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  1.  はじめに

5月末，市民127名が全国から東京に集ま
り，2泊3日，のべ9時間をかけて年金問題に
ついて討論を行った。この試みの名は『討論
型世論調査（Deliberative Poll）』（以下DP）
という。政治問題や政策に対する世論調査を
実施した後，調査回答者の中から希望者に対
し，“学習の機会”と“討論の場”を提供する。
その後，世論調査と同様の質問を再度行い，
どの程度，意見に変化が見られるのかを考察
する試みである。

DPは1994 年に開始され，これまで，イギ
リス，アメリカ，オーストラリア，EU，中国など，
全世界で40回以上行われてきた。研究目的
で行われることもあるが，討論後の結果を実
際の政策立案に反映するケースも少なくない。
日本では09 年，初めて神奈川県民を対象に，
10 年には，神奈川県藤沢市民を対象に行わ
れたが，全国規模での開催は今回が初めてで
ある。11年秋には北海道での開催が予定され
ている1）。

このように，近年日本でも広がりを見せるDP

だが，この試みは，これまでの世論調査のあり
方や，番組として討論の場を設定してきたこれ
までの放送メディアの行動に対し，何らかの問
い直しを行っていると思われる。この点につい
て，世論調査・メディア夫々の研究者の立場か
ら明らかにしていくのが本稿の目的である。特
にDPは，開始当初から各国の公共放送と非常
に密接な関わりを持ってきたため2），放送メディ
アの中でも，特にNHKがDPとどのような関わ
りを持ちうるのかを意識して考察していきたい。

本稿ではまず，DPの思想的背景を整理した
上で，5月末に行われた試みを概観する。その
上で，世論調査という観点，次に放送メディア，
特にNHKにおける討論番組の制作という観点
から考察を進めたい。

  2.  なぜ，いま「討論型世論調査」なのか

DPの理論的支柱であり，手法開発者でもある，
米スタンフォード大学熟議民主主義センター 3）の
ジェイムズ・フィシュキン教授は，近著 4）で，DP
の必要性を論ずる前提として，現代における世
論を巡る問題を以下のようにまとめている。
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まず，大抵の市民は，政治問題や政策に対
し真剣に知識を得ようとしない，という問題が
ある。これは政治経済学では「合理的無知」
といわれる。市民一人一人の意見は小さな存在
であるという意識から，意思表明（投票行動や
各種調査への回答など）のために労力を費やす
気にはならない，というものである。更に，市
民はこうした自らの無知を知られたくないが故
に，思いつきやいいかげんな意思表明を行い
がちであるという問題もある。ただし，市民同
士が政治問題や政策について論じあう機会が
ないわけではない。しかし，その際の相手は，
似かよった立場，見解の持ち主になりがちであ
り，それだけでは，認識の深化や主体的な意
見の形成にはつながらないのが常である。こう
した状況は，政治問題や政策が多岐にわたり
複雑化する現代社会において，深刻さを増す
一方である。そして，世論やそれを測る世論調
査は，政治家やその支援者など，何者かによっ
て操作される，もしくはその危険性に常に晒さ
れているのだという。

以上の問題を克服するため，代表性が担保
された普通の市民を，自分と異なる考えを持つ
人や立場が違う人に出会う場に誘導し，長時間
かけて学習・討論させ，熟慮しながら自らの意
見を形成させることを促す，このDPのスタイル
が考案されたのである。

ここで克服しようと試みられている現代の世
論を巡る問題とは，すなわち，現代の民主主
義を巡る問題でもある。とするならば，DPは，
その試み1つ1つもさることながら，この体験の
積み重ねを社会が共有することにより，市民意
識や，ひいては政治・社会環境に変革が起こり
得るのかを考察する，壮大な民主主義再生の
ための社会実験であるといえよう。

