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みんなの中のオピニオン・リーダー      

龍　円　恵喜二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

INTRODUCTION: 先行研究との連続性

　メソドロジーの慣例にしたがって、筆者がインスピレーションを

受けた先行研究を、明らかにしておこう。それは次の研究である：「The 

People’s Choice」by Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson and Hazel Gaudet、

1944年（1968年版）、Columbia University Press；「Personal Infl uence」: 

The part played by the people in the Flow of Mass Communication, by Elihu 

Katz and Paul Lazarsfeld 、1955, Free Press.　これらの書物の中で扱わ

れるオピニオンリーダーと言う概念に興味を持ち、日本にも、一般

の選挙民の中にオピニオン・リーダーと呼ばれる一群の人々が、い

るのかどうか、どんな顔つきをしているか、そこに興味を持ったのが、

本稿を書く切っ掛けであった。即ち、Lazarsfeld等が、アメリカで発

見した一群のオピニオン・リーダーが、日本にもいるのかどうかを

チェックし、もしいるのであれば、日本におけるオピニオンリーダチェックし、もしいるのであれば、日本におけるオピニオンリーダ

ーの特徴とは何か、それを明らかにしようと思って、筆を取ったのーの特徴とは何か、それを明らかにしようと思って、筆を取ったの

である。1

________________________

1：当該論文は、WAPOR ( World Association for Public Opinion Research)のプ
ラハ会議で発表（03.9.18）した Identifying Rank and File Opinion Leaders in 
Politics 論文の改訂版である。会議でのディベートを踏まえて、わかりやすく
書き直し、かつ DISCUSSIONの部分を追加した。
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　Lazarsfeld たちの描くオピニオンリーダーとは、次の質問の一つか、

あるいは双方とも、「イェス」と答えた人たちである。（Lazarsfeld、

1968, p.50）。その質問とは以下の通りである。

①「あなたの政治的考えについて、最近、誰かを説得しようとした

ことがありますか？」

②「誰かに、あなたの政治的意見を求められたことがありますか？」

　対して、筆者の聞き方は、lazarsfeld等の質問の①と②を一まとめ

にして、「あなたは、政治の問題などについて、意見を求められたり、

又は、他の人を説得したり、したことがありますか」というふうに

聞いた。

したがって、筆者と Lazarsfeldt等とは、同じ定義の「オピニオンリ

ーダー」という基本概念を使っている。しかし、Lazarsfeld等は、オ

ピニオンリーダーの風貌（特徴）については、詳しく描いていない。

描いている特徴は、以下の４点のみである：

　上記の基本的特徴（①と②）の他に、数量的に描かれた Lazarsfeld

等のアメリカ選挙民の中にいるオピニオンリーダーの特徴を列記す

れば以下のようになる（Lazarsfeld et al, 1968, P.51）。

③オピニオンリーダーは政治（選挙）に関して「大いに関心」を持

っている。

④オピニオンリーダーはマスメディアの伝える政治（選挙）報道を

よく見る・聞く。

⑤オピニオンリーダーは、政治（選挙）について、よく話題にして

周りの人と話す。

　対して、筆者が、本稿において明らかにしようとしていることは、
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次のとおりである：日本のオピニオンリーダーは、実にさまざまな

