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JAPAN SURVEY 
 
インターネットユーザーに関するこの重要なアンケート調査にご参加いただき、誠にありがとうございます。弊社は皆さ

まの回答の匿名性と機密性を重視し、集計データのみを分析します。本調査の集計結果は、読者の皆様の全体的経験を改

善するために活用させていただき、本調査の結果はインターネットを通じて公表されます。 
 
アンケートの所要時間はおよそ 5 分です。ご協力に感謝いたします。 
 

[lang] 本アンケート調査に使う言語をお選びください - SYSTEM CHOOSE BASED ON INCOMING LINK 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 英語 
[r2] ドイツ語 
[r3] 日本語 
[r4] スペイン語 
[r5] フランス語 
[r6] ロシア語 
[r7] England 
 

[Q1] 現在お住まいの国をお答えください。 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] フランス 
[r2] ドイツ 
[r3] 日本 
[r4] ロシア 
[r5] スペイン 
[r6] イギリス 
[r7] アメリカ 
[r8] その他 
 

[Q2] あなたの年齢に該当するものにチェックにマークを付けてください。 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 13 歳未満 
[r2] 13～14 歳 
[r3] 15～19 歳 
[r4] 20～25 歳 
[r5] 26～29 歳 
[r6] 30～35 歳 
[r7] 36～39 歳 
[r8] 40～45 歳 
[r9] 46～49 歳 
[r10] 50 歳以上
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[Q3] あなたの性別をお答えください。 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 女性 
[r2] 男性 
[r3] 無性別者／その他 
 

[Q4] 
お住まいの地域は、都市部（都会／市／町またはその周辺）または農村部（田舎または市や町から離れた場所）ですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 都市部 
[r2] 農村部 
 
あなたが住んでいる地域/州または県を選択してください。 
 
JAPAN2.png 
 

[Q5]  
1 つ選択してください 
列: 
 [r30] 関東 
[r31] 近畿 
[r32] 補足C 
[r33] 九州・沖縄 
[r34] 東北 
[r35] 中国 
[r36] 北海道 
[r37] 四国 
 

[Q5YN] お住まいの地域として[pipe: Q5str]をお選びになりました。これで間違いありませんか？ 
列: 
[r1] はい 
[r2] いいえ 
 
[Q6] インターネットで情報を見つけたい時に、思い浮かぶウェブサイトはどれですか？ 
できるだけ具体的にご記入ください。 
 

[Q7] 次のうち聞いたことのあるウェブサイトがありますか？ 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] Mail@RU 
[r2] Baidu 
[r3] BBC 
[r4] British Museum 
[r5] Daily Yomiuri 
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[r6] El Mundo 
[r7] El Pais 
[r8] Facebook 
[r9] Fox News 
[r10] Gazeta 
[r11] Google 
[r12] Harvard University 
[r13] How Stuff Works? 
[r14] Humboldt University of Berlin 
[r15] Le Figaro 
[r16] Le Monde 
[r17] Moscow State University 
[r18] New York Times 
[r19] University of Oxford 
[r20] Pergamon Museum 
[r21] Quora 
[r22] Ratuken 
[r23] Reddit 
[r24] Sciences Po 
[r25] Spiegel Online 
[r26] Suddeutsche Zeitung 
[r27] The Daily Mail 
[r28] The Guardian 
[r29] The Louvre 
[r30] The Prado Museum 
[r31] The Smithsonian 
[r32] Twitter 
[r33] University of Barcelona 
[r34] VK 
[r35] Wikia 
[r36] WikiHow 
[r37] Yahoo! 
[r38] Yandex 
[r39] YouTube 
[r40] NicoNico 
[r41] HuffPost 
[r42] Wikipedia 
 

