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1 目的 

Twitter は政治的コミュニケーションのために有用なメディアなのであろうか？北米で

は政治的コミュニケーションのメディアとして Twitter の利用が増大しているにもかかわ

らず、研究はまだ発展途上である（Smalla,2011）。日本国内でも 11.Mar.2011 の東日本大

震災を契機に Twitter の普及率が急増し、今後は政治的コミュニケーションメディアとして

の利用が予想される。また震災と同時に発生した不幸な原子力発電所の事故によって、原

子力発電の今後の政策に対して人々は選択を迫られている。その際にインターネットによ

る議論が熟議(deliberation)を可能とするのか、意見の極化を促進してしまうのかを知るこ

とは重要な課題である。 

そこで、本研究では、Twitter が情報源や政治的議論の場としてどのように利用されてい

るのか、Twitter での政治的コミュニケーションを促進する要因を明らかにする。特に、パ

ネル調査を行うことで、因果関係を特定できるので、個人のもつ先有的政治的態度が

Twitter での政治的コミュニケーションを促進するのか、Twitter 利用が政治的態度を強め

るのか、その相互作用過程や因果関係を検証する。 

一方、熟議とは議論を通じて自らの見解・判断・選好に反対他者の視点を考慮に入れる

よう学習し、公共的なパースペクティブを志向するように意見を形成・変更する可能性を

生み出す行為である(田村,2008)。オンライン議論ではモノローグ発言や誹謗中傷発言も多

いものの、URL リンクの投稿は、リンクがなくて意見だけの投稿より相互作用を起こすこ

とも知られている(Polletta et al.,2009)。ただ、インターネットで他者の議論を聞くことで

自分の論点が精緻化され意見変容が生じることからオンラインでの熟議が可能であること

を示唆した実験結果(Price et al.,2006)がある一方、インターネットは選択的に類似した政

治的視点に接することを促進するので熟議に害を及ぼすという意見もある（たとえば、Yun 

& Park,2011)。特に、意見の極性化(polarization)が生じることが懸念されており、極性化

発生条件を解明するための研究が行われている（たとえば、Wojcieszak & Price,2010)。そ

こで、本研究では政治的志向に基づく選択的接触により偏った情報伝搬や議論の極性化が

生じるのかを明らかにする。 
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本研究では、政治的争点として社会で最も話されているトピックスを選定するために、

2012 年 2 月の第 1 回調査前に新聞のキーワード検索、Twitter のツイートの分析、予備調

査を実施した。「原発・原子力発電」「放射能 or 放射性物質 or 放射線」「復興 and 支援」

「災害ボランティア」「消費税」という 5 つのトピックスの中で、①最も新聞で多く取り上

げられ、②ツイート数が多く、③予備調査で「ツイートを読む・書く・リツイートする・

ツイート内URLにアクセスする」のいずれかの行動を行っている人が最も多かったのが「原

発・原子力発電」であったため、これを争点として選んだ。 

本研究の新規性は質問紙調査による個人の行動モデルの理解とウェブマイニング技術に

よるデータ解析の融合にある。ツイッターをはじめとするソーシャルメディアにおける政

治的コミュニケーションを扱った研究としては、ブログのリンク関係からオンライン上の

世論が分断していることを明らかにした研究(Adamic & Glance,2005)や、Twitter のリツイ

ートならびにメンションのコミュニケーション関係に展開した研究(Conover et al.,2011) 

が存在する。しかしこれらの研究ではコミュニケーションネットワークの構造を分析する

ことはできているものの、情報発信者である個人の態度や動機に関する分析には踏み込め

ていない。本研究では Twitter 上で観察可能なネットワーク構造や発信内容についてウェブ

マイニング技術を用いて解析し、同時に Twitter 上で政治的コミュニケーションをおこなっ

ている個人の心理的態度や動機を質問紙調査で分析することで、ミクロな個人の行動モデ

ルとマクロな現象としてオンライン上で観察される世論との相互作用を扱うことが可能と

なっている。 

 

2 研究の射程と関連研究 

2.1 選択的情報伝達と発信 

インターネットは自分と異なる反対意見の回避を可能にするエゴ･メディアであり、新聞

閲覧者やテレビ視聴者などと比べて選択的接触傾向は高いと言われている。たとえば、

Johnson et al.(2011)は、政治的サイトの情報にアクセスする時に選択的接触が生じること

を示した。日本では自民党支持者は自民党に好意的な内容に接触する傾向があり民主党支

持者にも同様の傾向があった(小林, 2011)。逆に Horrigan, Garrett, & Resnick (2004)は、

自分の支持する候補者や戦争･経済･文化の主要争点に関連するサイトばかりを見て回る有

権者は決して多数派ではなく選択性は高いことを示している。 

オンラインでの政治的議論に関する研究でも、選択的に発言することを示した研究があ

る。たとえば、Price et al.(2006)は、集団の他のメンバーが Bush 大統領候補の支援を表明

している集団では、参加者個人は Bush を好む見方を表明しやすく、Gore 大統領候補支持

の集団においても同様の傾向があることを示した。また、Yun & Park (2011)は、自分の意

見が多数派のオンライン・フォーラムにおいて、自分と一貫した意見に選択的に注意を払

い、また一貫した意見を選択的に投稿する傾向があることを示した。このように、自身と

同傾向の意見に対する選択性のメカニズムが働いている可能性はあるが、どのような条件
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においてそれが強まるのかなど、明らかにされていない面も多い。 

