世界を読み解く国際比較調査 ISSP
～その意義と課題～

世論調査部

村田ひろ子

NHK放送文化研究所が加盟している国際比較調査グループ ISSP（International Social Survey Programme）
の調査の概要について，担当者からみた意義や課題と合わせて報告する。
ISSP は 1984 年に発足し，約 40 の国と地域の研究機関が毎年，共通の質問で世論調査を実施している。日本
からは，1993 年に NHK 放送文化研究所が加盟し，
「政府の役割」
「社会的不平等」
「家庭と男女の役割」など多
岐にわたるテーマで調査を行ってきた。同じテーマの調査を10 年ごとに実施するのが特徴で，国どうしの比較とと
もに，10 年前，20 年前の結果と比較して時系列の変化を捉えることができ，世界の研究者からも高く評価されて
いる。
調査票は加盟国の活発な議論を経て，3 年がかりで作成される。筆者も2016 年の「政府の役割」調査の設計を
スウェーデンやフランスなどのメンバーと担当し，
「政府による個人情報収集の是非」や「男女平等の推進は政府の
責任か」などを問う新たな質問を提案して採用された。
ISSP は，アジアやアフリカ，中東地域の加盟国が少ないことや調査予算の確保が難しいことなどの課題に直面
している。イギリス英語の調査票を各国の言語に翻訳して調査を行う難しさも抱えている。さまざまな課題はある
ものの，各国の国民を代表するサンプルを用いた精度の高い調査データは，今後も世界の研究などに寄与していく
であろう。2021年に実施する調査に新型コロナウイルス関連の質問を盛り込むことも決まり，ISSP 調査に対する
期待と価値は一層高まると思われる。

大規模な国際比較調査としては，ISSPのほか

1. はじめに

にも世界価値観調査
（World Values Survey）や，

国際比較調査グループ ISSP（International

European Social Survey，Eurobarometer，

Social Survey Programme）は，世論調査の

Asian Barometerなどがある。なかでも，世

国際比較を目的に1984 年に設 立された団体

界価値観調査は，ISSPと同様に世界を対象に

で，約 40 の国と地域の調査機関が参加してい

しており，1981年から約 5 年ごとに調査を行い，

る。毎年テーマを設定し，共通の質問で世論

近年は 50 ～ 60 程度の国と地域の研究機関が

調査を実施しており，発足以降，
「政府の役割」

参加している。1回の調査で，政治，経済，労

「社会的不平等」
「家庭と男女の役割」など多岐

働，宗教，家族など幅広いテーマについて質

にわたるテーマで調査を行ってきた。ISSP の

問をしている。これに対しISSPは，毎年1回，

調査は，科学的な手法に則った調査方法で実

テーマを1つに絞って調査を行うため，特定の

施され，世界共通の課題に対する人々の意識

領域についての人々の意識を詳細に把握できる

を各国との比較で確認できるうえ，同じテーマ

という特徴がある。

の調査を繰り返し行うことで時系列の意識の

本 稿では，新型コロナウイルスの感染拡大

変化を把握できるようになっており，世界の研

の影響で開催を中止した 2020 年 3月の「文研

究者から高く評価されている。

フォーラム2020」で発表する予定だった ISSP
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国際比較調査の概要について報告する。筆者