  3.  全国版「討論型世論調査」について
～準備・開催・結果～

（１）開催までのプロセス＜準備＞
5月に行われた全国版DPのテーマは，「年金

をどうする～世代の選択」であった。主催は慶
應義塾大学（以下，慶応大学）DP研究センター 5）

である。有権者の意向が重んじられる間接民主
制のもとでは解決が難しいとされる将来世代（非
有権者）の問題について，この試みは解決の一
助となるのかを考察するため，科学研究費補助
金を活用して行われた。これまで日本で行われ
たDP 6）は，いずれも自治体が地域の未来像を
テーマに開催し，結果を市民の声として，行政
施策や，「総合計画 7）」に反映することを目的に行
われた。それに比べ，今回の試みはあくまで考
察を目的に，テーマ，規模，予算 8）共に“全国
規模”で行われたという点で，前回までとは異な
るものであった。
表1はDPの流れをまとめたものである。10年

にテーマを決定し，11年2 ～ 3月に有権者3,000
人を対象に世論調査（①T1）を行った 9）（郵送
法・有効回答数 2,143人，回収率71.4％）。そこ
から討論へ参加意向を示した人，420人にテー
マに関する資料を郵送し（②），電話で詳細につ
いてやりとりした上で，最終的に参加者130人（当
日出席は127人）が決定した（③）。

参加者の交通費・宿泊費は主催者負担であり，
謝礼も支払われる。テーマに関心がある人だけ
でなく，できるだけ幅広い層に参加を促すため
考慮された仕掛けである。今回，参加者の男女・
年層・地域の分布は，結果的に世論調査の回
答者に近い分布になったが，これは今回偶然で
はなく，過去40回の試みの多くでも，人為的操
作抜きでほぼ同様の結果が得られているという。



72 　AUGUST 2011

（２）討論フォーラムの進行＜開催＞
5月27日夜に都内のホテルに入った参加者

は，翌日から2日間，慶応大学キャンパスでの
討論フォーラムに臨んだ。冒頭に，すでに行っ
た世論調査とほぼ同じ質問のアンケート調査

（④T2）が行われ，その後，年金問題を考え
る上での3つのテーマが示されたビデオ10）が上
映された（⑤）。視聴後，テーマ毎に，小グルー
プでの討議（⑥・70 ～ 90分）と全体会議（⑦・
70 ～ 90分）が繰り返された（写真1・2）。

小グループ討議は，性別と年齢を考慮した
10数人の10グループで行われた。討議が目指
すのは合意形成ではなく，参加者個 人々が意見
を形成する上での疑問点の集約である。疑問
は質問の形にまとめられ，参加者が一堂に会す
る全体会議の場で，各グループの代表者が1人

ずつパネリストに質問をぶつけるという形がとら
れた。パネリストは，年金問題に対し異なる見
解や政治的スタンスを持つ学者やアナリストな
ど8人が務めた。

筆者が見学した小グループ討議では，当初
は，緊張から沈黙が続く，1人が体験談や持
論を長 と々話す，見解の相違から対立し激昂
しあうなどの姿がみられた。グループ毎にモデ
レーターが置かれていたが，事態の打解も含め
あくまでメンバーの自主性を尊重し，その中で，
出来るだけ全員に発言の機会を設ける方法がと
られていた。グループのメンバーは，フォーラム
の間は固定である。そのため，グループ内に仮
に気に入らない人がいても避けることは出来な
い。擬似的な地域コミュニティのような設定で
ある。討議を重ねるに従い，互いの性向や立
場に対する理解が深まる様子もうかがえた。

全テーマで小グループ討議，全体会議が終
了した後，参加者はフォーラム開始時に行っ
たアンケート調査と同じ質問に再び回答し（⑧
T3），解散となった。

（３）参加者の意見の変化＜結果＞
これまでのDPでは，国柄や地域柄，時代を

反映し，実に多様なテーマが取り上げられてき

表 1　「討論型世論調査」の流れ

写真１（小グループ討議）

写真 2　（全体会議）

準備

① 世論調査（T1）

② 参加意向者へ討論資料を発送

③ 討論フォーラムの参加者決定

当日
（討論フォーラム）

④ 討論前アンケート（T2）

⑤ 論点整理ビデオ視聴

⑥ 小グループ討議 ×３

⑦ 全体会議 ×３

⑧ 討論後アンケート（T3）

後日 ⑨ 結果発表
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た。近年では市長選挙候補者選定（06年・ギリ
シャ），EU公共政策（09年・EU），原発運転継
続などの電力源，教育・雇用問題（07，11年・米）
などがあげられる。こうしたテーマの内容如何に
関わらず報告されているのが，学習・討論を経
ることで，参加者の意見分布に少なからず変化
がみられるということである。今回も討論の前後
で，多くの質問項目において変化がみられた。