Twitter に関しての研究は少ないものの、Conover, Ratkiewicz, Gonçalves, & Flammini 

(2011)は、2010 年のアメリカの中間選挙のツイートを分析したところ、リツイートのネッ

トワークは政治的右翼と左翼に対応して分断されているが、メンションのネットワークは

単一の大きなコミュニティになっていることを明らかにした。つまり、政治に関する先有

態度と一致する意見を選択的にリツイートしているが、メンションでは、反対の政治的見

方を持つ利用者と相互作用していると考えられる。同様に、2010 年ドイツ選挙の時のツイ

ートの分析でも、政治的同質性はツイッター上のネットワーク形成要因の一つであるが、

メンションは必ずしも同一支持政党の支持者クラスタ内で交わされる傾向が強いわけでは

なかった(Jungherr & Jürgens, 2011) 。さらに、Yardi & Boyd (2010)は、2009 年に妊娠

中絶を行う医師が射殺された後に投稿されたツイートを分析したところ、同じ意見の間の

リプライより、意見が異なる人の間でのリプライが多いことがわかった。ただし、そのリ

プライの内容は、相手陣営に対する非難や射殺犯と同一視されることを拒否する防衛反応

であり、異質な意見を精査するような政治的熟議ではなかった。 

2.2 Twitter におけるパーソナルネットワーク 

携帯メールにおいては、既存の強い紐帯の間で繰り返してメッセージを交換が中心であ

ることが示されている(小林, 2007)。一方、SNS やブログにおけるパーソナルネットワーク

は、趣味や関心が類似する人同士が集まるものの、地域や組織、社会的属性が多様な異質

性の高い人とのコミュニケーションネットワークが形成されている。 

パーソナルネットワークにおける紐帯の違いは、個人がネットワークを通して得られる

情報資源にも違いをもたらすため、個人の意見形成にも少なからず影響を与えていると考

えられる。Twitter 上で形成されるフレンドのネットワークも弱い紐帯のパーソナルネット

ワークとして捉えられ、個人はこのような情報接触環境から新しい多様な情報を取得して

いると考えられる。しかし、オンラインでの政治的情報の受信・発信・伝達・共有に関し

ては、自分の考えや意見と一致する情報を選んで接触する選択的接触の傾向があることが

懸念されており、Twitter 上においても、政治政党や意見の同質性と情報発信行動の関連性

について研究が行われている(小林,2012; Jungherr & Jürgens,2011; Yardi & Boyd,2010)。 

2.3 Twitter 上のオピニオンリーダーと世論形成 

Twitter をはじめとするソーシャルメディア上で生じる新たな社会ネットワークは従来

の人と人との繋がりの構造とは大きく異なる構造を持つことが推測される。例えばソーシ

ャルメディア上に形成される繋がりのネットワークにはスケールフリー性が存在すること

が多くの研究で示されている（例えば Yuta,2007; Ahn,2007; 松尾,2007;鳥海,2009）。また、

人々の意思決定においてオピニオンリーダーが重要な役割を果たすことは良く知られてい

る。古典的には Lazarsfeld et.al.(1944)が示したようにマスメディアの情報を先行的に受け

取り、周囲の人々に拡散するオピニオンリーダーが情報の普及や人々の選択において重要

な影響力を持っていた。このようなネットワークは居住地や職場などあるていど固定的な
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関係として維持されていた。しかし Twitter における人々の繋がりは、非常に広範にそして

驚くべき速さで広がる。また Twitter 上で日常ならば直接やりとりしないほど物理的にも社

会的にも遠い距離の人間と直接コミュニケーションをとることができる。このような環境

において人々の意見が形成されていく中でオピニオンリーダーが果たす役割が小さくない

ことは容易に想像ができる。Twitter 上における新たオピニオンリーダー像の解明は重要な

課題であり、いくつかの研究も特徴が検討されている。たとえば、Twitter ではフォロアー

の数と信頼性がカーブリニアな関係であり、フォロアーが多すぎたても少なすぎても「専

門性」と「信憑性」という信頼の 2 要素が低く評価されるという(Westerman et al.,2012)。 

山本ら(Yamamoto et.al.,2013)は政治的コミュニケーションにおけるオピニオンリーダ

ー像を再構築しており政治的話題に対して自分で知識が豊富だと認識する「スペシャリス

ト」因子と、周囲から政治的話題に関する質問をよく受けるという「インタミディアリ」

因子を抽出している。 

2.4 沈黙の螺旋理論とハードコア層 

沈黙の螺旋理論は真の意見分布が拮抗していても少数派と認知された側の情報発信が抑

制され，そのことで更に少数派の意見が発信されにくくなり結果的に僅差で多数派と認知

された意見が大多数の意見として観測されるという理論である。しかし、実際には少数派

でも孤立を恐れず発言するハードコア層と呼ばれる人の存在が指摘されており、それらは

沈黙の螺旋の対象から除外されている(Noelle-Neumann,1993)。安野(2001)は、このような

ハードコア層が意見風土の影響を受けないのは、同質な意見を持った人が周囲に存在する

ためという仮説を立て夫婦別姓の争点に関して検証を行っている。なお、そこでのハード

コア層はパネル調査ではなかったために意見強度として定義しており、結果として強い意

見の回答者は弱い意見の回答者は、同質な他者に囲まれていることを示した。 

安野の研究では、意見強度を持った人をハードコア層とし、ハードコア層と同質性との

関連性を検証しているが、「少数派でも発言する」といった発言を含めたハードコア層の観

点からは検証はおこなっていない。そこで、我々は新たに第 2 回のパネル調査で得た発言

数を従属変数としてハードコア数層と呼ばれる人々の発言を規定する要因について分析す

る。 

2.5 多数派認知に関しての背景と関連研究 

沈黙の螺旋理論において、個人の意見風土認知は意見表明の意図を規定する重要な要因

とされている。オンライン上の政治的議論を行う場においても意見風土の認知と発言との

関連性については研究が行われており(Price et al.,2006; Yun & Park, 2011)、そこでは、オ

ンライン・フォーラムでの発言にはオンライン・フォーラムでどのような意見が多数派な

のかという意見風土の認知は影響しているが、オフラインの意見風土の認知は影響しなか

ったという結果が報告されている(Yun & Park,2011)。このような結果は、個人の態度は準

拠集団の意見風土に影響を受ける (Huckfeldt and Sprague,1995)という議論を支持する結

果である。これらの議論をふまえると、Twitter 利用者においても同様に個人は Twitter 内
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の世論においてその意見風土認知の影響を強く受け、多数派と認知した場合に発言を行う

と考えられる。 

 

3 方法 

3.1 手続き 

2012 年 2 月 24 日（金）～27 日（月）の第 1 回調査に回答した 1380 人中、記入したア

カウントが存在し、ツイッターログデータが利用できた 1276 人に対して、2012 年 9 月 28

日 より第 2 回調査を実施した。 

まず、第 1 回調査回答者 1276 人は以下の条件を満たした調査対象者であった。 

① 1 週間に 1 回以上はツイッターを閲覧し、1 ヶ月に 1 回以上はつぶやき（RT（リツ

イート）,＠（リプライ・メンション）を含む）を行う 

② 原子力発電の是非についてツイートを読んだり、ツイッターで発言したり、リツイ

ートをしたことがある 

③ 公開のアカウント（すべての人があなたのツイートを閲覧できる）を持っている 

④ 学術研究のためにツイートを参照させていただく可能性があること了解したうえで、

そのアカウントを教えてくれると回答する 

⑤ ツイートのアカウントを記入し、かつそのアカウントが存在し、ツイッターログデ

ータが利用できた 1276 人。 

第 2 回調査の回答者数は 885 人であり、有効回答率 69.36％であった。本報告書では、第

1 回と 2 回の両方に回答した 885 人を分析した。 

3.2 分析対象者の属性 

本報告書の分析対象者の主な属性は以下の通りであった。 

① 性別：男性 52.8％、女性 47.2％であった。 

② 年齢：20 代 27.8％、30 代 34.6％、40 代 36.3％、50 代 1.4％。平均年齢 35.92

歳であった。 

③ 居住地：東京都が 19.9％と突出して多いが、他に埼玉県 5.0、千葉県 4.5、神奈

川県 8.7 

④ で、首都圏が多い。ただ、福島は 1％にすぎなかった。 

⑤ 家族形態：独身が 54.9％、結婚しているが子供がいないが 15.8％であった。一方、

子供がいる人が 26.5％であった。 

⑥ 学歴：最終学歴は大学･大学院が 59.6％、短大・高専等が 22.6％、高校が 16.8％で

あって、概して回答者は高学歴者が多かった。 

⑦ 就業形態：フルタイムで働いている人が 58.2％と大半である。その他には、パート

タイムやアルバイトが 12.9％、学生･生徒が 8.7％、専業主婦が 10.8％であった。 

3.3 ツイートデータの収集 

分析対象者である 885 人の回答者の Twitter 上の発言、フォロー・フォロワー関係を
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TwitterAPIを用いて収集した。分析対象となるツイートは東日本大震災発生から2012/9/27

までのツイートデータならびにフォロー・フォロワー関係である。 

収集データの主要な統計量は表 1 の通りであった。カッコ内の数値は標準偏差である。 

 

表 1：調査対象者の Twitter 利用状況 

調査から第 2 回調査の間のツイート数平均 494.89(593.52) 

平均フレンド数 273.24(1023.80) 

平均フォロワー数 302.20(1544.59) 

平均相互フォロー数 197.34(984.298) 

