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要

約
マスメディア，ソーシャルメディア，リアル空間という異なる特性をもったメディアが重層的に併存

し，緊密な相互作用を行う，現代の「間メディア社会」において，
民主主義の根拠というべき「世論」は，
静態的な規範ではなく，再帰的自己創出を行う動的な〈世論〉として捉えられる必要がある。本論では，
この視座から，2016年前半に起こった，舛添スキャンダルの〈世論〉化をめぐる一連のスキャンダル・
ポリティクスを分析し，間メディア社会における〈世論〉の動的特性を明らかにする。
Abstract
In the complexedly-mediated society, the public opinion which is the foundation of democracy
should be considered not as a static norm but as a dynamic recursive self-creation process. From
this point of view, this paper will analyze the series of scandals relating to the Masuzoe problem,
and clarify the dynamic characteristics of the public opinion in the complexedly-mediated society
（受付：2016年８月11日，採択：2016年８月15日）
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という言葉の方が多く使われるようになりつつあ

はじめに

る。例えば，松岡（2014）も，主要新聞の見出

民主主義は，社会構成員の総意に基づいて運営

しに「民意」が出現する頻度が，1990年前後か

されることを基本とする。この「社会構成員の総

ら格段に高くなっていると指摘している。

意」を一般に「世論」と呼ぶ。その意味で，
「世論」

ただし一般に，
「世論」と「民意」の使い分け

はわれわれの社会を考える上で最も重要な概念と

は明確でなく，
「世論」と同様，
「民意」も曖昧な

言える。

ままに使われている。

とはいえ，では「世論」はどこに表出されるの

萱野・森（2008）で萱野は「民意と世論では

か，あるいはどのような条件を満たしたときにあ

言葉のあたえる感覚が違いますよね。意見の表出

る意見が「世論」と見なしうるのか，といった疑

という点では同じでも，民意のほうは意思をもっ

問について，必ずしも明快な答えはない。「世論」

た民衆の意見をあらわしているのに対し，世論と

を規範的概念と扱うか，記述的概念として分析す

いうのはむしろ調査の結果としてでてきたような

るかも，人によって異なる。

人びとの意見をあらわしてい」る（p.56-7）と述

さらに，
「世論」
の形成が，社会コミュニケーショ

べている。

ンの一つのプロセスである限り，それはその時代

また木下（2008）は，「「世論」はバラバラな

の情報環境に影響される。

個人の総和であり，無機的であり，数字的である。

本論では，現代「世論」に関する先行研究を踏

「民意」は集合であり，有機的であり，物語的で

まえつつ，2016年に起こったスキャンダル・ポ

ある。かりにこのように捉えると，現在は「世

リティクスを事例としつつ，間メディア社会にお

論」の時代であり，
「民意」は不在である。
「民意」

ける〈世論〉のダイナミズムと諸問題を考察する。

という言葉が無秩序，無規定にやたら多用される
ことは，かえってその所在なさを露呈している」

2

（p.98）と論じている。

現代における「世論/民意」とその問い

一方，安野（2016）では，
「世論」と「民意」

2.1 「世論」とは何か

を明確に区別してはいない。

「世論」とは，“Public Opinion” の訳語である

結局，
「世論」と「民意」とは異なる概念とし

とされる。“Public Opinion” とは，「パブリック

て定義されるわけではないが，
「世論」が客観的

（公衆）による，
パブリックな（公共の利益にのっ

記述概念として従来分析されてきたのに対して，

とった）意見」を意味するが，では，「公衆」と

「民意」はその情動性に着目して議論するために

は誰か，
「公共の利益」とは何か，を考えるなら，

近年使われるようになった用語ということだろ

これらの問い自体がさまざまな意見の対立を引き

う。遠藤（2004）は，「世論」を静態的な規範概

起こす。

念あるいは記述概念として捉えることを問題化

「世論」をめぐる議論については，遠藤（2004）

し，社会構成員の多様な意識（情動）あるいはそ

に詳しいが，ここでは，端的に，
「公共的な問題

れを表現する言説間の連鎖と構想のダイナミズム

に関する，一般に共有されるべく可視化された意

としての〈世論〉を分析することを提案した。本

見」を〈世論〉と表記し，考察する。

稿でも，上記の意味での〈世論〉について分析を
行うものとする。

2.2 「世論」から「民意」／〈世論〉へ
一方，近年，
「世論」という言葉よりも「民意」
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ントン政権によりインターネットが一般に利用可