そこで，両調査の実施機関であるアメリカ・

は，この調査に約10 年携わっているが，担当

シカゴ大 学のNORC（National Opinion Re-

者からみた国際比較調査の意義や課題，今後

search Center）と西ドイツのZUMA（Zentrum

の調査テーマや新型コロナウイルスへの対応な

fuer Umfragen，Methoden, und Analysen，

ど，最新の動向について報告する。

現 GESIS）が協議し，お互いの調査の中に，い
くつかの共通質問を設けることで，2 国間の比
較ができるようにしたのである。

2. ISSP とは何か

その後，同じような社会調査を1983 年に始

～その成り立ちと組織～

めたイギリスの SCPR（Social and Community

（1）米・西独・英・豪 4か国でスタートした

Planning Research，現 NatCen）
と，オース

国際比較調査プロジェクト

トラリア国立大学のRSSS（Research School

ISSPは， 必ずしも入 念な計 画から始まっ
1）

of Social Sciences）
を加えた4 か国の調査機関

たプロジェクトではなかった 。きっかけは，

が，継続的な国際比較調査の実施を検討する

1982 年に旧西ドイツとアメリカの間で調査の

中で，各国共通の質問をそれぞれの国の調査

国際比較のための協力関係が築かれたことに

票に盛り込むことで合意した。こうして 1984 年

2）

ある 。アメリカでは 1972 年からGSS，西ドイ

に，調査票を共同で設計し，結果を社会に還

ツでは 1980 年からALLBUSという全国規 模

元する国際比較調査プロジェクトISSP がアメ

の社会調査が，それぞれの国内で実施されて

リカ，西ドイツ，イギリス，オーストラリアの 4 か

いたが，同じ問題について質問した場合でも，

国でスタートしたのである。
第 1回の調査は 1985 年に「政府の役割」と

質問文や回答の選択肢が異なるため，双方の

いうテーマで実施された。参加したのは上記

調査結果を比較することができなかった。
図1

ISSP に加盟する国と地域（2020 年 9 月現在）
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ISSP への加盟は，事務局の審査で調査方
法などが ISSP の基準を満たしていることを確
認したうえで，すべての加盟国による投票で賛
成多数の場合に認められる。そうした ISSP の
議決で投票する資格を得るには，加盟国が持
ち回りで毎年 4月から5月ごろに開催している
「総会」に出席し，自国で実施した調査のデー
タをISSP のデータアーカイブに登録しなけれ
ばならない。
一方，ISSPに加盟できても，2 年続けて調
日本が ISSP への参加を認められたことを知らせる手紙
（1991 年 5 月）
。送り主は ISSP 事務局担当（当時）のイ
ギリス SCPR の代表者

査を実施できなかった場合は，自動的に加盟
資格が失効するという厳しいルールが設けられ
ている。また，ISSPに独自の予算があるわけ

の 4 か国に加え，オーストリアとイタリアを合わ

ではなく，各国で行う調査の費用は，それぞ

せた 6 か国であった。その後，1989 年にベル

れの国で負担しなければならない。このため，

リンの壁が崩壊し東西冷戦が終わるとISSP の

費用を工面できず，2 年続けて調査を実施でき

加盟国は大幅に増えて，2020 年 9月現在，42

なかったため，加盟資格が失効してしまった国

の国と地域で構成されるに至っている（図 1）。

がある。また，ISSP 調査に熱心に取り組んで

日本からは，NHK 放送文化研究所（以下，
文研）が 1991年に参加を認められ，1993 年の

いた研究者が不在になり，調査を続けられな
くなった国もある。

調査から正式に加盟している。文研では，経

そうした中，日本は加盟以降，毎年欠かさ

済をはじめ，さまざまな分野で国際化が進ん

ず調査を続けている国の1つである。少なくと

だ 1980 年代に日米比較調査や日独比較調査

も2 年に1 度は出席しなければならない海外で

などの国際比較調査を実施しており，そうした

開かれる総会にも，ほぼ毎年出席している。

国際調査の実績や時代の流れの中で，ISSP

次に，ISSP の組織の概要について説明する。

への加盟が決まった。2020 年 9月現在，アジ

ISSPには，事務局，常任委員会，方法論委

アからは，日本をはじめ，中国，台湾，韓国，フィ

員会などが設置され，毎年の調査が円滑に実

リピン，タイ，インド，バングラデシュの 8 つの国

施されるように組織の運営にあたっている。

と地域が加盟している。

（2）加盟の条件 ― 厳しい“組織の掟”

世論調査を実施するうえで重要な調査票の
作成は，調査票の草案を作る作業部会の「ド
ラフティンググループ」が担っている。ドラフ

ISSPに加盟できるのは，原則 1 国 1機関と

ティンググループのメンバーは，参加国の地域

なっている。参加しているのは，ほとんどが，

が偏らないようにすることや，研究者の専門性

大学の研究機関や調査機関などの非営利団体

を考慮して，調査ごとに 3 ～ 6 か国を総会で選

である。

定している。あとで詳しく述べるが，日本は直
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（2）調査方法・対象者・サンプリング方法

