは，「仕事に直接関係する
範囲のつきあい（以下，仕事限定）」50%，「仕
事が終わってからも，話し合ったり遊んだり
するつきあい（以下，話し合ったり遊んだり）」
40%，「なにかにつけ相談したり，たすけ合える
ようなつきあい」8%で，半数の人が仕事に限
定したつきあいを望んでいる（図14）。薄＞中
＞濃という順番である。「仕事限定」は男より女，
若年より中年で高く，女50歳以上で57%，30，
40代でそれぞれ54%となっている。ただ，一
昔前に流行った「競争社会」や「会社人間」と
いった言葉には仕事一途のドライなイメージが
あり，「仕事限定」が大半を占めると思われた
が，「話し合ったり遊んだり」も40%と，予想外
に多い。仕事を始めると，学生時代とは違って
大半の時間は職場で過ごすことになるので，同
僚以外の人とつきあう機会もあまりない，といっ
た理由が背後にあるのだろうか。それとも，仕
事だけでなく，話し合ったり，遊んだりも包含
してこそ，「会社人間」と言えるのだろうか。

最後に隣近所の人とのつきあい方について
だが，回答結果は次のとおり，「あまり堅苦しく
なく話し合えるようなつきあい（以下，堅苦しく
ないつきあい）」53%，「会ったときに，あいさ
つする程度のつきあい（以下，あいさつ程度）」
40%，「なにかにつけ相談したり，たすけ合える

ようなつきあい」6%，である（図15）。中＞薄
＞濃の順である。最近の日本では「近隣という
意識は希薄になっている」と言われているため，
最も程度の浅い「あいさつ程度」が一番多くな
ると予想していたが，実際は「堅苦しくないつき
あい」が53%で最も多かった。隣近所の人とも，
負担にならない程度のそこそこのつきあいはし
ようと思っているわけである。友人と同僚の中
間あたりに位置するとみられた隣近所とのつき
あいが，実際は同僚とのつきあい方にかなり近
いことは，図14と図15から一目瞭然である。

  SNS への加入は 32%
ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）

という仕組みがインターネット上にあり，その目
的は人と人のコミュニケーションをインターネット
で行おうというものである。具体的には共同の
Webサイトに書き込みをしてコミュニケーション
を図るという方式で，会員になるには既存の会
員の招待が必要である。「友達の友達は友達
だ」，「友達の輪」といった構図で人間関係を広
げ，時間や場所を超えたインターネットの世界な
らではのコミュニケーションの場を構築しようと
いうわけである。元々は米国で開始されたサー
ビスで米国最大のSNSはMySpaceだが，日本
ではmixiというサービスが最も会員が多い。

このSNSに加入しているかどうか聞いたとこ
ろ，加入している人は32%だった。男女別で
は男29%，女36%とやや女が多い程度だが，
年層別でははっきりとした傾向が表れている。
図16のように男女とも年齢が若くなるにつれて
加入率は増加し，女20 代では58%と6割近く
にのぼる。これは中年層のSNSへの志向が低
いというより，若年層ほど認知度が高いことに
加えて，招待してくれる既存の会員も若年層に
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偏っているためだと思われる。前述の友人との
つきあい方と加入率の関係をみると，友達との
深いつきあいを望んでいる人ほど，SNS へ加
入している割合が高い。なにかにつけ相談す
る友達を見つけるためには幅広い交際範囲が
必要で，そのためにはSNSも結構活用してい
るということだろう。書き込みの頻度について
は「2 ～ 3日に一度」（18%）や「1週間に一度」

（14%）が多く，毎日書き込みをするという人は

9%である（図17）。一方，書き込みはしないと
いう人も23%と，4分の1近くにのぼる。

  インタビュー

  調査の概要
ネット調査と同時に個人面接で行うデプス・

インタビューを実施した。対象は6人でプロ
フィールは次のようになっている。

Aさん：29歳　男性　人材コンサルタント
Bさん：39歳　男性　システムエンジニア
Cさん：39歳　男性　大学准教授
Dさん：32歳　男性　ゲームの企画・制作
Eさん：38歳　女性　薬剤師，既婚
Fさん：29歳　女性　専業主婦

いずれもネット調査会社に登録した人々の中
から「インターネットを使い，検索エンジンを
かなり利用している」という条件でインタビュー
を受けることを承諾した人々であり，検索につ
いては上級者と言える。これらの人々のインタ
ビューからアンケート調査を理解する手がかり
を探った。