このように（情動）あるいはそれを表現する言

能になった。

説間の連鎖と構想のダイナミズムとしての〈世論〉

「冷戦の終焉」と重なるように登場したこの新

分析は，当然ながら，古い時代から意味のある視

しいメディアは，誰からもリアルタイム・双方向

座であった。しかし，それが近年特に注目される

のコミュニケーションを可能にすることから，専

ようになったことには，いくつかの社会的要因が

門家からマスに向けての一方向コミュニケーショ

作用している。

ンであった従来のマスメディアと対比して，
「ソー

その理由の一つとして，1980年代末から1990

シャルメディア」とも呼ばれ，共同体の再生や草

年代に起こった「冷戦の終焉」が挙げられる。た

の根運動の媒介として機能するとの期待も大き

とえば，ムフ（2005:2008）は，このとき，「「自

かった。実際，2010年代に入っても，2010年末

由世界」は共産主義に勝利し，そして，集合的ア

のジャスミン革命やそれに続く2011年の「アラ

イデンティティの弱体化にともない，
「敵なき」

ブの春」をはじめとして，Occupy Wall Street運

世界がいまや実現可能になる。党派的な対立は過

動（アメリカ，
2011年9月）
，
ひまわり学生運動（台

去のことになり，いまでは対話を介した合意が可

湾，2014年3月18日）
，雨傘革命（香港，2014年

能だ。グローバリゼーションやリベラル民主主義

9月26日）など，ソーシャルメディアの利用が，

の普遍化のおかげで，平和，繁栄，そして人権の

草の根社会運動の盛り上がりの基盤となったとさ

保障を世界規模でもたらしてくれるコスモポリタ

れる例は多い。

ンな未来を期待できる」
（p.11-2）と多くの論者

その一方，ソーシャルメディアが，デマや誹謗

たちが考えた，と指摘する。

中傷，炎上，ヘイト・スピーチ，過激派集団によ

しかしながら，このような「ポスト政治的」ビ

るプロパガンダなど，前項に述べた極端化したポ

ジョンは必ずしも実現された（実現されつつある）

ピュリズムや，
グローバルに展開するテロリズム，

とは言えない。むしろ，極端化したポピュリズム

排他的ナショナリズムなどを促進するかのような

や，グローバルに展開するテロリズム，排他的ナ

事例も多い。

ショナリズムなどの世界を不安定化する動きが目
に付く。

2.5

間メディア環境における〈世論〉

ソーシャルメディアにおけるコミュニケーショ
2.4

背景にある変化—メディア環境の変動

ンが，しばしば極端な〈世論〉を生成する現象に

このような社会潮流は，われわれがその中で生

ついては，多くの研究者が取り上げている。たと

きるメディア環境の変動とも共振している。

えば，サンスティーン（2001）は，ソーシャル

すなわち，1980年代までのメディアは，ほぼ

メディアを媒介にしたコミュニケーションが，自

一つの国の中に閉じたナショナル・メディアだっ

分用にカスタマイズした情報空間を個々人に提供

た。
（いいかえれば，アンダーソン（1983）が指

することにより，類似した考えをもつ人々の間で

摘したように，ナショナル・メディアの登場が近

議論が極端化し，それが社会の分裂やサイバー・

代国民国家を可能とした）。しかし，80年代後半

カスケード（付和雷同現象）が起こると警鐘を鳴

から衛星放送が国境を超えた情報送信を可能に

らしている。

し，
「冷戦の終焉」を引き起こす一因となったと

こうした警鐘に耳を傾けることは無論重要であ

も考えられる 。メディアのグローバル化はそれ

る。しかし，注意しなければならないのは，現在

にとどまらず，90年代に入るとアメリカのクリ

起こっている問題をソーシャルメディアの影響の

（1）
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そのプロセスは，しかし，ある既視感を伴うも

る。確かに，従来のマスメディアを介したコミュ
起こっている問題をソーシャルメディアの影響の
起こっている問題をソーシャルメディアの影響の
ニケーションと，ネットメディアあるいはソー
身として論じることはできないということである。
身として論じることはできないということである。
シャルメディアを介したコミュニケーションは，
確かに、従来のマスメディアを介したコミュニケ
確かに、従来のマスメディアを介したコミュニケ
ーションと、ネットメディアあるいはソーシャル
異なる特性を持っている。しかし，今日，多くの
ーションと、ネットメディアあるいはソーシャル
メディアを介したコミュニケーションは、異なる
人がインターネットを日常的に使うようになって
メディアを介したコミュニケーションは、異なる
特性を持っている。しかし、今日、多くの人がイ
いるとしても，多くの人はマスメディアも利用し
特性を持っている。しかし、今日、多くの人がイ
ンターネットを日常的に使うようになっていると
ているし，マスメディアの情報がネットを介して
ンターネットを日常的に使うようになっていると
しても、多くの人はマスメディアも利用している
伝わったり，ネットの情報がマスメディアを介し
しても、多くの人はマスメディアも利用している
し、マスメディアの情報がネットを介して伝わっ
て伝わったり，様々な新たな様相が現れている。
し、マスメディアの情報がネットを介して伝わっ
たり、ネットの情報がマスメディアを介して伝わ
この点を考慮せずに現代メディア環境を論ずるこ
たり、ネットの情報がマスメディアを介して伝わ
ったり、様々な新たな様相が現れている。この点
とはきわめて奇妙と言わざるを得ない。著者は，
ったり、様々な新たな様相が現れている。この点
を考慮せずに現代メディア環境を論ずることはき
このような現代のメディア空間を，
「間メディア
を考慮せずに現代メディア環境を論ずることはき
わめて奇妙と言わざるを得ない。著者は、このよ
空間」
（図１）と呼び，この空間における〈世論〉
わめて奇妙と言わざるを得ない。著者は、このよ
うな現代のメディア空間を、
「間メディア空間」
（図
について，一つの典型的な事例である2016年都
うな現代のメディア空間を、
「間メディア空間」
（図
１）と呼び、この空間における
〈世論〉について、
知事選挙をめぐる動きを参照しつつ，論ずるもの
１）
と呼び、
この空間における
〈世論〉
について、
一つの典型的な事例である 2016 年都知事選挙を
とする。
一つの典型的な事例である
2016 年都知事選挙を
めぐる動きを参照しつつ、論ずるものとする。
めぐる動きを参照しつつ、論ずるものとする。