 

4 結果 

4.1 原発に関連した政治的コミュニケーションの時系列変化 

4.1.1  原発関連ツイッター利用の変化 

第 1 に、原子力発電問題に関する意見や考えをツイッターで見る頻度を、「頻繁に見る（5

点）」「ときどき見る」「たまに見る」「ほとんど見ない」「まったく見たことがない（1 点）」

の 5 段階で評定してもらった。図 1 にあるように、全体的に見る頻度が第 2 回目では減少

している。特に、2012 年 2 月では原発関連のツイートを「たまに見る」と回答していた層

（37％）が 9 月には 1 割近く減少していることが目立つ。 

 

 

図 1：Twitter での原発関連の投稿を見る頻度の変化 

 

次に、見る頻度の平均値は、第 1 回では 2.55 であったが、第 2 回では 2.44 であった。t

検定の結果、両者の間には統計的に有意な差が認められた（t=3.265,P<.01）。平均値で見て

も、約半年の間に Twitter で原発関連の意見や考えを見る頻度が統計的に有意に減少してい

ることがわかる。 

さらに、第 1 回と 2 回調査のツイートを見る頻度をクロス集計した結果が、表 2 である。

第 1 回も 2 回もかわらずに「全く」「ほとんど」ツイートを見ない人は 4.2％と非常に少な

く、「たまに」「ときどき」「頻繁に」ツイートを見続けている人が 40.4％あった。しかし、
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見る頻度が減少した人が 3 割強であることがわかる。 

 

表 2：ツイートを見る頻度の第 1 回目と第 2 回目のクロス集計 

    第 2回 

    

まったく見た

ことがない 

ほとんど

見ない 

たまに見

る ときどき見る 

頻繁に見

る 

第1回 

まったく見た

ことがない 

.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ほとんど見な

い 

2.3% 4.0% 3.3% 1.5% .1% 

たまに見る 2.3% 6.5% 14.9% 11.0% 2.3% 

ときどき見る .6% 3.6% 9.9% 15.8% 6.5% 

頻繁に見る .1% .1% 1.4% 3.8% 9.7% 

 

続いて Twitter で原発に関する意見を書き込む頻度も 5 段階評定してもらった。ツイート

を見る頻度に比べて書き込む頻度は第 1 回、第 2 回ともに低く、第 1 回では 69％、第 2 回

では 70％が「全く」もしくは「ほとんど」書き込んでいないことがわかる（図 2）。 

 

 

図 2：Twitter での原発関連の投稿頻度の変化 

 

その平均値は第 1 回(1.1) と第 2 回(1.06)であり、t 検定の結果、両者の平均値の間には有

意な差は認められなかった(t=1.219, n.s.)。前述のように、半年間継続して原発に関連して

自分の意見を書かない層が 7 割いるためであろう。 

そこで、第 1 回と第 2 回の書き込みの頻度のクロス集計を行った。表 3 を見るとわかる

ように、変化がない層は 54.5％と半数強であるが、その半数以上が第 1 回も第 2 回も「書

き込まない」という意味で変化がない層であった。書き続ける人は 12.9％であるが、この

ようなコア層にどのような特徴があるかを今後は検討する必要があるだろう。 
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表 3：ツイートを書き込む頻度の第 1 回目と第 2 回目のクロス集計 

    第 2回 

  

  

まったく書

き込んだこ

とがない 

ほとんど書

き込んだこ

とがない 

たまに書

き込む 

ときどき

書き込む 

頻繁に書

き込む 

第 1

回 

まったく書き込ん

だことがない 

25.5% 6.9% 2.1% .8% 0.0% 

ほとんど書き込ん

だことがない 

11.3% 16.1% 4.7% 1.4% .2% 

たまに書き込む 
2.7% 5.5% 6.9% 2.8% .5% 

ときどき書き込む .6% 1.2% 3.0% 4.6% 1.3% 

頻繁に書き込む .1% .1% .1% .2% 1.4% 

 

4.1.2  原発問題情報源 

「新聞」・「テレビ」・「雑誌」・「オンラインニュース」・「SNS やブログ等オンラインニュ

ース以外のネット上の情報」・「家族や友人」という 6 つの情報源毎に、原子力発電問題に

ついての情報接触頻度を、「頻繁に見る（5 点）」「ときどき見る」「たまに見る」「ほとんど

見ない」「まったく見たことがない（1 点）」の 5 段階で評定してもらった。表 4 に第 1 回

と第 2 回調査の平均値とその差の t 検定の結果を示した。全般的に、第 1 回より第 2 回で

は原発関連情報閲覧頻度が有意に減少していることがわかる。第 1 回でも第 2 回でも最も

接触頻度が多いメディアがテレビであったが、そのテレビでの情報閲覧頻度の減少が大き

いことがわかる。それに比べると、分析対象者がツイッターで原発関連の情報接触者であ

るため、オンラインニュース以外のネット上の情報の閲覧頻度の減少は最も少なかった。 

 

表 4：原発関連情報取得のメディア利用の変化 

メディア 第 1回 第 2回 t値   

新聞 2.64 2.52 3.412 ** 

テレビ 3.34 3.12 6.905 ** 

雑誌 1.85 1.7 3.422 ** 

オンラインニュース 3.26 3.1 5.08 ** 

SNSやブログ等オンラインニュース以外のネット上の

情報 
2.97 2.88 2.585 + 

家族や友人 2.37 2.22 4.054 ** 

**p<.01  *p<.05   +p<.1 
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4.1.3  情報の信頼性 

原発に関連した情報への信頼性を測定するために、以下の 5 項目について、「そう思う（4

点）」から「そう思わない（1 点）までの 4 段階で評定してもらった（表 5）。政府が情報を

隠していると思う程度が第 1 回から第 2 回調査では統計的に有意に増大している。第 1 回

調査と第 2回調査の間に、政府の原発事故時の対応についての調査報告書が公表されたり、

事故当時の様子が明らかになるにつれて、まだ政府は情報を隠していると考える人々が増

えたと予想される。それに対して、東電については変化がなかった。第 1 回調査の時点で

東電の情報に対する信頼性は最も低かったが、半年間の間に変化がなく、信頼は回復され

ていないことがわかる。一方、メディアに関連しては、新聞報道･テレビ報道への信頼が低

下しているのに対して、ネットの情報への信頼が増大している点は興味深い。 

 

表 5：原発関連情報の信頼性の変化 

  第 1回 第 2回 t値   

1. 政府は原発事故に関連する情報を意図的に隠

している 
1.72 1.81 -3.648 ** 

2. 東京電力は原発事故に関連する情報を意図的

に隠している 
1.58 1.59 -0.598 

 

3. 原発事故に関連する新聞報道は信頼できる 2.11 2.03 2.626 ** 

4. 原発事故に関連するテレビ報道は信頼できる 2.02 1.94 2.73 ** 

5. 原発事故に関連するインターネット上の情報

は信頼できる 
2.25 2.31 -2.08 * 

**p<.01  *p<.05   +p<.1 
    

 