近では，2016 年の「政府の役割」調査のドラ
フティンググループに選ばれ，筆者も各国の研

ISSP の調査票は，郵送法や配付回収法な

究者と協力して調査票の設計に携わった。

ど，自記式のフォーマットになっているが，実

調査結果を集めたデータアーカイブの運用を

際の調査は，各国の実情に応じて面接法など

担っているのはドイツの GESIS で，データの管

の他記式で実施してもよいことになっている。

理や公開を行っている。

調査方法は国によって異なっているが，各国
とも全国の住民を母集団とし，無作為抽出に
よるサンプルで調査を行っており，精度の高い

3. どのような調査を行っているのか

データが得られている。

（1）ISSP の調査テーマ

日本では，かつては，調査員が調査相手に

日本が参加した 1993 年以降の調査テーマと

面接し，質問をして回答を得る他記式の「個人

参加した国や地域の数を表 1 にまとめた。前述

面接法」で実施していた時期もあったが，この

のとおり，調査テーマは「政府の役割」
「社会

15 年ほどは，調査員が調査相手に調査用紙を

的不平等」
「家庭と男女の役割」
「環境」
「宗教」

届け，回答の記入を依頼し，後日受け取りに行

など幅広い領域に及んでいる。また，1996 年

く自記式の「配付回収法」で行っている。

以降は，同じテーマの調査をおよそ10 年ごと

調査 対 象者は，全国から無作為抽出で選

に繰り返し実施しており，その年の調査結果の

ばれた原則 18 歳以上の住民で，サンプル数は

国際比較だけではなく，10 年前や 20 年前の調

1,400，最低でも1,000 あることが望ましいとさ

査結果と比較して，時系列の変化も捉えられる

れており，回収したサンプル数が少ない国の

ようになっている。

調査 結果は，データアーカイブには登 録され
ないようになっている。

表1

主な調査テーマと実施年（参加した国・地域の数※）

サンプリング方法は，ほとん

家庭と男女の役割

国への帰属意識

どの国で層化多段無 作為抽出

1993 年 （23）

1994 年 （24）

1995 年 （23）

法が用いられている。日本のよ

2000 年 （27）

2002 年 （34）

2003 年 （34）

うに，住 民 基 本台帳や選 挙人

2010 年 （36）

2012 年 （41）

2013 年 （34）

名簿などの抽出用の台帳が利用

政府の役割

仕事と生活

1996 年 （24）

1997 年 （27）

1998 年 （32）

出することが多いが，抽出に適

2006 年 （36）

2005 年 （32）

2008 年 （42）

した名簿がない国では，エリア

2016 年 （35）

2015 年 （38）

2018 年 （－）

サンプリング（スタートとなる住

社会的不平等

社会的ネットワーク

市民意識

所を抽出してから，調査員が現

2001 年 （29）

2004 年 （39）

2017 年 （32）

2014 年 （36）

環

境

1999 年 （31）
2009 年 （43）
2019 年 （－）

※アーカイブにデータが登録されていない国・地域を含む

宗

教

できる国では，台帳から直接抽

地で，あらかじめ定められた手
順に則って家を数えて調査世帯
を選ぶ方法）が用いられること
が多い。その場合，Kish 法や，

NOVEMBER 2020

39

誕生日法などにより，世帯の中から調査相手を

調査票が確定するまでの流れを図 2に示した。

選ぶようになっている。

1年目の総会では，3 年後に実施する調査の
テーマを決定する。前述のとおり10 年ごとに同

（3）3 年がかりで作る調査票

じテーマで調査を行っているが，各国から新た

調査票の構成

な調査テーマが提案されることもあり，その場

調 査に組み込まれるトピックは 10 程 度で，

合は，予定されているテーマで調査をするか，

質問数は合わせて60 問ある。過去と同一テー

新しいテーマに変えるかを議論したうえで，採

マの場合は，以前の調査で聞いた質問を3 分

決を行っている。

の 2，つまり40 問以上取り入れなければならな

また，ドラフティンググループの選定も行わ

い。また，各国で調査を行う際には，質問の

れる。ドラフティンググループは，2 年目の総

順番を変えたり，途中に独自質問を入れたりす
ることは禁じられている。こうした本体部分の

図2

質問とは別に，属性を尋ねる共通質問が 40 問
ほどある。属性の質問には，性，年齢，学歴，
職業，収入，宗教，支持政党などが含まれ，

総会 1 年目

調査票設計の流れ

◦調査テーマの検討，採択
◦ドラフティンググループの選定

これらの属性と回答結果をクロス分析すること
で，人々の意識をさまざまな角度から捉えられ

総会 2 年目

調査項目の検討，採択

るようになっている。
各国でプリテストを実施

調査票が完成するまで
調査のテーマや調査票の質問は，年に1 度

総会 3 年目

開かれる総会で加盟国が話し合い，3 年がか
りで決めている。

調査票の検討，採択
調査票確定

ISSP 総会の様子

2016 年のリトアニア総会
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2019 年のインド総会

会に向けて，過去の同じテーマの調査結果や，

ランスをどうとるかが各国で議論されていた。