  ネットとテレビ・新聞
人材派遣会社で人材のあっせんを担当してい

るAさんと，システムエンジニアをしているBさ
んは，テレビは概略がわかりやすい，また速報
性がある，話題になるという特徴があるが，深
掘りした情報が得にくい。ネットでは一覧性が
あって，過去の関連ニュースを調べることがで
きるがニュースの詳しい背景を知るためには新
聞を読む必要があるという。大学准教授のCさ
んは「特集，連載ものは新聞でしか読めない」
という。薬剤師で主婦のEさんは「テレビの情

図17　SNS 書き込みの頻度
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図16　SNSの加入率（男女年層別）
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報を翌朝の新聞で確認する」という。
これらの人々の場合，夜の9時ころから深夜

まで，ずっとテレビのニュースをつけている。そ
の中で，とくに経済情報は仕事に関係している
ので，経済ニュースなどで関心のあるテーマに
ついてニュースがあると熱心に見る。こうして，
テレビで知ったことを直ちにネットで調べる習慣
があるのは専業主婦のEさんと大学准教授のC
さんの2人であった。

こうしたインタビューを通して，いつもテレビ
はついている，事件があれば大きな流れはテレ
ビでわかる，翌日の新聞で確認すると大体満足
のいく情報を得ることができる，関心があれば
ネットのニュースサイトから関連情報を丹念に拾
う，という生活スタイルが浮かび上がってきた。

  ネットは仕事に使えるか
今回インタビューに応じてくれた人の中で

ネットを自覚的に仕事に使用しているのは男性
3人と女性1人だった。前述のAさんとBさん，
それにゲームの企画，制作をしている男性のD
さんとEさんである。人材派遣会社の場合は
クライアントの企業のプロフィールや仕事の内
容を調べるためである。またシステムエンジニ
アの場合は注文先企業の仕事の内容や，その
業務に関する専門用語を知るために検索する
という。Dさんは，「そもそもITがらみのニュー
スや情報は他の媒体では調べること自体がで
きない」という。正確な情報を得るためにはネッ
ト情報を他の情報源で確認することが必要とな
るが人材派遣会社のAさんの場合は企業情報
はネットで調べたあとで，必ず書物で確認す
る。薬剤師のEさんは医療関係の情報をネッ
トで調べるという。ただし，個人の情報は信
じることができないので企業の情報などにつ

いてである。また必ず書物に当たってみるとい
う。ネットと大きな書店で情報を調べていると
いう。ネットを仕事に使用している人で，ネッ
トと書籍情報の二つを主に使用している人が3
名。ネットのみという人が1名である。

仕事になるとネットでなければ手に入らない
情報もあるし，まず最初にネットで検索し，そ
れを書物で確かめるというパターンが見られる。

  生活情報
男性が社会的な情報を検索しているのに対し

て，女性たちはいずれも買い物や料理関係の
情報を検索している。専業主婦29歳のFさん
は商品名とレシピを検索するのが日課だという。
前出のEさんは，やはり商品名とグルメ関係の
検索。Fさんはテレビとパソコンはつながって
いて，テレビで見た芸能情報は必ず検索すると
いう。Eさんは，もうしばらくすると子供が生ま
れるが，こうした体験的な情報についてはネッ
トが便利だという。実際に母親になった人が発
信している情報は，具体的で役に立つ。ハウ
ツー情報はネットが圧倒的に強いという。

物品購入についてだが，オークションに積極
的なのはFさんとDさんである。相手の信頼度
の表示を見てオークションに参加する。ただし，
相手の素性がわからないオークションには拒否
感も強く，ネットでの物品購入は個人差が大き
いようだ。

結果を全体として見ると，新聞も良く読むし，
ネットもするという社会情報探索型が男性3人。
さらに男性のうち大学準教授を除く2人はネット
を仕事にも活用している。ネットを仕事に使う
場合には書物を参照しているというのが特徴で
ある。一方，情報検索はネットのみという人は
ゲーム企画のDさん。そして，このDさんと女
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性2人は生活情報もネット中心になっている。E
さんが言うように個人差の大きい育児情報など
は，大量の経験者から書き込みがあるネットが
強いと思われる。生活実用情報はネットが強み
を発揮しているようだ。

  メディアを使い分ける
調査の結果やインタビューから見る限り，イ

ンターネットは生活メディアとして重要なメディ
アになっていると言える。ただしインターネット
は既存の他のマスメディアとは，たくみに使い
わけられている。インターネットが実用的情報
源として今後もその存在感を増していくことは
疑いがない。とはいえ現在のところ，インター
ネットのみで他のメディアの代用ができると考え
ることは安易に過ぎるようだ。