[Q7a] インターネットで情報を見つけたい時に、最も頻繁にアクセスするウェブサイトを 3 つ挙げてください。 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] Mail@RU 
[r2] Baidu 
[r3] BBC 
[r4] British Museum 
[r5] Daily Yomiuri 
[r6] El Mundo 
[r7] El Pais 
[r8] Facebook 
[r9] Fox News 
[r10] Gazeta 
[r11] Google 
[r12] Harvard University 
[r13] How Stuff Works? 
[r14] Humboldt University of Berlin 
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[r15] Le Figaro 
[r16] Le Monde 
[r17] Moscow State University 
[r18] New York Times 
[r19] University of Oxford 
[r20] Pergamon Museum 
[r21] Quora 
[r22] Ratuken 
[r23] Reddit 
[r24] Sciences Po 
[r25] Spiegel Online 
[r26] Suddeutsche Zeitung 
[r27] The Daily Mail 
[r28] The Guardian 
[r29] The Louvre 
[r30] The Prado Museum 
[r31] The Smithsonian 
[r32] Twitter 
[r33] University of Barcelona 
[r34] VK 
[r35] Wikia 
[r36] WikiHow 
[r37] Yahoo! 
[r38] Yandex 
[r39] YouTube 
[r40] NicoNico 
[r41] HuffPost 
[r42] Wikipedia 
 [r43] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q8] ウィキペディアを最初にどこで知りましたか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 友人や家族から 
[r2] 学校で 
[r3] インターネットで 
[r4] ラジオ／テレビ／雑誌で 
[r5] その他（具体的にお答えください）： 
[r6] わからない／はっきりしない 
 

[Q9] ご存知の範囲で、ウィキペディアを管理している組織について最も良く説明しているのは次のどれですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 非営利組織 
[r2] 営利会社 
[r3] 政府機関 
[r4] わからない／はっきりしない 
 

[Q10] ウィキペディアの 主な 資金源は何だと思いますか？ 
1 つ選択してください 
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列: 
[r1] 広告 
[r2] 個人投資家 
[r3] 読者からの寄付 
[r4] 政府からの資金援助 
[r5] 財団からの資金援助 
[r6] わからない／はっきりしない 
 

[Q11a] 0 を、その言葉またはフレーズはウィキペディアに 全く当てはまらない、そして 10 
を、その言葉またはフレーズはウィキペディアに とても当てはまるとする 0 から 10 
のスケールを使って、あなたのお考えで、次の言葉またはフレーズがウィキペディアを表す程度を評価してください。 
スケール上の適切な位置にスライダーをドラグしてください。 
列: 
[r1] 読みやすい 
[r2] 専門的 
[r3] 役立つ 
[r4] 包括的 
[r5] 高品質 
 

[Q11b] 0 を、その言葉またはフレーズはウィキペディアに 全く当てはまらない、そして 10 
を、その言葉またはフレーズはウィキペディアに とても当てはまるとする 0 から 10 
のスケールを使って、あなたのお考えで、次の言葉またはフレーズがウィキペディアを表す程度を評価してください。 
スケール上の適切な位置にスライダーをドラグしてください。 
列: 
[r6] 中立で、偏見のない内容 
[r7] 広告がない 
[r8] 誰もが無料で得られる知識 
[r9] 透明性 
 

[Q12] ウィキペディアを考えた場合、あなた個人にとってこれらの言葉またはフレーズはどれくらい重要ですか？ 
あなたにとっての最も重要なものから順に並べてください。 
各項目をクリックまたはドラグし、順位を付けてください。 
列: 
[r1] 読みやすい 
[r2] 専門的 
[r3] 役立つ 
[r4] 包括的 
[r5] 高品質 
[r6] 中立で、偏見のない内容 
[r7] 広告がない 
[r8] 誰もが無料で得られる知識 
[r9] 透明性 
Choice: 
[ch1] 第	 1	 番目 
[ch2] 第 2 番目 
[ch3] 第 3 番目 
[ch4] 第 4 番目 
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[ch5] 第 5 番目 
[ch6] 第 6 番目 
[ch7] 第 7 番目 
[ch8] 第 8 番目 
[ch9] 第 9 番目 
 

[Q13] ウィキペディアをお読みになりますか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] はい 
[r2] いいえ、全く読まない 
 

[Q14] どのくらいの頻度でウィキペディアをお読みになりますか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 1 日数回 
[r2] 1 日 1 回 
[r3] 1 週間に数回 
[r4] 1 週間に 1 回 
[r5] 1 か月に数回 
[r6] 1 か月に 1 回 
[r7] 1 か月に 1 回未満 
 

[Q15] 以下の機器/サービスを使用し、ウィキペディアにアクセスしてお読みになる頻度をお答えください。 
1 つ選択してください 
カラム: 
[c1] 頻繁に 
[c2] あまり頻繁ではない 
[c3] 全くなし 
列: 
[r1] デスクトップ 
[r2] ラップトップ 
[r3] タブレット 
[r4] スマートフォン 
[r5] Siri、Alexa、Cortana、Echo、または Google Assistant などのサービス 
 

