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　1. はじめに

統計学的手法に基づく世論調査の方法論的
基礎の確立に大きな役割を果たした G. ギャ
ラップが，「アメリカ世論協会」（American 
Institute of Public Opinion，のちのギャラッ
プ社）を創設したのは 1935年のことである。
その後70年あまりの間に，世論調査は，現
代社会の諸領域において，有用かつ不可欠な

「道具」としての地位を確立するに至ってい
る。政府や地方自治体による住民の意向測定
は言うに及ばず，政治学や社会学といった学
問分野での調査・研究において，また選挙の
際の投票結果予測において，さらには企業等
によるマーケティング活動において，世論調
査は様々な形で利用・応用され，先進諸国を
中心にまさに「全盛期」とも言うべき活況を
呈している。

その一方で，1990年代の半ばから，世論
調査の方法論的前提や世論調査が果たす社会
的役割・機能などに対する反省や批判等を踏
まえる形で新しい実験的な調査手法が登場
し，欧米を中心に広がりを見せつつある。「討
論型世論調査」（=Deliberative Opinion Poll，
以下“DOP”と略記）である 1）。DOP は通常の
世論調査と異なり，その実施プロセスに，調
査相手への調査テーマに関する様々な情報提

供や，調査相手同士が行う討論などを組み込
んでいる点に特徴があり，1994年にイギリ
スで初めて行われて以来，アメリカ，オース
トラリア，デンマークなどですでに 30回近
くの実施実績がある 2）。

DOP はその方法論に，「現代の政治および
社会状況への批判，そして新しい市民参加型
の民主主義のあり方への提案」3）を内在させ
た調査手法であるという点が，特に政治学者
や社会学者の間で注目されてきた 4）。また，
同時に興味深いのは，多くのケースで各国の
公共放送（イギリスでは Channel 4，アメリ
カでは PBS，オーストラリアでは ABC など）
が，主催者もしくは共催者として DOP の実
施や運営に深く関与している点である。

本稿では，2003年から年1回のペースで
DOP を実施しているアメリカの公共放送
PBS の“By the People”プロジェクトの活動
を，特に去年秋に実施された事例を中心に取
り上げながら，公共放送による DOP 実践の
意味と意義について考察する。

 2. DOPの基本的問題意識と方法論
（1）基本的問題意識

DOP に理論的基礎を与え，かつその実
践的手法を開発したのは，米スタンフォー
ド 大 学 討 論 民 主 主 義 研 究 所（Center for 
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Deliberative Democracy）の J. フィシュキン
である。フィシュキンによれば，DOP は，
現代社会における民主主義に市民による公共
的な討論のプロセスをより多く反映させよう
とする，いわゆる「討論民主主義」を具現化
するために考案された調査手法で，統計学的
世論調査が抱える幾つかの課題やデメリット
を克服しようとする意図を持つ。

G. ギャラップらの手によって 1930年代に
その産声を上げた当初，世論調査に期待され
ていたのは「かつてニューイングランドに存
在した直接民主制を，国民国家レベルにまで
拡張」し，多元的な民主主義社会の実現に貢
献するという役割・機能であった。世論調査
は，多様な人々の多様な意見や立場を政治社
会的意志形成へと媒介するチャンネルとな
り，世論調査を通じて「1 つの国が文字通り
1 つの大きな会議室」のようになり得ると想
定されていたのである 5）。

だが，フィシュキンの見るところ，現代社
会において世論調査は，その役割を十全に果
たしているとは言えない。資本主義の高度化
や大衆消費社会の形成等を背景に，世論調査
は変質している，とフィシュキンは言う。世論
調査のプロセスに，参加者へのテーマに関す
る情報提供や参加者による討論の過程を組み
込む必要性についての彼の議論は，特に現代
の民主主義が抱える諸問題との関連において，
概ね以下のようにまとめられる。