特徴を身につけている。それを①②の基本的特徴から割り出し、数

量的に描き出して行こうとしているのである。Lazarsfel等と比べる

と、その特徴の数が多いと言うだけでなく、基本的特徴（１個）、マ

クロ的特徴（３個）、ミクロ的特徴（10個）の３層構造を成している

ことを、明らかにして行こうとおもう。

　しかし Lazarsfeld 等と違って、彼らの「コミュニケーション２段

の流れの仮説」のように、マスメディアが流す情報が、政治的関心

の高い、且つ、マスメディアとの接触頻度の高いオピニオンリーダ

ーに流れ着き、そして、オピニオンリーダーを中心に形成される第

１次（面接）集団のメンバーに、口コミを通じて流れ着き、そのメ

ンバーの態度・行動に影響を与える、という仮説の日本版を証明し

ようとするものではない。いわんや、日本の社会は、バラバラの原

子のような個人から成り立つ大衆社会であるので、マスメディアの

流す情報は、オピニオンリーダーなどによる媒介を経ず、直接、大

衆に達し、大衆を動かすと言う大衆社会論（Erick Fromm、1941や、 

David Reasmasn、1961）を展開しようというものでもない。：「二段階

仮説」対「大衆社会論」の論争に参加するつもりはない。（人間関係

重視主義と言われる日本の社会の特徴から見て、二段階仮説が当て

はまりそうだが、他方都会では、大衆社会の特徴が強く現れている

ので、大衆社会論も当てはまるだろう。引き続き調査研究のテーマ

と考えている。兎に角、この論文では、マス・コミュニケーション

効果については、１歩も立ち入らない。しかも消費者ではなく、有

権者を対象としている。「最近のコミュニケーション効果に関する研

究成果に関する引用がない、触れていない」と言う批判は、的外れ

である。）
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　筆者が本稿で展開する議論の焦点は、あくまで、日本において、　筆者が本稿で展開する議論の焦点は、あくまで、日本において、

選挙民の中に隠れているオピニオンリーダーの態度・行動上の特徴

をあぶり出すことにある。ただ、そのオピニオンリーダーの基本的をあぶり出すことにある。ただ、そのオピニオンリーダーの基本的

特徴、すなわち基本概念（定義）は、Lazarsfeld らとおなじ定義であ

る。（定義を同じにしておけば、オピニオンリーダーと呼ばれる同一

人物を扱っていることであり、日米比較が、将来可能だからである。

同じオピニオンリーダーという言葉をつかって話していても、その

定義・意味している内容が違えは、話は混乱してしまう。）

METHOD: 研究方法

・ 世論調査の対象となった人々の特徴

①首都圏に住む人、

②私立大学に通う子女子息を持つ人、

③年齢は４０代から５０代

④男女

⑤調査年月日：１９９７年４月から５月

・ サンプル数：１８６本（回収率５２％）

・ 学生に調査表を渡し回収

・ 変数（質問）の数：３５変数、そのうち、当該論文で採用した変数は、

１１変数。

・ 測定方法：すべて定性変数で、名義尺度（ダミー変数）と順序尺

度を用いた。

・ 分析方法：相関分析、主成分分析、クロス分析、判別分析
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MODEL: As a related set of hypotheses　　

オピニオン・リーダーの特徴

具体的態度・行動上のミクロ的特徴〔１０個〕

おお掴みのマクロ的特徴〔３個〕

基本的特徴
〔２個〕

（１）仮説１

問題１：オピニオンリーダーとはなにか（定義）

仮説１：オピニオンリーダーの基本的特徴に関する仮説仮説１：オピニオンリーダーの基本的特徴に関する仮説

　オピニオンリーダーとは、「政治の問題などについて、意見を求め

られたり、又は、他の人を説得したりする」人のことである。有権

者の約２割がオピニオンリーダーである。

（２）仮説２

問題２：周りの人から政治に関する「意見を求められたり」、あるい

は、周りの人を「説得したり」するオピニオンリーダーの条件（特徴）

とはなにか。

仮説２：オピニオンリーダーのマクロ的・ミクロ的特徴に関する仮説仮説２：オピニオンリーダーのマクロ的・ミクロ的特徴に関する仮説

　オピニオンリーダーが他の人から「意見を求められたり」、又は、

他の人を「説得する」と言うことは、「それだけのも」があると言う
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ことである。「それだけのものとはなにか」。　それだけのものとは、

