
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 （Q9　真偽を確かめずに情報を第三者に拡散したことがありますか。）

Q10　前問で「ある」と回答した方にお伺いいたします。その理由をご記載ください。

2 男性 とくになし

21 男性 疑う必要がないと思ったから

30 男性 適当

39 男性 少なからずあっていると思うから

46 男性 衝撃だっただから

48 男性 おもしろそうなネタだったから

56 男性 拡散すれば人助けになると思ったから

97 男性 真実だと信じ込んでいた

99 男性 適当

100 男性 本当だと思った

104 男性 それっぽいと思ったから

112 男性 本当だと思ったから

117 男性 拡散希望って書いてあったから

136 男性 信じたから

137 男性 真実だと思ったから

171 男性 なんとなく

172 男性 会話の内容にしたかった

178 男性 わからなかった

190 男性 話題性

192 男性 正しいだろうと思ったから。

193 男性 特にない

204 男性 とても驚いたことをすぐに言ってしまった

210 男性 自分が正しいかわからない

218 男性 早く伝えたかったから

254 男性 なんとなく

286 男性 早く広めたいとおもったから

313 男性 その情報を誰かに教えたかったから

328 男性 信じたから

338 男性 特になし

340 男性 おもしろくて

348 男性 早く伝えたかった

392 男性 特になし

408 男性 それほど重要ではないから

412 男性 面白い話だったから

422 男性 そこまでシリアスなことではなかったから。

427 男性 本当だと思ったから

444 男性 知ったからすぐ教えたかった

447 男性 確かめる時間がないから

455 男性 なんとなく

464 男性 なんとなく

469 男性 ホントかどうかは分からないという前置きを置いてから信頼出来る友人にのみ

483 男性 とくにない

484 男性 面白そうな内容だったため、真偽にかかわらず第三者に拡散した

493 男性 衝撃的な内容ですぐ教えたくなったから

497 男性 インターネットへ情報を発信することを軽卒に考えていたため

499 男性 なんとなく

515 男性 喋りたくなったから

529 男性 わからない

544 男性 信じたから

552 男性 面倒だから

556 男性 その情報を信じたから

558 男性 真偽を確かめる為

560 男性 覚えてない

571 男性 広めたかったから

579 男性 わからないけど不快だった

584 男性 特に理由はない

592 男性 とくにない

596 男性 なんでかわからない

630 男性 気づかなかった

644 男性 特になし

653 男性 驕り高ぶっていたからです
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661 男性 めんどくさい

666 男性 妙にリアルだったから

679 男性 あまり考えていないから

714 男性 あとからウソだと気づいたから

733 男性 なんとなく

742 男性 信じてしまったから

790 男性 面白いから

799 男性 普通にやってしまったあわ

800 男性 その情報が合っていても間違っていても問題にならず、話のネタになるものであったから。

806 男性 衝撃に感じ勢いのままに話した

816 男性
早計は意識していなくても絶対あると思う。後は、ニュースを友達に伝えるときでも、それの真偽を確かめ切れ
ていないことが多々ある。

822 男性 特になし

823 男性 なんとなく

837 男性 なんとなく

841 男性 その時は嘘かどうかわからなかったから

844 男性 特に何も考えていなかったから

849 男性 話題性

850 男性 面白いニュースだったので

851 男性 人のためを思ってした

853 男性 話のネタとして話した

854 男性 面白半分に

856 男性 だまされた

864 男性 複数の人間が同じ話をしていたから。

866 男性 みんなに伝えたかったから

868 男性 誰かに言いたかったから

870 男性 よく調べなかったから

877 男性 自分がまだ何も考えずに言ってしまう歳だったから

878 男性 誤りであるということを知らなかったため

880 男性 驚くような内容ですぐに広めるべきだと思ったから

881 男性 いちはやく知らせたかった。注目してほしかったため。

886 男性 知ったかぶりのようになってしまった

888 男性 面白いから

890 男性 なんとなく

899 男性 虚偽でも他の人に迷惑がかかる内容ではなかったから

901 男性 特に何も考えなかったから

902 男性 なんとなく

909 男性 ツイッターで自分が面白そうだと思ったから

917 男性 なんとなく

922 男性 早く聞いて欲しかった

925 男性 信じこんでしまったから。

926 男性 かくさんしたかったから

927 男性 早く伝えたかったから

932 男性 なんとなく

934 男性 特になし

936 男性 なんとなく

937 男性 広めたかったから

943 男性 すぐ横に友人がいたから

944 男性 話の話題になるから

947 男性 話題のSTAP細胞に関するニュースだったので焦って他の人に知らせてしまいました。

948 男性 ネット

949 男性 センセーショナルな話題だった為

951 男性 教えたかったから

953 男性 話したいから

956 男性 面白いから

959 男性 伝えたい情報だったから

962 男性 記憶に残ってたから

964 男性 つい話してしまった

969 男性 報道されてたから

970 男性 面倒だから

978 男性 信じてしまったから

982 男性 自分にとって衝撃的な情報だったから
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984 男性 その情報を信じていたから