4.2 Twitter での原発関連コミュニケーションを規定する要因 

では、ツイッターで原発関連情報接触や書き込みの頻度を規定する要因は何であろうか。

第 1 回調査の結果からは、原発に対する否定的態度、原発問題の重要性を高く認知する傾

向や原発関連の知識量の多さ、さらには原発問題について Twitter で自分と同じ意見が多い

と認知するとリツイート数が多い傾向が認められた（宮田 et al., 2012）。ただ、第 1 回調

査の分析だけでは因果関係は特定できない。すなわち、（1）原発に反対だから、原発問題

を重要だと思うから、原発関連知識が多いから、ツイッターでの閲覧や書き込みが増える

のか、（2）ツイッターで原発関連情報を見るほど、書き込みをするほど、原発に反対意見

になったり、重要性を強く感じたり、知識が増大するのか、が明らかではない。そこで、

因果関係を明らかにするために、第 2 回調査の閲覧頻度と書き込み頻度のそれぞれを目的

変数とした重回帰分析を行った。統制変数としては、第 1 回調査での閲覧頻度や投稿頻度

を投入した。これにより、第 1 回の閲覧や書き込み頻度にかかわらず、第 1 回調査の諸変

数が第 2 回の閲覧・書き込み頻度に及ぼす効果を明らかにすることができる。説明変数は、
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第 1 回調査で検討した以下の変数群を用いる。 

4.2.1  原発に対する態度がもたらす影響 

今回の争点である原子力発電の推進・撤廃という問題の性質そのものがコミュニケーシ

ョンに影響を与える可能性は当然存在する。そのために、原子力発電の是非に対してどち

らの態度を持っているのかを変数として導入する。 

原発に対して、2 つの意見を提示して､どちらの意見に賛成かを評定してもらった。意見

A は「電力の安定供給や CO2 の排出が少なく環境に優しい点を考慮して、代替エネルギー

の検討をしつつ当面は原子力発電を維持するべきだ」、意見 B は「東日本大震災後の原発事

故のような重大な事故が起こる危険性や放射性廃棄物処理問題を考慮して、可能な限り速

やかに原子力発電を廃止するべきだ」である。「A に近い」が 23.7%、「どちらかといえば A

に近い」26.8%、「どちらかといえば B に近い」が 24.5%、「B に近い」が 25.0%であり、

おおよそ 4 分の 1 ずつに分かれた。平均値は 2.51、標準偏差は 1.107 であった。 

4.2.2  多数派認知と発言 

世論形成過程においては、真の意見分布が拮抗していても少数派と認知された側の情報

発信が抑制され、そのことで更に少数派の意見が発信されにくくなり結果的に多数派と認

知された意見が大多数の意見として観測されるという沈黙の螺旋現象があげられる。意見

風土を認知し、他者が自分と同じ意見だと思うと自身の意見を発言するという多数派同調

の行動は、実際のオンラインコミュニティ上においても観測されており（Price et al.,2006; 

Yun & Park,2011)）、個人の政治的発言を規定する要因の一つとしてあげられている。 

こうしたことから、自身の意見と Twitter 上で多数派と認識している意見の一致は発言を

規定すると考えられる。そこで、Twitter ではどちらの意見を持つ人の方が多いと思うかを

4 段階評定してもらった。これらの回答と回答者の意見を組み合わせて、自分の意見と同質

の意見が Twitter で多数もしくは少数と認知するダミー変数を作成した。 

4.2.3  関連知識量と発言 

精緻化見込みモデル(Pettty&Cacioppo,1986)で論じられているように態度変容において

は「能力」と「動機付け」が中心的ルートと呼ばれる精緻な情報処理がなされる。このよ

うな状況では議論に対する態度も積極的になり Twitter 上でのコミュニケーションが促進

されると考えられる。ここでは能力を規定する変数として原発問題に関する知識を変数と

して投入する。 

「水素爆発」「炉心溶融（メルトダウン）」「内部被ばく」「子どもの被ばく線量限度」の 4

項目について「他の人に説明できる程度の知識がある」「自分で理解している程度の知識が

ある」「用語は知っているが、内容についてはわからない」「用語を知らない」の 4 段階で

評定してもらった。この 4 項目を主成分分析したところ、1 つの因子が検出された（固有値

2.951、分散 73.782％）。そこでこの因子の因子得点の高かった 4 項目を合計して原発関連

知識尺度を作成した。尺度の信頼度α係数はα=.881 であった。この尺度の最小値 0、最大

値 12、平均値 7.58、標準偏差 2.349 であった。 
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4.2.4  重要性の認知 

精緻化見込みモデルにおける「動機付け」は争点に対する重要性の認知として位置づけ

られる。また争点の重要性が発言を強く規定することは Mutz(1989)によっても論じられて

いる。 

原子力発電問題の本人にとっての重要性を、「かなり重要である」「やや重要である」「あ

まり重要ではない」「ほとんど重要ではない」の 4 段階で評定してもらった。 

4.2.5  原発不安 

Valentino et al. (2009) は、不安があって情報探索の有用性が高い（後で自分の選択した

候補者について他者に defend させられると警告を与える）条件では、幅広い情報探索をす

ることを示している。争点に対する不安は情報探索に重要な要因であると考えられる。 

「原子力発電所で再び大規模な事故が起こらないかと思うと不安だ」「放射性物質が自分

や家族の健康を損なうのではないかと思うと不安だ」「東日本大震災後の原発事故に対する

政府や東京電力の対応に怒りを感じる」の 3 項目に 4 段階で評定してもらった。この評定

値を主成分分析したところ、1 つの因子が検出された（固有値 2.112､分散 70.404％）。そこ

でこの因子の因子得点の高かった 3 項目を合計して原発不安尺度を作成した。尺度の信頼

度α係数は .786。この尺度は、最小値 3、最大値 12、平均値 9.79 標準偏差 2.051 であっ

た。 

重回帰分析の結果を表 6 に示す。第 2 回の Twitter で原発に関する意見を見る頻度を規

定している要因は、第 1 回目の原発に知識量だけが有意であった。同様に、第 2 回の Twitter

で原発に関する意見を投稿する頻度を規定している要因も、第 1 回目の原発に知識量だけ

が有意であった。つまり、知識が多いことが原因で、ツイートをよく見る、書き込むとい

う結果が生じるという因果関係が認められた。 

 

表 6：第 2回 Twitterで原発に関する意見を見る頻度・書き込む頻度を規定する要因 

5   6 見た頻度 7   8 書き込む頻度 

9 第 1回原発に関する意見を twitterで見た頻

度 10 .498 11 **   

第 1回原発に関する意見を twitterで投稿した頻

度 

 

 

.601 

** 

性別 .011   -.020   

年齢 .006   .002   

日本の原子力発電に関する政策についての意見 .048   .028 

 第 1回 Twitterでの原発に関する意見分布 .007   .036   

第 1回原発事故に対する不安 .019   -.020   

第 1回原発に関する知識 .072 * .094 ** 

第 1回原発問題重要性認知 .046 

 

.025 
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N 865 
 

865 
 

R2 乗 .306 
 

.431 
 

調整済み R2 乗 .299   .426   

**p<.01  *p<.05   +p<.1 

  
  

 

