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これまでに重いアレルギー反応のアナフィラキ
シーの症状が出たことがある人や，重い急性疾
患にかかっている人，37.5度以上の発熱があ
る人，接種前の予診で医師から健康上の問題
があるとされた人などは接種の対象外となる。
接種の実施主体は区市町村で，会場となる医
療機関や施設を確保する役割を担う。対象と
なる人数や接種会場の数からして，過去に前
例のない大規模な予防接種である。

ワクチン接種は，COVID-19の感染のリスク
や重症化するリスクなどを考慮し，以下の優先
順位に従って行われている2）。

─Ⅰ─はじめに

新 型コロナウイルスによる感染症（以下，
COVID-19）の予防のため，日本国内では2021
年2月からワクチンの接種が始まった。

予防接種に使われているのは，アメリカの大
手製薬企業ファイザーがドイツのバイオテクノ
ロジー企業ビオンテックとともに開発したワク
チンだ 1）。

接種の対象は16歳以上の国民で，1回目の
接種から3週間を置いて2回目を接種する。た
だし，ワクチンに使われている成分によって

新型コロナワクチンの高齢者への接種開始（2021年4月）を前に，接種をめぐる社会心理をインターネット調査に
よって探り，ワクチン報道のあり方を考察した。調査と考察の結果は次のとおり。
▶接種の意向と属性：“接種派”が 73％を占めた。20・30 代で“接種派”の割合が低下。“未定派”は女性が圧

倒的に多かった。インフルエンザの予防接種の習慣がある人は接種の意向が強い。
▶ワクチンの安全性と有効性の信頼度：「ある程度は信頼している」が多く，全幅の信頼は得られていない。「あ

まり信用していない」人でも 45％が“接種派”であった。感染の不安から仕方なく接種しようという心理が読み
取れる。

▶接種・非接種・未定の理由：“接種派”では「集団免疫の効果」が 3 番目に多かった。“非接種派”“未定派”
では「安全性への不安」「有効性への疑問」が多かった。

▶“安全性に不安”の理由：“非接種派”“未定派”とも「未知の強い副反応に対する不安」が最多。ワクチンがこ
れまでにないタイプのもので，短期間で開発されたことと関連している。

▶安全性をめぐる報道：十分な信頼を得られていない。“非接種派”“未定派”では，テレビ・ラジオを視聴して
安全性に不安を覚えた人が多かった。接種後のアナフィラキシーや死亡事例の報道が「不安を煽っている」と
して批判されている。そうした報道に際しては，公的機関の見解（発症の確率，接種との因果関係など）・対
応をまずは的確に伝え，接種に対する無用な不安が広がらないようにしなければならない。

新型コロナワクチン接種をめぐる
社会心理と報道
～インターネット調査から考える～

メディア研究部  福長秀彦 
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上記①の接種は2月17日から始まった。ま
ず①のうち「先行接種 」として，全国100か所
の国公立病院でCOVID-19の治療に従事する
医師や看護師ら約4万人への接種が行われた。
3月からは，先行接種以外の医療従事者への
接種が進められている 4）。

4月12日からは，感染すると重症化しやす
いハイリスクグループ②の接種がスタートした。
世界的にワクチンの需給が逼迫し，一度に大
量のワクチンを確保するのが難しくなったことな
どから，数量を限って徐々に接種が行われて
いる。

本稿を脱稿した4月12日現在，③と④のス
ケジュールは未定である。

一般的に予防接種には，国が奨励し，全
額または一部を公費負担する「定期接種 」と，
個人の判断による自己負担の「任意接種」とが
ある。新型コロナのワクチンは2020年12月の
予防接種法改正によって，国が速やかな接種
を奨励し，全額を公費負担する「臨時接種 」
と位置づけられた。接種は「努力義務」であっ
て強制ではない 5）。人びとは，接種のメリット

（感染予防の効果）とリスク（副反応）を比較
考量し，接種するかどうかを判断する。

ワクチンの安全性や効果に対する，日本人
の信頼度は世界各国の中で最低レベルという
調査結果がある。2015年11月～ 2019年12月
に，ロンドン大学衛生熱帯医学大学院のHeidi 

J. Larson教授らの研究グループが世界149か
国で行った調査 6）によると，日本ではワクチン
の安全性に「強く同意する」と答えた人の割合
が8.9％と，フランス（8.9％）やモンゴル（8.1％）
と並び最低水準であった。また，ワクチンの有
効性に「強く同意する」という回答も14.7％にと
どまった 7）。

新型コロナワクチンの場合はどうなのだろう
か。ファイザー製のワクチンは治験や海外での
接種結果から発症予防の効果が高いとされて
いるが，接種による副反応として筋肉注射をし
た上腕部の腫れや痛み，頭痛，そしてごくま
れに起きる重いアレルギー反応のアナフィラキ
シーが報告されている。

感染“第3波”に伴う緊急事態宣言が2月28
日に解除された大阪府や兵庫県では，3月末以
降，感染力の強い変異ウイルスによって新規感
染者が激増している 8）。

東京でも，緊急事態宣言が3月21日に解除
されてから20日足らずの4月7日には，1日の
感染者が500人を超えた 9）。こうした状況に
あっても，人びとは安全性や有効性に対する
不安や疑問からワクチンの接種を敬遠しようと
するのだろうか。

そもそも接種をするかどうかの意向は，年代
や性別，地域によって異なるのだろうか。イン
フルエンザの予防接種を受ける習慣がない人
たちは，COVID-19でも接種をしないのだろう
か。新型コロナワクチンへの関心が強い人たち
は接種に積極的なのか，消極的なのか。本稿
では，これらの問いに対してインターネット調
査による定量的なアプローチを試み，新型コロ
ナワクチンの接種をめぐる社会心理を探る。

ワクチン報道の基本的な役割は，できうる限
り科学的に正確な情報を伝え，人びとの的確

①医療従事者（470万人）
② 65歳以上の高齢者（3,600万人）
③基礎疾患がある人（1,030万人）3）

高齢者施設等の従事者（200万人）
60 ～ 64歳（750万人）

④上記以外の16歳以上
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な意思決定（メリットとリスクの比較考量による
選択）に資することであろう。インターネット調
査の回答などをもとに，ワクチン報道のあり方
について考える。

 Ⅱ─インターネット調査の実施時期は
────────────どんな感染状況だったのか

インターネット調査は3月30日～ 4月1日に，
全国47都道府県の20 ～ 79歳の男女を対象に
行った。4,000人から回答を得た。表1に調査

の概要を示す。
回答は，調査が行われた時期の感染状況や

接種による副反応の情報に左右される。
調査時点の3月30日～ 4月1日の感染状況は

どうであったのか。図1に国内の新規感染者数
の推移を示す。NHKが全国の自治体や公的
機関の発表数値をもとにまとめたもので，4月
11日までのデータを参照した。

図の新規感染者数を見ると，東京，神奈川，
千葉，埼玉の緊急事態宣言が解除された3月
21日には，新規感染者数は全国で1,118人で
あった。それが3日後の24日から再び増加傾
向に転じ，本調査が行われた30日には2,087
人，31日には2,843人，4月1日には2,605人に
まで増えた。それ以降も増加傾向が加速して
ゆく。折れ線グラフは，それぞれの日付までの
1週間の平均値である。

重症者数を見ても本調査がスタートした30日
ごろから増加傾向が鮮明になっている。

NHK特設サイトの「コロナ関連記事全記

調査目的
新型コロナワクチン接種をめぐる社会心理，
ワクチン報道に対する人びとの意識を明
らかにする。

調査時期 2021年3月30日（火）～4月1日（木）

調査方法 インターネット調査・17質問

調査対象

全国47都道府県に居住の20～79歳の男女
4,000人

（国勢調査人口等基本集計の性・年代・居
住都道府県の比率に基づき各都道府県に
割り付け）

調査有効数 4,000（全調査対象）

表 1　新型コロナワクチン接種の社会心理と報道に
関するインターネット調査の概要

図 1　国内の新規感染者数（～ 4 月11日）

（出典）NHK特設サイト 新型コロナウイルス「日本国内の感染者数（NHKまとめ）」をもとに作成
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

緊急事態宣言
6 府県で解除 緊急事態宣言

1 都 3 県も解除

調査実施期間
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録 」の中から3月30日～ 4月1日の主な全国
ニュースの見出しを拾い出してみた。

【3月30日】
・新型コロナ 抗体多くの人が保有せず

厚労省が調査結果公表
・東京都 新型コロナ 364人感染確認

変異ウイルス感染で初の死者
【3月31日】
・大阪府 2人死亡 新たに599人感染確認

500人以上は1月23日以来
・新型コロナ専門家会合
“関西で変異ウイルスの報告も増加”

・変異ウイルス 30日までの1週間で
新たに129人感染確認（筆者注：全国）

・大阪府「まん延防止等重点措置」運用を国に
要請 全国初

【4月1日】
・まん延防止等重点措置 大阪 兵庫 宮城に運

用決定 5日から 政府
・厚労省“第4波”に備え4月中の検査体制整

備を自治体に通知
・東京都 新型コロナ 4人死亡 475人感染確認
“宣言”解除後最多

・米ファイザーワクチン 12歳～ 15歳
“安全性と有効性確認”

ワクチンの安全性に関する動きとしては，イ
ンターネット調査4日前の3月26日に厚生労働
省の専門家部会が開かれ，接種による副反応
や接種との因果関係が不明の死亡事例などが
公表された 10）。それによると，2月17日～ 3月
21日までの間に医療従事者に57万8,835回の
接種が行われ，医療機関からアレルギー反応
のアナフィラキシーの疑いがあるとして181件
の症例が報告された。これらを国際的な評価

