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世論調査の結果は本当に「世論」なのか。そもそも世論
とは何なのだろうか。世論をめぐる最新研究，論考を

特集した今号の巻頭に当たり，池上彰氏と鈴木郁子文研所長
による対談を実施，問題提起をしてもらった。
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 わたしと世論
鈴木　池上さんはNHKのOBでい

らっしゃいますから，文研の世論調

査のこともよくご存じかと思います

が，世論調査と聞いて何か思い出さ

れることはありますか。

池上　思い出というとやはり選挙で

すね。事前に支持率や投票率の予測

調査をしますよね。やはりNHKには

調査のノウハウというか蓄積があり

ますよ。かつて，無党派層の票に頼

らない政党の支持者は，調査のとき

に支持を明らかにしない傾向があっ

て，回答数に一定の比率をかけて支

持率を出していたとか，オープンに

回答するようになったある時期から

は，かける比率を下げるようにした

とか，そんな話を聞いて，世論調査っ

て奥が深いなと思ったことがありま

す。

鈴木　現在は，民放の選挙特番でも

ご活躍ですから，調査結果をご利用

になることも多いんでしょうね。

池上　実は，学生時代に新聞社で選

挙の世論調査のアルバイトをしてい

たんです。住民台帳から無作為に抽

出して，直接家に行き，質問票を読

み上げて答えてもらう。戻って報告

すると，「この家にはどうやって行っ

た？」とか聞かれるわけです。「バス

に乗って○○停留所で降りて」とか

答えさせられる。ちゃんと行って面
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接調査してきたか確認しているんで

すね。

鈴木　調査の経験がおありというこ

とは，その苦労も，聞き方ひとつで

答えが変わるということもご存じな

んですね。

池上　真面目な学生が一生懸命にお

願いしますと言ってくるので，ま

あ協力してやろうと，丁寧に答えて

もらえたということはありましたね。

一生懸命さが伝わると答えてやろう

かと思うし，態度が大きいと，何で

あんたに答えなきゃいけないんだと

いうことになる。

 世論調査実施の困難
鈴木　かつては，訪問して丁寧にう

かがえば，政治や宗教のことでもお

答えいただけました。日本人って真

面目だなと思いました。

池上　今でも地方では，比較的にき

ちんと対応してもらえますよね。

鈴木　そうなんです，ありがたいこ

とに。だから国際的にみても日本の

回収率は高いのですが，それでもや

はり，オートロックのマンションだ

と面会の前にインターフォン越しに

拒否されたり，若い人はそもそも在

宅の方が少なくて，どんどん回収率

は落ちています。実際の人口分布に

沿ってサンプルを選んで訪問するの

ですが，高齢者の方にはお答えいた

だいても，若い人の回答が得られな

い。科学的に選んでいる調査対象な
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のですが，そこから得られる結果が

本当に日本の縮図になっているのか

どうか。数年後には崩壊するのでは

ないかという懸念があります。

池上　悩ましいですね。電話で質問

するRDD方式もありますが，対象

は固定電話ですからね。電話先の家

族の誰を対象にするかは乱数を用い

て選ぶのでしょうが，そもそも今は，

若い人は家に居ないし，固定電話の

ない人も多い。そこで，今度は携帯

電話でもやろうとするみたいですけ

ど。

鈴木　幅広い年齢層に答えていただ

けるよう，固定電話と組み合わせる

形での携帯電話の調査も視野に入れ

ています。

池上　ただ，携帯だと地域がまった

く分からないですね。みんな090と

か080だから。

鈴木　地域別の集計は難しくなりま

すね。加えて，固定電話と異なり， 

相手の外出先に掛かる可能性が高い

ので，短時間で終わるよう質問内

容や数を絞らなくてはいけません。

NHKでは，2年前から新聞社と共同

研究していますし，単独で実験調査

も行っているのですが，実用に向け

てまだまだ課題があります。

 「伝え方」「捉え方」
　双方の困難

鈴木　一方で，「集団的自衛権」な

どの安保法案に関わる世論調査では， 

調査する主体によって回答の傾向が

ずいぶん異なるということが起きま

した。誤差の範囲を超えているので

はないかとも思ってしまいます。こ

れはやはり質問の仕方によるんで

しょうね。

池上　そうですね。極めて意図的な

質問をした新聞社もありました。

鈴木　世論調査は，科学的に行われ

ているということで信頼を得てきた

世論調査を見て政治家がいちいち反応するのは
健全なことではないと思いますね。──池上
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と思いますが，実は，ある方向の結