11.1 オピニオンリーダーが世論形成に与える影響の検討 

インターネットの発展によって個人が情報発信する機会が増えたことの影響は広範に存

在するが、その大きな特徴のひとつとして非常に多くのつながりを持つハブといわれる個

人が様々なインターネットサービス上に現れていることがあげられる。これらのハブは一

般的な個人と比較し 100～1000 倍のつながりを持っている。たとえば Twitter における平

均フォロー数は 18.86（Java et.al.,2007）であるとされているが、100 万を超えるフォロワ

ーを持つユーザも存在しており、フォロワー数の分布はスケールフリー性を持つことが知

られている。川村・大内(2005)はネットワーク上で多くのリンクを持つハブに情報が提供さ

れることで普及が効果的に進むことを示している。では、こうしたハブはオンラインを通

じた世論形成や政治的熟議においてスペシャリストやオピニオンリーダーとして重要な役

割を果たすのであろうか。山本ら(Yamamoto et.al.,2013)は政治的コミュニケーションにお

けるオピニオンリーダーを規定する要因として「スペシャリスト」「インタミディアリ」の

2 要因を提案している。2 要因のうち Twitter 上での政治的コミュニケーションを促進する

のは「スペシャリスト」因子のみ有意であり「インタミディアリ」因子は政治的コミュニ

ケーションにおいても Twitter ネットワーク上においても中心的存在ではないことが示さ

れている。その原因としては「インタミディアリ」因子が高い個人はオンラインでのコミ

ュニケーションではなく対面コミュニケーションにおいて説得的な力を持つのではないか

と考えられる。これは第１回調査の結果において現実社会でのネットワークサイズはイン

タミディアリ因子が高い人のほうが高かったころから推測される。しかし、これまでの調

査ではオピニオンリーダー要因が発言の原因となっているかどうかを検討することはでき

ない。そこで、オピニオンリーダー要因が原因となり Twitter 上で情報発信するという結果

が生じるという因果関係を明らかにするために第 2回調査の書き込み頻度を目的変数とし、

第 1 回調査の書き込み頻度を統制変数とした分析をおこなう。説明変数としては 4.2 節で投

入した各変数に加えて第 1 回調査で測定したオピニオンリーダー要因を用いる。 

11.1.1  オピニオンリーダー要因の抽出 

オピニオンリーダーを規定する項目は、以下に示すように宮田ら(宮田&池田,2008)が用い

た一般的なオピニオンリーダーの測定尺度を測定する項目を用いた。彼らは(1)(3)を特定領

域のオピニオンリーダー、(2)(4)を市場の達人、(5)(6)(7)をイノベーター的ニュアンスを持

ちつつも市場の達人として採用している。我々は本研究で射程とする政治的コミュニケー

ションにおけるオピニオンリーダー度を測定するために「消費や社会生活の問題」の文言

を「政治や経済の問題」と変換して採用する。 
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(1) ある特定分野の消費や社会生活の問題について、良く知っているほうだ 

(2) いろいろな消費や社会生活の問題について、良く知っているほうだ 

(3) ある特定分野の消費や社会生活の問題について、人からよく聞かれるほうだ 

(4) 人からいろいろな消費や社会生活の問題について、よく聞かれるほうだ 

(5) 新しい消費や社会生活の問題には早い段階から関心を持つ方だ 

(6) 周囲に新しいものの考え方や流行などを持ち込むほうだ 

(7) 友人から何か相談されたり聞かれたりするほうだ 

表 7 に因子分析の結果を示す。第 1 因子はスペシャリスト因子である。政治経済分野に

対する知識が深く感心も早くから持つ項目群である。第 2 因子はインタミディアリ因子で

ある。周囲から意見や相談を聞かれるコミュニティの中心的人物を特徴づける項目群とな

っている。 

表 7：因子分析によるオピニオンリーダーを規定する要因の抽出(第 1 回調査) 

第1因子 第2因子 共通性

尺度項目
スペシャリ

スト
インタミ
ディアリ

(1) ある特定分野の政治や経済の問題について、良く知っているほうだ .766 .413 .758

(2) いろいろな政治や経済の問題について、良く知っているほうだ .749 .492 .802

(5) 新しい政治や経済の問題には早い段階から関心を持つ方だ .699 .405 .652

(4) 人からいろいろな政治や経済の問題について、よく聞かれるほうだ .439 .854 .921

(3) ある特定分野の政治や経済の問題について、人からよく聞かれるほうだ .497 .797 .881

(7) 友人から何か相談されたり聞かれたりするほうだ .278 .425 .258

(6) 周囲に新しいものの考え方や流行などを持ち込むほうだ .326 .327 .213

寄与 2.259 2.227

因子負荷量

 

 

11.1.2  Twitter での発言におけるオピニオンリーダー要因の影響 

重回帰分析の結果を表 8 に示す。第 2 回の Twitter で原発に関する意見を発信する要因

はスペシャリスト因子が有意であり、第 1 回の知識量ならびにインタミディアリ因子が有

意傾向であった。スペシャリスト因子が原因となり Twitter 上で発言するという結果が生じ

ているという因果関係が認められた。 

 

表 8：第 2 回調査における Twitter 上の書込み頻度を規定する要因 
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12   13 書き込む頻度 

14 第 1回原発に関する意見を twitterで投稿した頻度 15 .575 16 ** 

17 性別 18 .010 19   

20 年齢 21 .004 22   

23 日本の原子力発電に関する政策についての意見 24 .051 

 25 第 1回 Twitterでの原発に関する意見分布 26 .028 27   

28 第 1回原発事故に対する不安 29 -.029 30   

31 第 1回原発に関する知識 32 .055 33 + 

34 第 1回原発問題重要性認知 35 .015 

 36 第 1回オピニオンリーダー（スペシャリスト） 37 .129 38 ** 

39 第 1回オピニオンリーダー（インタミディアリ） 40 .048 41 + 

42 N 43 866 
 

R2 乗 .445 
 

調整済み R2 乗 .438   

**p<.01  *p<.05   +p<.1  
  

 

43.1 オピニオンリーダーと現実社会での行動 

11.1 節の結果からオピニオンリーダーの中でもスペシャリスト因子が Twitter 上での発

言を強く規定することがわかった。一方でインタミディアリ因子は有意傾向にとどまって

いる。第 1 回調査の結果からもインタミディアリ因子と発言数の関連は見られなかったこ

とから Twitter 上でのコミュニケーションにおいてはスペシャリストが中心となっている

ことがわかる。ではインタミディアリは政治的コミュニケーションにおいてどのような位

置を占めうるのであろうか。 

インタミディアリ因子を規定する項目を再考すると、インタミディアリは日常生活にお

いて近しい人たちとのコミュニケーションにおいて中心的な存在であることがうかがえる。

このことはオンライン上のコミュニケーションの中心とオフラインにおけるコミュニケー

ションの中心がそれぞれ違う機能を持つ可能性を示す。例えばスペシャリスト的なオピニ

オンリーダーは広範な情報伝播力に優れておりインタミディアリ的なオピニオンリーダー

は説得的なコミュニケーションに優れているという可能性がある。 

本報告書では、オンライン・オフラインそれぞれにおけるコミュニケーションにオピニ

オンリーダーがどのような影響を持つのかを更に検討する。第 1 回調査ではオフライン行

動に関する質問をおこなっていないため、本節では第 2 回調査で行ったオフラインにおけ

る行動および Twitter への書き込み頻度の項目を従属変数とする。本節の分析は因果関係を

分析するものではなく、オンライン・オフラインにおける行動と関連する要因を探るもの

であり、第 2 回調査の変数のみを用いて分析をおこなう。従属変数としては以下の 3 変数

を設定する。 



放送文化基金『研究報告』 平成 23 年度助成（人文社会・文化） 

15 

 