社会情勢の変化を踏まえて，調査票の骨組み

ドラフティンググループで話し合い，
「社会の

となる調査項目の案を策定する。

安 全のために， 政 府 が いくつか 情 報（some

2 年目の総会では，この調査項目の案をたた

information）を秘密にすることを許容できる

き台に，各国から提案される項目も含めて意見

か」という質問を総会に提案した。これに対し，

を交わし，調査項目を採択する。

加盟国から「情報という言葉からは，核兵器

これを受けて，ドラフティンググループは，

の発射コードから役人の個人情報まで，回答

本番の調査前に行うプリテスト用の調査票を作

する人によって想起するものが大きく変わって

成して数か国でプリテストを実施し，その結果

しまう」などの指摘が相次いだ。このため質問

を参考に，質問文や選択肢，質問の順番など

を作り直し，
「社会の安全が脅かされることに

を考え，本番用の調査票案を作成して 3 年目

なったとしても，政府の情報はすべて公開すべ

の総会に提出。3日間にわたる審議を経て，よ

きか，それとも政府の情報の公開が制限され

うやく調査票が確定するのである。

ることになったとしても，社会の安全を優先す
べきか」という考えを示して，いずれの考えに

日本も参加した「政府の役割」
ドラフティンググループ
前述のとおり，日本は 2016 年の「政府の役

近いかを尋ねる質問を再度提案したところ，各
国に承認された。
また，いくつかの項目を挙げて「政府の責

割」調査でドラフティンググループに参加し，

任」だと思うか否かを尋ねる質問に，
「男女の

筆者も2 人の同僚の研究員とともに調査の設計

平等を推進すること」という項目を入れるように

に関わった。座長を務めるスウェーデンをはじ

提案した。これまで「政府の役割」調査の中に

め，フランス，スペイン，メキシコなどの担当

男女平等に関する質問がなかったことや，世界

者と，英文のメールで打ち合わせを重ね，スペ

経済フォーラムの男女格差ランキングで，日本

インとメキシコで開いた会合にも出席して，調

は順位が低く，男女平等が進んでいないことか

査項目の検討を進めた。

ら，この問題に対する世界の人々の意識を把握

日本からも，新たに取り入れるべき調査項目
を提案し，いくつかが総会で採用された。

したかったからである。総会では，別の年に実
施している「家庭と男女の役割」調査の中で聞

1つは，政府の情報公開や個人情報収集に

いたほうがよいという意見もあったが，男女平

関する質問である。日本では，2013 年に特定

等の推進が政府の責任かどうかを尋ねることも

秘 密保護法が成立し，国家の安 全のために

重要だとして各国に理解を求め，採決の結果，

人々の知る権利が損なわれるのではないかと

質問項目への追加が認められたのである。

いうことが大きな議論になっていた。また，海
外では，2013 年にアメリカの CIA（中央 情報

調査票をめぐり対立することも

局）の元職員の告 発で， アメリカのNSA（ 国

ただ，ドラフティンググループが作成した調査

家安全保障局）による個人情報の大量収集が

票の原案が，すんなり加盟国に受け入れられる

明らかになり，国家の安全とプライバシーのバ

とは限らない。2020 年に実施する「環境」調査
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では，ドラフティンググループが提案した質問を

に対し，
「肯定的な印象」を持っているか，
「否

めぐって意見が対立した。
「ふだん，牛肉やラム

定的な印象」を持っているかを尋ねる質問に

（羊）肉，あるいはこれらを含んだ食品を1 週間

差し替えられた。

で何日くらい食べているか」という質問である。
牛や羊は温室効果ガスの原因となるメタンガス

多数決で決めるメリットとデメリット

を発生させることから，ドラフティンググループ

このように，総会では，調査票の1つ1つの

は，環境保護への関心の高い人は，牛や羊の

質問について真剣に意見が交わされ，最終的

数が増えないようにするため，それらの肉をあま

には，採用するかどうかを多数決で決めてい

り食べないのではないかと考え，この質問を作

る。加盟国の多くが重要だと考える質問が調

成したのである。しかし，日本を含む複数の加

査票に盛り込まれることになる一方で，それぞ

盟国が異論を唱えた。人々が牛肉や羊肉を食べ

れの国の制度や文化，慣習などの違いにより，

ないのは，健康上の理由や経済的な理由，菜

自分の国にはなじまない質問や，必要ないと思

食主義など，さまざまな理由が考えられ，この

われる質問が採用される場合がある。多様な

質問をもって環境保護への意識が高いかどうか

質問が盛り込まれると，それぞれの質問に関

をはかるのは難しいという意見が相次いだので

連する項目を入れる余地がなくなり，調査を深

ある。そもそも牛や羊が温室効果ガスの原因物

められないという悩みも抱えている。また，質

質を排出することを知らない人のほうが多く，無

問どうしの関連がわかりにくくなるなど，調査

意味な質問だという意見も出された。

票の構成が損なわれるという側面もある 3）。

これに対し，座長のオーストリアをはじめチ
リ，スペインなどで作るドラフティンググルー
プは，人々が温室効果ガスの排出量に影響を
与える要因をどれだけ意識して生活しているか
を把握することが大切だと主張して譲らなかっ