周りの人々から政治に関する意見を求められたり、あるいは周りの

人々を説得すたりする三つの条件（マクロ的特徴）をオピニオンリ

ーダーが身につけている、と言うことである。以下に、その三つの

条件を順番に列記する：

　【１】オピニオンリーダーと目される人の、第一のマクロ的特徴と　【１】オピニオンリーダーと目される人の、第一のマクロ的特徴と

は、活発に現実の政治に参加すると言うことである：即ち活発な政は、活発に現実の政治に参加すると言うことである：即ち活発な政は、活発に現実の政治に参加すると言うことである：即ち活発な政

治参加である。治参加である。

　それをミクロの具体的態度・行動上の特徴に分解すると、次のよ

うになる：

①選挙ともなれば投票依頼をする（X1）

②有力者とも接触する（X2）

③献金カンパにも応じる（X3）

④政治集会にも出席する（X4）

⑤党や団体の新聞を購読する（X5）

⑥地域の町内会・婦人会等々の集会に参加する、等等である（X6）

　【２】第二のマクロ的特徴とは、政治的現実を見ぬき・感じ取る洞　【２】第二のマクロ的特徴とは、政治的現実を見ぬき・感じ取る洞

察力を持っていることである：即ち（政治的現実の）洞察力である。察力を持っていることである：即ち（政治的現実の）洞察力である。

それをミクロ的態度上の特徴に分解すると、次のようになる：

⑦既得権者にとっては『権力はうまみがある』と見抜いている（X7）

⑧政府の補助金、行政指導、許認可等より受ける影響を通じて、

政府の存在を感じている（X8）

⑨又、彼らは自分に役立つ政党がどの政党であるかを見抜き、意

識しており、期待もしている（X9）
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　【３】第三のマクロ的特徴とは、マスメディアとの接触頻度も高く、　【３】第三のマクロ的特徴とは、マスメディアとの接触頻度も高く、　【３】第三のマクロ的特徴とは、マスメディアとの接触頻度も高く、

政治的関心も高い、又、周りの人と政治についてよく話す、という政治的関心も高い、又、周りの人と政治についてよく話す、という政治的関心も高い、又、周りの人と政治についてよく話す、という

ことである：　　　

⑩オピニオンリーダーは政治的関心が高く、テレビ・新聞の政治

番組や報道を、よく見る。又、周りの人と政治について、よく

話す（X10）

以上の三条件（マクロ的特徴）を、（ミクロレベルで言えば、１０

個の具体的態度・行動上のミクロ的特徴を）身につけていれば、

かれは選挙民の中に隠れているオピニオンリーダーである確率が

極めて高い。

RESULTS: Corroboration of the hypotheses
仮説１の検証：オピニオンリーダーの基本的特徴　

　　　　　　　（Ｙ）に関する仮説の検証

筆者の行なった調査によれば、「あなたは政治の問題などについて意

見を求められたことがありますか。又は、他の人を説得したことが

ありますか」という問いに対して、『ある』と答えた人の割合は２２

％であった。この人たちが選挙民の中に隠れている「オピニオンリ

ーダー」である。『ない』と答えた人の割合は、７３.３％であった。

この人たちのことを「ノンリーダー」と呼ぶことにしよう。（『その他』

が４.３％であった）（有効標本数は１８６本、無効票本数は０本で

あった）（注：Lazarsfeld等の研究では、オピニオン・リーダーの割

合は２1％であったので、筆者の調査対象のオピニオン・リーダーの

割合とほとんど同じである。）
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問い：あなたは政治の問題などで、意見を求められたことがありま