第一に，「合理的無知」と呼ばれる問題が
ある 6）。高度に専門化・機能分化した現代社
会を生きる多くの人々にとって，政治社会的
な諸問題は，自分とはかけ離れたレベルで起
きている現象に過ぎず，自らの意見表明や選
挙での一票が，さほど意味を持たないと感じ

られている。そのため，そうした行為にエネ
ルギーやコストをかけることに合理的意味を
見出すことは困難である。このようなメンタ
リティは，近年，先進諸国に共通して見られ
る投票率の低下や，世論調査に対する拒否者
の増加といった現象となって現れている。

第二に，現代社会における人々の政治的・
社会的意志表示は，必要十分な情報に基づく
思慮や判断に基づくものであるよりも，むしろ
感覚的，条件反射的なものに近くなっている。
かつて米シンシナティ大学の調査チームが，

「1975年公務法」という架空の法案の是非を問
う世論調査を行ったところ，3人に 1人が賛成
または反対の意思表示をしたという有名なエ
ピソードは，こうした事情を何よりも雄弁に物
語るものである。

そして第三に，人々のディスコミュニケー
ションの問題がある。現代アメリカを代表す
る政治学者 R. パットナムが“Bowling Alone”

（=「1人きりでのボウリング」）という卓越し
た比喩によって表現したように 7），先進諸国
では異なった階層，人種，立場間に深刻なコ
ミュニケーションの断絶が存在する。そし
てインターネットや携帯電話などのコミュニ
ケーションツールの発達・普及にもかかわら
ず，自分とは意見や立場を異にする「他者」
に出会い，対話や討論を通じて相互に意見形
成をしていく契機は極めて限られている。

DOP は，これらの問題を実践的に克服する
ため，「世論調査」に市民による学習や討論の
過程を導入することで調査プロセス自体をい
わば「民主化」し，「討論なき民主主義」，「ポピュ
リズム」としばしば揶揄される現代の民主主義
を再活性化させるための実験的，かつ政治的
なプロジェクトである。
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（2）DOPの方法論
実施規模やテーマ等によって若干の異同は

あるが，DOP は概ね，以下のような手順に
従って行われる。

①サンプリングによって選ばれた調査相
手に対し，1回目の調査（通常の世論調
査）を行う

②調査相手の中から，週末などの数日間，討
論型調査に参加可能な人を募集し，選ぶ

③参加者に事前に調査テーマに関する資料
等を送付し，予備知識の習得を促す

④参加者が数日間，一箇所に集まり，グ
ループ討論を行ったり，専門家らによる
パネルディスカッションを聞く

⑤最後に，参加者は1回目の調査と同じ質
問に回答する。そして討論の前・後での
意見分布の変化が測定される

過去の事例では，DOP の参加者は 1回に
つき 300～500人前後で，性，年齢，職業，
学歴，人種，支持政党などの基本属性におい
て偏りが生じないように選ばれる。参加者に
事前に渡される調査テーマに関する情報や資
料は，中立性が保たれるよう注意が払われ，
パネルディスカッション等に参加する政治家
や専門家も政治的・思想的立場などの偏りが
ないよう配慮される。さらに，参加者が小グ
ループに分かれて行う討論では，公共放送の
アナウンサーなど熟練した司会者が進行を行
い，参加者が平等かつ積極的に議論できるよ
うコントロールする。

一連のプロセスは，通常，公共放送によっ
てテレビ収録され，随時または終了後に放送
される。DOP に参加していない一般市民は，
討論のプロセスを番組を通じて擬似的に体験
する。

DOP は 1994年に，イギリスの公共放送，
Channel 4 の主催で初めて実施されて以降，
アメリカ（15回），イギリス（4回）のほか，オー
ストラリア，デンマーク，中国，ギリシャな
どで，これまでに 30回近く実施されてきた。
多くの場合，公共放送や大学，新聞社などに
よる主催又は共催で実施されている。調査で
は，犯罪問題，君主制の是非，EU 統合，電
力政策，都市開発，外交通商政策など，各国
の主要な政治的・社会的争点がテーマとして
設定されてきた。