4. 国際比較調査のカギは翻訳にあり
（1）ISSP の翻訳ルール
ISSP のおおもとの調査票は英語で作成され

た。最終的には多数決で採決が行われ，結局，

るため，実際の調査は，それぞれの国の言語

この質問は調査に盛り込まれることになった。

に翻訳したうえで行わなければならない。総会

一方，2018 年の「宗教」調査では，ドラフ

で質問文や回答の選択肢を検討する際，イギ

ティンググループの提案が否決された。新たに

リスの担当者に言い回しを確認することがたび

「脅威を感じる宗教」について尋ねる質問が提

たびあるが，これは調査票がイギリス英語で作

案されたが，さまざまな宗教名を挙げて，ど

られているためである。

の程度の脅威を感じるかを尋ねる質問案に対

同じ英語でもイギリス英語とアメリカ英語と

し，多くの加盟国が特定の宗教に偏見を与え

では意味が異なる場合があり，例えば，イギリ

るなどとして反対したのである。議論の末，宗

ス英語で“private creche”
（民間の保育所）と

教に対する脅威を尋ねるのではなく，キリスト

いう選択肢は，アメリカの調査票では“private

教徒やイスラム教徒，ヒンズー教徒，仏教徒，

day care center”となっている。これは，ア

ユダヤ教徒，無神論者・無信仰者のそれぞれ

メリカ英語で“creche”はキリスト生誕の光景
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という別の意味にとられてしまう可能性がある
ためである。同じ英語圏でも国によって言葉の
意味が異なる場合があるので調査票の作成に
は注意を要するが，言語が違えば翻訳作業は
さらに複 雑になる。このため，ISSP のおおも
との調査票には，質問文の意図が明確に伝わ
るように「翻訳上の諸注意」
（TN : Translation
note）が明記されている。
例えば，
「心身の健康状態」について尋ねる
質問では，英文で“In general，would you
say your health is…”とあり，これだけだと単
に健康状態について尋ねればよいことになる。
しかし，
「翻訳上の諸注意」をよく読むと，
〈TN :
This refers to both physical and mental
health.〉と書いてあり，
「心身の」健康状態を
尋ねなければならないことがわかるようになっ
ている。
また，ISSP の規約では，翻訳作業は最低で
も2人，できれば 2人よりも多い人数で行うこと

それでも，翻訳作業には毎回苦慮しており，
「心身の健康状態」の質問を例に，翻訳がうま
くいかなかった苦い経験を紹介したい。
「心身の健康状態」を尋ねる質問の選択肢
は，英語では次のように表現されている。
1．excellent
2．very good
3．good
4．fair
5．poor
2011年の「健康」調査で，私たちは，これ
を次のように和訳して調査を実施した。
1．かなりよい
2．よい
3．普通
4．あまりよくない
5．かなりよくない

が推奨されている。2人がそれぞれ翻訳した調

日本の世論調査では，5 つの選択肢を示し

査票を，別の人も加わって比較して，どちらの

て回答を求めた場合，真ん中の 3 の選択肢に

翻訳がよいかを検討しながら調査票を作成する

回答が集まりやすい傾向があると言われてい

のが望ましいとされている。さらに，翻訳作業

る。そうした日本人の特性を考慮して，この質

には，翻訳の専門家や，世論調査の方法に詳

問でも3 に「普通」という選択肢を置くことに

しい研究者が参加することが推奨されている。

した。結果は，
“good”
（普通）が 55％で，実

（2）日本の調査の翻訳作業
日本の調 査では，ISSP の規 約に則り， お
おむね 3人のチームで翻訳作業やチェックを行

際に真ん中の 3 の選択肢に多くの回答が集中
していることがわかる（表 2）。
表2

2011 年「心身の健康状態」の回答分布
（日本の結果）

い，日本語が堪能なイギリス人の専門家に最
終確認をお願いしている。また，質問の意図
がつかみとりにくい場合は，ドラフティンググ
ループの責任者に連絡をとって確認し，本来の
意図から乖離しないように細心の注意を払って
いる。

日本
excellent

かなりよい

3%

very good

よい

14

good

普通

55

fair

あまりよくない

25

poor

かなりよくない

3

※「わからない，無回答」を除いて集計
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ところが，別の調査では異なる結果が出てし