インターネットはノイズの洪水でもある。イン
ターネットが既存のメディアに取って代わること
に対して否定的な意見もあるが，メディアの特
徴をつかんで距離感をもって価値判断する必要
がある。ネットには多様な発信者がいる。そこ
でネットの情報を効果的に利用するにはジャー
ナリスト，専門家，あるいは素人など多様な
発信者の性格を正確に見極めながら，入手す
る必要がある。この点について，今回の調査
対象では，インターネットユーザーは多様な情
報源をうまく使い分け，慎重に二重，三重に
チェックをしながら情報を得ていること，また
テレビ，新聞とインターネットの情報をうまく使
い分けていることがわかった。

この報告の冒頭で紹介した「欠かせないコ
ミュニケーション行動」の質問も前出の「日本
人の意識」調査と同じものであり，1位のイン
ターネットを除けば両調査結果のベスト5はほ

とんど同じである。2003 年に実施した「日本
人の意識」調査では表1にあるように，「イン
ターネット」は20%で，11ある選択肢の中で
10 位だった。インターネットだけが突出して違
うわけである。この違いは，もちろん今回の
調査がインターネット調査会社に登録している
人からサンプルを抽出していることにもよるが，

「日本人の意識」調査が行われたのが 5 年前と
いう調査時期に起因するものもあると思う。こ
の5 年間にインターネットは急速な発展をとげ，
爆発的に普及が進んだ。この爆発的な普及
が，インターネットを欠かせないコミュニケー
ション行動の1位へと押し上げた面も否定でき
ないのではないか。

（みうら もとい/こばやし けんいち）

注：
1）http://news-service.stanford.edu/news/2005/

june15/jobs-061505.html 
2）“Whole Earth Catalog” （Portola Institute 

1968 ～）
3）マイケル・シャンバーグ，レインダンス・コー

ポレーション著，中谷芙二子訳『ゲリラ・テ
レビジョン』（美術出版社　1974 年）

4） NHK 放送文化研究所編『現代日本人の意識構
造〔第六版〕』（NHK 出版　2004 年）

表1　欠かせないコミュニケーション行動

1 インターネットを利用する 89 % （20%，10 位）

2 テレビを見る 71 （85%，1 位）

3 家族と話をする 66 （79%，2 位）

4 新聞を読む 50 （73%，3 位）

5 携帯電話を使う 49 （39%，5 位）

（　　　）は日本人の意識調査 2003
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【調査の概要】

1. 調査時期 ： 2008 年３月 21 日（金）～ 24 日（月）

2. 調査方法 ： インターネットによるアンケート

3. 調査対象 ： 全国 20 歳以上のパソコンによる
  インターネット利用者で，
  以下の条件を満たす人

  ①利用歴が半年以上ある
  ②検索を一週間に一回以上行う
  ③学生でない

4. 調 査 数 ： 1,200 人
  男女別に　20 代，30 代，40 代，50 歳以上
  各 150 人

Q1　ふだんの生活のことについてうかがいます。次の中で，
あなたの気持ちとして，欠かせないと思うことをいくつで
もあげてください。

 1. 新聞を読む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.3 ％
 2. 本を読む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.2 
 3. マンガ，劇画を読む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9 
 4. 雑誌を読む（マンガ雑誌を除く） ‥‥‥‥‥‥ 15.1 
 5. テレビを見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70.9 
 6. ラジオを聞く ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.5 
 7. CD などで音楽を聞く ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.2 
 8. 携帯電話を使う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.9 
 9. インターネットを利用する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89.2 
 10. 家族と話をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66.4 
 11. 友人と話をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.5 
 12. この中にはない，わからない，無回答 ‥‥‥‥‥1.3 

Q2　インターネット，テレビ，新聞の３つのうち，普段あな
たがよく利用するものはどれですか。
利用する回数が多い順に順位をつけてください。

Q3　インターネット，テレビ，新聞の３つのうち，信用して
いる順番をお答えください。

Q4　インターネット，テレビ，新聞の３つのうち，仕事に役
立つ順番をお答えください。

Q5　インターネット，テレビ，新聞の３つのうち，友人とのコミュ
ニケーションに役立つ順番をお答えください。

Q6　あなたは平日の一日に，インターネットの情報検索をど
れ位の時間行いますか。複数回やる場合は，合計の時間で
お考えください。
PC（パソコン）と携帯電話・PHS に分けて，それぞれ一番
近い時間をお答えください。

