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日本財団18歳意識調査  「第１９回 - メディア -」 自由回答集
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Q7　前問で「ない」と回答した方にお伺いいたします。確認しなかった方は理由をお書きください。

24 男性 確認が必要だとは思わなかったから

25 男性 元々全てを信じているわけではないから。

35 男性 面倒だった

45 男性 どうでも良かったから

50 男性 ない

79 男性 それほど興味がないから。

111 男性 その情報で大丈夫だと思った

117 男性 関わりなし

120 男性 どうでもよいから

137 男性 特に気にならなかったから

167 男性 めんどくさい

193 男性 特になし

215 男性 特になし

225 男性 なんとやく

228 男性 めんどくさいから

251 男性 そもそもあまり信用していないから

253 男性 ない

262 男性 興味ないから

266 男性 めんどくさいから

276 男性 めんどくさいから

282 男性 特にない

283 男性 嘘でも真実でも、どちらでも私には関係ない

293 男性 めんどくさい

297 男性 めんどくさいから

301 男性 暇つぶしで見ていただけだから

304 男性 最新のニュースを疑う理由が逆にないから、信頼しきっている

313 男性 面倒だったから

326 男性 めんどくさい

329 男性 ない

338 男性 特になし

343 男性 そこまでの興味がなかった

348 男性 めんどくさい

349 男性 特になし

359 男性 特に興味がなかったから

361 男性 そこまで興味がなかったから。

372 男性 確認するほどの価値がなかったから。

374 男性 面倒

380 男性 どうでもいい

382 男性 興味がなかったから

384 男性 面倒だから。

405 男性 面倒

407 男性 特になし

424 男性 時間がないから

426 男性 特に理由はありません。

441 男性 興味のないことが多いから

447 男性 興味がないから

452 男性 確認する術を持たないから

471 男性 特になし

475 男性 めんどくさかったから

482 男性 興味無い

486 男性 面倒だと感じたから

489 男性 特になし

508 男性 初めからそんなに信頼してないから

511 男性 めんとどくさい

516 男性 めんどう

527 男性 めんどい

529 男性 わからない

532 男性 特になし

534 男性 面倒

539 男性 ないから

559 男性 特に理由はない
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565 男性 確認するのが面倒。怪しいと思うこともあるが。

601 男性 情報を信じているから

613 男性 特に興味がわかないから

614 男性 めんどくさい

615 男性 確かめる術が少ない

625 男性 時間がなかったから

642 男性 自分に関係ないので

661 男性 めんどくさい

665 男性 調べる方法がわからなかったから

667 男性 めんどくさい

671 男性 面倒くさいから

680 男性 少し難しく感じるから。

705 男性 どうでもいいから

733 男性 気にならなかったため

780 男性 めんどくさいから

787 男性 めんどうだから

803 男性 そんな重要な情報はTwitterで調べないから。あくまで趣味の範囲。

807 男性 どうでもいい

809 男性 興味ない

810 男性 特に疑ってないから

817 男性 ない

821 男性 分からないから。

830 男性 確認する必要性が感じられないから

834 男性 ない

835 男性 特になし

839 男性 信頼性がない

840 男性 信じてるから

841 男性 確認の仕方がわからないから

843 男性 そこので深く追求する情報がなかった

845 男性 特に考えなかった

847 男性 めんどくさいから。

850 男性 そこに鮮明な詳細が乗っていたから

851 男性 面倒だかは

852 男性 SNSの情報をそもそもあんまり信用していないから

854 男性 興味がなかったから

859 男性 間違った情報だと思わないから

872 男性 めんどくさいから

879 男性 面倒くさい

881 男性 途中で面倒くさくなって後回しにしてしまうから。

883 男性 あまり興味が無いから

884 男性 面倒くさいから。

885 男性 めんどくさい

886 男性 気にならなかった

891 男性 めんどくさいから

892 男性 めんどうだから

896 男性 興味がないから

904 男性 めんどくさいから

907 男性 特にありません

908 男性 特になし

910 男性 間違ってはいないと思ったから。

912 男性 特にない

921 男性 面倒

930 男性 基本信じてない

935 男性 ない

937 男性 わからないから

944 男性 ツイッターをやってないから

946 男性 時間がなかった

953 男性 めんどいから

955 男性 めんどくさい

959 男性 信じてしまうから

962 男性 めんどくさかった
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966 男性 めんどくさかったから