のだった。2012年以来，東京都知事は，３代続
そのプロセスは、しかし、ある既視感を伴うも

そのプロセスは、しかし、ある既視感を伴うも
けて任期半ばで辞職した。第14
〜 17代都知事で
のだった。2012 年以来、東京都知事は、3
代続け

のだった。2012
年以来、東京都知事は、3 代続け
あった石原慎太郎は，2012年10月，任期半ばで
て任期半ばで辞職した。第 14〜17 代都知事であ
て任期半ばで辞職した。第 14〜17 代都知事であ
った石原慎太郎は、2012 年 10 月、任期半ばで突
突然辞職願を出し，退任した。
った石原慎太郎は、2012
年 10 月、任期半ばで突
然辞職願を出し、退任した。
その後，石原都知事の下で副知事を務めてい
然辞職願を出し、退任した。
その後、石原都知事の下で副知事を務めていた
た猪瀬直樹が後継指名を受け，2012年12月16日
その後、石原都知事の下で副知事を務めていた
猪瀬直樹が後継指名を受け、2012 年 12 月 16 日
に行われた都知事選挙で，433万8936票という
猪瀬直樹が後継指名を受け、2012
年 12 票という
月 16 日
に行われた都知事選挙で、433
万 8936
大量得票を獲得し，第18代都知事の座に着いた。
に行われた都知事選挙で、433
万 8936 票という
大量得票を獲得し、
第18 代都知事の座に着いた。
猪瀬は，2013年９月，2020年夏季オリンピック
大量得票を獲得し、
代都知事の座に着いた。
猪瀬は、2013 年 9第18
月、2020
年夏季オリンピック
の東京招致に成功した。しかし，直後の2013年
猪瀬は、2013
年 9 月、2020 年夏季オリンピック
の東京招致に成功した。しかし、直後の
2013 年
11月22日，朝日新聞によって，2012年に猪瀬が
の東京招致に成功した。しかし、直後の
2013
年
11 月 22 日、朝日新聞によって、2012 年に猪瀬が
徳洲会から5000万円の資金提供を受けていたこ
11
月 22 日、5000
朝日新聞によって、
2012 年に猪瀬が
徳洲会から
万円の資金提供を受けていたこ
とが報道された。その後，猪瀬が不十分な説明し
徳洲会から
5000 万円の資金提供を受けていたこ
とが報道された。その後、猪瀬が不十分な説明し
かできなかったこともあって，マスメディアによ
とが報道された。その後、猪瀬が不十分な説明し
かできなかったこともあって、マスメディアによ
る激しい批判報道が続き，結局，猪瀬は2013年
かできなかったこともあって、マスメディアによ
る激しい批判報道が続き、結局、猪瀬は 2013 年
末に辞職に追い込まれた。
る激しい批判報道が続き、結局、猪瀬は
2013 年
末に辞職に追い込まれた。
猪瀬辞職後の都知事選は，与党統一候補の舛添
末に辞職に追い込まれた。
猪瀬辞職後の都知事選は、与党統一候補の舛添
の他に，弁護士の宇都宮健児，反原発を掲げた細
猪瀬辞職後の都知事選は、与党統一候補の舛添
の他に、弁護士の宇都宮健児、反原発を掲げた細
川・小泉元首相チームの間で戦われたが，結局，
の他に、弁護士の宇都宮健児、反原発を掲げた細
川・小泉元首相チームの間で戦われたが、結局、
川・小泉元首相チームの間で戦われたが、結局、
舛添の対象で終わった。にもかかわらず、舛添も
舛添の対象で終わった。にもかかわらず，舛添も
同じように金銭スキャンダルで辞職した。
舛添の対象で終わった。にもかかわらず、舛添も
同じように金銭スキャンダルで辞職した。
ただ、図２を見ていただくと、ネット上での盛
同じように金銭スキャンダルで辞職した。
ただ，図２を見ていただくと，ネット上での盛
り上がり（相対検索数）は、猪瀬スキャンダルの
ただ、図２を見ていただくと、ネット上での盛
り上がり（相対検索数）は，猪瀬スキャンダルの
時と舛添スキャンダルの時で大きく違っている。
り上がり（相対検索数）は、猪瀬スキャンダルの
時と舛添スキャンダルの時で大きく違っている。
これはなぜだろうか、
というのが第一の問である。
時と舛添スキャンダルの時で大きく違っている。
これはなぜだろうか，
というのが第一の問である。

これはなぜだろうか、
というのが第一の問である。
図１ 間メディア空間の構成
図１

間メディア空間の構成

図１ 間メディア空間の構成
３ 2010 年代における都政と〈世論〉
2010年代における都政と〈世論〉
３３
2010
年代における都政と〈世論〉
3.1 猪瀬辞任から舛添辞任へ