Q7　情報検索をするときに一番多く利用するサイトや検索エ
ンジンは次のどれですか。一つだけお答えください。

 1. ヤフー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.7 ％
 2. グーグル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.6 
 3. MSN サーチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 

Q8　そのサイトや検索エンジンを使う理由はなんですか。次の
中からあてはまるものを選んでください。いくつでも結構です。

 1. 最初に使ったサイトだから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.8 ％
 2. 一覧性がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8 
 3. 初期画面のニュースが良い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1 
 4. シンプルで使いやすい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.2 
 5. ヒット率が高い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.0 
 6. 検索結果が適切だと思えるから ‥‥‥‥‥‥‥ 17.2 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9 

Q9 　情報検索する項目は何ですか。一週間に一回以上検索す
る情報を，次の中からすべて選んでください。

 1. ニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.0 ％
 2. 天気予報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.8 
 3. 飲食店などの店舗 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.9 
 4. 会社や事務所などの企業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.2 
 5. 映画・音楽 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.9 
 6. 買物・ショッピング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.2 
 7. 暮らし（グルメ・健康など）の情報 ‥‥‥‥‥ 34.2 
 8. 子育て・教育情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.2 
 9. 役所の情報やサービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 
 10. クイズや懸賞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.1 
 11. 個人のホームページやブログ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.9 
 12. 株価や為替など金融関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.5 
 13. 就職，転職関連 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1 
 14. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.2 

Q10 　あなたはテレビ，新聞やインターネットなどのニュース
を見て，そのニュースを電話やメールで家族や友達などに
伝えたことがありますか。また逆にニュースを伝えてもらっ
たことはありますか。次の中から 1 つだけ選んでください。
期間はこの一年間とし，口頭での伝達は対象外とします。

 1. （電話やメールで）伝えたことがある ‥‥‥‥ 19.3 ％

利用頻度の順位

1 番 2 番 3 番
1 インターネット 62.1％ 29.4 8.5
2 テレビ 31.8 52.3 15.8
3 新聞 6.1 18.2 75.7

仕事に役立つ順位

1 番 2 番 3 番
1 インターネット 77.1％ 13.8 9.1
2 テレビ 6.6 35.6 57.8
3 新聞 16.3 50.6 33.1

信用している順位

1 番 2 番 3 番
1 インターネット 23.2％ 21.5 55.3
2 テレビ 19.0 49.5 31.5
3 新聞 57.8 29.0 13.2

PC（パソコン） 携帯電話・PHS

1 5 分未満 4.0％ 27.8
2 5 分 3.5 6.6
3 10 分 10.3 10.3
4 30 分 22.4 6.2
5 1 時間 24.4 2.5
6 1 時間 30 分 8.3 0.8
7 2 時間 10.6 0.9
8 2 時間 30 分 16.2 0.4
9 検索しない 0.2 44.3

コミュニケーションに
役立つ順位

1 番 2 番 3 番
1 インターネット 55.7％ 31.3 13.0
2 テレビ 41.0 52.4 6.6
3 新聞 3.3 16.2 80.4
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 2. （電話やメールで）伝えてもらったことがある ‥‥5.8 
 3. （電話やメールで）伝えた，
  伝えてもらった，の両方ともある ‥‥‥‥‥‥ 27.8 
 4. （電話やメールで）伝えた，
  伝えてもらった，の両方ともない ‥‥‥‥‥‥ 26.9 
 5. わすれた / わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2 

Q11　伝えたニュースは何を見ていて知りましたか。最も多い
ものを，次の中から 1 つだけ選んでください。　 N ＝ 566

 1. インターネット（パソコン） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.2 ％
 2. インターネット（携帯） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2 
 3. テレビ（室内にある据え置き型） ‥‥‥‥‥‥ 19.8 
 4. ワンセグ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 
 5. 新聞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 
 7. わすれた / わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 

Q12　あなたはインターネットの有料サービスを利用したこ
とがありますか。次の中から利用したことがあるサービス
を選んでください。いくつでも結構です。

 1. 音楽のストリーミングやダウンロード ‥‥‥‥ 22.2 ％
 2. 動画のストリーミングやダウンロード ‥‥‥‥ 11.3 
 3. オンラインゲーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 
 4. 電子書籍の購入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8 
 5. オンラインショッピング
  （音楽，動画，電子書籍を除く） ‥‥‥‥‥‥‥ 54.0 
 6. オークションでの物品の購入 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.2 
 7. オークションでの物品の販売 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.3 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 
 9. 有料サービスを利用したことがない ‥‥‥‥‥ 27.8 

