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公共性再構築の可能性を模索する
 ─学際的な試みによる挑戦─

コーディネーター・司会 遠 藤 　薫   （学習院大学法学部教授）

 佐 藤  嘉 倫（東北大学大学院教授）

 数 土  直 紀（学習院大学法学部教授）

 鳥海 不二夫（東京大学大学院工学系研究科准教授）

　世論をめぐる困難とは世論を生み出す場としての「公共」をめぐる困難でもある。
　リスク社会といわれる現代，とくに東日本大震災後の日本では，社会のレジリエン
シー（回復力）を高めるに，人間同士の絆がもつ潜在的力（ソーシャル・キャピタル

（社会関係資本））の形成が不可欠である。しかし，メディアの発達は，時にむしろ人び
との関係性を弱めるように見えることもある。コミュニケーションの回路が増すこと
で，かえって人びとは自らの嗜好の内部に閉じこもり，他者を省みなくなるかのように
思われることすらある。「私の世界」ではなく，「他者と共に創る世界」（これを「公共
圏」と呼んでおこう）と，そのための「私たち自身の生のあり方」（これを「公共性」
と呼んでおこう）を，多様なメディア（対面の会話，マスメディア，ネットメディアな
ど）が重層的に併存し，相互に影響し合う現代社会（間メディア社会）において，いま
まさに考える必要がある。
　このような問題意識のもと，私たちは現在，日本学術振興会の助成を受けて「リスク
社会におけるメディアの発達と公共性の構造転換」という研究に取り組んでいる。計算
社会科学など新しい方法論を用いつつ，文理の研究者が同じ場で議論を交わすプロジェ
クトの，いわば中間報告がこの座談会である。 （遠藤 薫）

遠藤  薫

佐藤 嘉倫
数土 直紀 鳥海 不二夫
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☆学際的プロジェクトの立ち上げ
遠藤　東日本大震災や環境問題など，私たちに直接関わる大問題が起きて

いる中で，人びとの意識が以前より重要な意味を持ち，社会を動かす根本

であるという考え方が世界的にも広まっています。そうした流れの中で，

われわれ研究者に何ができるのかということで，学際的プロジェクトを立

ち上げることになりました。＜リスク社会におけるメディアの発達と公共

性の構造転換　ネットワークモデルの比較行動学に基づく理論・実証・シ

ミュレーション分析＞という，長くて何もかも盛り込んだようなタイトル

ですが，理系，文系を問わず，それぞれの研究者がそれぞれの専門的研究

をもちより，議論することによって，個別の専門性を超えた新しい〈知〉

を創出することを目的としたプロジェクトです。

　東日本大震災に代表されるような現代的リスクには，専門的知識だけで

は対応できないという特徴が指摘されます。もちろん，工学的にハード面

での防災を検討する必要がありますが，それだけではなく，地域における

人間同士の関係性（最近は「ソーシャルキャピ

タル」という言葉で呼ばれたりしますが）と

いった社会的側面についても考える必要があり

ます。ソーシャルキャピタルが大きい地域は復

興も早いという議論もあります。では，そうし

たソーシャルキャピタルはどのように構成され

るのか。それに対してメディアがどう影響して

いくのか。社会科学や情報科学，工学など分野

を超えた検討によって，地域社会の世論形成や

合意形成の場（これを「公共圏」と呼びます）

の形成のメカニズムを考えていきたいと思いま

す。本日は，プロジェクトにも関わっていただ

いている先生方をお迎えして，座談という形で

遠藤 薫（えんどう かおる）

東京大学教養学部卒。東京工業大学
大学院修了。博士（学術）。博論は「社
会シミュレーション」。現在，学習院大
学法学部教授。日本学術会議社会学
委員長，社会学系コンソーシアム理事
長など。主な著書は『電子社会論』『イ
ンターネットと〈世論〉形成』『グロー
バリゼーションと文化変容』『社会変動
をどう捉えるか1～ 4』『大震災後の社
会学』『廃墟で歌う天使』など多数。



233第３章　世論が生まれる社会の困難

公
共
性
再
構
築
の
可
能
性
を
模
索
す
る

お考えをうかがいましょう。まずは，自己紹介からお願いします。

佐藤　東北大学の佐藤です。調査データを使った研究としては，「社会的

不平等」「社会階層」の研究をしています。2005年に「社会階層と社会移

動全国調査（SSM調査）」の代表を務めました。代表をやるということは

もう引退ということなのですが，2015年に呼び戻されまして未だ携わっ

ています。もう1つは，「見知らぬ人同士の間で信頼関係がどのように生

まれてくるのか」というテーマで，シミュレーションを用いて研究してい

るところです。

鳥海　東京大学の鳥海です。専門は情報学ですので，プロジェクトの中で

は理系側になります。「ソーシャルメディアの分析研究」を主にやってい

まして，東日本大震災の折にはTwitterのデータ分析などを行いました。

ソーシャルメディアのデータから，人びとの動きを見ることに興味があ

り，SNS内の「炎上」の分析も研究テーマになっています。

数土　学習院大学の数土といいます。主に，「社会意識がどのように形成

され，どのように変動して，社会にどんな影響を与えるのか」という点に

佐藤 嘉倫（さとう よしみち）

博士（文学）。横浜市立大学商学部助
教授，シカゴ大学社会学部，コーネル
大学社会学部客員研究員などを経て，
現在，東北大学大学院文学研究科教
授。研究テーマは社会的不平等，信
頼，社会関係資本。辻竜平・佐藤嘉倫
（編）『ソーシャル・キャピタルと格差
社会』（東京大学出版会）で第13回
日本NPO学会賞優秀賞を受ける。