3.1 猪瀬辞任から舛添辞任へ
年 6 月 21 日、東京都の舛添都知事が辞職
猪瀬辞任から舛添辞任へ
3.1 2016
2016年６月21日，東京都の舛添都知事が辞職
した。同年
月に始まった、
『週刊文春』による
2016 年 6 月421
日、東京都の舛添都知事が辞職
した。同年４月に始まった，
『週刊文春』による
告発スクープを契機として、
マスメディア−ネット
した。同年
4 月に始まった、
『週刊文春』による
告発スクープを契機として，マスメディア−ネッ
メディア−リアル空間をまたぐ重層的な間メディ
告発スクープを契機として、
マスメディア−ネット
トメディア−リアル空間をまたぐ重層的な間メ
ア空間において議論が沸騰し、舛添を辞任に追い
メディア−リアル空間をまたぐ重層的な間メディ
込んだのである。
ディア空間において議論が沸騰し，舛添を辞任に
ア空間において議論が沸騰し、舛添を辞任に追い
追い込んだのである。
込んだのである。
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図２6 月までの「舛添要一」
Googleトレンドによる2012年1月〜2016
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ヤジが飛び，安倍首相も「
「私は承知をしており
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ておりませんが、かつまた、匿名ということです
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…実際にそれは本当であるかどうかを，
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と述べた。
どうかを、私は確かめようがないのでございます」
これが報じられると，ヤジや安倍首相の答弁に
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Change.orgというネット署名サイト上で，署名
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中で、
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る一連の動きは、
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成したといってもよいかもしれない。
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この運動については，遠藤（2016d）が詳しい
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育園落ちた日本死ね！！！」という記事が投稿さ
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30 代の女性であると後に判明
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マーク，16000のLikeを得た 。ネットニュース
スもこのブログについて次々と報じた 。またこ
もこのブログについて次々と報じた 。またこの
の動きに関連して、北区区議のおときた駿、NPO
動きに関連して，北区区議のおときた駿，NPO
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ト上で一定の影響力を持った人びとや、タレント
ト上で一定の影響力を持った人びとや，タレント
活動で知られた人々が自身のブログや Twitter で
活動で知られた人々が自身のブログやTwitterで
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「保育園落ちた」ブログに関して安倍首相に質問
育園落ちた」
ブログに関して安倍首相に質問した。
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図 15 Google トレンドによる 2016 年 6 月 28 日
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した。同日に放送された人気の大河ドラマ『真田