Q13　あなたは電気製品を購入する時，インターネットを利用
しますか。値段が 1 万円以下と 1 万円を超えるものの 2 つ
の場合に分けて，それぞれ一番多いケースを一つ選んでく
ださい。

Q14　あなたは，今までにインターネットのオンラインショッ
ピングやオークションで，失敗や損をした経験があります
か。 どんなことでもよいですから，教えてください。
・オークションできれいに写っていた物が届いたらただの

古着で，着ることもなくゴミの日に出した。
・送料を無料にするためにまとめ買いをして，ちょっと後悔した。
・旅行に行くためガイドブックを買ったら，旅行に間に合

わず買った意味がなかった。 　　ほか

Q15　あなたが情報検索を行う時，何に関する情報が多いですか。
次の中からもっとも多いものを，一つだけお答えください。

 1. 仕事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.9 ％
 2. 日々の暮らし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.9 
 3. 勉強・学問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 
 4. 趣味 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.0 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 
 6. どれが 1 番とはいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.2 
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6 

Q16　一つの言葉で検索して結果が数多く表示された時，さら
に言葉を追加して「絞り込み」検索をやる場合があります。
あなたの「絞り込み」検索パターンに一番近いものを，次
の中から一つだけ選んでください。

 1. 言葉を一つ追加して検索する ‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.2 ％
 2. 言葉を二つ追加して検索する ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.8 
 3. 言葉を三つ追加して検索する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 
 5. 「絞り込み」検索はやらない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6 

Q17　あなたが「絞り込み」検索で入力する言葉の数は，通常
最初に入れる言葉も入れて最大いくつですか。次の中から
一つだけ選んでください。　　　　　　　        Ｎ＝ 1,133

 1. 2 つ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.2 ％
 2. 3 つ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.3 
 3. 4 つ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.6 
 4. 5 つ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 
 5. 6 つ以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 

Q18　今まで検索したなかで，結局，欲しい結果が得られなかっ
た事柄がありましたら，教えてください。いくつでも結構です。
 ・防犯の心得についての HP を見たくて「防犯対策」と検

索したら，防犯グッズのショップばかりが出た。
 ・症状からどのような病気が予想されるか知りたかったが，

ブログばかりが出てきて肝心の症状別がヒットしなかった。
 ・名前のわからない植物や鳥を調べるため，あてずっぽうに

それに近い種類を探したが結局見つからなかった。    ほか

Q19 　検索の結果出てきたホームページ名やブログ名は，数が
多い場合は複数のページに分けて表示されます。あなたは，
通常何ページ目まで検索結果を見ますか。次の中から一つ
だけお答えください。

 1. 最初のページだけ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.4 ％
 2. 2 ページまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.9 
 3. 3 ～ 5 ページ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.5 
 4. 6 ページ以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2 

Q20　あなたはインターネットの情報検索で探した検索結果
を，テレビや新聞・書籍など別の情報源で確かめることが
ありますか。次の項目について，それぞれよく使う情報源
をお答ください。

Q21　検索結果の順位付けとスポンサーサイトへの広告につ
いて，次の二つの考え方があります。あなたの考えに近い
方を選んでください。

 1. 広告は別枠で表示しているので，順位付けには
  関係ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.7 ％
 2. 広告を出しているのだから，順位付けで優遇
  されることもあるだろう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.3 

Q22　あなたは，検索サイトの「イメージ検索」や「画像検索」
にキーワードを入力して，画像を検索したことがありますか。

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.6 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.8 
 3. わすれた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6 

1万円以下
のもの

1万円を
超えるもの

1 インターネットで情報収集はするが，
商品は販売店から買う 39.0％ 57.8

2 インターネットで情報収集し，
インターネット経由で買う 52.0 34.2

3 インターネットは利用せず，
販売店で情報収集して買う 9.0 8.0 テレビ 新聞 書籍

特に他の
情報源は
見ない

1 ニュース 61.1% 46.0 4.3 26.6

2 医薬品情報 13.0 11.2 18.2 65.2

3 健康情報 22.4 10.5 18.4 59.2

4 金融情報 24.5 31.8 9.1 54.2
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全体
性別 結婚 年齢