指標で分析した結果，47件がアナフィラキシー
に該当した。

このうち44件が女性，3件が男性で，症状
はいずれも数日で改善した。接種回数から発
症頻度を計算すると，100万回あたり81件とな
る。アメリカの100万回あたり4.7件，イギリス
の同19.4件と比べると多いが，厚生労働省で
は報告の基準や接種の対象者が異なる（日本
では医療従事者に限られるが，アメリカ・イギ
リスでは高齢者にも接種）ことから，単純に比
較はできないと説明した。

医療従事者のうち先行接種の約2万人を対
象とする健康調査の中間報告も公表され，接
種部位の痛みや腫れ，発熱や頭痛など副反応
が明らかにされた。中間報告によると，全般
に接種後の副反応は1回目よりも2回目のほう
が多く，発熱や頭痛，だるさは2回目のほうが
著しく多かった。

このほか，3月19日に接種を受けた20 代の
女性が4日後に死亡したことも公表された。

ワクチン接種後の死亡事例が公表されたの
は，3月2日の1例目に続き，これで2例目であ
る。死因はくも膜下出血などによる脳出血と見
られ，CTによる画像診断から，もともと頭部
に病変があった可能性が指摘された。専門部
会では「現時点で得られた情報から因果関係
は評価できないが，偶発事象の可能性もあり，
ワクチン接種との直接的な関係性を示す事実
はない」としている。

1例目は2月末にワクチンの接種をした60 代
の女性が3日後に死亡したもので，死因はくも
膜下出血と見られている。ワクチン接種との因
果関係は評価できないとされている。

以上の副反応についての報告から，専門家
部会は「ワクチンの安全性に重大な懸念は認
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められない」と評価した。これらは新聞，テレ
ビで報じられた。

─Ⅲ─接種の意向は，年代・性別・関心・
─────────予防接種の習慣で異なるのか

4月12日からの高齢者への接種を前にして，
人びとの接種の意向はどうであったのか。人び
との接種の意向は，年代や性別，ワクチンへ
の関心，インフルエンザの定期接種を受ける習
慣の有無によって異なるのだろうか。異なると
すればどう違うのだろうか。

Ⅲ - 1 “接種派”が 73％，“非接種派”は 14％

図2は居住する自治体から新型コロナワクチ
ンに関する通知が届いたら，接種をするかどう
かを聞いた結果である。グラフの右にゆくほど
接種の意向が弱くなる。回答は「多分接種を

する」が40％で最も多く，次いで「接種をする」
の33％，「接種をするかどうか決めていない」
13％，「多分接種をしない」9％，「接種をしない」
5％の順となった。「接種をする」と「多分接種
をする」を合わせた“接種派”が73％にのぼり，

「接種をしない」と「多分接種をしない」を合
わせた“非接種派”の14％を上回っている。

Ⅲ - 2  若年層では“非接種派”が 20％，
 “未定派”を合わせると 36％

接種の意向を20 代と30 代の若年層に限っ
てみると様相は変わってくる（図3）。20 代と
30 代の回答は「多分接種をする」38％，次
いで「接種をする」25％，「接種をするかどう
か決めていない」16％，「多分接種をしない」
13％，「接種をしない」7％の順となっている。

図2の全年代の回答と比べると，「接種をす
る」は8ポイント低くなっている。その代わり，

「多分接種をしない」が4ポイント，「接種をす
るかどうか決めていない」が 3ポイント増えて
いる。
「接種をする」「多分接種をする」の“接種派”

は全年代の73％から63％へと10ポイント低下
し，逆に「接種をしない」「多分接種をしない」
の“非接種派”は14％から20％へと増えた。“非
接種派”と「接種をするかどうか決めていな
い」の“未定派”を足すと36％になる。

Ⅲ - 3  年代によって異なる感染への不安感

このように，ワクチン接種の意向に年層に
よって差があるのは，一つには新型コロナウイ
ルスの感染に対する不安感の違いによると考え
る。高齢者はCOVID-19にかかると重症化し
やすく，重症化のリスクが高い基礎疾患を持
つ人も多い。一方，若年層は感染しても症状は

図 3　接種をするか（20・30 代）

図 2　接種をするか

（n=1,172）

（n=4,000）

接種をしない
多分接種をしない
接種をするかどうか決めていない
多分接種をする
接種をする

接種をする 多分
接種をする

接種をするかどうか
決めていない

多分接種をしない

40 13 9 533%

接種をしない

接種をしない
多分接種をしない
接種をするかどうか決めていない
多分接種をする
接種をする

接種をする 多分
接種をする

接種をするかどうか
決めていない

多分接種をしない

38 16 13 725%

接種をしない
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比較的軽く，無症状である場合も多い11）。
図4は，新型コロナウイルスへの不安の強弱

を年代別に見たものだ。「新型コロナウイルス
に感染する不安をどの程度感じているか」とい
う質問に対して「強く不安を感じている」「ある
程度は不安を感じている」を合わせた回答が
65歳以上では85％にのぼっているのに対して，
20・30 代では74％と11ポイント低くなってい
る。20・30 代では「あまり不安を感じていな
い」「まったく不安を感じていない」を足した回
答が 26％になった。

Ⅲ - 4“未定派”の 62％は女性

接種の意向を性別で比較したのが図5であ
る。「接種をする」は男性が55％で，女性の
45％より10ポイント高い。逆に「接種をしない」
は男性46％，女性54％で女性が8ポイント高
くなっている。「接種をするかどうか決めてい
ない」の“未定派”は，男性38％に対して女性
が62％と24ポイントの大差がついた。女性は，
男性に比べて接種により慎重になっている傾向
が読み取れる。

女性の30・40 代で未定と回答した人の割合
が多かった。

“未定派”に女性が際立って多いのはなぜ
か。理由は不明だが，アナフィラキシーの報告
件数が女性に多いことが影響していると考えら
れる。

前述の厚生労働省の専門家部会で報告され
たアナフィラキシーは47件であったが，このう
ち44件は女性であった。アメリカでもワクチン
接種後のアナフィラキシーの発症は女性のほう
が多いという調査報告が公表されている12）。

Ⅲ - 5  インフル予防接種の習慣のない人でも
 新型コロナでは 58％が“接種派”

図6ⓐⓑは，インフルエンザの予防接種を
受ける習慣が「ある人たち」と「ない人たち」
とで新型コロナワクチン接種の意向にどのよう
な違いがあるのかを示したものだ。図6 ⓐの
予防接種の習慣がある人たちは，新型コロナ
ワクチンでも「接種をする」が53％，「多分接
種をする」が34％で“接種派”が87％にのぼっ
ている。

一方，図6 ⓑの予防接種の習慣がない人た
ちでは，「接種をする」が20％，「多分接種を

図 4　感染に対する不安

図 5　接種をするか（男女比）

まったく不安を感じていない
あまり不安を感じていない
ある程度は不安を感じている
強く不安を感じている

20・30代
（n=1,172）

40・50代
（n=1,447）

60歳以上
（n=1,381）

強く不安を
感じている

ある程度は
不安を感じている

あまり不安を感じていない
まったく不安を感じていない

61 12
2

24%

56 16
4

24

55 1819 8

女性（n=2,021）

男性(n=1,979）

接種をしない
（n=216）

多分接種をしない
（n=362）

接種をするかどうか
決めていない

 (n=512）

多分接種をする
（n=1,580）

接種をする
（n=1,330）

男性 女性

4555%

5149

6238

4951

5446
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する」が38％と，ⓐに比べるとかなり減る。し
かし，それでも“接種派”は全体の58％を占め
て“非接種派”と“未定派”を合わせた43％を
上回っている。

Ⅲ - 6  ワクチンへの関心と
 接種の意向に相関関係

ワクチンへの関心と接種の意向には相関関
係があるのだろうか。相関関係があるとして，
関心が強ければ接種に積極的なのか，それと
も消極的なのか。

シドニー大学看護学校教授でワクチンプログ
ラムの強化やリスクコミュニケーションなどの研
究で知られるJulie Leaskによると，接種の対

象となる子どもの親たちは，ワクチンについて
の情報収集意欲が強いほど接種を先延ばしに
したり，ワクチンの種類を選別したりする傾向
が強いという13）。

図7ⓐは新型コロナワクチンの接種にどの程
度関心があるかを聞いたものだ。「ある程度関
心がある」が49％と最も多く，次いで「非常に
関心がある」の36％で，この2つで85％に達す
る。新型コロナワクチンへの関心が比較的高い
ことがうかがわれる。　

接種の意向を関心度ごとに見たのが図7ⓑ

だ。結果はワクチンへの関心が強い層ほど「接

図 6 ⓐ　インフルエンザの予防接種を必ずしている 図 7 ⓐ　ワクチン接種への関心度

図 6 ⓑ　インフルエンザの予防接種はしていない
図 7 ⓑ　ワクチン接種への関心と意向
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28 53
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（n=1,431）

（n=4,000）
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種をする」「多分接種をする」の“接種派”が多
くなり，関心が薄い層ほど「接種をしない」「多
分接種をしない」の“非接種派”が多くなった。
ワクチンに非常に関心があると回答した人のう
ち，“接種派”は91％と圧倒的多数を占めてい
る。

─Ⅳ─“接種派”は安全性と有効性を
────────────どこまで信頼しているのか

前述（Ⅰはじめに）のように，COVID-19の
パンデミックが起きる前，日本ではワクチンの
安全性や有効性に対する信頼度が低く，接種
を敬遠する人が多いとされていた。では，本
稿の調査で新型コロナワクチンの「接種をする」