DOP では，一連のプロセスの前後で参加
者の意見分布がどう変化するかを測定するこ
とに力点が置かれてきた。実際，これまでに
様々な論点に対する参加者の意見が，時とし
て大きく変化することが報告されている。

例えば，1998年にイギリスで医療政策を
巡って行われた事例では，「政府が医療費を
負担すべきだ」という意見が58%から75%へ，
国民医療サービス局に対する肯定的評価は
58% から 70% へ変化している 8）。またオース
トラリアで共和制への移行を巡って行われた
事例では，共和制への肯定的意見が 53% から
73% へ変化したこと等が報告されている 9）。

このように，調査対象者が，あるテーマに
ついての一定の学習や，他者と意見交換をす
る機会を持つことで，そうでない場合と比べ
て異なった意見を持つに至る可能性が高いこ
とを明らかにすることが，DOP の差し当た
りの実践的目的であると言える。その意味で，
DOP は，従来からの統計学的世論調査に取っ
て代わる新たな調査手法として考案されたも
のというよりも，むしろ社会実験的な性格の
強い試みであると言える。
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 3.PBSの“By the People”プロジェクト
（1）「判断材料を持った市民」の創出

では，アメリカの公共放送 PBSによるDOP
が，どのように行われ，どのような結果が出て
いるか，去年秋の事例を中心に具体的に見て
いく。

PBS が“By the People”プロジェクトを発足
させたのは 2002年のことである。プロジェク
トの主体となっているのは，首都ワシントンの
PBS 局 WETA 内にあるMacNeil / Lehrerプ
ロダクションである。PBS の看板ニュース情
報番組『The Newshour with Jim Lehrer』の
制作で知られる番組プロダクションである。

プロジェクトの目的は，2001年9月11日の
同時多発テロ後，外交的に孤立するアメリカ
において，外交通商政策に対する市民の関心
と理解を深め，真の国益とは何か，連邦政府
はどのような政策を取るべきか，についての
国民的な議論を喚起することだった。そして
そうした議論の担い手としての「判断材料を
持った市民（=Informed Citizen）」を創出する
方法論として採用されたのが DOP であった。
参加者に配付されるガイドブックは，DOP の
意図を次のように説明している。

「DOP と呼ばれる方法を用いることで，
市民に他の人々や専門家らとの討論の機会を
提供し，市民は公的空間において，今日の重
要な論点について，判断する能力を身に付け
ることができるのです。」10） 

第1回は 2003年1月に「世界の中のアメリ
カの役割」をテーマとして，第2回は 2004年1
月に大統領予備選挙の争点をテーマとして実
施された。そして第3回は 2005年9～11月に

「健康保険と教育」をテーマに実施された。

（2）“By the People”プロジェクトの方法と特徴
第3回の DOP のテーマ「健康保険と教育」

は，移民問題や農業問題など幾つかのテーマ
候補の中から，参加するローカル PBS 局な
どの意向も踏まえたうえで選定された。

アメリカでは現在，移民や貧困層を中心に，
約4,500万人が健康保険に加入しておらず，
深刻な社会問題になっている。また，やはり
移民や貧困層の子供を中心に児童・生徒の学
習意欲や学力の低下，教師の質の低下が，教
育予算の不足等と併せてやはり社会問題化し
ている。いずれも全米規模での議論となって
いる極めてアクチュアルなテーマである。

今回の DOP の特徴は，インターネットを
利用したオンライン討論と，全米16 の都市
で行われた討論とが併用された点である。た
だし，後者は基本属性などを考慮して選考さ
れた参加者ではないため，正確には DOP と
は呼べず，むしろローカル PBS 局が主催す
る市民フォーラムのような性格のイベントで
あった。参加者は前者が 360人，後者は正確
な人数は公表されていないが延べ 1,000人以
上に上る。