鳥海 不二夫（とりうみ ふじお）

2004年，東京工業大学大学院理工学
研究科機械制御システム工学専攻博士
課程修了。博士（工学）。同年名古屋大
学情報科学研究科助手，2007年同助
教，2012年東京大学大学院工学系研
究科准教授。エージェントベースシミュ
レーション，人工市場，ソーシャルメディ
ア，ゲームにおけるAIなどの研究に従
事。電子情報通信学会，人工知能学
会，日本社会情報学会会員。

数土 直紀（すど なおき）

1965年生まれ。東京大学大学院社会
学研究科（現・人文社会系研究科）
にて，博士（社会学）号を取得。現
在は，学習院大学法学部政治学科で
社会学を教えている。主な著書は，『信
頼にいたらない世界　権威主義から公
正へ』（勁草書房），『理解できない他
者と理解されない自己　寛容の社会理
論』（勁草書房）など。
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着目して研究しています。プロジェクトでは，佐藤先生のお話にもありま

した，ソーシャルキャピタルのコアである「信頼」についても議論してい

ます。調査とその運営に携わって，社会調査とは何としんどいものか，社

会を捉えることは難しいなということを改めて感じているところです。

☆公共圏・公共性の意味
遠藤　まずは，現在の公共圏，公共性について考えるところから始めま

しょう。従来，「公共性」（社会全体の利益）を考える場としての「公共

圏」については，「マスメディア」を中心に考えられてきました。しかし，

東日本大震災ではソーシャルメディアの働きに注目が集まりました。

「ソーシャルメディア」とは，インターネット上のコミュニケーションの

場—例えばFacebookやTwitterなど—を指します。ソーシャルメディア

は，専門家，非専門家を問わず，誰もが対等な立場で自由に発言できる

という特徴があります。この特徴から，大震災の時には，地域に密着し

た情報の発信や，ボランティア活動の自然発生的な組織化が行われ，今

までなかった柔軟な救援活動が行われたと評価されました。ただし，ソー

シャルメディアにせよ，マスメディアにせよ，口コミにせよ，ポジティ

ブな影響もあればネガティブな側面もあります。ソーシャルメディアが，

一方でボランティア活動，助け合いに向かい，他方，鳥海先生が分析し

ていらっしゃる「炎上」とかデマと結びつくこともあります。このよう

な人びとの意見形成のダイナミズムが，一般的に「世論」形成のプロセ

スに相当するのではないでしょうか。このような前提のもとで，メディ

アと世論の関係を，社会全体のリスク軽減，あるいはレジリエンスの向

上といったポジティブな影響へとつなげていくにはどうしたらいいのか，

という問題を考えていきたいと思います。

　ただし，「世論」という言葉はかなり多義的に使われています。また，

世論と公共性という概念の間にも距離があります。そこで，議論に入る

前に，ちょっとこの議論での意味を限定しておきたいと思います。
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　「世論」という言葉は，「参照

すべき正しい意見」「社会全体の

利益を考えた（パブリックな）

意見」を指すというように，規

範論的な理解のもとに語られる

場合があります。その一方で，単に世の中に流布している，社会の中で

可視化され，影響を及ぼす意見を「世論」と呼ぶ立場もあります。ここ

では，後者の意味で「世論」を捉え，世論と公共性（社会全体の利益）

がどう関係するかを見ていきたいと思います。公共圏については，ハー

バーマスの議論が有名です。ハーバーマスは，18世紀ヨーロッパで，市

民たちが自律的な討議を行ったさまざまな場（新聞や雑誌，議会，サロ

ン，コーヒー店など）を「公共圏」と表現しました。そうだとすれば，

ネット上の議論もまた，「公共圏」として捉えられるのかもしれません。

それでは，従来，マスメディアが中心となり世論を取りまとめて可視化

していった時代とどこが違うのか。

　マスメディアの場合，専門家としてのマスメディア（ジャーナリズム）

側がある程度「人びとに共有されている（されるべき）意見」を想定し

て，それをパブリックな（公共的な）言説として人びとに提供してきま

した。これに対してインターネット空間では，プライベートな言説とパ

ブリックな言説がフラットに併存しています。

　その結果，かつてであれば，ある時代，ある社会において多くの人び

とが支持する「世論」というものが存在すると考えられてきたのですが，

現代では，多種多様な「世論」（意見）があることが誰の目にも見えるよ

うになってしまい，混乱が生じているのが現実であろうかと思われます。

佐藤　まず，現代における公共性を言う前に，過去において公共性という

ものがあったのかなかったのか，という点から入りたいと思います。今と

いう時代，公共性が崩れてきたというような感覚があるかと思いますが，

1945年以降，戦後の日本で公的なもの，公共性という言葉自体それほど
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使われてはいませんでした。そこからどう変容したかを見るべきだろうと

思います。

　戦後しばらくは日本復興という共通理解があり，高度経済成長ごろまで

は，政治も含め，戦後復興型経済システムがうまくいっていた。その頃

に，暗黙の裡に了解していた生活の仕方，例えば，夫婦と子ども2人とい

う標準世帯が出来上がってきました。そのスタンダードがなくなっていま

すね。同様に，暗黙の裡に，「公共性」にもスタンダードな準拠点があっ

て，それが共通の了解事項となって社会は動いていたのだろう。そして

今，家族も公共性もスタンダードを喪失しています。結婚にしても，今は

「結婚しない選択」もあれば「同性婚」もある。では，スタンダードな結

婚とは何かということが見えなくなっています。その背景には，価値観の

多様化とそれを許容する社会的な変化があります。現代において「公的な

◆Web調査と面接調査──調査法の 
　違いがもたらす回答差
　Webを用いた社会調査が盛んになる
にともない，最近では調査方法そのも
のが 回答者の回答に与える影響に関す
る研究が進んできています。数土も
「2010年格差と社会意識についての全
国調査（面接）」と「2012年格差と社