【現実社会での情報発信行動】 

原発問題について話す相手とその頻度を評定してもらった。話す相手としては「家族」「上

司・先輩」「親しい同僚」「親しい友人」「あまり親しくない友人」の 5 項目、頻度に関して

は 5 段階で評定してもらった。この 5 項目を主成分分析したところ 1 つの因子が検出され

た(固有値 3.427, 分散 68.537%）。そこでこれら 5 項目を合計して原発関連会話尺度を作成

した。尺度の信頼度α係数はα=..883 であった。この尺度の最小値 0、最大値 20、平均値

6.98、標準偏差 4.614 であった。 

【現実社会での情報入手活動】 

原発問題に関してオンライン上やマスメディアによる情報探索以外に、実際に行動をど

の程度おこなっているかを評定してもらった。行動項目としては「原発に関する本や報告

書を読む」「原発に関する講演会やシンポジウムに行く」「原発に関する映画や展覧会に行

く」の 3 項目、頻度に関しては 5 段階で評定してもらった。この 5 項目を主成分分析した

ところ 1 つの因子が検出された(固有値 2.195, 分散 73.175%)。そこでこれら 3 項目を合計

し原発関連情報入手行動尺度を作成した。尺度の信頼度α係数はα=.814 であった。この尺

度の最小値 0、最大値 12、平均値 2.58、標準偏差 2.783 であった。 

【オンライン上の情報発信行動】 

本項目は 4.2 節で設定した第 2 回調査での書き込み頻度を利用する。 

説明変数に関しては第 2 回調査での以下の変数である。 

【原発に対する態度】原発に対して、2 つの意見を提示して､どちらの意見に賛成かを評

定してもらった。意見 A は「電力の安定供給や CO2 の排出が少なく環境に優しい点を考慮

して、代替エネルギーの検討をしつつ当面は原子力発電を維持するべきだ」、意見 B は「東

日本大震災後の原発事故のような重大な事故が起こる危険性や放射性廃棄物処理問題を考

慮して、可能な限り速やかに原子力発電を廃止するべきだ」である。「A に近い」が 28.2%、

「どちらかといえば A に近い」27.6%、「どちらかといえば B に近い」が 19.2%、「B に近

い」が 25.0%であり、おおよそ 4 分の 1 ずつに分かれた。平均値は 2.41、標準偏差は 1.144

であった。 

【ツイッターでの意見分布】 

また、Twitter では、どちらの意見を持つ人の方が多いと思うかを 4 段階評定してもらっ

た。これらの回答と回答者の意見を組み合わせて、自分の意見と同質の意見が Twitter で

多数もしくは少数と認知するダミー変数を作成した。 

【重要性の認知】原子力発電問題の重要性を、「かなり重要である」「やや重要である」「あ

まり重要ではない」「ほとんど重要ではない」の 4 段階で評定してもらった。 

【原発不安】「原子力発電所で再び大規模な事故が起こらないかと思うと不安だ」「放射

性物質が自分や家族の健康を損なうのではないかと思うと不安だ」「東日本大震災後の原発

事故に対する政府や東京電力の対応に怒りを感じる」の 3 項目に 4 段階で評定してもらっ

た。この評定値を主成分分析したところ、1 つの因子が検出された（固有値 2.212､分散
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73.728％）。そこでこの 3 項目を合計して原発不安尺度を作成した。尺度の信頼度α係数

は .820。この尺度は、最小値 3、最大値 12、平均値 9.49 標準偏差 2.241 であった。 

【オピニオンリーダー】 

第 1 回調査と同様の項目で質問をおこない因子分析をおこなった。その結果 2 因子が検

出された。第 1 因子を構成する項目は、「人からいろいろな政治や経済の問題について、よ

く聞かれるほうだ」「ある特定分野の政治や経済の問題について、人からよく聞かれるほう

だ」「友人から何か相談されたり聞かれたりするほうだ」「周囲に新しいものの考え方や流

行などを持ち込むほうだ」の 4 項目であり、第 1 回調査のインタミディアリ因子と一致し

た。また第 2 因子は「ある特定分野の政治や経済の問題について、良く知っているほうだ」

「新しい政治や経済の問題には早い段階から関心を持つ方だ」「いろいろな政治や経済の問

題について、良く知っているほうだ」の 3 項目であり第 1 回調査のスペシャリスト因子と

一致した。 

重回帰分析の結果を表 9 に示す。原発問題への不安はオフラインでの行動とのみ関連し

ている。また、多数派認知、知識、オピニオンリーダー要因は全ての行動と関連があった。

オピニオンリーダーに着目すると、Twitter への書込みだけスペシャリスト因子のほうが係

数の値が大きくなっており、現実社会での行動・会話においてはインタミディアリ因子の

ほうが大きくなっている。これはインタミディアリが近しい人たちに説得的な影響力を持

つことと関係する可能性もあるが、行動との因果関係や説得力の大きさなどはさらなる検

討が必要である。 

 

表 9：第 2 回調査における、書込み・行動・会話を説明する要因 

  
44 Twitte

r の書

込 

  

45 現実

社会

での

情報

入手

行動 

  
46 現実

社会

での

会話 

  

47 性別 48 -.002  -.012  .082  

年齢 -.032  -.073  .025  

日本の原子力発電に関する政策について

の意見 

.031  -.002  .013  

第 2回 Twitterでの原発に関する意見分布 .108 *

* 

.091 *

* 

.097 * 

第 2回原発事故に対する不安 -.063 + .087 * .148 *

* 

第 2回原発に関する知識 .208 * .179 * .150 *
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* * * 

第 2回原発問題重要性認知 .174 *

* 

.142 *

* 

.221 *

* 

第 2回オピニオンリーダー（インタミディ

アリ） 

.176 *

* 

.229 *

* 

.268 *

* 

第 2回オピニオンリーダー（スペシャリス

ト） 

.198 *

* 

.138 *

* 

.134 *

* 

N 866 

 

866   866   

R2 .236 

 

.215 

 

.259 

 調整済み R2 .228   .207   .249   

**p<.01  *p<.05   +p<.1       

 

48.1 フォローしている人々やフォロアーやの同質性認知 

ツイッターでは意見が同質化していくことが指摘されている。たとえば、小林(2012)は、

政治的関心・政治参加が多いほど、似た人をフォローしたり、フォローされていることを

示している。同時に、フレンド数が多いほど、フォローバック率（フレンドのうち、フォ

ローが返されている率＝双方向関係）やクラスタリング係数（ネットワークのまとまり）

が高いほど、フォローしている人々やフォローされている人々の同質性を高く評価する傾

向があることを示している。ただ、これは横断的調査の結果である。そこで、本研究では、

これらの要因が同質性の認知の原因なのか、その因果関係を探ることとする。 

まず、ツイッターでフォローしている人々とあなたをフォローしている人々のそれぞれ

ではものの考え方や行動のしかたにおいて「似た人々がほとんどである（6 点）」「似た人々

がかなり多い」「似た人がやや多い」「似ていない人々がやや多い」「似ていない人々がかな

り多い」「似ていない人々がほとんどである（1 点）」の 6 段階で評定してもらった。表 10

のように、フォローしている人もフォロアーも第 1 回目よりも第 2 回目の方が同質性が増

大していると評価していることがわかる。 

 

表 10：フォローしている人々やフォロアーの同質性認知の変化 

  第 1回 第 2回 t 値   

フォローしている人のものの考え方や

行動のしかたの同質性 
3.56 3.65 -2.106 * 

自分のフォロワーのものの考え方や行

動のしかたの同質性 
3.44 3.56 -3.236 ** 

 

次に、これらの同質性の認知の因果関係を明らかにするために、第 2 回調査のフォロー

している人々とフォローしている人々との考え方宇や行動のしかたの同質性の認知をそれ
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ぞれ目的変数として重回帰分析を行った。統制変数は、第 1 回調査でのそれぞれの同質性