論に導くためのデータを取り出す道

具のように使うこともできるという

側面も否定できません。客観的に世

の中の意見を測定するものとして誕

生し，試行錯誤しながら今日に至っ

たはずの世論調査に，ある種の懸念

が生まれてしまった。そのことを憂

えている人もいます。

池上　「集団的自衛権」に関しては，

質問の選択肢を二つにするか三つに

するかで大きく分かれました。ある

新聞の調査では，選択肢を「賛成」

「反対」の二択にし，さらに質問文

に「必要最小限」という言葉が入っ

ていました。「必要」であることが前

提で，しかも「最小限」なら仕方な

いよね，というニュアンスが感じら

れる，答えの誘導になりかねない質

問文です。NHKの調査には入って 

いた「どちらともいえない」という選

択肢がない二択なので，これによっ

て結果が大きく変わりました。さら

に，私が別の新聞でこうした指摘を

すると，それが効いたのかどうか，次

の調査では質問の文章が変わったん

です。質問文を改善するのは良いの

ですが，こうなると今度は調査の連

続性がなくなり前後比較ができなく

なってしまいます。

　支持率の報道で１ポイント上がっ

たとか下がったとかいうのも，誤差

の範囲かどうかが大事なのに，そこ

にはほとんど触れない。そもそも誤

差かどうかにすらほとんどのメディ

アが言及していません。

鈴木　報道する側が何らかの形で，

誤差の正しい解釈を伝えていく必要

がありますね。

池上　世論調査信仰というか，新聞

社や放送局がやっている調査だから

正しいに違いないと思い込む傾向が
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受け手側にはあります。支持率が１，

２ポイント上がったり下がったりし

たときは，統計学的には誤差の範囲

なのだから「横ばい」としなきゃい

けない。一般読者には統計学的なリ

テラシーがないということを前提に，

有意差のないときにはきちんと誤差

であると解説しなくてはいけません

ね。受け手のリテラシーを向上させ

ることも伝える側の役目じゃないで

しょうか。

　こうしたことの背景には，世論調

査を政治が気にしすぎる現状もあり

ます。毎週どこかの社が調査してい

て，それを見て政治家がいちいち反

応するのはあまり健全なことではな

いと思いますね。やはりそこは，毎

回毎回の数字に一喜一憂するのでは

なく，長期のスパンで傾向を見てい

くことが大事だと思いますよ。

 世論の曖昧さ・不確定性
鈴木　どうしても，そもそも世論と

は何かという命題に突き当たります

ね。

池上　「世論」と「輿論」という使い

分けもありますし。量子力学で不確

定性原理ってあるでしょ？

鈴木　学生時代の私の専門です。

池上　リケジョだったんですか（笑）。

じゃあ，よくご存じでしょうが，要

するに物の動きで，位置を確かめよ

うとすると速度が測れず，速度を測

ろうとすると位置が分からなくなる

という原理ですよね。世論も似てい

て，曖昧模糊としたものの一部をメ

ディアがつかみとって，「世論だ」と

言っているような，我々が勝手に世

論を作り出しているんじゃないかと

いう恐れがどこかにありますよ。

鈴木　確かに。放送現場にいた頃は

そんなに気にせず，結果は結果とし
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て受け止めていましたが，文研を率