会意識についてのWeb調査」の二つのデータを用いて，面接調査とWeb
調査という調査法の違いが回答にどのような違いをもたらすかについて
分析を行いました。
　その結果，傾向スコアを用いて擬似的な無作為化を行っても，Web調
査における回答は，面接調査における回答よりも向社会性が低く，格差
を容認する傾向の強いことが 明らかになりました（例えば，Web調査の
ほうが「社会から何かしてもらうことを考えるよりも，社会のために何
かをしたい」という意見や「競争の自由を守るよりも，格差をなくして
いくことの方が大切だ」といった意見に同意を示す程度が弱くなる）。こ
の分析結果は，2016年夏開催予定の第3回世界社会学会社会学フォーラ
ムにおいて報告する予定です。 （数土 直紀）
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るもの」の捉え方も多様化していて公共性が見えなくなっていることも同

じことなのですね。

　メディアの変化もあります。昔だったら，例えばNHKとか朝日新聞の

言うことは間違いないと，そこにスタンダードを求めていましたが，それ

が崩れて，特にネット上ではさまざまな言説が飛び交う事態になってい

る。一方，マスメディアはそれらの言説を踏まえた上で新しいスタンダー

ドを提示できない状況にある。それゆえに世論が揺れ動くということがあ

ろうかと思います。「炎上」もその一つとして捉えるべきでしょう。

☆個人の中での多様化
数土　遠藤先生が言われたのは，世論の多元化というか，「世論」と一括

りできるような，大文字で語られるようなものがなくなり，細分化されて

いるということだと思います。そのことに関して，僕自身は，個人の中で

すら多元化されてきているのではないかと思っています。通常の社会調査

とWeb調査を同じ設計で実施したとき，回答の傾向がどう変わるかとい

う分析をしました。Web調査のバイアスを差し引いても，Webのほうが，

「社会性が低く」なり，「他者に対する配慮が低く」なりました。個人の中

で，他者と相対して意見を求められたときと，デバイスに向かって発言し

たときとでは意見が異なるわけです。

　Twitterでも2ちゃんねるでもいいのですが，そういうところで特殊な

人が特殊な発言をしているということではなく，そういうメディアだとそ

ういう発言になってしまう。別の形で意見を求められると，また別の意見

が出てくる。つまり，与えられたメディア，どういうチャンネルに乗って

話すかということで多元化しているのではないかと思います。

　その意味で，公共性が多元化しているというのは，いろんな人が階層化

されているというより，個人の中でも分裂してきているのではないか。そ

んなイメージを持っています。

鳥海　私も世論の多元化・細分化に関しては，数土先生のおっしゃるとお
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り個人の価値観の分裂という気がしています。一方で，佐藤先生の言われ

た，生き方に多様性が認められたことによって，多様な意見が出ているこ

とも事実だと思います。

　いずれにせよ，多様性が目立つようになったのは，それらが可視化され

たことだろうと思います。もしかすると世論の細分化は昔からされていた

のかもしれませんが，自ら発信できるようになることによって，それがよ

りシャープに可視化されるようになった。地域ではたった1人のマイノリ

ティかもしれないが，日本全国に広げたら100人もいた。そこで，100人

のコミュニティができます。そこでは多数派になれるわけですから，大き

な声で意見が言えるようになる。例えば，同性愛の人が声を上げるのは難

しかったけれど，賛同してくれる人が多ければ声を上げやすい。というよ

うに，可視化がもたらした意見の多様化というような気もします。

　そういう状況を考えると，個々のクラスター，属性にとっての公共性は

上昇している。全体的な公共性は失われているけれど，逆に，これまでは

そこに入れなかった人たちがニョキニョキと頭を出しているというイメー

ジがありますよね，ネットを通して見ると。

遠藤　今の世論は確かに多元化・細分化されているかもしれません。しか

しそこに着目しすぎてしまうと，そもそも，かつては人びとの意見が本当

に一致していたのだろうかという疑問が湧いてきます。イギリスのメディ

ア研究者であるR.シルバーストーンは，社会的な秩序は，公共放送のよ

うなある種のスタンダードがあり，正しい世論として提示され，人びとが

追随する形で形成されていったというふうに論じています。参照点のよう

なものがないと，社会的秩序の形成が困難になるので，参照点をどう再構

成するかが重要だという言い方をしています。人びとの意識が一致してい

たから世論もまとまっていたというか，マスメディア的な提供の仕方をさ

れると，スタンダードが作りやすいと言うのですが，それだけだと，なぜ

崩れ，分裂していくのかが説明できない。

佐藤　ソーシャルキャピタルとも関わりますが，かつては，スタンダード
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があるという認識に加えて，スタ