「多分接種をする」と回答した人たちは，安全
性や有効性をどこまで信頼しているのだろうか。

この点を分析する前に，まずは，ファイザー
製ワクチンとはいかなるものであるのか，効果
はどの程度あるとされているのかを踏まえてお
きたい。

Ⅳ - 1  ファイザー製ワクチンとは

ファイザー製ワクチンは「メッセンジャーRNA
（以下，mRNA）ワクチン」と呼ばれる，まっ
たく新しいタイプのものだ。厚生労働省に承認
申請が出されているアメリカのモデルナ社のワ
クチンもmRNAワクチンである。従来型のワク
チンは，毒性を弱めたり不活化したりしたウイ
ルスを使うものが多いが，このタイプはタンパ
ク質生成の遺伝情報を伝える核酸のmRNA
を使う。

新型コロナウイルスはタンパク質の突起部分
によってヒトの細胞にとりつく。ファイザー製の
ワクチンは，この突起部分の遺伝情報が書かれ

たmRNAを脂質の膜に包み込んで人体に接種
する。すると，ヒトの細胞の中でウイルスの突起
部分のタンパク質が作られ，それによって抗体
ができる。mRNAには，ウイルス本体の遺伝情
報は入っていないので，接種しても感染するこ
とはない。ヒトの細胞に入ってからごく短時間
で分解され，体内に残ることもないが，人体は
ワクチンによる免疫反応を記憶する。本物の新
型コロナウイルスが侵入すると，記憶に基づい
てせっせと免疫機能を働かせ，発病を防ぐ仕
組みだ。

mRNAワクチンは2020 年12月にイギリスで
初めて使われ，今ではアメリカなど世界各国で
使用されている。接種が始められてからまだ日
が浅いため，これまでに報告されている副反
応に加え，何らかの未知の副反応が起きない
かどうかを各国の関係機関などがフォローし
ている。

ファイザー社は，新型コロナウイルスが確認
されてから1年ほどでmRNAワクチンを実用化
した。ワクチンの開発には，10年以上はかか
るとされていることからすると，異例の早さで
ある。これは，これまでのSARSやMERSの
研究によって一定レベルの知見が得られていた
こと14），新型コロナウイルスの遺伝子配列が
早期に公開されたこと，承認前に生産体制を
整えるなど実用化に向けてのプロセスをスピー
ドアップしたことなどによる。

しかし，このような早期の実用化について
は，「にわか作りのワクチンではないのか」と
の不安も聞かれる。

ワクチンの効果はどうだろうか。一般的に，
ワクチンの主な効果としては，「発症予防」「重
症化予防」「感染予防」の3つがある。ファイ
ザー社が2021年4月1日に公表したデータ15）に
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よると，2回目の接種をしてから7日～ 6か月
後までの発症予防効果は91％であった。この
91％という数字の意味は，接種をせずに発症
した100人が，もしワクチンを接種していたら，
そのうちの91人が発症しなかったという意味で
ある。また重症化予防効果についても，95 ～
100％の高い有効性が認められたとしている。

発症以外に，感染しても無症状の場合もあ
る。ワクチンを接種すると，ヒトはどの程度感
染しにくくなるのか，ヒトからヒトへの感染がど
の程度減るのかの「感染予防効果」は，本稿
を脱稿した4月12日時点ではデータは明らかに
なっていない。厚生労働省のウェブサイトには

「現時点では感染予防効果は十分には明らかに
なっていない」と記されている （4月12日アク
セス）16）。

感染と関連して「集団免疫」という考え方が
ある。集団免疫というのは，人口の一定割合
以上の人が免疫を持つと，ウイルスに感染した
人が出たとしても，ほかの人への感染が次第に
減ってゆき，感染症の流行が収束に向かうとい
う考え方である。ファイザー製を含め，新型コ
ロナウイルスのワクチン接種によって，人口のど
のくらいが免疫を持てば「集団免疫」の効果が
出るのかも，本稿の執筆時点では不明である。

Ⅳ - 2  安全性「あまり信頼していない」人の
 45％が“接種派”

図8は新型コロナワクチンの安全性に対する
信頼度を尋ねた結果である。「ある程度は信頼
している」が59％で最も多いが，「信頼している」
は7％にとどまり，「信頼していない」の8％をわ
ずかに下回っている。人びとの信頼は限定的で，
全幅の信頼を得られているとは言いがたい。

では，安全性を「あまり信頼していない」「信

頼していない」と回答した人たちは接種をしな
いのだろうか。信頼度と接種の意向との関係
を見たのが表2である。表の見方だが，例えば

「信頼している」と答えた人は281人で，そのう
ちの92％の人が「接種をする」，8％が「多分
接種をする」と答えた……という具合に見てい
ただきたい。

ワクチンの安全性を「信頼している」「ある
程度は信頼している」と回答した人たちは，当
然“接種派”が圧倒的だ。しかし，「あまり信
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あまり
信頼していない

（n=938）
5 40 23 5 27

信頼していない
（n=317） 2 9 27 45 18

考えたことがない
（n=96） 16 13 7 18 47

表 2　ワクチンの安全性に対する
信頼度と接種の意向

図 8　ワクチンの安全性に対する信頼度
（n=4,000）
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頼していない」「信頼していない」と答えた人た
ちの中にも「多分接種をする」「接種をする」と
いう人たちがいる（網かけで示した部分）。「あ
まり信頼していない」と答えた人のうち，45％は

“接種派”である。ワクチンの安全性に確信が
持てなくても，感染への不安から仕方なく接種
をしようかという心理がうかがえる。

Ⅳ - 3  有効性「あまり信頼していない」の
 42％が“接種派”

次に，ワクチンの有効性（接種の効果 ）に
対する信頼度を尋ねた（図9）。こちらの方も，
安全性に対する信頼度と同様に「ある程度は
信頼している」が64％で最も多いが，「信頼し
ている」は8％にとどまり，有効性についても高
い信頼が得られているとは到底言えない。「あ
まり信頼していない」「信頼していない」を合
わせると27％になる。

表3に，有効性に対する信頼度と接種の意
向との関係を示す。これもⅣ-2と同様に，「あ
まり信頼していない」「信頼していない」と回
答した人たちの中にも「多分接種をする」「接
種をする」という人が一定数見られる（網かけ
で示した部分）。特にワクチンの有効性を「あ

まり信頼していない」と答えた人たちの場合，
42％が“接種派”である。ワクチンの効果に確
信は持てないが，感染への不安があるから一
応接種をしておこうという心理と言える。

─Ⅴ─接種をする理由は何か

新型コロナワクチンの「接種をする」「多分接
種をする」と回答した人に，理由を尋ねた（複
数回答）。多い順に，上位5位までの回答を示
すと以下のようになる（n=2,910）。
①発症するかどうかにかかわらず感染して
 家族や他人にうつしたくないから …… 74％
②感染して発症するのが不安だから … 73％
③集団免疫効果があると思うから …… 41％
④感染力の強い変異株の蔓延が
 心配だから…………………………… 35％
⑤自粛生活にうんざりし，早く普通の
 生活に戻りたいから ………………… 27％
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表 3　ワクチンの有効性に対する
信頼度と接種の意向

図 9　ワクチンの有効性に対する信頼度
（n=4,000）
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前述のように，ワクチンの接種によって，ど
のくらい多くの人に免疫ができれば，集団免
疫の効果が出るのかはわかっていないのだが，
③は集団免疫に期待をして接種を受けようとい
う人たちが多いことを示している。男女別・年
代別に③と回答した人の割合（率）を見てみる
と，女性の60 代以上で特に高く，逆に男性の
20 代・30 代では低い。

調査の時期は変異ウイルスによる感染が目立
ち始めたころだが，変異ウイルスを心配して④
と回答した人も多い。④と回答した人の率も女
性の60 代以上で特に高く，男性の20 代・30
代では低い。

⑤の「自粛生活にうんざりし，早く普通の生
活に戻りたいから」という回答は，女性の20・
30・50 代で比較的高率だった。

─Ⅵ─接種をしない・未定の理由は何か

ワクチンの社会心理に関する先行研究で
は，接種をためらったり，忌避したりすること
を意味する「ワクチン・へジタンシー」（vaccine 
hesitancy）という概念が使われることが多
い。ワクチン・へジタンシーのモデルを使って，
新型コロナワクチンの接種をしない，あるいは
決めていない理由を分析してみる。

Ⅵ - 1  WHO のワクチン・へジタンシー

WHO（世界保健機関）のワーキンググルー
プは，2014年にとりまとめた報告書 17）の中で
ワクチン・へジタンシーを「ワクチン接種の機
会が提供されているにもかかわらず，接種を後
回しにしたり，拒否したりすること」と定義して
いる。定義中の「ワクチン接種の機会が提供
されている」が具体的にどのような状況を指す

のかは明示されていないが，予防接種法によっ
て16歳以上の国民が臨時接種の対象とされて
いる，今の日本の状況にあてはめても，差し
支えないと考える。

本稿では，新型コロナワクチンの「接種をし
ない」「多分接種をしない」の“非接種派”と「接
種をするかどうか決めていない」の“未定派”
をワクチン・へジタンシーと捉えることにする。

WHOの報告書はワクチン・へジタンシーを
引き起こす3つの決定要因を“3Csモデル”とし
て表している（図10）。3Csとは，Confidence 

（信頼 ），Complacency（慢心），Convenience 
（利便性）を指す。このうち，Conf idenceはワ
クチンの安全性や有効性，医療制度などに対
する信頼で，十分に得られていないとへジタン
シー（ためらい・忌避）が起きる。Complacen- 
cyは自分だけは感染しないだろうという慢心，
Convenienceは接種の時間や場所，接種会場
へのアクセス，接種体制の利便性について人び
とがどのように感じるかの問題だ。利便性が低

図 10　ワクチン・へジタンシーの 3Cs モデル

（ 出 典 ）WHO/SAGE（Strategic Advisory Group of Experts on 
Immunization）“REPORT OF THE SAGE WORKING GROUP 
ON VACCINE HESITANCY”（2014）
https ://www.who. int/immunizat ion/sage/meetings/2014/
october/SAGE_working_group_revised_report_vaccine_
hesitancy.pdf