その結果の一部を示したのが表2である11）。
年金問題についての3つの論点いずれにおいて
も，討論の前後で，10％から時に20％以上，
意見分布が変化した。中でも，年金財源に消
費税をあてるかどうかについては，討論後には
賛成が20％増加した。関連する質問である，
菅内閣が進めようとする社会保障と税の一体
改革についても，「大いに評価する」が，討論
前の9％から24％に増加した。また，討論前に
は60%以上が，今後の制度として，同世代同
士で支え合う積立方式が望ましいと答えていた
が，討論後には，賦課・中間・積立，に意見
が3分する方向に変化した。

またアンケートでは，年金問題への関心や，
知識を問う質問も行われたが，関心を持つ比率
や正解の回答率は，多くの項目で討論後に上
昇がみられた。

（４）小括
こうした認識の深化や意

見の変化は，いつ，どのよ
うな契機で起きたのか。詳
細な分析は慶応大学の考察
が待たれるが，フォーラム
終了後に筆者が参加者へ
のヒアリングを行ったので，
その結果を少し紹介してお
きたい。

京都から参加した22歳の会社員の男性は，
「年金に対し不安を感じており，これを機に勉
強したいと参加を決意した。参加する前は，自
分達の世代がお年寄りを支えなければならな
い，と考えていたが，高齢であっても積極的に
働いている人と小グループで論じ合い，意見が
変化した。幼い頃から近所付き合いが殆どな
く，今回，異年齢の人との交流を経験し，視
野が広がる実感を得られた」という。

また，群馬から参加した40代の主婦の女
性は，「年金について全く知識がなく，しかし
ニュースで騒がれているのでこのままではいけ
ない，と一念発起して参加した。しかし，討
論の経験など全くなかったので，自分の考えが
まとまらず，小グループでは最初は何も話せな
かった。しかし，パネリストの説明を聞くうち
理解が進み，当初増税には絶対反対だったが，
仕方がないと意見が変わり，最後は発言できる
ようになった」という。

主催者である慶応大学の曽根泰教教授は，
「日本人は討論が苦手，というのではなく，ど
んな市民でも，条件と仕組みさえ作れば必ず考
え始めるものだ。年金という将来世代にわたる
問題について，世代の利害を超えた討論が出
来たと思う」と語った。

表 2　「年金をどうする？」アンケート結果

「基礎年金は消費税を引き
上げて財源にあてる」

賛成 中間 反対 ＮＡ
討論前 27 27 45 2
討論後 47 21 32 1

増減 +20 -6 -13 -1

「年金制度，相応しいのは
賦課方式？積立方式？」

賦課 中間 積立 ＮＡ
討論前 16 19 63 2
討論後 32 32 35 2
増減 +16 +13 -28 0

「年金支給開始年齢，引き
上げるべきか？」

引き上げる どちらともい
えない

65歳のままで
よい その他＋ＮＡ

討論前 21 14 59 6
討論後 15 9 69 7
増減 -6 -5 +10 +1

※回答項目はまとめて表示
慶應義塾大学 DP 研究センター HP をもとに作成

（％）
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  4.  「討論型世論調査」は
　　何を問い直しているのか？

（１）世論調査の観点から
NHKをはじめ多くの調査機関では，「世論

調査」という言葉を，無作為抽出を用いた調査
に限定して使っている。それは無作為抽出を行
うことによって調査母集団の意見分布を推定で
きることが，少なくとも理論上は数学的に裏づ
けられているからであり，そのことが世論調査
の信頼性，すなわち調査結果が世論を正しく
反映していることを示す1つのよりどころになっ
ている。ところが「はじめに」でも触れたように，
人びとはそもそも政治的課題など調査で聞かれ
ることについて十分な知識や意見を持っていな
いのではないか，そのような状況で意見を答え
たとしてもそれが世論といえるのだろうかという
疑問が投げかけられている。このことは世論に
対する批判であると同時に，現在の世論調査
の本質にかかわる問題でもある。