ンダードにしなくてはいけないと

いう規範意識もありました。昔

は，未婚の女性が近所にいたら世

話好きの人がお相手を紹介して，

「結婚すべき」というスタンダードに近づけていく。今なら，セクハラだ

と言われますよね。ただし，「どうして結婚しないの」と言っても大丈夫

な人と，そうではない人がいる。これは関係性の問題です。「自分のこと

を思って言ってくれる」と思えばセクハラにならないけど，「嫌がらせだ」

と思われればセクハラになります。今は，非常にセンシティブになってい

ますから，あえて他人に介入しようとは思いません。それによってスタン

ダードに近づけていこうということができなくなっていますね。ソーシャ

ルキャピタルの崩壊の理由というのは，そのあたりにもあるのではないで

しょうか。

　スタンダードが崩壊していくのと同時に，社会も変化しています。良く

言えば「個人化」，悪く言えば「孤立化」，いろいろな社会的変化が同時進

行的に起こり，現在に至るという気がします。

　ただ，メディア論で言えば，古典的なコミュニケーションの2段階の流

れがありますね。直接個人に届く前に，マスコミとの間にオピニオンリー

ダーとして近所の物知りおじさんがいるというような。実は，現代のサイ

バー空間の中にもオピニオンリーダーとして人気ブロガーがいたりしま

す。「近所のおじさん」がサイバー空間にもいるんですね。

遠藤　現代は個人化が進行していると言われますけど，それはどのような

原因によるとお考えでしょう。

佐藤　鳥海さんが的確に指摘していますが，行為の多様化と意見の多様化

の相互作用ではないでしょうか。離婚なんてそうですね。昔は周りに離婚

する人がいなかったのでプレッシャーがかかった。離婚率が上がってくる

と，離婚に対する評価も意見も変わります。ある人の行為が他の人の環境
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になり，自分も離婚しても大丈夫だろうとなり，また離婚率が上がる。意

見と行動が相互に強化し合うわけです。

遠藤　今の例は，意見と行動が相互に強化し合う「ポジティブフィード

バック」の例ですが，「ネガティブフィードバック」つまり相互が弱め合

うような例もあると思います。数土さんが言われた，機械やデバイスの

媒介性によって意見が変化するという話は，そういう観点から見るとど

うなのでしょうか。

数土　「本音と建前」とも違いますね。そのメディアのルールに乗って，

「ノリ」で発言していくと内容が変わってくるということです。例えば，

SNSで発言するときの「ノリ」と，かしこまって聞かれたときの「ノリ」

では，それに合わせて出てくる答えは，どちらが本音でどちらが建前とい

うのではなく，単に状況依存的に決まっている。逆に，そういう状況の定

義のされ方によって，いろんな意見が出てくるので，非常に多様化してい

るように見えるということですね。

遠藤　ただ，状況依存性は昔からあったものだと思いますが……？。

数土　本音と建前のように，もともとあるものが，メディアの多様化でよ

り先鋭化している。対立がより見えやすくなっているということはあると

思います。

☆島宇宙をつなぐ橋
遠藤　そうしたメディアの多様化によって，マイノリティの意見が可視化

されてきたという話だと思いますが，それは公共性，公共圏にどのような

影響を与えると考えられますか。

佐藤　公共性という点に戻れば，鳥海さんの指摘は細分化された個々のク

ラスター，いわば “島”ごとに公共性があるということかと思います。昔

は，大きなところで公共性はありましたが，地殻変動で沈んでしまって

残っているところがいわばガラパゴス諸島になり，その小さな島々の中で

それぞれに公共性が進化してきた。



241第３章　世論が生まれる社会の困難

公
共
性
再
構
築
の
可
能
性
を
模
索
す
る

遠藤　「小公共圏」とか「島宇宙」と言われる現象ですね。

佐藤　現在の公共性再構築の問題は，その島々をどのように橋でつなぐか

ということなんですね。イギリスで「多文化主義」という社会政策がとら

れましたが，結果的に，あなたはあなた，私は私，一緒に住んでいるけれ

ど干渉しないということになって，エスニックマイノリティを社会的に排

除するという方向にいってしまった。それがテロリズムの温床になったと

言われました。そこで，イギリス政府は方針を転換して，地域統合という

か，それぞれのグループにブリッジを架けようということになった。公共

性の議論の一つのケーススタディになるかと思いますが。

遠藤　確かに，先日，地域研究を専門にしておられる関根政美先生とお話

したのですが，これまでは正義の味方であった多文化主義が，今は差別の

温床だと叩かれると嘆いていらっしゃいました。どのように橋を架け，つ

◆ソーシャルメディアの炎上研究
　ソーシャルメディア上で特定の話題が盛り上が
る炎上現象は，ターゲットが企業などの場合は業
績に直結する死活問題となり，個人の場合は日常
生活に支障をきたす大きなストレスとなりえます。
しかしながら，炎上現象自体は人が確認するには
大きすぎて全体像を見ることは難しい。そこで，
データの力を借りて炎上現象とはどういうものな
のかを分析しています。
　分析の結果，炎上は多くの場合，その話題にそ
こまで興味の無い人たちが「ネタ」として情報を

広めていることが分かりました。したがって，どれだけ大きくなっても，
ほとんどの人が数日で忘れて次の話題に移っていくようなものです。し
かし，一部その話題に強い興味を持つ人たちにリーチすることで，長い
間問題が継続することになります。
　特に現在は特定のソーシャルメディアだけではなく，まとめサイトや
ブログ，掲示板，ネットニュースなど多様なメディアを通じて炎上現象
が広がっていきます。そのため，メディアごとの性質を理解した上でメ
ディア間伝播を考慮し炎上現象を捉える必要があります。 （鳥海 不二夫）