Confidence Convenience

Complacency
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く，煩わしいと感じれば，接種をためらったり，
忌避したりしがちになるという意味だ。

新型コロナワクチンのへジタンシーは，この
うちのConfidence，つまり安全性などに対す
る信頼が不十分なことが主な決定要因だろう
が，Complacencyや Convenienceはどの程
度影響しているのだろうか。さらに，ワクチン・
へジタンシーの人びとが安全性に不安を抱く
一番の理由は何だろうか。

Ⅵ - 2  接種を「しない」「多分しない」理由
 「自分は感染しないと思うから」は 3％

ワクチン・へジタンシーの“非接種派”，つま
り新型コロナワクチンの「接種をしない」「多分
接種をしない」と回答した人にその理由を尋ね
た（複数回答）。多い順に，上位5位までの回
答は次のとおり（n=578）。
①強い副反応など安全性に
 不安があるから ……………………… 67％
②効果がどの程度あるのか
 わからないから ……………………… 37％
③接種によって健康を害した場合の
 救済措置がわからないから ………… 36％
④重いアレルギー症状などが出た場合の
 治療体制がわからないから ………… 34％
⑤インフルエンザなど予防接種の習慣が
 ないから ……………………………… 20％

①から④までは，ワクチンの安全性や有効
性に対する信頼＝Confidenceに関わるもので
あった。慢心＝Complacency系は，「自分は
感染しないだろうと考えているから」が3％，

「感染しても，発症しないか症状が軽いと考え
ているから」が7％にとどまっている。こうした
回答は20 代・30 代でも少数派である。

筆者はⅢで「若年層では感染に対する不安
感がほかの年代に比べると弱いので，接種派
の割合が低下している」と書いた。それにもか
かわらず，慢心＝Complacency系の回答が少
ないのはなぜだろうか。それについては，次の
ように考える。

若年層のうち，感染をあまり心配していない
人たちは，「自分は感染するリスクが低いのに，
わざわざ副反応のリスクを伴う接種を受ける
必要があるのだろうか」と意識的に，あるい
は無意識のうちに考えやすい。その結果，接
種しない方向を選択して，その理由を聞かれ
れば，リスクの大きいほう（副反応など安全性
への不安）を答えるのではないか。

利便性＝Convenience系の理由も「接種に
出向く時間がないから」「2回も接種しに行くの
が煩わしいから」がそれぞれ 4％，7％と比較
的少数であった。

次に，「接種をしない」「多分接種をしない」
理由として「強い副反応など安全性に不安があ
るから」と回答した人に，なぜそのように安全
性に不安を感じるのかを尋ねた（複数回答）。
多い順に，上位5位までの回答は次のとおり

（n=389）。
①各国で接種が始まってからまだ日が
 浅く，これから未知の強い副反応
 などが出てくるかもしれないから …… 66％
②接種によって重いアレルギー症状が
 出た人がいると聞いたから ………… 54％
③「安全上問題ない」とする政府や
 製薬会社などの発表は
 信用できないから …………………… 48％
④接種が原因かどうかはっきりしないが，
 接種後に死んだ人がいると
 聞いたから …………………………… 41％
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⑤接種するワクチンに
 「にわか作り」の不安があるから …… 40％

“非接種派”が安全性に不安を抱く一番の理
由は，未知の副反応への心配（①）で，アナフィ
ラキシーの症例報告（②）をしのいだ。①はファ
イザー製のmRNAワクチンがまったく新しい種
類のもので，人類に初めて接種されたものであ
ること，短期間で開発されたこと（⑤）と関連
している。接種との因果関係がはっきりしてい
なくても，接種後の死亡事例は人びとに不安感
を与えている（④）。安全性に関する製薬会社
や政府の見解には不信感が強い（③）。

Ⅵ - 3  接種をするかどうか，未定の理由
 「場所・時間を見定めてから」は 9％

“未定派”，つまり「接種をするかどうか決
めていない」と回答した人にその理由を尋ねた

（複数回答）。多い順に，上位5位までの回答
は次のとおり（n=512）。
①有害な症状が出ないかどうか，
 しばらく様子を見たいから ………… 65％
②効果がどの程度あるのか，
 しばらく様子を見たいから ………… 49％
③居住地域の感染状況を見極めてから
 決めたいから ………………………… 19％
④家族や知人が接種するのかどうか
 見極めてから決めたいから ………… 15％
⑤かかりつけの医師とこれから相談して
 決めたいと思っているから ………… 12％

①と②は，ワクチンの安全性や有効性に対
する信頼＝Confidenceに関わるものである。利
便性＝Convenienceに関わる理由は，「接種す
る場所や時間を見定めたうえ，決めたいから」

が9％と少なかった。
次に，「接種をするかどうか決めていない」

理由として「有害な症状が出ないかどうか，し
ばらく様子を見たいから」と回答した人に，な
ぜそのように用心するのかを尋ねた（複数回
答）。多い順に，上位5位までの回答は次のと
おり（n=333）。
①各国で接種が始まってからまだ日が
 浅く，これから未知の強い副反応
 などが出てくるかもしれないから …… 68％
②接種によって重いアレルギー症状が
 出た人がいると聞いたから ………… 60％
③接種が原因かどうかはっきりしないが，
 接種後に死んだ人がいると
 聞いたから …………………………… 38％
④接種するワクチンに
 「にわか作り」の不安があるから …… 37％
⑤「安全上問題ない」とする政府や
 製薬会社などの発表は
 信用できないから …………………… 33％

“未定派”が「有害な症状が出ないかどう
か，しばらく様子を見たい」理由は，“非接種
派”と同様に①が未知の副反応への心配，②
がアナフィラキシーの症例報告であった。接種
との因果関係が不明の死亡事例（③）もやはり
不安感を与えている。

─Ⅶ─ワクチン報道のあり方を考える

ここからは，ワクチン報道のあり方について
考えてみたい。ワクチン報道の基本的な役割
は，人びとの的確な意思決定に資することだ。
的確な意思決定とは，人びとが接種によるメ
リット（発症・重症化・感染の予防）とリスク（副
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反応など）とを客観的に比較考量し，合理的
な選択をすることだ。そのために，メディアは
できうる限り科学的に正確な情報を提供しなけ
ればならないが，メディアが発信する情報を人
びとが信頼していることが欠かせない。

ワクチンの安全性をめぐる報道は人びとから
信頼されているのか。どのような懸念を持たれ
ているのか。何が問題なのか。信頼度を上げ
るために何をすべきか。

Ⅶ - 1  安全性をめぐる報道は
 どの程度信頼されているのか

新型コロナワクチンは，16歳以上の国民が
接種の対象になるのだから，副反応などのリス
ク，ワクチンの安全性に関する情報には人びと
の強い関心が集まる。今回の調査では，安全
性をめぐる報道をどの程度信頼しているかを尋
ねた（図11）。

「信頼している」という回答は4％であった。
「ある程度は信頼している」が54％と最も多
かった。「あまり信頼していない」「信頼してい
ない」を合わせると全体の37％，これに「わか
らない」を加えると43％になる。「信頼してい
ない」と答えた人の割合は，20・30 代の男性

で比較的多かった。
この結果をどう評価するか，人によって評価

はまちまちだろうが，少なくとも，十分な信頼
を得ているとは到底言えない。

Ⅶ - 2  安全性をめぐる報道に
 どんな懸念や不満が持たれているのか

信頼度が今一つなのはなぜだろうか。新型
コロナワクチンの安全性をめぐる報道について
懸念する点，不満な点を聞いてみた（複数回
答）。多い順に，上位5 位までの回答は以下
のとおりである。
①接種後にごくまれにしか起きない
 副反応や接種との因果関係がはっきり
 しない死亡事例をことさら強調する
 など，不安を煽る報道が見られる … 38％
②報道を見聞きしてもワクチンが安全
 なのかどうか結局よくわからない …… 34％
③ワクチンの安全性について客観的に
 伝える報道が少ない ………………… 32％
④接種後の副反応や死亡例を伝える際に，
 発症する確率や接種との因果関係に
 ついてきちんと説明していない報道が
 見られる ……………………………… 31％
⑤安全だと強調するばかりで，副反応
 などの悪影響を過小評価する報道が
 見られる ……………………………… 28％

②以外の回答は，ワクチン接種について不
安を煽ったり，逆に無批判に安全性をPRし
たりと，報道にバイアスがかかっているとする
批判である。②はワクチンが安全なのかどう
か，知りたいことに報道が答えていないとする
不満，不信である。②と回答した人の割合は，
女性の30 ～ 60 代以上で高い。特に女性の50

図 11　安全性をめぐる報道への信頼度
（n=4,000）

わからない
信頼していない
あまり信頼していない
ある程度は信頼している
信頼している

44

あまり
信頼していない

信頼していない

わからない

54%

6
11

26

信頼している

ある程度は
信頼している



16 JULY 2021

代では，全体の47％が②と回答している。報
道に「懸念や不満がない」は12％で，「その他」
の2％を除くと最下位だった。

Ⅶ - 3  どのメディアに接して
 接種に不安を抱くようになったのか

安全性をめぐる報道については，不安を
煽ったり（Ⅶ-2の①），不十分な説明で不安を
助長したり（同④）しているとの懸念や不満が
多く示された。ウイルス学や免疫学の専門家，
医師の多くから同様の批判がなされている。

Ⅵ-2で述べたように，接種後のアナフィラキ
シーや死亡事例の情報を見聞きしてワクチン接
種に不安を抱いた人も多い。では，それはど
のようなメディアや情報源に接したからなのだ
ろうか。ワクチン・へジタンシーの“非接種派”
と“未定派”に聞いてみた。