世論調査結果の信頼性をみる上で有効率の高
さが大きな要素であることはいうまでもない。そ
のため進んで調査に応じてくれる人だけでなく，
忙しい，関心がないなどの理由で回答を渋る人に
対しても，説得をして協力を依頼することになる。
たとえば NHKの面接調査の場合，「そういう問
題はよく知らないし，あまり考えたこともない」とい
う相手に対しては，有識者や専門家からだけで
なく幅広い人の意見を聞くことが重要なこと，用
意された回答の中から自分の気持ちに近いもの
を選べばよく，あまり難しく考える必要はないこと
などを説明するよう，調査員を指導している。

また，面接の場所はほかの人がそばにいな
いようなところが望ましいとしており，配付回収
法（留置法）や郵送法のような自記式の調査の

場合でも，周りの人と相談したりせずに回答し
てもらうようにしている。調査内容についても，
事前に郵送する協力依頼状でどのようなテーマ
の調査をするかという程度のことは知らせてい
るが，詳しい内容までは説明しない。

つまり一般的な世論調査においては，よく考
えずに回答することも可能であり12），また人の意
見を聞いたり，事前に学習したりしないのが普
通である。これは世論調査というものがあらゆ
る調査相手から回答を得ること，調査相手本人
のありのままの回答を引き出すことに重きを置い
ているためである。とはいえ，こういった手続き
が「知識や意見を持たない市民」という問題と
表裏をなしていることも否定できないだろう。

討論型の世論調査，DPはこのような問題に
対して１つの解答を提示している。フィシュキン
教授によれば，DPは世論調査で写し取られる

「鏡」としての世論と，熟議という「濾過」を経た
世論とを組み合わせようとするものであり，そこ
では「争点を考えるのにより適切な条件にあった
ならば公衆はこう考えるだろうという，より熟議を
重ねたうえでの世論 13）」が念頭に置かれている。

もっとも今回でいえば，当初の3,000人のサン
プルから討論フォーラムに参加したのは127人であ
り，討論参加者が有権者全体を代表していると
いう保証はない。東京での2泊3日の会合に参加
することは負担も大きく，やむをえないことだと思
われた。しかし，前述のとおり男女，年齢，地域
といった属性の面ではかなりバランスがとれてお
り，結果として参加者の構成はあまり偏りのないも
のとなっている。これには当初のサンプルが無作
為抽出されていることに加えて，討論フォーラムへ
の参加意向を示した人が実際に参加してくれるよ
う，さまざまな工夫や働きかけをしていることも大
きいようである。それ以外の属性や意識について
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は，現時点でデータが公表されておらず詳しいこ
とはわからないが，これまでに各国で実施された
ＤＰでは参加者と非参加者の間に大きな違いは
みられなかったということである。今回筆者が討
議を見た印象でも，必ずしも年金問題に対する意
識の高い人ばかりではないように感じられた。

DPの中心部分であるグループ討議・全体会
議とその前後のアンケート調査（表1のT2，T3）
は，世論調査というよりは社会心理学などの実
験に近いものとしてとらえたほうが理解しやすい
かもしれない。曽根教授はDPの位置づけにつ
いて，著書の中で「世論調査として扱うことの
意義を否定するものではないが，（中略）いかに
選好や態度が変わるのかという点の重要性を指
摘する方が意義はあるだろう」と述べている14）。
意見の分布状況そのものではなく，討論の前後
で意見が変化する過程に注目すべきだというの
である。T2とT3は同じ人を調査しているので，
全体の変化だけでなく個人単位の動きをみるこ
ともできるし，さらに事前の世論調査T1の結
果も組み合わせるなど多様な分析の可能性が考
えられるだろう。