242 放送メディア研究　No.13　2016

ないでいくのでしょう。

佐藤　橋を架けることについて，いい事例があります。日本のいくつかの

地域では，日系ブラジル人と地元住民の対立というのがありました。ゴミ

出しのルールを守らないとかから始まって，焼き討ち事件にまでエスカ

レートした地域もあって，さすがにこれではまずいということで，地元行

政がポルトガル語でゴミ出しルールの表示をしたり，ボランティア団体が

日系ブラジル人をサポートしたりして，徐々につながりを持つようになっ

ていった。そういったブリッジ役のグループや人がいないと，島をつなぐ

のは難しい。

遠藤　いまお話に出た多文化主義でもそうですけど，ソーシャルメディア

も世に出てきた初期段階には，公共圏としてうまく機能するのではない

か，とポジティブに考えられていたわけですよね。マイノリティの意見が

可視化されたこと自体はいいことではないかとも思うのですが。

鳥海　もちろんソーシャルメディアには，いい面と悪い面，両面あると思

います。ポジティブな面で言えば，うちも最近第二子が生まれたんです

が，子育てクラスターというのがあって，コミュニティがあるなというの

を実感します。Twitterでお母さんたちがやりとりしているのですが，あ

るあるネタに共感したり，日々の悩みを笑い飛ばしたり，一つの文化が出

来上がっています。対立軸のあるコミュニティだと，意見の違いでどんど

ん離れていって最後は敵対するということになりがちですが，同じ境遇，

同じ悩みを共有できるコミュニティだと，問題なく成立する。子育てする

人をマイノリティというのも変ですが，周りに仲間がいなかった人たち

が，ネット空間で一緒になって仲良くできるという意味合いでは，非常に

いい公共性が生まれているのではないかと思います。

数土　2005年に実施されたSSM調査（社会階層と社会移動全国調査）の

データを分析したところ，伝統や文化を大切にする人は一般的信頼度が高

いという結果が得られました。同時に，非常に寛容な人も一般的信頼度が

高い。自分と異なる意見があってもいいとか，同性婚を認めるとか，一般
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に寛容と思われる意見を持つ人は

人びとに対して高い信頼を持って

いるわけです。詳細は，数土『信

頼にいたらない世界』（勁草書房，

2013）をお読みいただければと

思いますが，伝統や文化を大切にして，何かあればしっかり手伝いましょ

うというタイプと，異なる意見を受け入れるし，自分も受け入れられたい

というタイプ。この2つのタイプの信頼を一括りにしないで，両者をうま

く引き出すことができれば，「橋渡し型」の信頼もうまく位置づけられる

のではないかと思います。

☆ソーシャルメディアの公共性
遠藤　現在では，人びとはマスメディアだけでなく，ソーシャルメディア

と両方から情報を得ています。最近の傾向として特徴的なのが，「理研の

問題」や「エンブレムの問題」などですね。いずれも，最初にマスメディ

アを通じて「世界の学会で認められた画期的な研究」「五輪にふさわしい

ものとして認められたデザイン」として報道されました。マスメディアが

伝えることは「間違いのない事実」としてこれまで受け入れられてきたの

です。ところが，こうした記事に対して，ソーシャルメディアの中から疑

問の声が発せられました。すると，ソーシャルメディアを利用しているた

くさんの人びとが情報探索を始め，その結果，当初の評価が否定されるよ

うな結果となりました。こうした出来事がさまざまな局面で頻出していま

す。このようなソーシャルメディアの影響力についてはどのようにお考え

になりますか。

数土　良い悪いということではなく，そういう環境が整っているというこ

とに尽きますよね。それ以上でも以下でもない。ネガティブな影響がある

からやめましょうというわけにはいかない。

遠藤　公共性の観点から見るとどうでしょう。
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佐藤　新しいテクノロジーが社会に導入されたとき，それを使いこなすに

は時間がかかります。すでに環境としてあるということを前提に，ネガ

ティブな方向があるとしたら，先ほどの議論で言えば，信頼に対する不

信の構造が出来上がっているということですよね。確かに，大学でも，不

正論文対策として，「剽窃検知ソフト」を導入しています。信頼関係に基

づく論文審査ができなくなって，学生と教員の間に不信の構造が出来上

がってしまった。そこから，数土さんの言われる，「介入」とか「橋渡し」

の信頼をどう再構築するかという問題になります。そしてこれが，公共性

の再構築につながるだろうと思うのですが。

遠藤　つまり，どう使いこなせばよいのか，ということになる。

佐藤　そうですね。そのときは，ネガティブかポジティブか，ゼロか

100％かという発想ではなく，70％使いこなせればいいじゃないかとい

う，工学的な発想をすべきでしょうね。ソーシャルメディアにもネガティ

ブな効果とポジティブな効果がありますから，ネガティブなほうをなるべ

く減らしていく。ゼロにするにはめちゃくちゃコストがかかるから，

20％くらいにしておこう，というようなところでいいんじゃないでしょ

うかね。

☆ビッグデータの可能性
遠藤　新しいテクノロジーをどう使いこなすか，ソーシャルメディアから

得られるデータをどう活用していくか，といった課題を考えていくと，

「ビッグデータの可能性」という問題に行き着きます。これまでの世論調

査が“サンプリング”の世界だとすれば，今，ビッグデータはいわば“全

数調査”の世界と言えますよね。ビッグデータの分析は従来の世論調査と

どんな点で大きな違いがあると言えるのでしょうか。

鳥海　これまでは，調査の目的があって，それに沿ってできるだけ関係す

るものを集め，シャープな意見を形成するというのが世論調査でした。

ビッグデータは，それとは違う。世論調査では，どこか気張って答える
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面があるけど，ビッグデータには