[Q15a_1] どのような目的から、 
デスクトップでウィキペディアにアクセスしコンテンツをお読みになるかお答えください。 
(該当するものをすべて選択してください) 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] 仕事または学校の宿題で 
[r2] あるトピックについて個人的な決定をするため（本を買う、旅行先を選ぶなど） 
[r3] 時事についてより詳しく知るため 
[r4] マスコミ（テレビ、ラジオ、記事、映画、本など）で紹介されたトピックについてより詳しく知るため 
[r5] 会話に出てきたトピックをその場ですぐ調べるため 
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[r6] 気晴らし、ウィキペディアを探索して楽しむため 
[r7] 自分にとって重要でトピック（文化、歴史上の出来事、国など）をより詳しく知るため 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q15a_2] どのような目的から、 
ラップトップでウィキペディアにアクセスしコンテンツをお読みになるかお答えください。 
(該当するものをすべて選択してください) 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] 仕事または学校の宿題で 
[r2] あるトピックについて個人的な決定をするため（本を買う、旅行先を選ぶなど） 
[r3] 時事についてより詳しく知るため 
[r4] マスコミ（テレビ、ラジオ、記事、映画、本など）で紹介されたトピックについてより詳しく知るため 
[r5] 会話に出てきたトピックをその場ですぐ調べるため 
[r6] 気晴らし、ウィキペディアを探索して楽しむため 
[r7] 自分にとって重要でトピック（文化、歴史上の出来事、国など）をより詳しく知るため 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
 

 

[Q15a_3] どのような目的から、 
タブレットでウィキペディアにアクセスしコンテンツをお読みになるかお答えください。 
(該当するものをすべて選択してください) 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] 仕事または学校の宿題で 
[r2] あるトピックについて個人的な決定をするため（本を買う、旅行先を選ぶなど） 
[r3] 時事についてより詳しく知るため 
[r4] マスコミ（テレビ、ラジオ、記事、映画、本など）で紹介されたトピックについてより詳しく知るため 
[r5] 会話に出てきたトピックをその場ですぐ調べるため 
[r6] 気晴らし、ウィキペディアを探索して楽しむため 
[r7] 自分にとって重要でトピック（文化、歴史上の出来事、国など）をより詳しく知るため 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q15a_4] どのような目的から、 
スマートフォンでウィキペディアにアクセスしコンテンツをお読みになるかお答えください。 
(該当するものをすべて選択してください) 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] 仕事または学校の宿題で 
[r2] あるトピックについて個人的な決定をするため（本を買う、旅行先を選ぶなど） 
[r3] 時事についてより詳しく知るため 
[r4] マスコミ（テレビ、ラジオ、記事、映画、本など）で紹介されたトピックについてより詳しく知るため 
[r5] 会話に出てきたトピックをその場ですぐ調べるため 
[r6] 気晴らし、ウィキペディアを探索して楽しむため 
[r7] 自分にとって重要でトピック（文化、歴史上の出来事、国など）をより詳しく知るため 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
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[Q15a_5] どのような目的から、 Siri、Alexa、Cortana、Echo 
などのサービスでウィキペディアにアクセスしコンテンツをお読みになるかお答えください。 
(該当するものをすべて選択してください) 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] 仕事または学校の宿題で 
[r2] あるトピックについて個人的な決定をするため（本を買う、旅行先を選ぶなど） 
[r3] 時事についてより詳しく知るため 
[r4] マスコミ（テレビ、ラジオ、記事、映画、本など）で紹介されたトピックについてより詳しく知るため 
[r5] 会話に出てきたトピックをその場ですぐ調べるため 
[r6] 気晴らし、ウィキペディアを探索して楽しむため 
[r7] 自分にとって重要でトピック（文化、歴史上の出来事、国など）をより詳しく知るため 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
 
 