いる立場になって，世論の曖昧さや

調査の恐さを改めて感じます。そも

そも，世論は測定できるものなのか

とか，調査結果は本当に世の中を表

す数値になっているのかなど，考え

させられます。

池上　憲法についての本を書くとき，

NHKの世論調査を参考にしていて

感じたのですが，「改憲か」「護憲か」

と聞かれて，「改憲すべき」と答え

たとしても，その内実はさまざまで

す。「9条を変えて国防軍を持つべき」

とイメージしがちですが，「もっと

国民の権利を強化すべき」という人

だって「改憲派」になります。憲法

を変えるならどのように変えるべき

か，というところまで含めて質問し

ていかなければ，本当のところは分

からない。憲法に関していろいろな

意見がある中で，「改憲すべき」とい

う意見が増えているという結果だけ

を切り取って伝えるというのは，と

ても危険なことだと思います。

　一方で，世論として切り取って伝

えられた結果が，さらに世論を動か

すこともあります。「集団的自衛権」

をめぐって一時「改憲派」が増えまし

たが，議論が進んでいくうちに，最

近「護憲派」がまた増えてきていま

す。世論自体は曖昧模糊としていて

動いているものなのだけれど，全体

としての傾向が読み取れるようなと

ころもあって，そこが難しいよね。

鈴木　世論というのは，「自分がこう

したい，こうすべきだ」という自分

の気持ちが反映されているものなの

か，あるいは，「日本はこうあるべ

きだ」とか，「周りの人も含めてこ

うあってほしい」というものなのか，

そこも曖昧だと感じます。どちらだ

と思いますか。

池上　つまり，自分の考えで答えて

いる人もいれば，みんなを代表した

文研を率いる立場になって，世論の曖昧さや 
調査の恐さを改めて感じます。──鈴木
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考えを答える人もいるということで