それがないから，本来の姿が見え

るという言い方もありそうです

が，これも一長一短です。世論調

査は，狙い通りだけど「建前」か

もしれない，ビッグデータは，狙いとはかけ離れたデータだけど「本音」

が見える。ただしここでは，真の世論というものが存在するのだろうかと

いう疑問も出てきます。

数土　真の世論ですか，難しいですよね。先ほど，対面する相手やデバイ

スによって意見が変わるという話がありましたが，意見が変わることはい

けないことではありません。では，真の意見って何だって思う。というこ

とは，真の世論って何なのかということになる。

　人間の考えや行動は，他者との相互作用の中で決まってくるので，それ

を遮断して得られる意見をいくら集めても，知りたい社会には到達しない

というイメージがあります。逆に言えば，他人との関係の中で，議論，相

互行為，コミュニケーション行為などの中から立ち上がってくるものが，

本来的な世論だとは思います。社会関係から切り離された個人の意見は，

必ずしも私たちが探したいと思う世論ではないだろうと思います。

鳥海　そういう意味では，ビッグデータの時代は，個々人が思い思いに行

動した結果が集約されているというのが面白いところで，本質的な部分な

のでしょう。意図せず，調査されているという意識もなく，出てきてしま

うデータ。例えば，日本とアメリカでTwitterを使っている時間を調べた

ら，日本人はやたら昼休みが多い。昼休みをピークにだらだらと続く。ア

メリカは圧倒的に夜です。こんな違いが出てくると，住んでいる場所や人

種の違いによる行動パターンが見えてくるというのがあります。

　ビッグデータではある種の意図が入るものには使いにくいというのはあ

ります。映画のヒット予測なら，ブログに面白いと書いているかどうか

を集めれば分かります。ただ，そこに，宣伝のために書いている人が入
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ると，歪みが生じる。そういう歪みも一緒にキャッチするのがビッグデー

タですから。ビッグデータを「○○の目的に使います」と言ってしまう

と，そこに歪みを入れてくる人がいますから，使えなくなります。

佐藤　コンビニで何を買ったのかなどはいいんでしょうね。

鳥海　意図を持って大量に買い物できませんからね。それはけっこうきれ

いに出てきます。公共性というより，マーケティングには使えるというこ

とでしょうか。

　公共性（公共圏）にどう活用できるのか，という点では，震災時にソー

シャルメディアを行政が活用したというのがありましたね。ビッグデータ

的な意味で，全体のパーセンテージとしては大きくないけど，ボリューム

はけっこう大きいという情報がありました。例えば，100万人の中で

◆不信の構造の中で信頼を再構築する鍵は？
　──コンピュータシミュレーションによる探求
　コーネル大学のマイケル・メイシー教授と私は，
日米の信頼度の違いに注目しました。アメリカの
ほうが日本よりも見知らぬ他人を信頼する人の割
合が高いということがいろいろな研究で指摘され
ていました。
　メイシー教授と私は人びとの移動頻度の違いが
信頼度の違いを生み出していると考えました。よ
そから誰も引っ越してこないような閉鎖的な地域
では，地元民は他人を信頼することを学ぶ機会が
ありません。一方，みんなが移動するような地域
では安定した基盤がないので，他人を信頼するこ
とにはだまされる危険が伴います。適度な移動があれば，人びとは安定し
た基盤の上で他人を信頼することを学び，より広い社会に出ていけます。
　私たちはこの考えに基づいて，コンピュータシミュレーションを行い
ました。その結果は予想通りでした。移動頻度が極端に低い社会や極端
に高い社会では信頼度は低く，適度な社会では信頼度は高くなりました。
このことから，アメリカは移動頻度が適度に高い社会だから人びとの信
頼度も高く，日本は移動頻度が低い社会だから人びとの信頼度も低い，
という知見を導き出しました。 （佐藤 嘉倫）
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1,000人が持っている情報があるとします。パーセンテージとしては

1,000分の１に過ぎないので，これまでのように小数点以下は捨象すると

いうことになると情報はゼロになってしまいますが，ビッグデータとして

見ると，1,000というボリュームはそれなりに価値のある情報だという判

断ができるようになった。これなど，ビッグデータが公共性に寄与するよ

うな扱われ方をした一例かと思います。

☆文理融合のシミュレーション研究
遠藤　現在，ビッグデータの活用法がさまざまに模索され，すでに利用の

始まっている領域もあります。さらに，そこから得られた知見を，従来の

ように人が思考して結論を導き出すのではなく，コンピュータシミュレー

ションの形にするという研究が進んでおり，われわれも取り組もうとして

いるわけです。この新しい手法について，簡単に説明していただけますか。

鳥海　一言でコンピュータシミュレーションと言っても，けっこういろい

ろな種類があるのですが，ここでは人間の動きをシミュレートする「社会

シミュレーション」を指します。

佐藤　例えば，私が行った「信頼の研究」では，心理学の学習モデルをイ

ンプットしておき，いったん動きはじめたら，コンピュータ上で勝手に行

動させるわけです。「エージェント・ベース・モデル」というシミュレー

ションの手法で，バーチャルな人間を1万人ほど作り，5,000組のペアが

信頼したり，しなかったりする。その結果，信頼に足る社会が形成される

のか，されないのかを観察します。社会調査をやるといろいろなノイズが

入ってくるので，純粋に，単純に，コンピュータ上に社会を作るわけです

ね。それを自由に動かした結果，何が起きるのかを見る。

鳥海　ビッグデータがあって，そこから人間の本質的な行動パターンのよ

うなものが抽出できれば，それをシミュレーションに組み込んでいく。人

間は多種多様なので，こういう場合はこういう動きをするという傾向が分

からないとシミュレーションにならない。私の研究室でも佐藤先生にご意
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見をうかがいながら，信頼性がどう構築されているかをデータのほうから