味に近いと考えて翻訳を変えてみたが，各国の

まった。翌 2012 年の「家庭と男女の役割」調

回答分布をみると，
「普通」というよりは，
「あ

査でも「心身の健康状態」についての質問があ

まりよくない」という意味に近かったように思

り，このときの翻訳作業では，英語の
“fair”は，

う。日本の回答では，2011年は「普通」が最

「まあまあ」といった意味なので，英語が母国

も多かったので，2012 年の調査で“fair”を「普

語の人では，健康状態が「普通」の人は，4 の

通」と訳せば，
“fair”が最も多くなることは想

“fair”を選択するのではないかという意見が

定できたはずである。それにもかかわらず訳を

研究員の間から出された。検討した結果，英

変えた結果，
“good”と回答した人は，2011年

語の本来の意味に近づけて翻訳してみようとい

の 55％から，2012 年は 21％へと，たった 1年

うことになり，次の選択肢を考えた。

で大幅に減少することになった。これらのデー
タを日本で分析するぶんには，どちらの調査も

1．最高によい

「普通」が最も多いので影響は少ないが，海外

2．とてもよい

で分析する場合は，
“good”が減少し“fair”が

3．よい

最も多くなったため，混乱を招くおそれがある。

4．普通

また，そもそも選択肢の翻訳を変えているの

5．よくない

で，2 つの調査結果を単純に比較することもで
きない。翻訳は軽々に変えるべきではないとい

結果を，日本とイギリス，オーストラリア，ア
メリカの回答分布でみてみる（表 3）。

うことを思い知った事例である。

日本は，
“fair”に該当する「普 通」が 46％
で最も多い。これに対し，英語圏のイギリス，
オーストラリア，アメリカでは，
“fair”は，いず
れも10％台にとどまり，日本より圧倒的に少な

5. 世界で活用されるISSP データ
（1）精度を担保するデータアーカイブ

い。2011年の「健康」調査の結果でも，イギリ

各国で実施した調査のデータは，ドイツの

ス，オーストラリア，アメリカで“fair”を選んだ

研究機関 GESIS のデータアーカイブのポータ

人は，いずれも10％台で，2012 年の結果とあ

ルサイト（図 3）に登録される。2013 年までは，

まり差はなかった。

メールで必要なデータや書類をアーカイブ宛て

英語圏の“fair”は，日本語の「普通」の意

に送っていたが，2014 年以降は，各国の担当
者 がデータアーカイブの

表3

日本
excellent

ポータルサイトに直接登録

2012 年「心身の健康状態」の回答分布（日本と英語圏の結果）
最高によい

イギリス オーストラリア アメリカ

3%

12

11

22

very good とてもよい

12

37

36

29

good

よい

21

31

33

31

fair

普通

46

13

17

15

poor

よくない

18

7

4

4

※「わからない，無回答」を除いて集計
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する方法に変わっている。
データアーカイブでは，
各国から登録されたデータ
を入念にチェックする。質
問の選択 肢が規定どおり
リコードされているか，回

ので，英文の質問と同じ意味で

図 3 GESIS のデータアーカイブのポータルサイト

あることを説明し，理解を得る
ことができた。このように，アー
カイブでは膨大なデータを1つ1
つ詳細にチェックしており，そう
した地道な作業によって，デー
タの精度が担保されているので
ある。
答の分布に不自然な点がないかなどを確認す
るほか，最近では，調査票の翻訳が的確かど
うか，Google 翻訳を使ってチェックしている。
2018 年に実施した「宗教」調査には，同性

（2）
“回答率 50％以上”の有効定義を設定
ISSP では，2019 年の調査までは，明確な
有 効 定 義を設けてこなかったが，2020 年の
調査から，アメリカ世論調査協会（American

どうしの性的交わりについての賛否を尋ねる

Association for Public Opinion Research，

質問があり，英語の質問文では，
“And what

略称 AAPOR）の基準に則って，性別や年齢

about sexual relations between two adults

などの属性を除いた質問の半 数 以 上に回答

of the same sex，is it…”となっていた。 日

がなければ，有効票として扱わないことにし

本の調査票では，
「男性どうし，女性どうしで

た。つまり，回答率 50％未満の個票は集計に

性的交わりを持つこと」と翻訳したが，日本の

は使わないことにしたのである。有効票のう

データをチェックしたアーカイブの担当者から

ち，回答率が 50 ～ 80％のものは「一部回答

「Google 翻訳だと『男女間の性的交わり』と訳

（partial case）」，80％以上のものは「完全回

されるので，念のため確認してほしい」と連絡
があった。筆者は，
「男性どうし，女性どうし」
は，日本語では「同性どうし」のことを意味する

答（complete case）」として扱われる。
日本のISSP 調査では，属性を除いた本体
の質問で1 問でも有効回答があれば有効票と
して扱ってきた。新たに設けられた有効定義

ドイツ・ケルンの研究機関 GESIS の外観

の影響を確認するため，2019 年の「社会的不
平等」調査の回答状況を調べたところ，回答
率が 50％未満の個票は 3 件で，全体の 0.2％し
かなく，有効定義を設けた影響はないと考え
ている。

（3）増える国際比較データの利用
こうしたさまざまな過程を経て，調査の実施
から約 2 年後に各国の調査結果のデータが公
開され，利用できるようになる。学術・教育目
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図4