このうち“非接種派”への質問（図12ⓐ）は，

「接種をしない」「多分接種をしない」理由とし
て「強い副反応など安全性に不安があるから」

「効果がどの程度あるのかわからないから」と
答えた人に，どのような情報源・メディアに
接して，そのように思ったのかを尋ねたものだ

（複数回答）。
一番多かったのはテレビ・ラジオの62％，次

いでウェブサイトの40％，家族や知人との会話
22％，新聞とSNS，医療関係者との会話がい
ずれも同率で15％などの順となっている。

図12ⓑは“未定派”のうち，未定の理由と
して「有害な症状が出ないかどうか，しばらく
様子を見たいから」「効果がどの程度あるのか，
しばらく様子を見たいから」と答えた人に，ど
のような情報源に接してそう思ったかを尋ねた
結果だ（複数回答）。こちらもテレビ・ラジオ
が最も多く78％に達した。次いでウェブサイト
33％，新聞22％，家族や知人との会話18％な

図 12 ⓐ　どの情報源に接して
安全性と有効性に不安・疑問を持ったか

（“非接種派”）

図 12 ⓑ　どの情報源に接して
安全性と有効性に不安・疑問を持ったか

（“未定派”）
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どと続く。
このように，テレビ・ラジオが多かったのは，

一つには新型コロナではテレビを情報源とす
る人が多い18）ことが考えられるが，テレビは一
体，どのような伝え方をしていたのだろうか。

Ⅶ - 4  テレビはどのように伝え，
 「不安を煽っている」と批判されたのか

「不安を煽っている」とインターネット上など
で批判されたテレビ報道を少し詳しく見てみた
い。最初に断っておくが，どこの局でも起こり
得ることであり，特定の局の非をあげつらうつ
もりはない。したがって，テレビ局と番組の固
有名詞は出さない。

（1）ノルウェーの高齢者死亡をめぐる報道

まず，事実関係から説明する。日本国内
で接種が始まる前の2021年1月19日（日本時
間），ノルウェーの公衆衛生当局は，接種を
受けた高齢者4万3,740人のうち33人が死亡し
たが，接種との因果関係は不明であり，接種
の方針は変えないと発表した 19）。発表による
と，亡くなった33人はいずれも養護施設など
に入所し，重い持病のある人もいた。同国で
は養護施設で週平均300人以上の高齢者が亡
くなっており，接種とは関わりなく死亡した可
能性があるが，衰弱した高齢者には発熱や吐
き気などの一般的な副反応であっても，命に
関わる事態を招くリスクがあるとしている。

この発表は日本でも報道された。19日の夜
から翌朝にかけて，複数のテレビ局が伝えた。
このうち，一部の放送原稿が「印象操作」な
どと批判された。その原稿がベースとして使
われている放送内容を以下に示す（句読点，
下線，分秒，カッコ内注釈は筆者）。

（キャスター）
ワクチンの接種が始まっているヨーロッパは
ノルウェーで，このワクチンを接種した高齢
者33人がなんと亡くなっていたことが，今
わかっているんです。

（アナウンス）
未知との闘いが続いています。接種したワク
チンは日本も供給を契約しているファイザー
製でした。海外メディアなどによりますと，
ワクチン接種後に死亡した33人の多くが75
歳以上で，重篤な基礎疾患を抱えていたと
言います。

（ノルウェー医薬品当局見解・ナレーション）
熱や吐き気などのワクチンによく見られる副
反応は衰弱している患者には致命的な結果
をもたらす可能性がある。

※冒頭から48 秒（アナウンス）
一方，海外メディアによりますと，ノルウェー
の当局トップらが33人の死亡とワクチン接
種との関連を証明するのは難しいなどと発
言しています。

（医薬品当局担当者・コメント）
ノルウェーに限らず，どこであってもワクチン
接種こそがコロナ問題の解決法なのだから，
恐れる必要はなく今後も変わらずワクチン
接種を継続してゆく。

（アナウンス）
ノルウェーではすでにおよそ4万2,000人に
対し，1回目のワクチン接種を終えています。
新型コロナウイルス収束に期待されているワ
クチンの接種。それだけにノルウェーでワク
チン接種後に33人もの人が死亡したニュース
は各国で驚きとともに報じられました。

（海外メディア・ナレーション）
ワクチンは虚弱な人たちにはベストな選択肢
ではないかもしれないが，まだ確固たる結
論を下すのは時期尚早だ。
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記事の事実関係に間違いはない。印象操作
をしたと筆者は思わない。しかし，結果的に，
視聴者に不安を抱かせてしまうおそれがある
部分もある。以下にその点を述べる。

第一に，冒頭のキャスターコメント，つまり
原稿のリードにあたる部分だが，ここに接種と
の因果関係が不明であることをしっかり書いて
おく必要がある。「ワクチン接種後に…高齢者
33人死亡」の字幕タイトルにも工夫が必要だ。

第二。本記部分（キャスターのスタジオ部分
以降）に入ると，画面右上に2 段見出しで「ワ
クチン接種後に…高齢者33人死亡 ノルウェー
当局『関連証明は難しい』」の字幕が現れる。
この字幕は放送中ずっと表示されている。しか
し，アナウンスのほうは「接種との関連証明が
難しい」というセンテンスにたどり着くまで48
秒もかかっている。この部分は重要な要素な
ので，字幕に合わせてもっと早くアナウンスす
る必要がある。

第三。ワクチン接種との関連がはっきりしな
い死亡件数を伝えるのだから，通常時の死亡
件数との比較が重要である。接種によって，高
齢者の死亡件数が通常に比べて格段に増えて
いるのかどうか。ノルウェー当局は養護施設
で亡くなる高齢者が普段は週平均300人以上
と発表している。しかし，放送では伝えられ
ていない。

第四。人びとが不安な心理状態にあるときに
相反するかのような複数の見解を聞かされると，
混乱して不安が増幅するというのは，コミュニ
ケーション研究ではよく知られていることだ。

放送の中でノルウェーの医薬品当局は，「ワ
クチン接種による副反応は衰弱している患者に
は致命的な結果をもたらす可能性がある」とし
ながら「恐れる必要はなく今後も変わらずワク
チン接種を継続してゆく」と言う。そして，海
外メディアの「ワクチンは虚弱な人たちにはベ
ストな選択肢ではないかもしれないが，まだ
確固たる結論を下すのは時期尚早だ」との論
調が紹介される。

ノルウェー当局の真意は，接種は続けるが，
重篤な持病があるなど，接種後の副反応によ
るリスクの高い人は接種を控えたほうがよいと
いうことだろうが，このニュースでそれが視聴
者に正しく伝わっただろうか。茫漠とした不安
だけが募ったというのでなければよいのだが。

（2）CDCの公表をめぐる報道

2021年2月12日（日本時間），CDC（アメリカ
疾病対策センター）は，接種が始まった2020年
12月14日から2021年2月7日までに全米で4,100
万人以上が接種を受けたが，同時期にVAERS

（Vaccine Adverse Event Reporting System，
ワクチン有害事象報告システム）に，そのうち

（アナウンス）
専門家は検証の必要性を指摘します。

（専門家インタビュー）
「ワクチンによって起こった，ある程度重症
な副反応によって持病が悪化して命に関わ
ると，そういうこともあり得ると思うんです
よね」

（アナウンス）
日本では，来月末から接種を始める方針で
すが……

（専門家インタビュー）
「副反応のデータも今よりかは，上がってく
るとは思いますが，やっぱりしっかりとした
検証，一歩とどまって検証するとか，そう
いったことをしっかりとやっぱりやる必要性
はあると思います」※冒頭から2 分26 秒
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の0.003％にあたる1,170 件の死亡事例が報告
されていたことをウェブサイトで公表した 20）。

VAERSには，接種による副反応の疑いが
ある症例が報告され，これには死亡事例も含
まれる。これらの死亡事例について，CDCは
ウェブサイトで「死亡診断書，検死解剖，医療
記録の調査結果を含む臨床情報のレビューか
らはワクチン接種とのいかなる関連も明らかに
はなっていない」が，「CDCとFDA（アメリカ
食品医薬品局）は，死亡も含めVAERSに報告
された有害事象を引き続き調査する」としてい
た。

このCDCの発表は，日本国内でも2月13
～ 14日に伝えられた。このうち，一部のテレビ
ニュースについて専門家から「不安を煽ってい
る」と批判が出た。放送原稿を以下に示す（句
読点，カッコ内注釈は筆者）。

これも，記事の事実関係に間違いはない。
意図的に不安を煽ったと筆者は思わない。し

かし，ミスリードや報道への不信感を招くおそ
れがある部分がある。以下にその点を述べる。

第一に，まずリードの部分。原稿では「当
局は接種との因果関係を調べています」と断っ
ているが，画面の字幕タイトルのほうは「米国
内で1170 件 ワクチン接種後死亡0.003％」と
あるだけで，因果関係不明の情報はない。テ
レビには“聞き逃し”や“見逃し”がある。重要
な情報は音声情報と視覚情報をシンクロさせ
る必要がある。

第二。本記部分では，最初から最後まで画
面右上に「ワクチン接種後死亡0.003％ 米国内
で1170 件」の字幕テロップが「通し」で表示さ
れ続ける。最後に画面下に約4秒間「死亡原
因が接種によるものかなど詳しく調査」と字幕
が出る。

0.003％というのは，被接種者全体のうち，
死亡事例の報告件数がどのくらいあったかの
割合であって，「接種による死亡率」ではない。
画面だけを見ていると，リードのタイトルや通
しの字幕テロップによって，人によっては接種
による死亡率と勘違いするおそれがある。

第三。CDCの発表文では「死亡診断書，検
死解剖，医療記録の調査結果を含む臨床情報
のレビューからはワクチン接種とのいかなる関
連も明らかにはなっていない」となっているが，
放送されていない。この情報は伝えるべきだ
と思う。報道がフェアでないと不信感を持たれ
てしまうおそれがある。