2日間の討論で参加者の意見にこれだけ変化
が起きるということは，その問題に対する人び
との態度が固まっていないということでもあり，
そのような問題こそDPを実施する意味も大きい
といえる。そしてこの意見の変化と通常の世論
調査の結果を見比べることで，世論の異なる側
面をとらえ，世論についてより深く考察すること
が可能になるのではないだろうか。

（２）放送メディア，特に NHK における
　　 討論番組の制作という観点から

DPでは，開始当初から積極的に放送メディ
アとの連携を図ってきた。DPの体験を，討論

参加者だけでなく，広く社会で共有していくた
めである。いくつかのDPでは，討論の様子が
放送されたことが，その後の選挙や住民投票
に影響を及ぼしたとの報告もあり，フィシュキン
教授は，通常の世論調査だけでなく，DPが放
送を始めとしたメディアを通じ一般市民に及ぼ
す影響についても，今後研究すべきだと述べて
いる。

また東京大学の林香里教授は，各国の公共
放送がDPを市民主役の討論番組として放送し
ている事実に鑑み，NHKが「プロとして公正な
立場で市民社会のモデレーターの役割を果たし
ていくと考えることは，現場のことを分かって
いない一研究者の夢物語として苦笑されてしま
うでしょうか15）」と問題提起している。

このように，DPが放送メディアに，特に公
共放送にかける期待は大きい。では，NHKが
DPを放送する，もしくはDP的な発想を持って
行動する，ということは，どの程度リアリティ
のあることなのか，ここからはNHKの討論番
組の歴史をひもときながら考えてみたい。

実はNHKの番組において，市民参加型討
論に，同時進行もしくは事後に世論調査や意
識調査を組み合わせるDPのような試みは，こ
れまで全く馴染みがないものではなかった。最
初の例と思われるのは，54年にスタートしたラ
ジオ番組，『国民討論会』である。NHKでは，
終戦の翌年から，識者・政治家と市民との公開
討論を開催し，その模様を『放送討論会』とい
う定時番組で放送していた。『国民討論会』は，
それに世論調査を組み合わせた内容であった。
55年のNHK年鑑によると，「国民の関心のあ
る話題を取上げて，主題についての賛否2人
の講師が討論し，同時に会場の一般聴衆と各
講師との討論，さらに聴衆相互間でそれぞれ
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討論，その放送の直後，（中略）主題について
全国のラジオ聴取者を対象に世論調査を行い，
さらにその調査結果を2週間後（中略）に発表
放送した新しい試みの番組」とある。番組を聞
くことで聴取者に討論を“疑似体験”してもら
い，その後の意識を調査し，結果を共有してい
くスタイルであった。第1回のテーマは「紀元節
は復活すべきか」であった。

テレビでは，61年に『あなたは陪審員』とい
う，模擬裁判方式の定時討論番組が制作され
た。内容は，ある社会事象を裁判の被告席に
立たせ，対立する立場のいずれが妥当か，「陪
審員である視聴者に下してもらおう16）」とあるの
で，何らかの形で視聴者の意識調査が行われ
たと思われるが，番組が保管されておらず，今
回は十分調べきれなかった。

その後暫く，NHKにおいて市民参加型討論
番組は姿を消すが，80年代後半に，今度は「テ
レビ世論調査」という調査との組み合わせで復
活する。「テレビ世論調査」とは，無作為抽出
した20歳以上の国民1,800人のうち，番組視聴
が可能な人に識者や政治家の討論を視聴しても
らい，番組で出された質問を，電話をかけてき
たオペレーターに回答してもらい，結果を即座
に集計して番組内で発表するという，NHKが
番組のために開発した手法であった（しかし視
聴依頼をしている点，番組をリアルタイムで見て
いる人に回答者が限られる点などから世論調査
とは言えず，当時，NHK放送文化研究所では，
この名称に対し批判的な声も強かった17））。

この「テレビ世論調査」は，87年以降，消
費税問題や政治改革などの政策課題をテーマと
したNHKスペシャル『徹底討論』で繰り返し
活用され，その後，それを引き継ぐ形で制作さ
れた『日本の課題』においても，96年まで活用