（件）

（4）データ分析の実際と課題

ISSP データのダウンロード件数の推移
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4,000
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することができない，自国の国

4,921

際的な立ち位置や抱えている課

2,582

題を確認し，世界各国の人々の

2,000
0

意識の違いを浮き彫りにするこ
2007
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（GESIS Data Archive - ISSP Data Dissemination Statisticsより作成）
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（件）
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4,000
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2,000 1,208 1,351

2002

2004

2,335

2,880 3,226

3,601

4,199

4,829

5,171

7,093

7,713

8,254

とが可能になる。
2015 年 の「 仕 事と生 活（ 職
業意識）」調査では，
「職 場の

ISSP データを使った論文や記事の件数の推移

人間関係が良い」と回答した日

12,000

0

調査データの国際比較を行
うことで，国内の調査では把握

6,182 6,254
6,000

国際比較の意義と課題

9,079

9,539

10,038

本人男性は 54％で半数を超え
ているが， 各国と比べると31
か国中，下から2 番目の 30 位で

5,566

「多い」とは言えないことがわか
る 4）。
また，2011年の「健康」調査
では，
「最近受けた医師の治療

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020（年）

（The 2020 ISSP Bibliography: A Preliminary Report，Tom W. Smith and Benjamin Schapiroより作成）

に満足」という日本人は 70％に
のぼっているが，参加 31か国
中，4 番目に少なく，世界の中

的であれば，無料でデータをダウンロードする

でみると，医療への満足度が高いわけではな

ことができる。データの形式も，SPSSまたは

いのである 5）。医療・健康の分野では，OECD

Stata から選択できるようになっている。

（経済協力開発機構）が加盟国の平均寿命や

図 4 に，2007年以降のISSP 国際比較デー

受診頻度などの統計を公表しているが，ISSP

タのダウンロード件数の推移を示した。2007

調査のように，人々の意識まで把握している国

年には約 2,600 件だったのが，2019 年には 1 万

際調査は少ない。また，ISSP が扱っているテー

件前後にまで増えている。

マは，政治から家庭の問題まで，社会問題全

また，図 5 は，ISSP 国際比較データを使っ

般を網羅しており，研究者や政策立案に携わ

た論文や記事の件数の推移である。2002 年は

る専門家にとっても有用なデータとなっている。

約1,200 件だったのが，2020 年には約1 万件に

その一方で，国際比較データの解釈は難し

増えている。ISSP が信頼性の高い社会調査の

く，課題も多い。ISSP 調査は，自記式の調査

データとして，世界中の研究者から認知され，

票で設計されているが，先に述べたように，国

利用されていることがわかる。

や地域によって調査方法が異なっている。ま
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た，前章で詳述したとおり，翻訳に伴うバイア