オンライン討論では，まず 6,053人のサン
プルの中から，参加意志のある人で，かつ性
別，学歴，人種，支持政党，年層といった基
本属性に偏りが生じないように配慮された
981人がコントロールグループとして選考さ
れた。そしてこの 981人を対象に討論前・討
論後の二度，調査が行われている。981人の
うち討論参加者は 360人，残りの 621人は討
論には不参加で，参加の有無による意見の変
化も測定された。なお，一連のプロセスはス
タンフォード大学とポリメトリクス社という
調査会社の協力のもとで行われた。

 3.PBSの“By the People”プロジェクト
（1）「判断材料を持った市民」の創出
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（3）意見分布の変化
オンライン討論は，360人の参加者が 30 の

小グループに分かれ，週に 1回，各1時間を
かけて 2005年9月から10月にかけて 5週間に
渡って行われた。討論は，インターネット上
の討論専用に開発されたソフトウェアとマイ
クを使い，司会者の進行のもとで行われた。

このオンライン型 DOP によって，実際に
参加者の意見分布にどのような変化が起きた
か，主要な結果をまとめたものが表1である。

健康保険を巡る質問では，「政府は健康保
険加入をすべての市民に義務づけるべきだ」
という意見に同意する回答の割合が，DOP
実施前の 37.3% から 43.2% に増え，また高
額化する処方薬の料金の問題が「解決される
べき最優先課題の上位2位までに入る」とす
る回答が 29.1% から 38.3% に増加した。また
学校教育の改善のために最も重要な要因は，

「親の参画である」とする回答が 13.8% から
24.9% へ，「今より税金が高くなっても教員
の質向上のための予算を増額すべきだ」とい
う意見に同意する回答が 59.1% から 65.8% へ
と，それぞれ増えている。

さらに注目されるのは，参加者の社会や他

者に対する意識のレベルにおける変化も観測
されている点である。図1に示したように，

「私のような人間（一般市民）には政府のやる
ことにモノを言う権利はない」という意見へ
同意する割合は，DOP 前には 51.6% だった
が実施後には 37.7% へ減少，一方「私と異な
る意見をもつ人も，それ相応の理由があるも
のだ」という意見へ同意する割合は，66.8%
から 75.2% へと増加している。

このように，人々が調査テーマに対する一
定の情報や知識を習得する機会や，他者と討
論をする機会を与えられれば，当該テーマに
関する見方や意見が変化し得ること，そして
DOP の経験が，人々の政治社会的な事柄に対
する心理障壁や距離感（=「合理的無知」）を払
拭し，公的な空間における人々のコミュニケー
ションを活性化させる可能性を持つことが今
回の DOP でも明らかとなっている。

（4）DOPの番組化
過去の事例と同様に，今回の DOP の模様

もPBS が収録し番組を制作した。番組は1時
間の構成で，第一部が「健康保険問題」，第二
部は「教育」を扱った。番組では，オンライン
討論の実施前・実施後の参加者の意見分布の
変化を示すデータに加え，シアトルやサンディ
エゴ，アルバカーキなど全米16都市で行われ

図1　DOPによる意識の変化

表1　DOPによる意見の変化

※スタンフォード大CDDのHPから作成。ここに示した質問文は実際の
ものの逐語訳ではない。詳細はCDDのHPを参照のこと。

実施前 実施後
“政府は健康保険加入をすべての市
民に義務づけるべきだ” 37.3 → 43.2

“処方薬の料金は最重要課題のトッ
プ 1 か 2 である” 29.1 → 38.3

“健康保険加入者が増えるなら，今
よりも高い税金を払ってもよい” 51.8 → 62

“学校教育の改善に最も重要な要因
は「親の参画」である” 13.8 → 24.9

“今より税金が高くなっても教員の質
向上のための予算を増額すべきだ” 59.1 → 65.8

“学力テストは州単位でなく地域単
位で行われるべきだ” 31.1 → 37.9
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た市民フォーラムにおける討論の模様も紹介
された。また，健康保険，教育それぞれの現
状や問題点などを紹介するレポートなども挿
入された。