971 男性 特に確認が必要な場面がなかった

973 男性 確認できないような細かい情報があるから

986 男性 めんどくさいから

990 男性 そこに出ている情報をうのみにしてしまっている。

991 男性 おそらく正しいと思ったから。

992 男性 面倒くさい

998 男性 めんどくさいから

1000 男性 めんどくさい

4 女性 めんどくさかった

5 女性 ない

6 女性 めんどくさいから。

10 女性
それほど大事な事は読んでないし、確認とゆっても、せいぜいネットからの情報やし、当人じゃないから事実は
分からない

15 女性 とくに興味がなかったから

16 女性 真に受けてないから

19 女性 何も考えていなかった

26 女性 面倒だから

31 女性 面倒だと思ったから

34 女性 信じてたから

36 女性 めんどくさい

38 女性 特になし

42 女性 興味ない

52 女性 わからない

53 女性 めんどくさい

55 女性 信憑性のあるニュースしか見てないから

61 女性 別にあってると思ったから

66 女性 めんどくさい

68 女性 最初から信じてないから

73 女性 信じてるから調べる意味が無い

75 女性 めんどくさい

77 女性 そんなに気にならないから。

82 女性 興味がないから

83 女性 方法が無い

87 女性 あまり気にしていないから

92 女性 なし

107 女性 ニュースに書かれていることは全て事実だと思っているから

108 女性 面倒だから。

113 女性 あまり気にならない

126 女性 特になし

129 女性 なし

132 女性 めんどくさかった

133 女性 そんなに気にならなかった

135 女性 確認の仕方がわからなかった

138 女性 特に理由はない

145 女性 めんどくさいから

147 女性 調べるほど興味を持たなかった

148 女性 なんとなく

150 女性 わからないから

158 女性 とくにない

176 女性 どうでもよかったニュースだった

181 女性 特になし

183 女性 あってると思ったから

185 女性 正しいと思ってみているから

197 女性 特になし

206 女性 確認の仕方が分からなかった

216 女性 なんとなく

219 女性 最初の情報を信じるから

222 女性 特にない

226 女性 信頼度は薄いが、自分では真偽は確かめられないと思っているから。

233 女性 特に興味がわかなかったから



2019/10/29

日本財団18歳意識調査  「第１９回 - メディア -」 自由回答集

No 性別 （Q6　ＳＮＳで見た情報の真偽を確かめたことはありますか。）

Q7　前問で「ない」と回答した方にお伺いいたします。確認しなかった方は理由をお書きください。

237 女性 特に理由はない

243 女性 特に必要がないと思ったから

250 女性 嘘だろうと思った

255 女性 わからないから

260 女性 めんどくさいから

264 女性 なんとなく

265 女性 すべがないから

267 女性 特に興味のないものばかりだったから

268 女性 確認するほどでもなかったから。

270 女性 ない

280 女性 面倒臭さ

281 女性 特に気にならないから

288 女性
ニュースでも嘘の情報を流して人を惑わす人がいるというのを目にしたから。映像や画像だけが真実ではないと
思ったから。

298 女性 確認しようとは思わなかったから

300 女性 そんなに怪しいのがなかったから

302 女性 そこまで興味ない

305 女性 面倒だった。

307 女性 見ることはあるけどそれをメインで見ないのでこんなのが上がってるくらいな気持ちで見てるから

308 女性 面倒だから

321 女性 面倒臭い

335 女性 見る必要が無いと思った

339 女性 信用してないから

345 女性 気にならないから

346 女性 時間がない

350 女性 とくになし

351 女性 特になし

352 女性 面倒くさい

362 女性 特になし

376 女性 わからない

379 女性 その情報を信頼しているから

381 女性 知りたいと思わなかったから

389 女性 特にしんじている訳でもないので確かめる必要がない

390 女性 気にしないから

399 女性 りゆうはない

402 女性 興味が無いから

404 女性 確認する時間がない

409 女性 そもそも信じてないから

420 女性 信用していないから

432 女性 特にない

435 女性 めんどくさい