された。番組冒頭で問いかけた質問と同じ質
問を討論の後に行う方法も多用され，意見の変
化の結果に，出演者が感情を露わにする姿が
画面に映し出されることもあった。　

このように，NHKでは，戦後のアメリカ民主
主義の影響はあったにせよ，かなり早い段階か
ら，DPのねらいである，市民が政治問題や政
策に対し意見を形成する際には，“学習の機会”
や“討論の場”を設ける必要があることを認識
していたと考えられる。

しかし，これらの番組とDPとの決定的な違
いは，それは市民が“参加”する討論ではあっ
たが，市民が“主役”の討論ではなかった，と
いう点であった。番組では，討論の“観客”と
して，市民の意識（やその変化）が調査され，
結果は番組の演出として活用されるに過ぎな
かったのである。

その後，05年，今度は“ 市民が主役 18）”，
を大方針に掲げた市民参加型討論番組，『日本
の，これから』が始まった。番組を開発した当
時の責任者は，「“市民選び”こそが，番組制作
上，最大の根幹をなす作業だ」と語っている19）。
視聴者を討論に惹きつけ続けるためには，市民
の中に，切実に体験談を語ってくれるテーマの
当事者や，特異なキャラクターなどの存在は欠
かせない。一方で，出演する市民の総体として
は，多様な意見・立場が担保され，意見も現実
の“鏡”のようにある程度バランスよく配置され
る必要もある。“主役”選定と“代表性”確保の
両立，その按配を決めることこそが，番組の成
功の鍵を握る重要なポイントだったのである。

また，掲げられたもう1つの大方針は“予定
調和なし”であった。扱うテーマが短時間の討
論で方向性を示すことが難しいものだとしたら，
敢えて番組内でまとめるべきではない，という
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趣旨である。これまでの討論番組のように，意
識調査で討論を方向付けてしまうことへの懸念
もあったのかもしれない。

スタジオで数十人の市民が“脇役”の政治家
や識者に挑み，時に討論が収斂しないまま終
わる，という番組スタイルは，これまでのNHK
にはないインパクトがあるとの声も聞かれた。
一方で，「NHKは市民を恣意的に選んでいるの
ではないか」，「持論を持つ市民に言いっ放しに
させているだけではないのか」という視聴者か
らの批判も寄せられていた。

これらの批判は，“市民が主役”を謳う以上，
市民とは一体“誰”のことで，“何”によって裏
付けられているのか，その代表性の根拠が改
めて問い直されているということではなかろう
か。批判は，番組制作者としてのNHKという
より，討論主催者としてのNHKに，寄せられ
ているのである。

今回，本稿ではDPを取り上げたが，それ以
外にも，今様々なスタイルで，市民が政治問題
や政策について長時間の議論（熟議）を行い，
そのプロセスや結果を尊重した意思決定を行っ
ていこうという試みが市民権を得始めている20）。
東日本大震災後の復興まちづくりやエネルギー
政策の議論において，その動きは加速すると思
われる。NHKを始めとする放送メディアは，今
後，市民参加型討論という種の番組を制作する
にあたっては，番組のインパクトのみならず，討
論そのものが市民の意識形成や社会に与えるイ
ンパクトについてもきちんと自覚し，責任を持つ
時期にきているのではないだろうか。

もちろんそれが，直截的にNHKのDP番組
化につながるかどうかは分からない。DPに参
加した市民の満足度が高いのは，これまで見
学したDPいずれにも共通していえることだが，

それを視聴者である市民にも満足できる内容
（つまり惹きつけられる番組）にするにはどうし
たらいいのか，などの議論は必要であろう。ま
た，そうした取組みは，放送ではなく新たな公
共の言論空間であるインターネットでの方が適
しているのかもしれない。しかしいずれにせよ，
こうした民主主義を巡る新たな動きに，その発
展に寄与することを目的に掲げるNHKは，敏
感に情報を収集し，多様な手法に挑戦する先
導役を果たす必要があると思われる。

　（むらかみ けいこ / あらまき ひろし）
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