れている。今後の展開をさらに注視していく必要

丸』の視聴率は14.5％だった。また，テレビ東京

がある。

『池上彰のニッポンの大問題〜都知事選スペシャ
ル〜』第2部（19:00 〜 21:00）の平均視聴率は

７

9.6%，とくに20時台は10.7％に達した（18）。

結論

本稿では，主として2016年前半に起こったポ

投票率，視聴率とも，2016年都知事選への高

リティカル・スキャンダルの動態を，間メディア

い関心度を示すものだった。

性，およびスキャンダル間の相互関係という視点

2016年８月５日に行われた初めての定例記者

から検討した。

会見（19） で，小池は，記者からの質問に答えて，
「出張旅費など事業の総点検」「待機児童問題の解

その結果，主として以下の知見が得られた。

決」
「韓国人学校への土地貸与の白紙撤回」を表

（１） 間メディア社会においては，スキャンダル
の爆発力は以前より大きい

明した。
（ちなみに，この日の定例会見で質問に

（２） 間メアディ社会のスキャンダルは無名・匿

立った記者は，新聞社６人，テレビ局９人，ネッ

名のオーディエンスによって引き起こされ

トニュースサイト１人，フリー１人だった）。

ることが多い

小池の応答は，本稿で見てきた一連の〈世論〉
運動の底流にあった問題に対する一つの明快な答

（３） 間メディア社会のスキャンダルは，その問

えであった。そのせいもあってか，各報道機関の

題の大きさより，無名・匿名のオーディエ

世論調査でも，都知事としての小池を歓迎する人

ンスのリアリティに訴えかけたとき，〈世

の割合は，75％（NHK，8.5 〜 7），78.8％（産

論〉として可視化される
（４） 間メディア社会のスキャンダルがいったん

経・FNN，8.6-7）
，76％（JNN，8.6-7），64％（毎

〈世論〉化すると，無名・匿名のオーディ

日,8.3-4）と高い数値を示している。

エンス以外に「仕掛け人」のようなものが

これは，「野党統一候補」はもとより「与党統
一候補」よりも，人々が感じるリアリティ（その

いたとしても制御はできなくなる

正否は問わず）のパワーが「現実」を生み出して

（５） 間メディア社会のスキャンダルは，収まっ
たようにみえても，何かきっかけがあれば

いく状況といえる。

改めて噴出する，「地下水流」的性質を強

こうして，現時点（2016年８月９日）までの時
点では，2016年の一連のスキャンダルは，結果と

めている。そのため「時効」「水に流す」

して，小池への高い支持に帰着したようである。

という対応が無効となる。
これらの特性から，
間メディア社会では，
スキャ

しかし，本稿の主張の一つでもあるが，〈世論〉
を動的に捉えようとしたとき，それはある均衡点

ンダルの頻度は増え，これを政治的に〈世論〉化

に達して終わるものではない。現時点の〈世論〉は，

しようとする動きが活性化すると予想される。社

またさらにどこまでも再帰的自己創出し，変化し

会的公正性の観点からこれをどのように評価する

ていく。

か。またスキャンダル〈世論〉の制御困難性が社

すでに，小池についてもスキャンダルがささや

会秩序を混乱させる危険をどのように回避する

かれており，
『週刊文春』2016年７月28日発売号

か。そして，間メディア社会における〈世論〉の

には，小池に敵対した自民都連幹事長の内田茂，

動態を，いかに「健全な民主主義社会」へと接続

野党推薦候補の鳥越俊太郎と並んで，小池を支援

するか。これらが，本研究が遠望する最終的問い

する音喜多駿都議会議員のスキャンダルも掲載さ

である。
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ただし，本稿のような枠組みによる分析につい

遠藤

薫

（７） データ出所：Googleトレンド（2016.6.26

ては，使うデータや方法論などについて，さらに

閲覧グラフは著者作成）

検討すべき課題も多い。

（８） 遠藤（2016d）より転載

第一に，本稿ではネットの動きを示すデータと

（９） 2016年３月16日「毎日新聞」夕刊