このニュースを見た視聴者はどのように感じ
たのだろう。Twitterを見ると 21），因果関係が
不明であることを理解している人がいる一方
で，接種による死亡率と明らかに勘違いした
人もいた。

（アナウンサー顔出しのリード部分）
アメリカ国内で，ワクチン接種後に何らかの
理由で死亡した事例が，全体の0.003％に
あたる1,170件報告されていることがわかり
ました。当局は接種との因果関係を調べて
います。

（映像主体の本記部分）
CDC（アメリカ疾病対策センター）によりま
すと，アメリカでワクチン接種が始まった去
年12月14日から今月7日までの間，接種後
に死亡が確認された人が1,170人いたという
報告が保健当局に寄せられました。
これは，その期間にワクチンを接種した人
全体の0.003％にあたります。
CDCは死亡原因がワクチン接種によるもの
だったのかなど，詳しく調べています。
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接種との因果関係が不明なのに報道するこ
とへの厳しい批判も見られた。

（3）国内・接種後初の死亡事例と

　　　　　　　　　　アナフィラキシー報道

日本国内では，3月2日に接種後初めての因
果関係不明の死亡事例，5日に接種後初のア
ナフィラキシーが公表された。26日には厚生
労働省の専門家部会が開かれ，約1か月間の
アナフィラキシー該当症例47件と，因果関係
が不明の死亡事例2件が公表された。

接種後初のアナフィラキシーと死亡事例は

NHKと在京民放キー各局が，専門家部会の
開催は上記のうち3局が報道した。筆者がチ
エックした限りでは，アナフィラキシーは発症
確率が極めて低いこと，死亡事例は接種との
因果関係が不明であることを各社ともおおむ
ね的確に伝え，ミスリードを招くような伝え方
は見当たらなかった。

しかし，こうした報道のあとも，不安を煽っ
ているという見方は払しょくされていない。「ど
うして，滅多にしか起きないアナフィラキシー
を伝えるのか」「なぜ，因果関係がはっきりし
ない死亡事例をわざわざ報道するのか」と厳
しい目を向ける視聴者も多い。伝え方というよ
りも，ニュースとして取り上げること自体が問
題視されるようになってきている。

Ⅶ - 5  “なぜ報道するのか”を
 はっきりさせること

「不安を煽っている」とメディアが批判される
のは，一つには過去のワクチン報道が影響し
ているとの指摘がある。

日本では，2013 年 4月に子宮頸がんとなる
HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの定
期接種が開始されたが，接種後に頭痛や全身
疼痛などの症状を訴える人が相次ぎ，マスメ
ディアがワクチンの安全性に疑問を投げかける
報道を繰り返し行った。同年6月，厚生労働
省は接種の積極的勧奨を中止し，定期接種対
象世代の接種率は70％程度から1％未満に激
減した 22）。それ以来，マスメディアは“反ワク
チン”“嫌ワクチン”などとしばしば評されるよ
うになった。

前述（Ⅰ はじめに）のイギリスの研究グルー
プは，報告書の中で，日本でワクチンの安全
性や有効性への信頼度が低いのは，HPVワ

〇関連があるかわからないことを報道する
か? 行き過ぎだろ

〇あくまで「接種後に死亡」であって「接種
により死亡ではない」（中略），統計として
は意味がない。そろそろ煽るような報道
はやめよう。

〇ワクチンが原因で死んだとは一言も言って
いません（中略）不安を煽って記事を見て
もらい，収入を得るのがマスコミです。

（後略）

〇◆◆♯ワクチン接種したら死ぬんだ
確率はメチャ少ないが，無感染者でも死
ぬね。

〇1億2千万人が接種したら3,600人が死ぬ
計算！（中略）この数字を見てやはり私は
パスしたい（顔文字略）

〇（前略）日本での先行接種，医療従事者
①2月17日～約1万人
②3月中～約370万人
↓

接種開始後，わずか2 ヶ月以内で100人
以上は死亡するって事だ
これ，全力で拒否しないとマズいです
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クチンへの不安が関係しているのではないかと
指摘している。

不安を煽っているとメディアが批判されるも
う一つの理由は，部数獲得やページビュー・
視聴率稼ぎのセンセーショナリズムと見られて
いることだ。不安や恐怖，怒りといった負の
感情を刺激する報道はとりわけ人びとの関心を
集めやすい。
「不安を煽っている」と批判されるかもしれ

ないのに，アナフィラキシーや因果関係が不明
の死亡事例をわざわざニュースにする必要があ
るのかと思う報道関係者がいるかもしれない
が，筆者はそうは思わない。

アナフィラキシーはごくまれに起きるとはい
え，症状が重ければ一命に関わるから，発症
がごくまれであると断ったうえで取り上げるの
は当然だ。

一方，接種との因果関係が不明の死亡事例
は，「接種が原因かどうか」「件数が多いか少
ないか」というよりも，国や専門家が副反応の
疑いを完全に否定しきれていない事例をどう
判断し，取り扱おうとしているのかを伝えるこ
とが重要なのだと思う。

人びとが接種に漠然とした不安を抱いてい
るときに，接種をした人が亡くなった，あるい
は何らかの症状に悩まされていると聞けば，接
種が原因かどうかは不明であっても，不安が
増すのは自然なことだ。そして，巷で人から人
へと伝えられるうちに，人びとの不安な気持ち
によって尾ひれがつき，流言と化すおそれがあ
る。流言によってさらに接種に対する不安が
増幅する悪循環に陥る。

流言の拡散を防ぐためには，接種との関係
が不確かな死亡事例について公的機関の見解
と対応をニュースとしてしっかり伝えることだ。

このことは，人びとの的確な意思決定に資す
るというワクチン報道の役割に合致すると考え
る。

このような考え方に立てば，ニュースの記事
の書き方やタイトル，字幕も変わってくるはず
だ。CDCについてのニュースでも，死亡事例
と接種との関連が一切明らかになっていないこ
とをむしろ堂 と々伝えられたであろう。

メディアはこうした視点から報道を行い，何
のために因果関係の不明な事柄を伝えるのか
をきちんと説明すべきだと思う。これをやって
から，公的機関の見解なり，対応を検証すれ
ばよいと考える。

─Ⅷ─おわりに

本稿は，新型コロナワクチンの高齢者への
接種開始を前に，接種をめぐる社会心理をイン
ターネット調査などによって探り，ワクチン報道
のあり方を考察したものである。調査と考察の
結果は次のとおりである。
▪接種の意向と属性：“接種派”が73％を占め

た。感染への不安が比較的弱い20・30代で
は“接種派”の割合が低下する。“未定派”は
女性が際立って多かった。アナフィラキシー
の発症が女性に多いことが影響していると考
えられる。インフルエンザの予防接種の習慣
がある人ほど接種の意向が強かった。

▪ワクチンの安全性と有効性への信頼度：「あ
る程度は信頼している」が多く，全幅の信頼
が得られているわけではない。「あまり信用
していない」と回答した人でも45％が“接種
派”だった。感染の不安から仕方なく接種し
ておこうという「消極的接種」の心理が読み
取れる。
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▪接種・非接種・未定の理由：“接種派”では
感染して「他人にうつしたくない」「発症する
のが不安」に次いで「集団免疫」を理由に挙
げた人が多かった。“非接種派”・“未定派”
では「安全性への不安」「有効性への疑問」
が多かった。

▪“安全性に不安”の理由：“非接種派”“未定
派”とも「未知の強い副反応に対する不安」
が一番の理由であった。mRNAワクチンが
まったく新しいタイプのもので，短期間で開
発されたことと関連している。接種後のアナ
フィラキシー発症や死亡事例の情報を見聞
きしたからという人も多かった。

▪安全性をめぐる報道：十分な信頼を得られ
ていない。“非接種派”“未定派”では，テレ
ビ・ラジオを視聴して安全性に不安を覚えた
人が多かった。接種後のアナフィラキシーや
死亡事例の報道が「不安を煽っている」とし
て厳しく批判されている。そうした報道に際
しては，公的機関の見解（発症の確率，接
種との因果関係など）・対応をまずは的確に
伝え，接種に対する無用な不安が広がらな
いようにしなければならない。

他人が書いた原稿を引き合いに出し，エラ
そうなことを書いた。「じゃあ，お前ならどう書
くんだ」と言われそうだ。ノルウェーやCDCの
当局者に取材していないので，ウェブサイトの
公表資料などから書くとしたらだが，筆者なら
リードはこう書くだろう（後知恵かもしれない
が，ご参考までに）。
「ノルウェーの保健当局は，これまでに新型

コロナワクチンの接種を受けた高齢者33人が
死亡したことを明らかにしましたが，接種との
関係はいずれも不明で，ワクチンとは関係なく

死亡した可能性があるとして，接種を続ける
方針を明らかにしました。ただし，亡くなった
高齢者の中には，重い持病があった人も多く，
そうした人に接種を行うかどうかは慎重な配
慮が必要だとしています」
「アメリカでは新型コロナワクチンを接種し

たおよそ4,100万人のうち，1,170人の死亡が
報告されました。保健当局は『接種との関連
は今のところ，一切見つかっていないが，念
のため引き続き調査する』としています」

要は，各国の公的機関の見解と対応にニュー
スバリューがあると思うのだが……。

 （ふくなが ひでひこ）

注：
 1） 本稿執筆時点の2021年4月12日現在，日本国内

で承認されているのはファイザー社のワクチンだ
けである。

 2） （　）内の対象人員は厚生労働省の推計。
 3） 優先接種の対象となる基礎疾患とは，いずれ

も慢性の呼吸器疾患や心臓病，腎臓病など。
BMI30 以上の肥満も対象となる。

 4） 医師や看護師に加え，COVID-19 の患者の搬送
に携わる救急隊員，疫学調査を行う保健師，検
疫所の職員などを含む。

 5） ただし，この「努力義務」はワクチンの「有効性」
や「安全性」が十分に確認できない場合には適
用されない。

 6） Alexandre de Figueiredo, Clarissa Simas, 
Emilie Karafillakis, Pauline Paterson, Heidi 
J.Larson“Mapping global trends in vaccine 
confidence and investigating barriers to 
vaccine uptake: a large-scale retrospective 
temporal modelling study”（2020）
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/
lancet/PIIS0140-6736(20)31558-0.pdf