男性 女性 未婚 既婚 20 代 30 代 40 代 50 歳以上
1,200 人 600 600 488 712 300 300 300 300
100.0％ 50.0 50.0 40.7 59.3 25.0 25.0 25.0 25.0

全体
地区

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄

1,200 人 104 506 42 136 243 56 24 89
100.0％ 8.7 42.2 3.5 11.3 20.3 4.7 2.0 7.4

Q23　何を画像検索しましたか。いくつでも結構ですので欄の
中に記入してください。
・CD のジャケット
・ニュース記事に出ていた人物
・芸能人の画像 　　ほか

Q24　あなたは現在，自分のホームページやブログ（インターネッ
ト上で自分の意見や行動を公開する日記）を持っていますか。

 1. 持っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.6 ％
 2. 持っていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70.4 

Q25 　そのホームページやブログは平均どれくらいの期間で
更新していますか。次の中から一番近いものを一つ選んで
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　  N ＝ 355

 1. 毎日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.7 ％
 2. 2 ～ 3 日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.4 
 3. 1 週間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.2 
 4. 2 週間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0 
 5. 1 か月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1 
 6. 2 ～ 3 か月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5 
 7. 6 か月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5 
 8. 1 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6 
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2 
 10. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8 

Q26　あなたは現在，SNS（mixi のように友人や知人と情報
交換ができる会員制の Web サイト）に加入していますか。 

 1. 加入している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.4 ％
 2. 加入していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.6 

Q27　その SNS には平均どれくらいの頻度で書き込みをします
か。次の中から一番近いものを一つ選んでください。N ＝ 389

 1. 毎日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0 %
 2. 2 ～ 3 日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.7 
 3. 1 週間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.9 
 4. 2 週間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.5 
 5. 1 か月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5 
 6. 2 ～ 3 か月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9 
 7. 6 か月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 8. 1 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 
 10. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 
 11. 書き込みはしない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.1 

Q28　インターネットを利用する時に，あなたの検索履歴や個
人情報などがサイトの運営者に収集されることがあります。 
そのことについて，あなたはどう思われますか。
・とても嫌で，どのように利用されるのかとても不安。
・悪用されなければ別にかまわない。
・あまりいい気がしない。 　　ほか

Q29　テレビ，新聞やインターネットでニュースを見る理由に
ついて，あなたの考えに最も近いのはどれですか。

 1. 自分自身の好奇心を満たすため ‥‥‥‥‥‥‥ 77.8 ％
 2. 家族や友人とのコミュニケーションのため ‥‥‥8.8 
 3. 仕事に役立てるため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8 
 4. 社会活動や投票行動に生かすため ‥‥‥‥‥‥‥2.6 

Q30　次にインターネットを離れて，日常生活での人付き合い
についてお聞きします。友人とは，どんなつきあいをするの
が望ましいと思いますか。次の中から一つだけお答ください。

 1. 一応の礼儀を尽くす程度のつきあい ‥‥‥‥‥ 19.2 ％
 2. 気軽に行き来できるようなつきあい ‥‥‥‥‥ 46.3 
 3. なにかにつけ相談したり，たすけ合える
  ようなつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.7 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 

Q31　職場の同僚とは，どんなつきあいをするのが望ましいと
思いますか。次の中から一つだけお答ください。

 1. 仕事に直接関係する範囲のつきあい ‥‥‥‥‥ 49.8 ％
 2. 仕事が終わってからも，話し合ったり
  遊んだりするつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.3 
 3. なにかにつけ相談したり，たすけ合える
  ようなつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 

Q32　隣近所の人とのつきあいのしかたが，いくつか下に書い
てあります。あなたはどれが望ましいと思いますか。実際
にどのようにしているかは別にして，ご希望に近いものを
一つだけお答ください。

 1. 会ったときに，あいさつする程度のつきあい ‥ 40.3 ％
 2. あまり堅苦しくなく話し合えるようなつきあい ‥ 53.1 
 3. なにかにつけ相談したり，たすけ合える
  ようなつきあい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 

Q33　最後にテレビの視聴時間について教えてください。あな
たは家で据え置き型のテレビを，平日に平均して何時間ぐ
らい見ていますか。次の中から，一番近いものを一つだけ
選んでください。

 1. 30 分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1 ％
 2. 1 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4 
 3. 1 時間 30 分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 
 4. 2 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.8 
 5. 2 時間 30 分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.5 
 6. 3 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.2 
 7. 4 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6 
 8. 5 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0 
 9. 6 時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 
 10. ほとんど / まったく見ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 

サンプル構成