[Q15b] 全体的に見て、あなたがウィキペディアを使用する主な目的をお答えください。 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 事実の確認のため 
[r2] 探しているトピックについてさらに情報を得るため 
[r3] 新しい知識を発見するため 
[r4] 進行中のニュースについての詳細を知るため 
[r5] 学習に役立てるため 
[r6] 気晴らし／いろいろ探索して楽しむため 
[r7] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q16] 
あなたがウィキペディアの記事を見つける方法、またはウィキペディアの記事に「到達する」方法をすべて挙げてくださ

い。 (該当するものをすべて選択してください) 
該当するものをすべて選択してください 
列: 
[r1] ウィキペディアをホームページに設定している 
[r2] アドレスバーに Wikipedia.org と入力して、直接サイトに行き、特定情報を探す 
[r3] Google で特定の情報を探索した後で、Google 
の知識パネルを介してウィキペディアにアクセスする（ウィキペディアのサイドバー・ボックスのディスプレイが右側に

現れます） 例をご覧になるにはここをクリックしてください 
[r4] Google、Bing、Yahoo!、その他の検索エンジンで特定情報について探索する時に現れる普通のリンクを通して 
[r5] ウィキペディアアプリを通して 
[r6] Cortana、Echo、Siri、Alexaなどのサービスを通して 
[r7] フェースブック、ツイッター、レディットなどのソーシャルメディアサイトを通して 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
 

 

[Q17] ご存知の範囲で、ウィキペディアで情報が作成・維持される主な方法はどれかお答えください。 
1 つ選択してください 
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列: 
[r1] ボランティア 
[r2] 支払いを受けるフリーランスのエディター 
[r3] ウィキペディアのスタッフ 
[r4] 分からない/知らない 
 

[Q18] 誰でもウィキペディアの記事を編集できることをご存知でしたか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] はい 
[r2] いいえ 
 

[Q18a] ウィキペディアの記事の編集を試みたことがありますか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] はい 
[r2] いいえ 
 

[Q18b] あなたがウィキペディアの記事の編集を試みなかった理由を最も良く説明してるものは、以下のどれですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 難しすぎる 
[r2] 間違いを懸念する 
[r3] 時間がない 
[r4] 関心がない 
[r5] その他（具体的にお答えください）： 
[r6] 分からない/知らない 
 
[Q19] ウィキペディアに寄付を行ったことがありますか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] はい 
[r2] いいえ 
 

[Q20] あなたがウィキペディアに寄付する決定をした理由について、 
最も良く説明しているものは以下のどれですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] ウィキペディアを頻繁に使うので、支援したい 
[r2] 読んだ募金のメッセージが誠実で適切であった 
[r3] すべての人が無料で利用できる知識を支援する 
[r4] ウィキペディアを広告なしで運営するため 
[r5] ウィキペディアにインターネットで情報掲載を続けてもらいたいため 
[r6] その他（具体的にお答えください）： 
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[Q20a] 
あなたがウィキペディアに「寄付しない」決定をした理由について、最も良く説明しているのは以下のどれですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 多分ウィキペディアは十分な寄付金を得ていて、自分の寄付は必要でない 
[r2] 自分は通常どこにも寄付しない 
[r3] ウィキペディアをそれほど頻繁に使用しない 
[r4] オンラインで寄付をすることに違和感がある 
[r5] ウィキペディアが寄付に頼っていることを知らなかった 
[r6] 自分の寄付が何に使われるか分からない 
[r7] ウィキペディアの募金のお願いがあまりにも押し付けがましいと思った 
[r8] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q21] 
ウィキペディアについて聞いたことはあるが、読んだことがないとお答えになりました。お読みになったことがない主な

理由は何ですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 過去にはウィキペディアの記事を読んでいたが、止めた 
[r2] 私の学校はウィキペディアからの引用を許可していない 
[r3] 他の研究やブリタニカ、エンカルタなどの参考資料を使う 
[r4] 単にそれを読む必要がない 
[r5] 関心がない 
[r6] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q21a] ウィキペディアの記事を読むことを止めた理由を手短にご説明ください。 
できるだけ具体的にご記入ください。 
 