 7） 2015 年時点の集計値。
 8） 大阪府では 4 月 8 日に 1 日あたりの新規感染者

数が 905 人に達した。大阪府，兵庫県，宮城県
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には 4 月 5 日から緊急事態宣言に準じる「まん
延防止等重点措置」が適用された。

 9） 東京都，京都府，沖縄県には 4 月 12 日から「ま
ん延防止等重点措置」が適用された。

 10） 厚生労働省「第 54 回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会副反応検討部会，令和 2 年度第
14 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品
等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）資
料」より。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17448.
html

 11） しかし，最近の変異型ウイルスの中には若年層
でも重症化するものがあるとされている。

 12） Tom T. Shimabukuro, et al.（2021）“Reports 
of Anaphylaxis After Receipt of mRNA 
COVID-19 Vaccines in the US―December 14, 
2020-January 18, 2021”

 13） Julie Leask“Improving communication about 
vaccination-SARAH”（2015）
http://julieleask.wordpress.com/2015/05/12/
improving-commnivation-about-vaccination-
sarah/

 14） SARS（重症急性呼吸器症候群）は 2002 年，
MERS（中東呼吸器症候群）は 2012 年に発生。
いずれもウイルス表面に突起をもつコロナウイ
ルスによって発症。

 15） “Pfizer and BioNTech Confirm High Efficacy 
and No Serious Safety Concerns Through 
Up to Six Months Following Second Dose 
in Updated Topline Analysis of Landmark 
COVID-19 Vaccine Study”（2021.4）
https://www.pfizer.com/news/press-release/
press-release-detail/pfizer-and-biontech-
confirm-high-efficacy-and-no-serious

 16） 厚生労働省ウェブサイト「ファイザー社の新型
コロナワクチンについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/vaccine_pfizer.html

 17） WHO/SAGE（Strategic Advisory Group 
of Experts on Immunization）“REPORT 
OF THE SAGE WORKING GROUP ON 
VACCINE HESITANCY”（2014）
https://www.who.int/immunization/sage/
meetings/2014/october/SAGE_working_

group_revised_report_vaccine_hesitancy.pdf
 18） • 公益財団法人新聞通信協会「第 13 回 メディア

に関する全国世論調査 （2020 年）」（2021 年1月）
ht t p s : / /www . ch o s aka i . g r . j p /wp/wp -
content/themes/shinbun/asset/pdf/project/
notification/yoron2020hokoku.pdf
• 総務省電気通信事業部消費者行政第二課「新
型コロナウイルス感染症に関する情報流通調
査」（2020 年 6 月）
h t t p s : / / w w w . s o u m u . g o . j p / m a i n _
content/000693280.pdf

 19） ノルウェー保健当局の声明は以下のとおり。
•ノルウェー医薬品庁（Norwegian Medical 
Agency）
https://legemiddelverket.no/english/covid-
19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/
reported-suspected-adverse-reactions-of-covid-
19-vaccines
• ノルウェー公衆衛生研究所（Norwegian 
Institute of Public Health）
h t t p s : / /www . f h i . n o / e n / n ews / 2 0 2 1 /
international-interest-about-deaths-following-
coronavirus-vaccination/

 20） CDCのウェブサイトに2021年2月11日に掲載。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/safety/adverse-events.html

 21） Twitter 検索および Ceron の Twitter まとめサ
イトを参照。

 22） 接種率は日本産科婦人科学会ウェブサイトより。
http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/
index.php?content_id=4
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新型コロナワクチン接種の社会心理と報道に関するインターネット調査の概要

1. 調査目的：新型コロナワクチン接種をめぐる社会心理，ワクチン報道に関する人びとの意識を明らかにする。

2. 調査時期：2021 年 3 月 30 日（火）～ 4 月 1日（木）

3. 調査方法：インターネット調査・17 質問

4. 調査方法：全国 47 都道府県 20 ～ 79 歳の男女 4,000 人

 （国勢調査人口等基本集計の性・年代・居住都道府県の比率に基づき各都道府県に割り付け）

5. 調査有効数：4,000（全調査対象） 

―インフルエンザ予防接種の習慣（SA）―

第 1 問　あなたはインフルエンザの予防接種をしていますか。

次の中から，一つ選んでお答えください。

 1. 必ず接種している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.9％

 2. 大体は接種している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.9 

 3. 接種したりしなかったりしている ‥‥‥‥‥‥ 22.4 

 4. 接種はしていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.8 

―感染の不安の程度（SA）―

第 2 問　あなたは，新型コロナウイルスに感染する不安をど

の程度感じていますか。次の中から，一つ選んでお答えく

ださい。

 1. 強く不安を感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.5％

 2. ある程度は不安を感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.7

 3. あまり不安を感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.4

 4. まったく不安を感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.5

―ワクチン接種への関心度（SA）―

第 3 問　日本国内では，原則として 16 歳以上の国民を対象に

新型コロナワクチンの接種が行われることになりましたが，

あなたは新型コロナワクチンの接種について，どの程度関

心がありますか。次の中からあてはまるものを一つ選んで

お答えください。

 1. 非常に関心がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.9％

 2. ある程度関心がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.3

 3. あまり関心がない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0

 4. まったく関心がない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.9

―新型コロナワクチンの安全性に対する信頼度（SA）―

第 4 問　あなたは新型コロナワクチンの安全性（接種をして

も安全）をどの程度信頼していますか。次の中から，一つ

選んでお答えください。

 1. 信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7.0％

 2. ある程度は信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.2

 3. あまり信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.5

 4. 信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7.9

 5. 新型コロナワクチンの安全性について

  考えたことがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.4

―新型コロナワクチンの有効性に対する信頼度（SA）―

第 5 問　あなたは新型コロナワクチンの有効性（接種の効果

がある）をどの程度信頼していますか。次の中から，一つ

選んでお答えください。

 1. 信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7.5％

 2. ある程度は信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.5

 3. あまり信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.7

 4. 信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6.2

 5. 新型コロナワクチンの有効性について

  考えたことがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1

―新型コロナワクチンの接種をするか（SA）―

第 6 問　あなたはお住まいの自治体から新型コロナワクチン

接種に関する通知が届いたら接種しますか。次の中から一

つ選んでお答えください。

 1. 接種をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.3％

 2. 多分接種をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.5

 3. 多分接種をしない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9.1

 4. 接種をしない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5.4

 5. 接種をするかどうか決めていない ‥‥‥‥‥‥ 12.8

―接種をしようと思う理由（MA）―

第 7 問　第 6 問で 1.「接種をする」または 2.「多分接種をする」

と回答した方にお伺いします。あなたが新型コロナワクチ

ンの接種をしようと思う理由は何ですか。次の中からあて

はまるものをすべて選んでお答えください。（いくつでも）

 1. 新型コロナウイルスに感染して

  発症するのが不安だから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.0%

 2. 発症するかどうかにかかわらず

  感染して家族や他人にうつしたくないから ‥‥ 73.5

 3. 感染力の強い新型コロナウイルスの変異株が

  蔓延するのではないかと心配だから ‥‥‥‥‥ 35.2

 4. 家族や知人が接種すると言っているから ‥‥‥‥ 5.6
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 5. かかりつけの医師から勧められたから ‥‥‥‥‥ 1.9