してGoogleトレンドのデータを使った。しかし，

（10） 東京都報道発表資料 [2016年4月掲載]「大

このデータは，もとより研究用に公開されている

韓民国政府からの東京韓国学校への協力

ものではなく，精確さや安定性などについて保証

要請についてhttp://www.metro.tokyo.jp/

されたものではない。結果については，この点を

INET/CHOUSA/2016/04/60q4p201.htm

保留して見なければならない。かといって，他の

（11） データ出所：Googleトレンド（2016.7.23

ビッグデータも，それぞれに難点がある。現在，

閲覧）

ビッグデータを用いた分析に注目が集まっている

（12）「舛添都知事が公用車で温泉地別荘通い」

が，まだ，検討すべき点は多い。

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/6115

第二に，本稿の枠組みとしての複雑モデルは，

（2016.8.9最終閲覧）

その相互作用の複雑性のために，定量的な解析が

（13） データ:東京都議会会議速記録

困難であり，論理もわかりにくくなる。この困難

（14）「 ミ ヤ ネ 屋 」 に つ い て は，「 情 報 ラ イ

にいかに対応するか。今後シミュレーションなど

ブ

の方法の適用可能性なども検討していきたい。

照。（http://www.ytv.co.jp/miyaneya/

ミヤネ屋

過去の放送内容」参

backnumber/result.php?page=1&broad_

謝辞

date=0&keyword= 舛

この研究は，平成26年度の日本学術振興会課

添 &corner_

name=0）2016.8.6閲覧

題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事

「 グ ッ デ ィ」 に つ い て は，「 直 撃LIVE

業領域開拓プログラム「リスク社会におけるメ

グッディ !

ディアの発達と公共性の構造転換〜ネットワー

過 去 の 放 送 内 容 」 参 照。

（http://blog.fujitv.co.jp/goody_archive/）

ク・モデルの比較行動学に基づく理論・実証・シ

2016.8.6閲覧

ミュレーション分析」
（研究代表者：遠藤薫）に

（15） データ：ビデオリサーチ（関東地区）
，
参照：

対する助成により遂行された。

2016年５月16日付日刊スポーツ「舛添都
知事会見で各局の視聴率上がる」
，2016年

注

６月18日付朝日新聞「舛添氏報道，テレ

（１） 遠藤（1998）参照

ビ過熱

（２） データ出所：Googleトレンド（2016.6.24

異例の高視聴率に各局は」

（16） データ出所：Googleトレンド（2016.7.29

閲覧）

閲覧）

（３） データ出所：総務省（2015）『平成27年度

（17） ただし，2014年の都知事選の日，東京は突

版情報通信白書』

然の大雪に見舞われた，という事情はある。

（４） データ出所：同上

（18） 視聴率はビデオリサーチ（関東地区）によ

（５） データ出所：Googleトレンド（2016.8.7

る。

閲覧）

（19） 小池知事「知事の部屋」／記者会見（平

（６） データ出所：Googleトレンド（2016.8.7

成28年 ８ 月 ５ 日 ）
，< http://www.metro.

閲覧）

t okyo.jp/t osei /gov ernor/gov ernor/
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kishakaiken/2016/08/05.html>，

ク ス を 超 え ら れ る か？」『politas参 院 選・ 都

Accessed 2016, August 6.

知 事 選2016』
（http://politas.jp/features/10/
article/491）
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