月から国内で始まったレジ袋の有料化に関す

スが生じるため，国際比較を行う場合は，質

る独自質問を加えて，人々の関心を探ることに

問項目の等価性についても検討し，慎重に分

している。

析にあたらなければならない。筆者自身は，

ただ，ISSP 調査は，各国共通質問と属性

個々の質問への回答の結果にばかり注目する

質問だけで合わせて 100 問近くあり，調査相

のではなく，各国の回答の傾向や特徴をおお

手の負担を考えると，むやみに独自質問を増

まかに捉えるように心がけている。

やすことはできない。質問数に限りがある中

また，ISSP の国際比較データは，各国での

で，悩みながら，毎回 3 ～ 5 問程度 7）の独自

調査が終わってから，約 2 年後に公表されるた

質問を作り，日本の社会の課題を浮き彫りにし

め，分析を行う時点では，調査時と状況が変

ようとしているのである。

わっていることがある。このため，分析の際に
は，調査を実施したときの政治や社会，国際
情勢などを振り返りながら，細心の注意を払う

6. ISSP のこれから（終章にかえて）
組織としての課題

ようにしている。

最後に，ISSP のこれからを展望するうえで
国内調査の意義と課題

の課題を整理する。

ISSP 調査は国際比較を目的に実施している

これまでみてきたように，ISSPは 1984 年の

調査ではあるが，国内調査の結果だけをみて

発足から37年目を迎え，加盟国は40 を超える

も，その時々の人々の意識を把握できるメリッ

までになったが，アジアやアフリカ，中東地域

トがある。

の加盟国は欧米に比べればまだ少ない。調査

2019 年の「社会的不平等」調査では，
「日本

の幅を広げるため，今後こうした地域で加盟国

の所得格差は大きすぎる」と思っている人が 20

が増えるように働きかけていく必要性について

年前の調査結果よりも増加し，全体の 70％に

は ISSP の中でも共有されているが，その具体

のぼることがわかり，NHKニュースで報道され

的な方法は見いだせないでいる。

た。

加盟各国共通の課題としては，調査を実施

また，各国共通の質問に加え，毎回，日本

するための予算の確保が挙げられる。ISSPと

の独自質問を追加して調査を行っており，いま

して調査費用を確保することは検討されていな

起きている問題に対する意識をタイムリーに捉

いので，それぞれの国で，例えば，複数の研

えることもできる。

究機関が共同で調査を実施するなど，負担を

2019 年 の「 社会 的 不 平 等」調 査では， 子

軽減する方法を考えていく必要がある。

どもの貧困や非正規労働者の増加などによる

さらに，加盟国からは，新しいテーマの調

低所得者に対する国の支援のあり方が問題に

査ができないといった不満が出ていて，総会

なる中，
「貧困は自己責任だと思うか否か」を

で議論が続いている。10 年ごとに同じテーマ

6）

尋ねる独自質問を加え， 分析に活用した 。

の調査を繰り返し実施することが ISSP 調査の

2020 年に実施する「環境」調査でも，同年 7

特徴でもあるが，時代が変わり，新しいテー
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マの調査を希望する国が増えたため，まずは，

新型コロナウイルスについては，すでに各国

「国への帰属意識」と「市民意識」の 2 つの調

でウェブによるアンケート調査などが実施され

査を1つの調査として 2023 年に実施することが

ているが，ISSP が世界規模での世論調査を

2020 年 5月に決まった。
「市民意識」調査を行

実施し，各国の人々が感染症の脅威にどう立

う予定だった 2024 年に，どんなテーマで調査

ち向かっているのかを把握することの意義は

を行うかは，2021年以降の総会で話し合われ

大きい。

ることになっている。

ISSP は，これからも世界共通の問題に目を
向け，さまざまな困難に対する世界中の人々の

新型コロナ危機にどう向き合うか

意識を把握し，それを科学的な調査手法に基

2020 年 4月下旬にアイスランドで開催される

づいた客 観的なデータとして社会に示すこと

予定だった ISSP 総会は，新型コロナウイルス

で，課題の解決に寄与できるように活動を続

の世界的な感染拡大により，ISSP の発足以降，

けていく。私も，日本で唯一，ISSP に加盟し

初めて中止された。しかし，各国間のやりとり

ている文研の研究員として，引き続き価値のあ

は，メールやオンライン会議で活発に行われ，

るデータを世界に届けられるよう，一層の努力

2021年の「健康」調査や 2022 年の「家庭と男

を続けていきたい。

女の役割」調査の調査項目について意見を交

（むらた ひろこ）

わしたほか，2023 年の「国への帰属意識・市
民意識」調査のドラフティンググループの選定
も行われた。さらに，新型コロナウイルスの影
響を考慮して，急きょ次のような取り決めがな
された。
・新型コロナウイルスの感染拡大により，予定
どおり調査を実施できない国が出ることが予
想されるため，2019 年「社会的不平等」調
査，2020 年「環境」調査については，アー
カイブへのデータ登録の締め切りを例年より
1年半延期する。
・2021年「健康」調査の調査票を確定するた
めの総会が開催できないため，緊急措置と
して，ISSP の常任委員会，方法論委員会と
ドラフティンググループの各代表がオンライン
で会議を行い，各国から寄せられた意見を
踏まえて調査票を確定させる。
・2021年「健康」調査に，新型コロナウイルス
についての質問群を盛り込む。

48

NOVEMBER 2020

注：
1）Roger Jowell，Sharon Witherspoon & Lindsay
Brook，1989，British Social Attitudes: Special
International Report ，Gower Pub. Co.
2）ISSP ウェブサイト内「About ISSP: History」
http://w.issp.org/about-issp/history/
3）荒牧央・小野寺典子，2004「ISSP 国際比較調査
の概要とデータについて」真鍋一史編『国際比較
研究のフロンティア－文化的多様性の視座から－』
（文部科学省 21世紀 COEプログラム研究報告書）
4）村田ひろ子，2018「何が仕事のストレスをもたら
すのか～ ISSP 国際比較調査「仕事と生活（職業
意識）
」から～」
『放送研究と調査』2018 年 3月号
5）村田ひろ子・荒牧央，2014「日本人はなぜ医療
に満足できないのか～ ISSP 国際比較 調査「健
康」から～」
『放送研究と調査』2014 年11月号
6）小林利行，2020「減少する中流意識と変わる日
本人の社会観～ ISSP 国際比較調査「社会的不
平等」・日本の結果から～」
『放送研究と調査 』
2020 年 5月号
7）ただし「宗教」調査（2018 年）では，日本独自の
質問が 20 問，
「社会的不平等」調査（2019 年）で
は 13 問ある。