[Q22a] ウィキペディアの読者として、以下の変更がどの程度あなたご自身の経験を高めるかお答えください。 
「とても」、「少し」、または「全くなし」からお選びください。 
1 つ選択してください 
カラム: 
[c1] とても 
[c2] 少し 
[c3] 全く高めない 
列: 
[r1] 読みやすさの改善（あまり学術的なスタイルにせず、明瞭性を高めるなど） 
[r2] 高品質な内容（不完な全記事、壊れたリンク、その他の内容の欠点を少なくするなど） 
[r3] より信頼性の高い内容（信頼性改善のために事実確認／検証を増加させるなど） 
[r4] より視覚的な内容（記事の内容を向上させる動画、マップ、ビジュアルの増加など） 
[r5] サイトデザインの改善（ダイナミックで、現代的なデザインやスタイルなど） 
[r6] サイトナビゲーションの改善（記事やトピック全体を見つけやすさなど） 
[r7] その他のユーザーとの交流増加（各記事にコメントボードまたは討論機能を設置するなど） 
[r8] 各国語の内容の改善（私の母国語での情報を増やすなど） 
[r9] より中立的な情報（バランスのとれた、公平な見解を示す正確な事実のエントリーなど） 
[r10] 内容とのインタラクションの簡便性（ハイライト、Q&amp;A、賛成票を投じる、内容の評価など） 
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[r11] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q22b] 
ウィキペディアをお読みになっていないということですので、以下の変更がどの程度ウィキペディアを読んでみたいと思

わせるかをお示しください。 「とても」、「少し」、または「全くなし」からお選びください。 
1 つ選択してください 
カラム: 
[c1] とても 
[c2] 少し 
[c3] 全く高めない 
列: 
[r1] 読みやすさの改善（あまり学術的なスタイルにせず、明瞭性を高めるなど） 
[r2] 高品質な内容（不完な全記事、壊れたリンク、その他の内容の欠点を少なくするなど） 
[r3] より信頼性の高い内容（信頼性改善のために事実確認／検証を増加させるなど） 
[r4] より視覚的な内容（記事の内容を向上させる動画、マップ、ビジュアルの増加など） 
[r5] サイトデザインの改善（ダイナミックで、現代的なデザインやスタイルなど） 
[r6] サイトナビゲーションの改善（記事やトピック全体を見つけやすさなど） 
[r7] その他のユーザーとの交流増加（各記事にコメントボードまたは討論機能を設置するなど） 
[r8] 各国語の内容の改善（私の母国語での情報を増やすなど） 
[r9] より中立的な情報（バランスのとれた、公平な見解を示す正確な事実のエントリーなど） 
[r10] 内容とのインタラクションの簡便性（ハイライト、Q&amp;A、賛成票を投じる、内容の評価など） 
[r11] その他（具体的にお答えください）： 
 

[Q23] 最終学歴をお答えてください。 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 義務教育のみ：小学校から中学校まで 
[r2] 高校卒業 
[r3] 大学・短大・専門学校中退 
[r4] 短大・専門学校卒業 
[r5] 大学卒業 
[r6] 大学院中退・修了 
 

[Q25c1] 2016年分として推定されるご世帯の総年入をお答えください。 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 100 万円未満 
[r2] 100	 万円以上 600	 万未満 
[r3] 600 万円以上 1,000万未満 
[r4] 1,000	 万円以上 1,600 万未満 
[r5] 1,600	 万円以上 2,500 万未満 
[r6] 2,500 万円以上 
[r7] わからない/わからない 
[r8] 拒否された 
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[Q26] 現在の就業状況をお答えください。? 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 従業員 
[r2] 自営業 
[r3] 失業中で仕事を探している 
[r4] 失業中であるが現在仕事探しをしていない 
[r5] 専業主婦/主夫 
[r6] 学生 
[r7] 軍隊所属 
[r8] 退職者 
[r9] 仕事することが不可能 
 

[Q27] 勤務先の組織のタイプに最も当てはまるものはどれですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] 営利 
[r2] 非営利（宗教、芸術、社会援助など） 
[r3] 官公庁 
[r4] 医療 
[r5] 教育 
[r6] その他 
 

[Q28] あなたの役職に最も近いのはどれですか？ 
1 つ選択してください 
列: 
[r1] インターン 
[r2] エントリーレベル社員 
[r3] 一般社員 
[r4] 主任 
[r5] 課長 
[r6] 部長 
[r7] 本部長 
[r8] 常務／専務 
[r9] C レベルの管理職（最高情報責任者、最高技術責任者、最高執行責任者、マーケティング最高責任者 など） 
[r10] 社長または最高経営責任者 
[r11] オーナー 
[r12] その他 
 