番組は『討論週間2005～市民の声：健康保
険と教育～』と題され，2005年11月10日に全
国放送された。また市民フォーラムを実施し
た各都市では，地元のローカルPBS局がフォー
ラムの模様を中心に独自に地域向け番組を制
作したほか，公共ラジオネットワークである
NPRもラジオ向け番組を多数制作し，放送し
ている。

 4. 公共放送によるDOPの意義と課題
（1）なぜ公共放送が関わるのか

PBSが公共放送としてDOPに関わることに
はどのような意味と意義があるだろうか。幾
つかの角度から考えてみたい。

第一に，視聴者に必要な情報を提供し，啓
発的な機能を果たすという公共放送の役割と
の関連で，DOPは積極的に評価され得る。例
えばアメリカの「1934年通信法」は，公共放送
の果たすべき役割を次のように謳

うた

っている。
「特定地域における人々の利益及び合衆国

の全体を通じての人々の利益の双方に適合
し，多様性と卓越性の表現を構成し…中略…
全体の福祉を増大するものであること」11）

また，連邦政府交付金の配布や公共放送
の運営計画の立案等を行う公共放送機構

（=CPB）は，公共放送の使命を「人々に必要
な情報を伝え， 啓発し，豊かにする番組や
サービスを提供すること」であると規定して
いる 12）。公共放送に期待されるこれらの役
割は，DOP の目的と重なる部分が少なくな
いばかりか，むしろ DOP によって補完，補

強される可能性を持っている。
第二に DOP は，公共放送としての PBS が

市民・視聴者との関係を強化しようとする目
的にとっても大きな意味を持ち得る。先に見
たように“By the People”プロジェクトの第
一義的な目的は，異なった階層，人種，立場
間のコミュニケーションを活性化させ，公共
的な討論の空間をアメリカ社会に創り出すこ
とであった。しかし同時に DOP は，PBS が
その「仲介役」「議長役」としての役割を果た
すことを通じて，「PBS の公共放送としての
存在意義を市民・視聴者にアピールしていく
ことにも繋がる」と期待されている 13）。

PBS は去年11月に，アメリカのテレビ放
送事業者としては初めて組織内にオンブズマ
ンを採用した。オンブズマンは視聴者から番
組に寄せられる意見や苦情等について，独立
した立場と権限で組織内調査を実施・報告す
る。これは「視聴者に耳を傾ける公的なチャ
ンネルを作り出すことが目的である 14）」とい
う P. ミッチェル PBS 会長の言を引くまでも
なく，市民・視聴者の PBS への信頼を高め
ることを目指したものである。そして DOP
の実践も，その趣旨と目的において共通する
ものである。

第三に，DOP によって PBS の知名度が拡
大し，結果として視聴者の増加に繋がること
も期待されている。今年1月に全米で実施さ
れたメディア観に関する世論調査によると，
PBS をメディアとして「非常に重要」とする
回答は 61% で，商業ネットワーク（42%）や
ケーブルネットワーク（36%）のそれを大き
く上回っている 15）。しかしその一方で PBS
の視聴率は平均2% 前後（プライムタイム）と
いう状況が長く続いている。

 4. 公共放送によるDOPの意義と課題
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アメリカの公共放送組織はその多様な財源
構成を特徴とするが，中でも大きな割合を占
めるのが視聴者からの寄付金であり，「アン
ダーライティング」と呼ばれる企業からの協
賛金である 16）。慢性的な財源不足に悩まさ
れる PBS にとって，視聴者数の拡大は寄付
金やアンダーライティングの増加に関係する
だけに，大きな関心事である。DOP の実践
は，少なくとも長期的な観点に立てば，PBS
の社会における存在感を高め，ひいては視聴
者層の拡大に繋がる効果も期待される。