すか。又は、他の人を説得したことがありますか ---- （Y）。
ある ない その他 合計
22％ 73.7％ 4.3％ 100.0％

仮説２の検証：オピニオン・リーダーの
　マクロ的特徴（３個）とミクロ的特徴（１０個）
　に関する仮説の検証

　調査対象となった、３５の変数の中から、オピニオンリーダー・

ノンリーダー変数（Ｙ）と相関関係のある１０個の変数（Ｘ１―Ｘ

１０）を選り出してみた（表１を参照）。そしてその１０個の変数を

主成分分析にかけてみた（表２を参照）。

　表１に見られるように、１０個の変数（Ｘ１―Ｘ１０）がオピニ

オンリーダー・ノンリーダー変数（Ｙ）と有意な相関関係があるこ

とが分かった。しかし、オピニオンリーダーたるための条件（特徴）

と言っても、１０個の変数で表現される条件（特徴）では多すぎて、

大掴みが難しい。（普通の人間の能力から言って、５本の指にはいる

位の数でなければならない。）Law of Parsimonyの科学原則より見て、

もっと変数の数を絞り込む必要がある。  そこで、筆者は、この１０

個の変数に対して、主成分分析をほどこしてみたわけである。その

結果が表２である。３個の主成分が抽出された。（主成分分析とは、

多くの変数の中から、幾つかの共通成分を抽出し、その共通の成分

を持つ変数群を一つのグループとしてまとめ、幾つかのグループに、

グループ分けする手法である。）

　以下に、オピニオンリーダーをしてオピニオンリ―ダーたらしめ

ている３つのマクロ的特徴（３つの主成分）と、その１０個の構成
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要素であるミクロ的特徴（１０個の変数）を列記することにする。

即ち、１０個の変数（態度・行動上の特徴）は、３つのグループに、

集約されたわけである。

　【１】第１主成分：オピニオンリーダーであるための第１のマク第１主成分：オピニオンリーダーであるための第１のマク

ロ的特徴は、「現実の政治に活発に参加していること」でロ的特徴は、「現実の政治に活発に参加していること」で

ある。これが第１主成分である。

①いざ選挙ともなれば、誰それさんによろしくと選挙依頼してまわ

る（Ｘ１）。

②政治家や役人や町の有力者などに接触して、頼みごとをしたり、

意見を述べたりする（Ｘ２）。

③政治家のために献金やカンパをする（Ｘ３）。

④政治集会にも出席する（Ｘ４）。

⑤政党や団体の新聞や雑誌を買って読んでいる（Ｘ５）。

⑥地域の町内会や婦人会等々の集まりに出席する（Ｘ６）。

以上５つの変数によって第１主成分は構成されている。従って、第

１主成分は「現実の政治に活発に参加していること」を意味している。

これがオピニオンリーダーであるための第１の条件（特徴）である。

　【２】第２主成分：オピニオンリーダーであるための第２の条件第２主成分：オピニオンリーダーであるための第２の条件

（特徴）は、「政府の存在を肌で感じていること。（政治的）

現実を見ぬく洞察力を持っていること：（例えば、既得権

者にとっては『権力はうまみがある』と見抜いていること）。

同時に、どの政党が自分に役に立つかを見抜いている点で

ある。要約して言えば、「政治的現実を見抜く洞察力」である。要約して言えば、「政治的現実を見抜く洞察力」で

ある。これが第２主成分である。

　以下にもう少し詳しく、（「政治的現実を見抜く洞察力」というマ
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クロ変数を分解して、）ミクロ・レベルの態度・行動上の特徴をみて