認知である。説明変数は、デモグラフィック要因（性別･年齢）と表 11 に示した第 1 回調

査でのネットワーク構造、および第 1 回目の原発に関する知識、原発に対する不安、原発

に対する態度、政治参加および政治的無力感であった。 

 

表 11：第 1 回調査でのネットワーク構造 

指標 意味 N 最小値 最大値 平均値（SD）

フレンド数 対象者がフォローしているユーザの数 1276 0 22877 244.071 ( 872.699)

フォロワー数 対象者をフォローしているユーザの数 1276 0 31226 281.457 (1428.818)

相互フォロー数 フレンドかつフォロワーであるユーザの数 1276 0 22728 172.194 ( 832.914)

フレンドバック率 相互フォロー数/フレンド数 1276 0 1 .504 (    .262)

フォローバック率 相互フォロー数/フォロワー数 1276 0 1 .630 (    .258)

クラスタ係数
対象者のフレンド同士がフレンドである確率
（エゴセントリックネットワーク密度）

1276 0 1 .095 (    .096)
 

 

重回帰分析の結果を表 12 に示した。まず、Twitter では、自らの先有態度と一致する情

報ばかりに選択的に接触するようになり、人々がいわば自らの声の「こだま」ばかりを聞

く Echo Chamber というメディア環境となりやすいため、同じ態度の人々同士がフォロー

したりフォローされ、同質性が高いと認知されると予想した。しかしながら、第 1 回調査

での原発に対する態度は、第 2 回調査での同質性の認知には有意な効果が認められなかっ

た。原発という特定の争点に対する態度をめぐって同質性が高まるのではなく、より広い

政治志向や価値観における同質性が生じているのかもしれない。この点については、今後

さらなる分析が必要である。 

次に、第 1 回目のネットワーク構造は有意な効果が認められず、小林(2012)とは異なる結

果となった。特に、双方向のフォロー関係を表すフレンドバック率やフォローバック率、

ネットワークのまとまりの度合いを表すクラスタ係数は、フォローしている人々やフォロ

ーされている人々との同質性が高いと認知するほど、高いと予想されたが、本研究ではこ

れらの twitter 上でのネットワークの凝集性を表す指標の効果は有意ではなかった。本研究

では同質性の認知が原因でネットワークの凝集性が高まるという方向の因果関係を想定し

たが、むしろネットワーク凝集性が高いことが原因で同質性の認知が高まるという方向の

因果関係があるのかもしれない。また、Twitter では早いスピードでフォローしたりフォロ

ーされたりする相手を追加･変更してコミュニケーションされるので、第 1 回と第 2 回の調

査の間の半年間にはネットワーク構造が変化してしまい、半年後にはネットワーク構造が

効果をもたないのかもしれない。 

ただ、フォローしている人々に関しては、年齢が若いほどそれらの人々とものの考え方

が似ているという認知が増大していることがわかった。小林(2012)ではデモグラフィック要

因は有意な効果がなかったが、なぜ本研究では年齢の効果がみられたのかについて、さら

なる検討が必要である。 

また、原発に関連した知識があるほど、フォローしている人々と自分のものの考え方や
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行動の仕方が似ているとみなす傾向が認められた。ただし、フォロワーの同質性認知には

有意な効果は認められなかった。既に述べたように、原発の知識が多いほど、原発に関連

したツイートを見たり書き込み頻度が増大する傾向が認められたが、その知見と併せて考

えると、知識がある人々が自分とものの考え方の似た人たちを選んでフォローし、その意

見をよく見ており、書き込んでいる可能性も考えられる。 

今後は、原発知識が高くて継続してツイートしているコア層が、あまり知識はなくて一

時的には原発のツイートを見たり書き込むことがあるような周辺の人々に Twitter でのコ

ミュニケーションを介して影響を及ぼしていくプロセスを検証する必要がある。 

 

表 12：第 2回同質性認知を規定する要因 

  

第 2回フォローしている人

の同質性：ものの考え方

や行動のしかた 

第 2回フォロワー同質

性：ものの考え方や行

動のしかた 

第 1回フォローしている人の同質性：ものの考え

方や行動のしかた 
.443 ** 

  

第 1回フォロワー同質性：ものの考え方や行動

のしかた   
.495 ** 

性別 .043 
 

-.014 
 

年齢 -.112 ** -.037 
 

第 1回原発に関する知識 .102 * .064 
 

第 1回原発事故に対する不安 .005 
 

-.024 
 

第 1回日本の原子力発電に関する政策につい

ての意見 
-.010 

 
.017 

 

第 1回政治参加 .015 
 

-.020 
 

第 1回政治的無力感 -.045 
 

-.002 
 

フレンド数（Log10） -.014 
   

フレンドバック率（フレンド∩フォロワー/フレンド

数） 
-.041 

   

フォロワー数（Log10） 
  

-.074 
 

フォローバック率（フレンド∩フォローワー/フォ

ロワー数）   
.012 

 

クラスタ係数 -.053 
 

-.047 
 

ツイート数（Log10） -.012   .061 
 

N 483 
 

483   

R2 乗 .237 

 

.262 
 

調整済み R2 乗 .217   .243 
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**p<.01  *p<.05   +p<.1     

 

48.2 沈黙の螺旋とハードコア層の分析 

ここまでの分析で Twitter 上での情報発信は、知識およびオピニオンリーダー要因のスペ

シャリスト因子によって規定されることがわかった。一方で多数派認知は発言を規定して

いない。沈黙の螺旋理論を援用すると自身を少数派と認知していることが発言を抑制する

はずであるが、必ずしも少数派が発言を控え多数派であることが発言を促進するわけでは

ないことがわかる。一方でハードコア層の存在によって自身を少数派と認知している場合

でも積極的に発言をおこなうことがあると論じられている。そこで本報告書では自身を少

数派と認識している個人の発言を規定する要因を探索する。ハードコア層の発言に関して

は、安野(2006)の研究で示された意見強度、ならびにそのハードコア層は等質なネットワー

クを形成しているという結果より同質性の変数を用いるものとする。 

意見の強度を測定する変数として原発問題に対する自身の態度に関する回答のうち、「意

見 A に近い」「意見 B に近い」を 1 として、「どちらかというと意見 A に近い」「どちらか

というと意見 B に近い」を 0 とするダミー変数を作成した。また同質性に関しては自身が

フォローしている人達について、同質性（高群）（「ものの考え方や行動のしかた」が自分

と近い人が多いかどうかについて「似た人々がほとんどである」「似た人々がかなり多い」

「似た人がやや多い」と、同質性（低群）（「似ていない人々がやや多い」「似ていない人々

がかなり多い」「似ていない人々がほとんどである」）とした。 

同質な人に囲まれている場合は少数派でも発言を行うかをみるために、自身の意見が

Twitter で多数派と認知するグループと Twitter で少数派と認知するグループに分け、同質

性との交互作用を分析した（図 3）。分析の結果、単純主効果として Twitter 多数派（p<.01）、

同質性（高群）（p<.01）が確認された。これは、多数派・少数派にかかわらず周りに同質

な人がいると認知した場合は、同質な人がいないと認知した場合よりも発言を行うことを

示している。また、周りに同質な人がいると認知したグループは意見強度が強いかどうか

を確認するために同様の分析を行った（図 4）。分析の結果、単純主効果として Twitter 多

数派（p<.05）のみ確認され、こちらは同質な相手に囲まれていると認知した場合と囲まれ

ていないと認知した場合での意見強度に違いはみられないという結果になった。 
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図 3：発言頻度(第 2 回)を従属変数、Titter 多数派認知(第 1 回)と同質性（低群・高群）(第