987 男性 早く伝えたかった事だから

989 男性 正しいと思ってたから

990 男性 そこにある情報が真実だと思って疑わなかった

997 男性 なんとなく

999 男性 真偽を確かめる必要のないくらい信憑性のある情報だと感じたから

3 女性 なんとなく

6 女性 真偽が分からなかったが言いたかったので広めてしまった。

9 女性 とりあえず、確かめるため

11 女性
あまりにもちゃんとした説明だったので本当だと思い、他の人はまだ知らないと思い、自慢げに話した。後に嘘
だと知り、訂正した。

12 女性 分からないから

19 女性 おもしろかった、確かめるという考えはなかった

28 女性 そこまで重要な情報ではなかったから

34 女性 話のネタ

54 女性 事実だと信じていたから

58 女性 人の意見聞くため

59 女性 緊急だったため

68 女性 とくになし

72 女性 理由はない

73 女性 本当だと思ったから

77 女性 流れでやってしまった。

81 女性 最初はそれが本当だと思ったから。

85 女性 重大な内容であったりするから

105 女性 そんな大事じゃなかった

106 女性 真実だと思ったから

118 女性 信じてしまったから

124 女性 その情報を他の人に伝えたかったから。

156 女性 なんとなく

176 女性 信じ込んでしまった

183 女性 特にない

194 女性 ある

195 女性 特に深い考えはない

206 女性 嘘とは思えなかったから

207 女性 事実に似通っていたから

212 女性 とくになし

214 女性 ネットの情報を見て正しいと判断してしまったから

226 女性 それが確かでもそうでなくても、他人にあまり影響のないような情報しか伝えてないから。

229 女性 広まっていたから

235 女性 ツイッターではツイート内容をいちいち虚偽を確認せずリツイートするから

241 女性 忘れてた

245 女性 自分が本当だと思ったから

267 女性 そんなに重要だと思っていないから

278 女性 何も考えていなかった

289 女性 有名な人が宣伝していたから

292 女性 正しいと思ったから

295 女性 興味のある話題だったから

298 女性 その情報が本当だとおもったから

300 女性 あまり深く考えずに流してしまった

302 女性 信じてたから

303 女性 衝撃的だったから

305 女性 気にしてなかった。

316 女性 真偽を確かめるよりも前に、その情報を誰かに伝えたいという気持ちになったため。

324 女性
確かめるまでも無い情報だったから例え拡散した情報が偽であっても、そもそもは真偽を確かめるのは個々人が
すべき事で自分に責任は無いから自分に影響力は無いから

333 女性 本当の情報だと思ったから

344 女性 本当のことだと思い、困っている人を助けないとと思い拡散した

345 女性 話題になるから

346 女性 友達と話す話題

347 女性 本当かわからないけど、～らしいという話をした

352 女性 閲覧数や拡散度が高いと特に確認しない

354 女性 なんとなく
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355 女性 友達に教えたかったから

364 女性 驚いたから

368 女性 話のネタ

369 女性 興味深い情報だったから。

378 女性 突然の事だったので動揺から

379 女性 友達との会話で真偽を確かめるから

383 女性 面白かったので

393 女性 本当だと思った、すぐに知らせたいと思ったから

396 女性 台風がきたっていう情報だったので、伝えて損はないから

397 女性 真実だと思ったから

404 女性 その人も知ってるいるか確認し、あっているか聞きたかった

406 女性 チェーンメール

410 女性 とくにない

414 女性 たくさんの人が信用していたので事実だと思ったから

416 女性 面白いと思ったから。

419 女性 その内容を信じていたから

428 女性 信じてしまったから

432 女性 特にない

433 女性 びっくりしたから

436 女性 話題を作りたかったから。

437 女性 はやとちりしたから

445 女性 曖昧だったから

450 女性 何となく

457 女性 衝撃的で人に話さずにはいられなかったから。

461 女性 話した時は真実であると思い虚為だとは思っていなかったため

473 女性 嘘だと思ってないから

478 女性 衝動

481 女性 その情報が、緊急性のある話題だったため、真偽を確かめる前に伝えてしまった。

496 女性 びっくりしすぎて早くみんなに伝えたかったから

498 女性 面白い話題で、会話のきっかけになればいいと思ったから。

505 女性 誤っている情報だとは思っていなかったから。

506 女性 わからない

512 女性 とくにない

519 女性 いち早く伝えたかったから

521 女性 特に気にしてないから

523 女性 その時の感情で広めてしまった。

537 女性 面白いから

541 女性 なんとなく

545 女性 誰かに言いたかったから

555 女性 自分が信じたから

561 女性 なんとなく

564 女性 なんとなく

580 女性 ほんとだと思ったから

593 女性 本当のことだと思っていたから

608 女性 衝撃的な内容だったから

610 女性 面白い話題だったから

636 女性 面倒くさいから

643 女性 そう発言してた人がとても信頼できたから。

674 女性 単なる話題の一つとして

675 女性 自分では確かめることができないから拡散するとともにその相手に真偽を問うのも兼ねらことができるから

678 女性 話題になっているから

684 女性 出回っていたから

688 女性 急な思いつきで

690 女性 興奮してしまって冷静な判断ができなかったから。

691 女性 特になし

692 女性 どうしても真実を知りたかったから

699 女性 直ぐに教えたくなるから

706 女性 誰かに聞いて欲しかったので。

707 女性 覚えてない

717 女性 テレビで放送するくらいなら正しいだろうと思ったから

718 女性 信頼できると思ったから
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721 女性 特に理由はない！

722 女性 本当だと思ったから

731 女性 特に何も考えていなかったから

740 女性 なんとなく拡散してしまった

744 女性 なんとなく

753 女性 嘘が乗ってることを言いたかった

754 女性 ペット探し等で 拡散して手助けしたいと思ったから

759 女性 信用したから

762 女性 早くしらせたかったから

765 女性 特になし

767 女性 重要なものではないと感じたから

769 女性 とくにない

771 女性 その時は嘘だと知らなかった

773 女性 なんとなく

775 女性 本当だと思ったから

781 女性 面白いと思ったから。

792 女性 スクープ情報だったから

795 女性 本当か分からないということを前振ってから情報共有してます。

819 女性 情報元の確認を怠った

824 女性 情報を知った時の勢いで言ってしまうから