いこう：

　その第２主成分の構成要素（変数）は次のとおりである。

⑦「権力のうまみ」に関する次の「問い」に対して、オピニオンリ

ーダーは「あり得ることだ」と肯定する傾向がある（Ｘ７）。

〔注：「権力のうまみ」関する問いとは次のとおりである……「権力を持つも

のは、その権力を使って、補助金、公共事業、許認可、税金、行政指導を、

自分を支持する団体や地域に有利になるように取り計らいます。道路や公民

館や老人ホームのオープニングに現れ、テープカットをし、挨拶します。時

には政治家の銅像さえ建ちます。従って、一度権力を取った政党や当選した

政治家が、続けて権力の座に座り続けるといわれます。あなたはそういうこ

とがあり得ると思いますか。」〕

⑧「政府の存在を感じるか」という問いに関して、オピニオンリー

ダーは「感じる」　と答える傾向が強い（Ｘ８）。

〔注：「政府の存在を感じるか」に関する問いとは次のとおりである……「政

府の公共投資、補助金、許認可、規制、行政指導、特別税率、等等で、あな

た御自身は影響（政府の存在）を感じますか。」〕

⑨どの政党が自分に役に立つ政党であるか、見抜いており、「その

政党にたいする期待」の傾向がオピニオンリーダーには見られる

（Ｘ９）。　

〔注：｢政党の役立ち度 ｣と「政党期待」に関する問いとは次のとおりである

……つぎの　A） と B）の考え変えのうち、あなたの考えはどちらに近いでし

ょうか。

A)どの政党も似たり寄ったりで、その政策もどう違うのか分かり難い。

それに、どの党もあまり期待できない。私はどの政党でもかまわない

……「政党離れ」の傾向。

B)私自身にとって重要なことに、どの政党がより役に立つか、又役に立

たないか、はっきりしている。私は、役に立つ特定の政党を支持して
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いる。その政党にも期待もしている。……「政党期待」の傾向〕

　【３】第３主成分：オピニオンリーダーであるための第３の条件　【３】第３主成分：オピニオンリーダーであるための第３の条件

（特徴）は、「大いに政治的関心をもって、テレビ・新聞を（特徴）は、「大いに政治的関心をもって、テレビ・新聞を

見ること、そして、周りの人々と政治について話すことで

ある」。ある」。

⑩従って、下記の問いのうち、オピニオンリーダーは　A）を選択

する傾向が強い（Ｘ１０）。

〔注：政治的関心などに関する問いは、次の通りである・・・・「あなたは、

政治に関心を持って、テレビや新聞を見たり、人と話したりしますか。あな

たの気持ちに近い数字に○をつけてください」〕

1 おおいに政治に関心を持って、テレビや新聞を見たり、人と話したり

する。

2 ある程度注意して、見たり、読んだり、話したりする

3 政治にあまり関心が無いので、テレビも新聞も政治関係の番組や記事

は素通りすることが多い。

  （注：第３主成分はただ１つの変数しか含んでいないので、主成分は即

変数となった。）　　　

表１：オピニオンリーダーの基本的特徴（Ｙ）と

　　　　　有意な相関関係のある変数群（Ｘ１―Ｘ１０）
変数
番号 変数名 Ｙとの単

相関係数 　有意確率

Ｘ１ 投票依頼（する・しない） ０．２６９ ０．００９５
Ｘ２ 有力者との接触（ある・なし） ０．３２４ ０．００１６
Ｘ３ 献金・カンパ（する・しない） ０．５０４ ０．００００
Ｘ４ 政治集会に出席（する・しない） ０．５１７ ０．００００
Ｘ５ 党・団体の新聞購読（する・しない） ０．３３０ ０．００１３
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Ｘ６ 自治会・町内会参加（する・しない） ０．２７１ ０．００９１
Ｘ７ 権力のうまみ（ある・ない） ０．２０９ ０．０４６１
Ｘ８ 政府の存在を（感じる・感じない） ０．３７４ ０．０００２
Ｘ９ 政党への期待（する・しない） ０．２６９ ０．００９５

X10 政治に関心を持ってＴＶ・新聞を
（見る・見ない） ０．２０６ ０．０２９２

　注：有意確率＝Ｐ＜０．０５の変数のみを選出した

表２：主成分分析：主成分負荷量（相関係数行列による）
変数
番号 変数名 成分１ 成分２ 成分３

Ｘ１ 投票依頼（する・しない） 0.6314 0.0765 0.4166
Ｘ２ 有力者との接触（ある・なし） 0.5730 0.2068 0.0962
Ｘ３ 献金・カンパ（する・しない） 0.7400 -0.2130 0.1338
Ｘ４ 政治集会に出席（する・しない） 0.7159 0.0897 0.2536
Ｘ５ 党・団体の新聞購読（する・しない） 0.6234 -0.2948 0.1011
Ｘ６ 自治会・町内会参加（する・しない） 0.4993 0.1097 -0.2665
Ｘ７ 権力のうまみ（ある・ない） 0.2039 0.6737 -0.3436
Ｘ８ 政府の存在を（感じる・感じない） 0.3784 0.5602 0.0097
Ｘ９ 政党への期待（する・しない） -0.4603 0.5690 0.3192