（2）今後の課題
前述のように，DOP はあくまで社会実験的

な試みであり，方法論としても未完成で，検証・
解決すべき課題は少なくない。

まず，実施にかかるコストが高額である
という問題がある。去年秋の PBS による第
3回の DOP では，106万ドル（約1億2,800万
円）の費用がかかっている（表2）。これまで
の DOP のほとんどが，幾つかの事業者や自
治体などによる共同開催の形を取ってきた所
以である。PBS の第3回の事例の場合，オン
ライン討論とオフラインの討論とが併用され
たが，特にオフライン討論を行う場合には，

参加者を一箇所に集めるために多額のコスト
（交通費，宿泊費，謝礼，会場費等）がかかる。
一方，インターネットを活用したオンライン
討論の場合は，実施コストは比較的安くなる
ものの，参加者の学習や討論の効果の面で，
オフラインと同等の結果が得られるかについ
て，未だ検証が続いている段階である 17）。

また，DOP による参加者の回答傾向の変
化が，調査テーマに関する学習の効果によ
るものか，討論によるものかの検証作業や，
DOP に適したテーマや規模の設定，オンラ
イン討論とオフライン討論の使い分けの是
非など技術上，方法論上の検証作業も続い
ている。

さらに，DOP の実際上の効果についても
様々な議論がある。DOP の効果は，短期的
な効果と長期的な効果とに分けて検証される
必要があるだろう。短期的な効果は，DOP
の結果が具体的な政策決定などに実際にどう
活用されるのかという問題，長期的な効果は，
所期の目的通り，DOP を通じて公共的な空
間において積極的・主体的に討論に参加する
市民が育成され，民主主義を再活性化せしめ
るようなダイナミズムを本当に生み出し得る
のか，という問題に関わっている。

短期的な効果については，アメリカのテキ
サス州などで電力資源計画のあり方を巡って
地域単位で行われた DOP のように，実際の
政策決定に直結するケースもあり 18），実施
主体や方法によってはその効果は十分に期待
できる。しかし DOP の長期的な効果につい
ては，その検証の方法も含め，現段階では未
知数のままである。長期的な視野にたった設
計と，それに基づく反復的な DOP の実施，
そしてその効果の検証が必要であろう。

表 2　DOPのコスト
（By the Peopleプロジェクト2005 年秋の事例）
内訳 金額（$）
スタッフ人件費 363,000
コンサルタント料 60,000
WEBサイト 40,000
番組制作費 100,000
オンラインDOP 100,000
ローカル局運営コスト 335,000
計画・会議等 32,475
その他 34,500

1,064,975
計 （約1億2,800万円）

PBS 資料から作成
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 5. おわりに
DOP が初めて実施されてから 10年余りの

間に，DOP の実施主体や方法が多様化する
一方，実施を試みる国や地域も広がりを見せ
ている。日本においても規模こそ小さいもの
の，試験的実施に向けた動きがある 19）。ま
た，スタンフォード大学のフィシュキンらの
グループは，近年，総選挙などの直前に「討
論の日」（=Deliberation Day）を国民の休日
として設定するなどの方法で DOP を社会制
度化する方途を模索し始めてもいる 20）。

政治社会的意志形成プロセスに，「市民」
の声をより多く反映させるための試みは，
DOP 以外にも，北欧を中心とした「コンセン
サス会議」やドイツにおける「プラーヌング
スツェレ（Planungszelle）」など様々な形で定
着しつつあり 21），それは世界的規模での潮
流とも言える。その中でも「理想主義的」で

「社会実験的」な色彩の強さで際立つDOPが，
どの程度現実社会に定着し得るのか，今後が
注目される。
           　　　　　　　　　 （よねくら りつ）

注
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