446 女性 特にする必要もないから周りに広めたりもしないから

450 女性 あまり興味が無いから

456 女性 なんとなく

459 女性 ない

460 女性 特になし

468 女性 ない

473 女性 SNSで見た情報が本当だと思い込むから

474 女性 めんどくさい

478 女性 気にしてないから

498 女性 特に確かめる気がなく、真偽を確かめるほど重要ではない情報だったから。

510 女性 必要がなかったから

518 女性 特になし

523 女性 確認するのが面倒だった。

524 女性 面倒

525 女性 それほど興味がないから。関わり合いがないから。

526 女性 気にならなかった

528 女性 面倒だから

536 女性 確認の手段がなかったから

549 女性 なんとなく。確認するのがめんどくさい。どうでもいい。自分には関係ないから。

551 女性 特になし
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567 女性 嘘かどうかくらいなんとなく自分で判断できる内容だったか、

574 女性 特にない

580 女性 時間ない

581 女性 何となく。

582 女性 時間がない

587 女性 特になし

588 女性 ない

590 女性 特になし

593 女性 確認するほど興味のある内容ではなかったから

597 女性 特になし

604 女性 めんどくさいから

619 女性 別にあまり信頼してないから、結局はテレビで見たものしか信じないため。

629 女性 特にない

633 女性 特になし

636 女性 面倒だったから

641 女性 ない

643 女性 おもいついたことがないから

646 女性 確認する必要無いと思ったから

649 女性 真偽を確かめるのが面倒だから

650 女性 すごく信じているから

651 女性 特になし

652 女性 興味が無い。

660 女性 なんとなく

662 女性 面倒だから。

668 女性 ないから

670 女性 その情報を完全に信じている訳では無いが、調べるまでもないから。

674 女性 そこまで興味のある話題ではなかったから

675 女性 確認する方法が思い当たらないから

676 女性 そこまで真偽が気にならないから

681 女性 特になし

682 女性 あまり実感がないから

683 女性 めんどくさい

684 女性 面倒だった

687 女性 面倒臭かったから

688 女性 めんどうだから

689 女性 興味が無い

693 女性 ニュースとして載っているわけだから、本当だと信じたいから。

694 女性 特にない

700 女性 めんどくさい

702 女性 そこまでSNSの情報は鵜呑みにしていないから

703 女性 わからないから

704 女性 時間が無いから。

706 女性 確かめるほどのことはなかったから。

711 女性 なんとなく

713 女性 そこで納得するから

716 女性 面倒

720 女性 なんとなく

723 女性 特に興味がなかった

726 女性 特になし

727 女性 真偽を確かめる必要があるような情報を収集しているわけではないから。

728 女性 信じてしまう

729 女性 必要ないと感じたから

730 女性 めんどくさいから

734 女性 特に興味がなかった

736 女性 なんとなく

737 女性 めんどくさいから

738 女性 特になし

739 女性 めんどくさかったから

740 女性 とくになし

741 女性 特にない

747 女性 めんどくさい
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748 女性 特に理由はない

749 女性 面倒だから

752 女性 興味がないから。どうせ嘘だと思っているから。

755 女性 その情報にそこまで興味がないから

756 女性 面倒だから

757 女性 確認する必要性を感じなかったから。

778 女性 わざわざ現場まで行くのは大変だから。

779 女性 面倒くさいから

782 女性 めんどくさかった

791 女性 SNSででた情報を信じているから。

792 女性 確認するのが面倒

798 女性 嘘かどうかと疑うことはあっても、それを確かめる程、情報に興味がないから。

813 女性 時間がなかった

814 女性
情報のインパクトやゴシップとしての面白さなどを受け取り満足するため、真偽のほどはさほど重要ではなかっ
たから

820 女性 めんどくさい

828 女性 めんどくさい

829 女性 めんどくさいから