X10 政治に関心を持ってＴＶ・新聞を
（見る・見ない） 0.4180 -0.0761 0.7547

個有値 2.9965 1.2981 1.1359
個有値の和 2.9965 4.2946 5.4305
寄与率（%） 29.965 12.981 11.359
累積寄与率（%） 29.965 42.946 54.305

カイ２乗値 261.925 87.085 60.057
自由度 （     54） （    44） （   35）
有意確率 0.0000 0.0001 0.0053
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DISCUSSION:

以上の如く、（検証１）ではオピニオンリーダーを定義づけ、その実以上の如く、（検証１）ではオピニオンリーダーを定義づけ、その実

在が２２％であることを実証した。つづいて、（検証２）では、彼ら

のマクロ的特質を３つの主成分で大掴みにし、そして各主成分を構

成する要素（変数）で、彼らのミクロ的特徴を描き出した。

以下には、日本のオピニオンリーダーのさまざまな態度・行動上の以下には、日本のオピニオンリーダーのさまざまな態度・行動上の

ミクロ的特質を、今度は、クロス分析という別の手法によって、も

う一度、もっとありありとヴィヴィッドにと描き出したい。

〔Ⅰ〕オピニオンリーダーは
　　　　　活発に現実の政治に参加する（主成分１）

（１）オピニオンリーダーは、選挙ともなれば、「誰それさんに投票

してください」と投票依頼をして回る　…（Ｘ１）

問い：選挙の時「誰それさんに投票してください」と頼んだことが

ありますか　

表３－１
ある ない 合計（％）

オピニオンリーダー ４１ ５９ １００

ノンリーダー ９．６ ９０．４ １００

合計 １６．６ ８３．４ １００

　クラメールの関連係数　０．３５２　　　　　
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表３－２
ある ない 合計（％）

オピニオンリーダー ５５．２ １５．８ ２２．３

ノンリーダー ４４．８ ８４．２ ７７．７

合計 １００ １００ １００

　クラメールの関連係数　０．３５２

表３－１に見られるように、ノンリーダーの圧倒的多数の９０.４％

は、投票依頼などして回らない。それでも約１割（９.６％）は、投

票依頼をしている。これに対して、オピニオンリーダーの４割が投

票をお願いしてまわっている。ノンリーダーと比べれば、つまり相

対的に見れば、オピニオンリーダーは投票依頼をして回る度合いが

大きい。表３－２で見ても、投票をお願いしてまわっている者の過

半数（５５．２％）は、オピニオンリーダーである。やはり投票依頼

にはオピニオンリーダーの方が熱心である。

（２）オピニオンリーダーは政治家・役人・町の有力者に接触する

　…（Ｘ２）

問い：政治家や役人や町の有力者に接触して、頼み事をしたり、意

見を述べたことがありますか　

表４
ある ない 合計（％）

オピニオンリーダー ４３．９ ５６．１ １００

ノンリーダー １８．２ ８１．８ １００

合計 ２４．２ ７５．８ １００

　クラメールの関連係数　　０．２５２

　政治家や役人や町の有力者に接触して、頼みごとをしたり、意見
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を述べたりすることは、相当の自信を要することである。周りの人々