すよね。つい空気を読んで，ここは

こう答えておいたほうがいいかなと

思う人もいるかもしれない。

鈴木　大多数の人はこう思っている

ようだから自分もそう言っておこう

という傾向はありそうですね。ただ，

社会が多様化してくると，いろんな

考え方が出てくるような気もします

が。

池上　以前に比べると多様な意識

が出てくる一方で，旧態依然とし

た，こっちに合わせておいたほうが

よさそうだという意識もありそうで

す。内閣支持率というのもいい例で，

高い支持率のときは，「私は支持しな

い」とは言いにくいというのもあれ

ば，それがいったん下がりだすとど

んどん下がっていく。「底が抜ける」

という言い方をします。

鈴木　だから恐ろしいんですね。確

かに，政治における世論調査の影響

は大きいですね。政治家が調査結果

に神経質すぎる面もあると思います。

池上　明らかにね。政治以外でも，

「夫婦別姓」や「女性の再婚禁止規定

廃止」について世論調査を実施する

こと自体が，世論を動かすというこ

ともあり得ます。普段は特に考えて

いなかった男性も，調査で聞かれる

と，「ここはひとつ進歩的なところを

見せて賛成と答えておこう」と思っ

たりするわけですよ。その結果，実

態より「賛成」が高く出るかもしれ

ません。

鈴木　夫婦別姓や再婚禁止について

は，来週調査をやりますよ（笑）。

池上　では，「夫婦別姓に賛成」とい

う人に，「あなた自身はどうしている

か」とか「いつからそう考えるよう

になったか」という質問を重ねてみ

てはどうでしょう。「本心ですか」と
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か（笑）。

鈴木　「あなたの奥様が旧姓に戻し

たいと言ったらどうしますか」とか

ね。

池上　そうそう。建前の回答だった

のかどうかが見えてくるような世論

調査を実験的にやってみると面白い

かもしれませんね。

鈴木　一問だけだと読み取れないと

ころが多くて，質問を重ねていかな

いと本音は見えてこない。

池上　最近は電話調査などでサンプ

ル数も減っていますよね。数が減っ

てくると昔に比べて誤差がどうなる

のかも気になりますね。

鈴木　今は，感情のおもむくままと

いうか，その場限りというか。一

週間後に同じ質問したら答えが違っ

ているということもありそうで，そ

うした個人の中の「誤差」も含めて，

もっと解析が必要ですね。

池上　新聞の場合，最近は囲い込み

に入っている感じがしますね。コア

読者が離れないよう，多様な意見を

載せるというよりもコアな読者をつ

なぎ止めようとする方向性のほうが

明確に出ている気がします。これは

世論形成の上で望ましくない。そう

したときに，いろんな意見があって

全体像はこうだということを指し示

すNHKの役割は大事だと思います

ね。だからこそ，設問をよく考える，

安易に二者択一にしない，といった

姿勢はとても大切だと思いますよ。

 対象によって異なる世論
鈴木　そうは言っても，そもそもマ

スメディア自体から人々が離れて

いっています。若い人は特に，報道

系はもちろん，それ以外でも，新聞

やテレビは見ない。SNSで自分が読

みたい，知りたい情報にしか接しな

くなっています。そうなると，自分

以外の多様な意見に触れる機会が限

設 問をよく考える，安易に二者択一にしない， 
といった姿勢はとても大切ですね。──池上
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られていき，自ら進んで仕入れるこ

ともなくなります。

　今年からウェブを使った国勢調査

が始まりました。世論調査実施の手

段として若者に親和性のあるスマホ

も利用せざるを得ない時代になって

います。しかし，調査手段をスマホ

に変えたとしても，そもそも自分が

欲しくない情報を遮断している人た

ちを対象に調査することが世論を汲

み取ることになるのか。不安があり

ます。

池上　新聞読まないのは当たり前，

テレビも見ない。情報を得るのは

YouTubeから，という「ネットこ

そ真実」という人たちですから。困

りましたね。と愚痴を言っていても

仕方がないので，だからこそ，壁を

突破するようなアイデアを生み出し

ていかなくてはいけないんです。

鈴木　池上さんは，情報番組や，選

挙特番でも活躍していらっしゃいま

すよね。それが一つの突破口のよう

にも見えます。

池上　芸人さんたちとやり取りして

いて，えっ，そこに引っ掛かるのか，

そこが分からなかったんだとか，気

づくことも多い。

鈴木　そこで「いい質問ですねえ」

というのが出るんですね。

池上　NHKで，報道から『週刊こど

もニュース』に移ったとき，目から

ウロコの毎日だったんです。報道に

いると朝から晩までニュース一辺倒

ですから，誰でもニュースに関心が

あると勝手に思っていました。部署

が変わって，ニュースに関心のない

人たちがいるのだということも，ど

れだけニュースを知らないかという

ことも，初めて知った。これが世間

なんだと。自分は本当に偏った世界

にいたんだということを思い知らさ

れましたね。「そんなの知らない」「分

からない」と言われるたびに，「なる

知 識や関心の度合いがさまざまな人たちに， 
同じ質問で調査するのは難しい。──鈴木
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ほどな」と思えて，勉強になりまし