見てみようと試みています。

　一方で，ネット上での「炎上」についても研究しています。ネット上で

は，信頼性があるからこそ炎上するという例も多くあります。最近の例だ

と，「SEALDs」が話題になりました。意見が大きく2つに分かれたとき，

「なぜ2つに分かれたのか」「二分しているようでいて実はそうでもない」

など，人間の感覚とはことなる事実がデータから見えてくるはずだと思っ

ています。それに伴ってシミュレーションで行動パターンが見えてくれ

ば，どうすれば対立が解消されるのか，どうすれば建設的な話し合いが

できるのかが分かってくるのではないか。そんな期待をしています。

数土　社会科学の分野でも，「計算社会科学」「計算数理社会学」というの

がキーワードの一つになっています。ヨーロッパやアメリカでは「コン

ピュテーショナル・ソーシャルサイエンス」が大きな流れになっています

ね。ビッグデータであったり，シミュレーションであったり，社会科学に

もっとコンピュータを取り入れようとしています。

遠藤　コンピュテーショナル・ソーシャルサイエンスには，実はけっこう

歴史があります。有名なのは，1970年代にシミュレーションを使って人

類の「成長の限界」を訴え，現在も世界の環境問題をシミュレートしてい

る「ローマクラブ」でしょうか。シミュレーションといってもいろいろな

タイプがありますが，今日特に注目されているタイプ（マルチエージェン

ト／シミュレーション）では，いろんな主体の相互作用によって思いもよ

らない危険が潜んでいるとかが，分かってくる。今回のプロジェクトは，

これを公共性分析，社会的リスクの低減に生かしていこうと考えていま

す。複雑なモデルでもコンピュータでビジュアル化し，結果をわかりやす

く示せるのがシミュレーションのいいところですよね。文系の知見と理系

の知見を統合して，社会の知を高めていくための基盤になる技法だと思い

ます。その意味で，シミュレーションはまさに学際的なプロジェクトなん

ですよ。



249第３章　世論が生まれる社会の困難

公
共
性
再
構
築
の
可
能
性
を
模
索
す
る

鳥海　ただ，シミュレーションの結果を政策のレベルにまで持っていくの

は難しいですね。「だって，シミュレーションでしょ」って言われてしま

う。

遠藤　恣意的なモデルの作り方で，結果を操作しているのではないかと疑

われてしまうのは，以前からシミュレーションの問題として意識されてい

ます。

佐藤　シミュレーションそのものは，「地球シミュレータ」のように，

スーパーコンピュータで地球上の動きを見ることで，かなり正確な天気

予報ができるようになったということがありますが，さきほどのエージェ

ント・ベース・モデルなどはまだ研究者の中でしか使われていません。私

の知る限りでは，「大震災後に，津波からどう逃げるか」「車と人の比率を

どのくらいにしたら最適な避難法になるか」というシミュレーションを

行っているのが例外的に実用化されています。これには行政も関心を持っ

ています。

遠藤　疫学系や感染症の流行などでは，感染の可能性などがある程度わか

るので，エージェント・ベース・モデルがとてもよくあてはまりますね。

ただ，意見形成となると，人は誰しも自分なりの世界観を持っていますか

ら，その世界観がどのように影響していくかを予想するのは難しいです

ね。私としては，より定性的なものも組み込んで，人間の心理や価値観を

組み込んだシミュレーションができないかと考えているところです。

☆常に動く世論をどう捉えるか
遠藤　ビッグデータやコンピュータシミュレーションの手法を使いつつ，

具体的な現実に適応していく試みとして，「予測市場※」という領域にも

触れたいと思います。先ほどちょっと出てきました選挙とかマーケットに

絡む話なのですが，先物取引市場を模したシミュレーションの一種で，将

来事象に関する人びとの意見を1つの数字に集約し，その数字を「予測値」

とするメカニズムです。予測値は外部の情報によって変化し，それをリア

※予測市場とは，コンピュータシミュレーションによる仮想の先
物市場取引で，人間の参加者たちが将来の出来事に関する予
測を証券として取引することによって，将来を予測しようとする
ものである。1988年からアイオワ大学で行われているアイオワ
電子市場が有名である。
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ルタイムで継続的に集約することができます。