に「意見を求められたり、あるいはその人たちを説得したり」出来

るオピニオンリーダーでなければ、あえてお偉いさんに接触しよう

とは思わないだろう。表４に見られるように、オピニオンリーダー

で「接触したことがある」と答えた人の割合は４３.９％である。ノ

ンリーダーはその半分にも満たない１８.２％である。オピニオンリ

ーダーの方がノンリーダーより、政治家・役人・町の有力者とより

接触する、という傾向がある。

（３）オピニオンリーダーは献金・カンパをする　…（Ｘ３）

問い：政治家のために献金やカンパをしたことがありますか　

表５
ある ない 合計（％）

オピニオンリーダー ３６．６ ６３．４ １００

ノンリーダー ８．９ ９１．１ １００

合計 １５．３ ８４．７ １００

　クラメールの関連係数　０．３２５

　オピニオンリーダーともなれば、人に政治を説くぐらいの人間で

ある。献金・カンパにも応じるであろう。少なくとも、ノンリーダ

ーよりはそうするであろう。表５に見られるように、オピニオンリ

ーダーの３６.６％がそうしている。ノンリーダーはその４分の１の

８．９％にしかすぎない。
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（４）オピニオンリーダーは政治集会に出席する　…（Ｘ４）

問い：政治集会に出席したことがありますか　

表６
ある ない 合計（％）

オピニオンリーダー ６８．３ ３１．７ １００
ノンリーダー ２７．０ ７３．０ １００
合計 ３６．５ ６３．５ １００
　クラメールの関連係数　０．３６１

表６に見られるように ､ 活発に政治参加するオピニオンリーダーは、

そのもっとも典型的な参加形態である政治集会にも活発に参加する。

その６８.３％が参加する。ノンリーダーの２７％を遥かに凌いでいる。

（５）オピニオンリーダーは政党か団体の新聞を購読している

　…（Ｘ５）

表７に見られるように、オピニオンリーダーは、わざわざ政党や団

体の出している新聞を買って読む。他の人から意見を求められる人

間としては、そのくらいのことには通じていなければならないと言

うことか。オピニオンリーダーの３６.８％がそうしているのに、

ノンリーダーの方は、わずか６．８％にしか過ぎない。

問い：政党か団体の新聞を買って読んだりしますか　

表７
する しない 合計（％）

オピニオンリーダー ３６．８ ６３．２ １００
ノンリーダー ６．８ ９３．２ １００
合計 １３．５ ８６．５ １００
クラメール関連係数　０．３６６
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（６）オピニオンリーダーは地域の町内会などの集会にもよく参加

する　…（Ｘ６）

問い：あなたは地域の自治会・町内会、PTA、婦人会、青年会など

の住民の活動に参加する方ですか

表８：地域集会（町内会など）参加

積極的
参加

ときどき
参加

やもえず
たまに
参加

参加
しない

合計
（％）

オピニオンリーダー ２６．８ ３６．６ １７．１ １９．５ １００
ノンリーダー ７．５ ３３．１ ３３．８ ２５．６ １００
合計 １２．１ ３３．９ ２９．９ ２４．１ １００
クラメール関連係数　０．２７６

表８に見られるように、地域の集会に、「積極的に参加」するオピ

ニオンリーダーは２６.８％である。これに対して、ノンリーダーは

７.５％にしかすぎない。「ときどき参加」は両者とも変わらない。「積

極的」であれ、「ときどき」であれ、オピニオンリーダーの６３.４

％は地域の自治会・町内会、PTA、婦人会、青年会等等の小集団の

活動に参加している。そこで政治的意見を求められたり、あるいは

説得したり、と言うことをやっているのである。
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〔Ⅱ〕オピニオンリーダーは政治的現実を
　　　　読み抜く洞察力をもっている (主成分２)