た。報道にいると「そんなことも知

らないの」ってなりがちなんですよ。

だから，思いがけない質問されると

嬉しくなる。

　実は「いい質問ですね」には二つの

意味があるんです。一つは，収録中

にいろんな質問に答えていると本筋

から離れそうになることもある。そ

んな中で，本筋に戻れるような質問

をしてくれたとき。もう一つは，事

前に想定していなかったけど，本当

は説明しなければいけなかったんだ

と気づかせてくれたときです。

鈴木　メディア以外に大学でも教え

ていらっしゃいますよね。学生たち

を相手にするとまた違う工夫がある

のでしょうか。

池上　大学によっても違いますよね。

どんな学生が対象なのかによって，

どこから説明するか，どう説明すれ

ば理解してもらえるか，工夫しなが

ら教えています。勉強になりますよ。

鈴木　対象によって説明の仕方を変

えるということですね。世論調査も

同じなんでしょうが，難しいですね。

池上　そうなんです。「集団的自衛

権」でも，みんなが分かっていると

いうのを前提に質問しても，知った

かぶりで答える人もいれば，誤解し

て答える人もいる。ここから結果と

して出てきた“世論” っていったい

何だろうと時々思いますね。

鈴木　ネットにしか関心のない人も

そうですが，知識や関心の度合いが

さまざまな人たちに，同じ質問で調

査するというのは，何とも難しいと

いう話になりますよね。

池上　質問の仕方というか，懇切丁

寧に用語の説明なんかも入れた，分

かりやすい質問文を考えるというこ

とが必要かもしれませんね。長文
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だと読むのも嫌という人もいるので，

これがまた難しいんだけど。電話で

長々と説明していると，途中で切ら

れちゃいますよね。それにやはり， 

場合によっては，回答の選択肢は 

「賛成」「反対」だけでなく「どちら

とも言えない」「分からない」が必要

でしょうね。

鈴木　○か×か，良いと思うか否か，

を聞くだけでなく，その前に知識を

共有して考える場を設ける「討論型

世論調査」のような形もあるかもし

れませんね。池上さんの「授業」付

き世論調査とか。

池上　熟議型世論調査ともいいます

ね。大学の授業でやりました。「難民

受け入れ是か非か」というので，答

えは三択。問題点を話し合った後で，

「積極的に受け入れるべき」「受け入

れるべきではない」「分からない・そ

れ以外」から選んでもらいました。

鈴木　ただ，討論型にせよ，熟議型

にせよ，その場にいた人しか，知識

を得て変化することはできない。そ

の場の様子を，テレビ，マスメディ

アで伝えていくことで広く共有でき

ればよいのですが，テレビを見ない，

マスメディアに触れないという人た

ちには，討論のための材料提供の場

すら拒絶されている。これから，そ

ういう人たちに耳を貸してもらうに

はどうすればいいのか悩ましいです

ね。

 ネット社会へのアプローチ

鈴木　昭和30 〜 40年代は社会全体

に共通目標があって，だから世論調

査をすると，イデオロギーの違いは

あっても，皆がそれぞれに「社会の

ためにはどうあるべきか？」と考え

て答えていた。今は当時より大卒者

が増え，情報も増えているのに，社

会的関心の幅は逆に狭まって自分の
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ことだけで精一杯というか。それが

多種多様すぎてオピニオンとしてま

とまらないということでしょうか。

池上　私は逆に，昔なら物を言わぬ

人々，いわばサイレントマジョリ

ティだった人々が，今は，ネットを

介して一斉に発言しているんじゃな

いかと考えています。昔だって，陰

で差別発言していた人はいたけど，

表に出すものじゃなかった。少なく

ともたしなみがあったわけです。今

はヘイトスピーチがまかり通る。初

めてネットで見たときは驚きました。

昔は，そういう声と接する機会がな

くてキャッチできなかったけど，今

はネットで全部分かってしまう。

鈴木　あらゆる声を表出させるツー

ルができたというわけですね。思

いつくままに流してしまうツールが

あるから，意見じゃなくその場その

場の感情が世の中に流布してしまう。

それが多種多様でまとめきれない。

一方で，世論調査にご協力ください

と言っても，協力することの意義が

分からないということになっていま

すね。

池上　そうだと思いますね。かつて

は，世論調査の結果が出ることが，

社会の全体像を把握することにつな

がった。私たちは，それによって世 

の中の動きを知ることができるとい

うような意識がありました。今は， 

自分の周りの小さいグループの中で

の感情の表出に一生懸命で，世論形

成とか世論とかを知ることに価値を

見出せなくなっている。

鈴木　いわゆる正規雇用が減って，

若い世代にも貧困に苦しむ人が大勢

いるわけで，その人たちが声を上げ

ることで世論を動かし世の中を変え

るという道筋もあると思いますが。

池上　経験がすっかりなくなったと

いうのも一因かな。私の学生時代は

声を上げて意見を形成し世の中を動

昔はサイレントマジョリティだった人々が，今はネット
を介して一斉に発言しているんじゃないか。──池上
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かそうとする人がいて，動いたかど