佐藤　予測市場が出てきたことで興味深いことが起こります。選挙でも，

こんな予測が出ましたというと，みんながそれを受け入れてしまうんです

ね。社会学で「予言の自己成就」と言いますが，予測を公表するとみんな

がそれを信じて実現させようとする。

遠藤　「予言の自己成就」はさまざまなかたちで起こりますね。新聞の選

挙予想も，有権者が自分の投票する候補を決めるときに影響力を及ぼして

しまう。「予言の自己成就」を完全に避けることはできない。

　もともと世論自体が常に動いているものですし，「本物の世論」という

ものを想定することはできない。それでも，このような「世論」とわれわ

れはつきあっていかなければならない。

鳥海　面白いのは，自分がそう思うということではなく，世の中の人がそ

う思っているだろうと思うほうに賭けるわけです。だから，ちょっと株価

が低いと，みんなここは上がるだろうと思うはずだということで賭けるの

と同様です。実際がどうであれ，みんなが上がると思えば上がる。

遠藤　経済学で，ケインズという人が，市場というのは美人投票みたいな

ものだと言っていますね。自分が美人だと思う人より，みんなが美人だと

思うだろう人に投票してしまう。その結果，人びとの意識の集積としての

「世論」は，ある1点に定まることなく，予言の自己成就というプロセス

をつねに織り込みながら，変動し続けるということなんでしょうね。

数土　バックボーンは集合知※ですよね。「みんながそう思うだろう」と

いう集合知。専門家に予測させるより，枠組みをうまく設定すれば，われ

われ素人の判断を使うことで，より正確な判断ができるということではな

いでしょうか。何が正しいかということも話し合われるのですか。

遠藤　人びとは必ずしも正しいことを追求しているわけではなく，自分の

意見が絶対に正しいと思っているわけでもない。強いて言えば，自分に

とってどうなるのが望ましいかを考えている。自分が手に入れた情報にし

たがって，意見を変えていく。その結果，人びとの意見の集積としての

※多くの人びとの意見を集めた結果が，どんな個人の判断よりも
「正解」に近くなるという考え方。提唱者の一人であるジェー
ムズ・スロウィッキーは，「集合知」がよい結果をもたらす条
件として，「意見の多様性」「個人の独立性」「集合の分散性」
「意見集約のシステム」を挙げている。
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「世論」も変わっていく。そして，得られた情報によって意見が変化する

ことを，むしろ積極的に考えようとするのが「討議型世論調査」という考

え方です。「討論型世論調査」については，この後の村上論文で詳しく検

証されるとのことですので，ここでは触れませんが，動いていく世論を前

提に考えられたその仕組みは，今後の世論調査のありようとして有効な策

の一つではないかと考えています。

　「民主主義社会」では，社会の運営は人びとの
合意にのっとって行われると考えられている。
「人びとが合意する意見」を「世論」と呼ぶ。し
かし，この「世論」はどこに表れるのか。「知識
人」の意見なのか。マスメディアが集約した意
見なのか。あるいは「世論調査」の結果なのか。
この問題は古くから議論されてきた。民主主義
の根幹に位置する問題ともいえる。（詳しくは遠
藤の『インターネットと〈世論〉形成』などを

参照していただきたい）。しかし，今日，さらに「世論をめぐる困難」は
拡大している。
　「世論をめぐる困難」の拡大は，皮肉なことに，「世論をめぐる困難」
を解決しようとする努力と表裏の関係にある。
　現代社会の重要な特徴の 1つが，情報（メディア）技術の驚異的な発
展であることは疑えない。インターネットが地球のすみずみにまで張り巡
らされ，世界のあらゆるところから発せられる情報は一瞬にして世界へと
伝えられる。世界はあたかも 1つの村のように緊密に結びつけられる。
人びとはソーシャルメディアを介して語り合い，有名でない人の発言が
世界を動かすことさえある。誰もが広い世界のたくさんの人との議論の
場（公共圏）に参加できること，それは民主主義の理想を実現するとも
期待された。

「世論をめぐる困難を超えて──学際プロジェクトのこれから」
 遠藤　薫
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　だがその一方，多種多様な立場からの多種多様な意見が生でぶつかり
合うとき，それらは調整されないままにヘイト・スピーチとなったり，「炎
上」を起こしたり，デマとして流布されることも起きる。そしてそのよう
な状況は，むしろ語り合うこと（公共圏）への絶望を生み，人びとが多
様な他者と共に生きること（公共性）よりも，狭い私的な世界に閉じこも
る傾向さえ危惧される。
　また，情報技術の発展が今まで見えなかったリスクを可視化すること
で，社会的不安を生んだり，さらにはリスクを拡大することさえある。例
えば，金融不安や，テロに対する不安は，それ自体が危険であることは
無論だが，その恐怖を煽られることでさらに悪化することもある。
　私たちの生きるメディア社会は，まさにこのようなジレンマの中にある
（そのラフな構図を下図に示した）。そしてそのジレンマを解決する手段と
して期待されるのもまた情報（メディア）技術であったりする。計算社
会科学（コンピュテーショナル・ソーシャル・サイエンス：Computational 
Social Science）とも呼ばれる新たな領域がいま切り開かれつつある。計
算社会科学は，現代社会に張り巡らされたネットワークから，膨大な量
の動的データ（ビッグデータ）をリアルタイムに抽出し，データに基づい
たシミュレーションモデルによって，社会動態の実験的解析を可能にす
る。これは世界的な研究潮流でもあり，2月 27日には国際シンポジウム
も開催の予定である。
　もちろんそこにはすでに述べた問題も潜在している。解析の対象となる
社会は，解析による予測によって影響を受ける。ことに，〈世論〉は予測の
影響を強く受ける。この再帰性に配慮しつつ，私たちの社会の〈世論〉を
どのように見いだしていくのかを今後さらに検討していきたい。

リスクへの
合意形成困難

リスクの解決

リスクの拡大

人びとの社会関係の
あり方「公共性」の

変化

多様な意見の表出
（「世論」の捉え難さ）

社会的議論の場
（公共圏）の個別化

コミュニケーション
回路の多重化

（間メディア社会）

社会のグローバル
化・複雑化

情報（メディア）技術
の発展

社会動態の実証分析社会科学・自然科学の枠を超えたアプローチが必要

インターネット、
ソーシャルメディアなど

計算社会科学
シミュレーション、
ビッグデータなど［　　　］