1 回)を因子とする二要因の分散分析 

 

 

図 4：意見の強度 (第 2 回)を従属変数、Titter 多数派認知(第 1 回)と同質性（低群・高群）

(第 1 回)を因子とする二要因の分散分析 

 

48.3 多数派認知に関する分析 

これまでの分析において、Twitter 内での多数派認知は発言を規定する要因とならなかっ

た。しかし、沈黙の螺旋理論において多数派認知は意見表明意図を規定する重要な要因と

されていることから、多数派認知について Twitter 内の多数派認知と世間の多数派認知に着
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目して詳細な分析を行った。なお、Twitter の多数派認知については、Twitter ではどちら

の意見を持つ人の方が多いと思うかを 4 段階評定してもらい、これらの回答と回答者の意

見を組み合わせて、自分の意見と同質の意見が Twitter で多数もしくは少数と認知するダミ

ー変数を作成した。世間の多数派認知についても同様に、世間ではどちらの意見を持つ人

の方が多いと思うかを 4 段階評定してもらい、これらの回答と回答者の意見を組み合わせ

て、自分の意見と同質の意見が世間で多数もしくは少数と認知するダミー変数を作成した。 

図 5 に発言数を従属変数、Twitter 多数派認知と世間多数派認知を因子とする二要因の分

散分析の結果を示す。この結果、単純主効果として Twitter 多数派認知が有意（p<.01）、

Twitter 多数派と世間多数派の交互作用については有意傾向（p<.1）となった。このことか

ら、Twitter 内での原発の発言は、Twitter で多数派であり世間で少数派と認知することが

関連している可能性が示された。 

 

 

図 5：発言頻度(第 2 回)を従属変数、Titter 多数派認知(第 1 回)と世間多数派認知(第 1 回)

を因子とする二要因の分散分析 

 

49 考察 

本研究では Twitter が情報源や政治的議論の場としてどのように利用されているのか、

Twitter での政治的コミュニケーションを促進する要因を明らかにした。Twitter 上での政

治的争点に関する発言を規定する因果関係を明らかにするために 2012年 2月におこなった

第 1 回調査の回答者に対してパネル調査を行い、個人のもつ先有的政治的態度が Twitter

での政治的コミュニケーションを促進するかどうかを分析した。 

Twitter 上での原発問題に関するコミュニケーションを規定する要因を明らかにするた

めに Twitter 上での原発問題に関する情報入手ならびに情報発信を規定する要因を明らか

にした。その結果、閲覧においても発信においても知識量のみが原因となっているという

因果関係が認められた。 

オピニオンリーダー要因と Twitter 上における情報発信との因果関係を明らかにするた
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めに、第 2 回調査の書き込み頻度を目的変数とし、第 1 回調査の書き込み頻度を統制変数

とした分析を行った。その結果、第 2 回の Twitter で原発に関する意見を発信する要因は、

スペシャリスト因子（政治経済分野に対する知識が深く感心も早くから持つ）が有意であ

り、第 1 回の知識量ならびにインタミディアリ因子（周囲から意見や相談を聞かれるコミ

ュニティの中心的人物を特徴づける）が有意傾向であった。つまりスペシャリスト因子が

原因となり Twitter 上で発言するという因果関係が認められた。Twitter 上における原発問

題という政治的争点については、政治経済分野に対して専門知識のあるスペシャリストと

いったオピニオンリーダーの発言が中心となって議論や意見形成を生んでいる可能性が示

唆されたといえる。 

オピニオンリーダー要因について、オンライン・オフラインそれぞれにおけるコミュニ

ケーションにおいてどのような影響を持つかを知るために、第 2 回の調査で得た現実社会

での行動との関連性を重回帰分析によって調査した。その結果、「現実社会での情報入手行

動」「現実社会での会話行動」については、オピニオンリーダー要因（スペシャリスト因子、

インタミディアリ因子）は全ての行動と関連があった。オピニオンリーダーに着目すると、

Twitter への書込みだけスペシャリスト因子のほうが係数の値が大きくなっており、現実社

会での行動・会話においてはインタミディアリ因子のほうが大きくなっている。Twitter と

いったオンラインにおいて中心となって発言していなかったインタミディアリは、現実の

社会における日常生活において近しい人たちとのコミュニケーションにおいて中心的な存

在であったといえる。以上の結果から、Twitter といったオンライン上のコミュニケーショ

ンの中心とオフラインにおけるコミュニケーションの中心は、それぞれ違う機能を持つ可

能性を示しているといえる。 

同質性の認知の因果関係を明らかにするために、第 2 回調査のフォローしている人々と

フォローしている人々との考え方宇や行動のしかたの同質性の認知をそれぞれ目的変数と

して重回帰分析を行った。我々の予想では、Twitter では自らの先有態度と一致する情報ば

かりに選択的に接触するようになり、同じ態度の人々同士がフォロー、あるいはフォロー

されることで同質性が高く認知されると予想していた。しかしながら、第 1 回調査での原

発に対する態度は、第 2 回調査での同質性の認知には有意な効果が認められなかった。原

発という特定の争点に対する態度をめぐって同質性が高まるのではなく、より広い政治志

向や価値観における同質性が生じているのかもしれない。この点については、今後 1 期と 2

期間の Twitter 内での選択的接触の行動を詳細にみるなどさらなる分析が必要である。 

少数派でも孤立を恐れず発言するハードコア層の発言の規定要因を分析するために、少

数派と認知した被験者、多数派と認知した被験者それぞれに対して第 2 回の発言頻度を従

属変数、同質性を独立変数とした二要因の分散分析を行った。分析の結果、単純主効果と

して Twitter 多数派（p<.01）、同質性（p<.01）が確認された。これは、多数派・少数派に

かかわらず周りに同質な人がいると認知した場合は、同質な人がいないと認知した場合よ

りも発言を行うことを示している。この結果は、ハードコア層は等質な人が周囲にいると
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いう安野(2001)の示した結果を支持する結果でが、安野(2001)では、意見強度をハードコア

層と定義しており、意見強度を従属変数とした分析では同質性の高さは影響しなかった。

ハードコア層の定義においては、「意見に変化のない層」など種々の定義があるため（Kim 

and Ostman (2001)）、今後は意見変化からとらえたハードコア層の発言の規定要因、ある

いはハードコア層を残存させる要因についても検討が必要である。 

多数派認知と発言の関連性についての詳細な分析として、Twitter 内の意見風土認知と世

間（Twitter 外）の意見風土認知について二要因の分散分析を行った結果、二つの要因には

有意傾向ながら交互作用があることが確認された。具体的には、単純主効果として Twitter

多数派認知が有意（p<.01）、Twitter 多数派と世間多数派の交互作用については有意傾向

（p<.1）となった。この結果は、Twitter 上の原発発言は Twitter 内における多数派である

という認知と同時に、Twitter 外の世間で少数派であるという認知が発言に関して影響して

いることを示しており、世間において少数派と認知している孤立を感じたユーザが自身と

同様の意見が多い Twitter という場を選択して積極的に発言したと考えることができる。

Twitter 上の意見表明においてはそのコミュニティ内での意見風土と同時に、オフラインで

の意見風土の認知も関連していることが示されたことから、今後これらの意見風土の認知

を複合的にとらえてオンラインでの発言の規定要因を検討していく必要があると考える。 
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