 6. 国や専門家が勧めているから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.3

 7. 居住している自治体から

  新型コロナワクチンに関する通知がくるから ‥‥ 4.2

 8. 新型コロナに限らず，

  インフルエンザワクチンなどの

  予防接種をする習慣があるから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 9.0

 9. 接種は国民の義務だと考えているから ‥‥‥‥ 12.4

 10. 新型コロナによる自粛生活にうんざりし，

  早く普通の生活に戻りたいから ‥‥‥‥‥‥‥ 27.3

 11. 多くの人が予防接種をすることで他者への

  感染が減り，新型コロナウイルスによる

  感染症が流行しないようにする

  「集団免疫効果」があると思うから ‥‥‥‥‥ 41.4

 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.1

（n=2,910）

―接種をしない理由（MA）―

第 8 問　第 6 問で 3.「多分接種をしない」または 4.「接種を

しない」と回答した方にお伺いします。あなたが新型コロ

ナワクチンの接種をしない理由は何ですか。次の中からあ

てはまるものをすべて選んでお答えください。（いくつでも）

 1. 新型コロナワクチンの接種によって強い副反応など

  何らかの有害な症状が出ないかどうか，

  ワクチンの安全性に不安をもっているから ‥‥ 67.3% 

 2. 新型コロナワクチンの効果が

  どの程度あるのかわからないから ‥‥‥‥‥‥ 37.0 

 3. たとえ新型コロナウイルスに感染しても，

  発症しないか症状が軽いと考えているから ‥‥‥ 7.4 

 4. 自分は新型コロナウイルスに

  感染しないだろうと考えているから ‥‥‥‥‥‥ 3.1 

 5. 家族や知人が接種をしないと言っているから ‥‥ 2.8 

 6. 接種に出向く時間がないから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.2 

 7. 新型コロナワクチンを 2 回も

  接種しに行くのが煩わしいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6.6 

 8. 接種によって重いアレルギー症状などが

  出た場合の治療体制がわからないから ‥‥‥‥ 34.3 

 9. 接種によって健康を害した場合の

  救済措置がわからないから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.2 

 10. 新型コロナワクチンを接種するよりも

  もっと良い予防法があると考えているから ‥‥‥ 6.2 

 11. もともとインフルエンザワクチンなどの

  予防接種をする習慣がないから ‥‥‥‥‥‥‥ 20.2 

 12. 注射が嫌いだから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9.0 

 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6.7 

（n=578）

―新型コロナワクチンの安全性に不安をもつ理由（MA）―

第 9 問　第 8 問で 1.「新型コロナワクチンの接種によって強

い副反応など何らかの有害な症状が出ないかどうか，ワク

チンの安全性に不安をもっているから」と回答した方にお

伺いします。あなたがそのように心配する理由は何ですか。

次の中からあてはまるものをすべて選んでお答えください。

（いくつでも）

 1. 新型コロナワクチンの接種によって

  重いアレルギー症状が出た人がいると聞いて

  不安になったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.7%

 2. 新型コロナワクチンの接種が原因かどうか

  はっきりしないものの，接種後に死んだ人が

  いると聞いて不安になったから ‥‥‥‥‥‥‥ 40.9 

 3. 各国で接種が始まってからまだ日が浅く，

  この先，これまでに分かっていない

  強い副反応など有害な症状が

  出てくるかもしれないから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.8 

 4. これまでに接種が決まっている

  新型コロナワクチンは，遺伝子情報の技術を

  使って開発された新しいタイプのもので，

  従来型の製法のワクチンに比べて実績に

  乏しいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.6 

 5. これまでに接種が決まっている

  新型コロナワクチンは，従来のワクチンと

  比べると開発から接種までのスピードが

  非常に早く，「にわか作りではないのか」と

  不安があるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.1

 6. 「安全上問題ない」とする政府や製薬会社

  などの発表は信用できないから ‥‥‥‥‥‥‥ 47.8 

 7. 身体に異物を接種することに

  漠然とした不安があるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.2 

 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5.9 

 9. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.0 

（n=389）

―安全性や有効性に不安を持ったのはどのメディア・情報源に

接したからか（“非接種派”）（MA）―

第 10 問　第 8 問で 1.「新型コロナワクチンの接種によって

強い副反応など何らかの有害な症状が出ないかどうか，ワ

クチンの安全性に不安をもっているから」または 2.「新型

コロナワクチンの効果がどの程度あるのかわからないから」

と回答した方にお伺いします。あなたがそのように考えた

のは，どのようなメディアや情報源の情報を見聞きしたか

らですか。次の中からあてはまるものをすべて選んでお答

えください。（いくつでも）

 1. テレビ・ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.4%
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 2. 新聞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.8

 3. 雑誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.0 

 4. インターネットのウェブサイト ‥‥‥‥‥‥‥ 39.9 

 5. YouTube ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.7 

 6. SNS（ツイッター・フェイスブック・LINE・

  インスタグラム） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.8 

 7. 家族や知人との会話（電話含む） ‥‥‥‥‥‥ 21.8 

 8. 医療関係者との会話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.8 

 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.8 

 10. 憶えていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6.3 

（n=426）

―接種をするかどうか決めていない理由（MA）―

第 11 問　第 6 問で 5.「接種をするかどうか決めていない」と

回答した方にお尋ねします。あなたが新型コロナワクチン

の接種をするかどうかまだ決めていない理由は何ですか。

次の中からあてはまるものをすべて選んでお答えください。

（いくつでも）

 1. 新型コロナワクチンを接種しても強い副反応など

  有害な症状が出たりしないかどうか，

  しばらく様子を見たいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.0%

 2. 新型コロナワクチンの効果がどの程度あるのか，

  しばらく様子を見たいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.8 

 3. かかりつけの医師とこれから相談して

  決めたいと思っているから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.7 

 4. 家族や知人が新型コロナワクチンを

  接種するのかどうか見極めて決めたいから ‥‥ 15.2 

 5. 接種する場所や時間を見定めたうえ，

  決めたいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9.4 

 6. 自分が住んでいる地域の感染状況を見極めて

  決めたいと思っているから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.1 

 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.3 

（n=512）

―安全に不安を抱き，しばらく様子をみる理由（MA）―

第 12 問　第 11 問で 1.「新型コロナワクチンを接種しても強

い副反応など有害な症状が出たりしないかどうか，しばら

く様子を見たいから」と回答した方にお尋ねします。あな

たがそのように用心する理由は何ですか。あてはまるもの

をすべて選んでお答えください。（いくつでも）

 1. 新型コロナワクチンの接種によって

  重いアレルギー症状が出た人がいると聞いて

  不安になったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.8%

 2. 新型コロナワクチンの接種が原因かどうか

  はっきりしないものの，接種後に死んだ人が

  いると聞いて不安になったから ‥‥‥‥‥‥‥ 38.1

 3. 各国で接種が始まってからまだ日が浅く，

  この先，これまでに分かっていない

  強い副反応など有害な症状が

  出てくるかもしれないから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68.2

 4. これまでに接種が決まっている

  新型コロナワクチンは，遺伝子情報の技術を

  使って開発された新しいタイプのもので，

  従来型の製法のワクチンに比べて実績に

  乏しいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.9 

 5. これまでに接種が決まっている

  新型コロナワクチンは，従来のワクチンと

  比べると開発から接種までのスピードが

  非常に早く，「にわか作りではないのか」と

  不安があるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.9

 6. 「安全上問題ない」とする政府や製薬会社

  などの発表は信用できないから ‥‥‥‥‥‥‥ 33.3 

 7. 身体に異物を接種することに漠然とした

  不安があるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.5

 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.0 

 9. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.7 

（n=333）

―安全性や有効性に疑問を抱いたのは，

どのメディア・情報源に接したからか（“未定派”）（MA）―

第 13 問　第 11 問で 1.「新型コロナワクチンを接種しても強

い副反応など有害な症状が出たりしないかどうか，しばら

く様子を見たいから」または 2.「新型コロナワクチンの効

果がどの程度あるのか，しばらく様子を見たいから」と回

答した方にお伺いします。あなたがそのように考えたのは，

どのようなメディアや情報源の情報を見聞きしたからです

か。次の中からあてはまるものをすべて選んでお答えくだ

さい。（いくつでも）

 1. テレビ・ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.2%

 2. 新聞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8 

 3. 雑誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.0 

 4. インターネットのウェブサイト ‥‥‥‥‥‥‥ 32.8  

 5. YouTube ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.3 

 6. SNS（ツイッター・フェイスブック・LINE・

  インスタグラム） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8.8 

 7. 家族や知人との会話（電話含む） ‥‥‥‥‥‥ 18.0 

 8. 医療関係者との会話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6.5 

 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.5 

 10. 憶えていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8.0  

（n=399）
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―状況が変われば，接種へと意向を変えるか（SA）―

第 14 問　第 6 問で 3.「多分接種をしない」または 4.「接種

をしない」と回答した方にお伺いします。あなたが第 8 問

で回答した理由がこの先変わって（例えば，ワクチンの安

全性に対する不安が今よりも弱くなったり，逆に感染への

不安が強まったりすること），ワクチンを接種する方向へと

変えることがあると思いますか。次の中から一つ選んでお

答えください。

 1. 変えないと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.3%

 2. 多分変えないと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.0

 3. 多分変えると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.8

 4. 変えると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.6

 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.4

（n=578）

―接種の判断で重視している情報源（MA）―

第 15 問　あなたが新型コロナワクチンを接種するかどうかに

関して重視しているのはどのような情報源ですか。次の中

からあてはまるものをすべて選んでお答えください。（いく

つでも）

 1. 国（内閣府・厚生労働省・官邸） ‥‥‥‥‥‥ 45.0%

 2. 医療機関（専門家） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.5 

 3. 自治体（都道府県・市町村） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.5 

 4. 報道機関 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.5 

 5. かかりつけの医師 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.7 

 6. 家族や知人 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.7 

 7. 新型コロナワクチンを開発した製薬企業 ‥‥‥ 10.6 

 8. 有名人の発言 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.0

 9. インターネットの書き込みやツイッターの投稿 ‥ 7.1 

 10. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.4

 11. 重視しているものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8 

―新型コロナワクチンの安全性をめぐる

報道への信頼度（SA）―

第 16 問　あなたは新型コロナワクチンの安全性をめぐるメ

ディアの報道をどの程度信頼していますか。次の中から一

つ選んでお答えください。

 1. 信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.5%

 2. ある程度は信頼している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.3 

 3. あまり信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.9 

 4. 信頼していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.6 

 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5.7 

―新型コロナワクチンの安全性をめぐる

報道への懸念と不満（MA）―

第 17 問　あなたは新型コロナワクチンの安全性をめぐるメ

ディアの報道全般について，どのような点に懸念や不満を

持っていますか。次の中からあてはまるものをすべて選ん

でお答えください。（いくつでも）

 1. 安全だと強調するばかりで，副反応などの

  悪影響を過小評価する報道が見られる ‥‥‥‥ 27.7%

 2. 接種を忌避したり，ためらったりすることを

  一方的に批判する報道が見られる ‥‥‥‥‥‥ 14.4

 3. 接種後にごくまれにしか起きない副反応や

  接種との因果関係がはっきりしない死亡事例を

  ことさら強調するなど，不安を煽る報道が

  見られる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.1

 4. 接種後の副反応や死亡事例を伝える際に，

  発症する確率や接種との因果関係について

  きちんと説明していない報道が見られる ‥‥‥ 30.5 

 5. ワクチンの安全性について客観的に伝える

  報道が少ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.7

 6. 報道を見聞きしてもワクチンが

  安全なのかどうか結局よくわからない ‥‥‥‥ 34.3

 7. 接種による感染予防の便益と副反応などの

  リスクを冷静に比較する報道が少ない ‥‥‥‥ 27.2

 8. ワクチンの安全性について

  不正確な報道が見られる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.4

 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.7

 10. 懸念や不満はない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0