うかはともかく，世の中を動かす力

の一つになっている思いは感じられ

た。

鈴木　議論を闘わせる場がないんで

すね。

池上　議論を噛み合わせて，収斂さ

せるという機会が少ないよね。自

分の意見を一方的に述べるだけとか，

議論の勝ち負けを争うディベートで

はなく，意見の違いを闘わせて高み

に行くという，弁証法的なやり方が

できていない。議論していく中で意

見や考えが変わってくるというのは

とても大事なことなんです。それが

まさに熟議型ということでしょう。

 世論（調査）を
    見つめ直す意義
鈴木　さて，そろそろまとめに入ら

ねばと思うのですが。

池上　NHKはすぐまとめたがる（笑）。 

ここでは，いろんな問題提起ができ

たことでよしとしましょう。そもそ

も世論は，まとめようとか，誘導し

ようとか，間違っても思ってはいけ

ないものですから。

　世論調査の結果はこうですが，み

なさんはどう考えますか。異なる意

見もありますよね，みんなで議論を

していけば世論が変わるかもしれま

せんよね，という風に，世論は変わ

り得るもの，可塑性があるものなの

だということを分かってもらうこと

が大事です。議論に材料を提供する

という世論調査があってもいいのか

なと思いますよ。今の世論はこうで

す。でも，みんながその方向に行か 

なくてもいい。状況が変われば世論

も変わる。今は多数と異なるあなた

の意見が，今後，主流になるかもし 

れませんよ。そんな提示の仕方が

あってよいと思います。そういう問

題意識を持って調査をしていくのも

世論とは，社会の中の自分の立ち位置が分かる，
いわばGPSのようなもの。──池上
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大事かなと思います。

鈴木　多様な意見が噴出して捉えに

くくなっている現在ですが，それで

も調査し続けることには意味がある，

そこから何かが見えてくるというこ

とでしょうか。

池上　そうだと思います。いろいろな

切り口で切ってみることで，結果的に 

ぼんやりした何かが見えてくる。クリ 

アに全体を把握することなんてできっ 

こありませんから。要するに偏微分 

かな。微分による傾きみたいなもの。

鈴木　かつては，頭の良い発言力の

ある人たちだけが回答を寄せ，議論

していくと，わりとクリアな世論が浮

かび上がりやすかったのかもしれま

せんが，今は，誰もがどんどん発言

して，それが広がっていく。一つの軸

で測るのは難しくなっています。だか

ら，はっきりした世論を求めようとせ

ず，漠然とした曖昧なものの中から 

長い目でトレンドを見ていくというよ

うなことでよいのかもしれません。

池上　まとめるとたぶんそういうこ

とだと思います。もともと，サイレ 

ントマジョリティは把握できなかっ

た。存在すら知らなかったわけで， 

それ以外の人たちの意見を世論だと

していたのかもしれませんね。多様

な発言の中で見えなくなっているけ

れど，どこかにトレンドはあるはず

で，それをつかみとる努力は続けな

くてはいけませんね。

　世間はこう考えているというもの

があり，その中で私たちは暮らして

いる。世論と言われるものとの距離

を測りながら，自分の立ち位置を知

るのは大事です。自分は日本社会の

真ん中にいるのか，端なのか。右な

のか左なのか。世論とは，社会の中

の自分の立ち位置が分かる，いわば

GPSのようなものと言えるかもしれ

ませんね。

鈴木　今号の本誌はまるごと「世論」

をめぐる論稿です。さまざまな切

り口，最先端の研究を網羅しました。 

ぜひ，ご一読いただき，ここから議

論が発展していけば嬉しいなと思い

ます。池上さん，本日は長時間にわ

たり貴重なご提起ありがとうござい

ました。
 （2015年11月24日収録）