（７）オピニオンリーダーは「権力のうまみ」と言う政治的現実が

存在することを見抜いている　…（Ｘ７）

問い：「権力のうまみ」ということが言われます。権力を持つものは、

その権力を使って、補助金、公共事業、許認可、税金、行政指導などを、

自分を支持する団体や地域に有利になるようにとりはからいます。

道路や公民館や老人ホームのオープニングには現れ、テープカット

をし、挨拶をします。時には政治家の銅像さえ建ちます。したがって、

一度権力を取った政党や当選した政治家が、続けて権力の座に座り

続けるといわれます。あなたは、そういう事があり得ると思いますか。

表９：「権力のうまみ」について
大いに
あり
得る

ある程
度あり
得る

そんな事
あるの
かしら

断じて
あり得
ない

合計
（％）

オピニオンリーダー ７８．０ ２２．０ ０．０ ０．０ １００

ノンリーダー ４９．６ ４７．４ ２．２ ０．７ １００
合計 ５６．２ ４１．６ １．７ ０．６ １００
　クラメールの関連係数　０．２４５、　有意確率　０．０１４

表９に見られるように、オピニオンリーダーの大多数（８割）が、「権

力のうまみ」と言う政治的現実は「大いにあり得る」ことだと見抜

いている。対して、ノンリーダーの方は５割である。活発に政治に

参加するオピニオンリーダーであれば、そのような政治的現実の存

在を見抜いているのであろう。
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（８）オピニオンリーダーは政府の存在を肌で感じている

　…（Ｘ８）

問い：政府の公共投資、許認可、補助金、規制、行政指導、特別税率等々

で、あなた御自身は影響（政府の存在）を感じますか

表１０：政府の存在

大いに ある程度
感じる

ほとんど
感じない

まったく
感じない

合計
（％）

オピニオンリーダー ６１．０ ２６．８ １２．２ ０．０ １００

ノンリーダー １３．５ ４２．９ ３７．６ ６．０ １００
合計 ２４．７ ３９．１ ３１．６ ４．６ １００
　クラメールの関連係数：０．４７６　　有意確率：０．０００

表１０に見られるように、オピニオンリーダーは「政府の存在」を

政府の公共投資、許認可、補助金、規制、行政指導、特別税率な

どを通じて、肌で感じている。それが「大いに感じる」というこ

ととなって現れている。６１％のオピニオンリーダーが「大いに感

じている」のに対して、ノンリーダで「大いに感じる」人の割合は

１３.５％にしかすぎない。格段の差である。これもオピニオンリー

ダーの政治的現実を読み抜く洞察力を物語っている。

（９）オピニオンリーダーは政党に期待している　…（Ｘ９）

問い：次の Aと Bの考え方のうち、あなたの考えは、どちらに近い

でしょうか。

A……どの政党も似たりよったりで、その政策もどう違うのか分かり

難い。それに、どの党もあまり期待できない。私はどの政党でもか

まわない。
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B……私自身にとって重要なことに、どの政党が役に立つか、又は、

役に立たないか、はっきりしている。私は、役に立つ特定の政党を

支持している。その政党に期待もしている。

 表１１に見られるように、オピニオンリーダーは、政党期待派であり、

Bの考えか又はそれに近い人々である。即ち、はっきりと自分に役

に立つ政党がどの政党であるかを意識しており、その政党に期待を

抱いている人々である。「B」と「どちらかと言えば B」を合計する

と６６．７％である。ノンリーダーの方は、４２.８％である。

表１１：政党に期待する
はっき
り A の
考えだ

どちら
かと言
えばA

どちら
かと言
えばB

はっき
り B の
考えだ

合計
（％）

オピニオンリーダー １７．９ １５．４ ３５．９ ３０．８ １００

ノンリーダー ２６．０ ３１．３ ２７．５ １５．３ １００

合計 ２４．１ ２７．６ ２９．４ １８．８ １００

クラメールの関連係数：０．２１８　　有意確率：０．０４４

　〔しかし、次のことは注意しなければならない……オピニオンリー

ダー・ノンリーダー・変数（Y）と、自民－非自民・変数とは無相

関であって、オピニオンリーダーが自民党に期待し、ノンリーダー

が非自民に期待している、という関係は存在しない。誤解のないよ

うに…。それ故に、Yと相関する１０個の変数（Ｘ１－Ｘ１０）に、

自民－非自民・変数は含まれなかった。〕

　以上のように、オピニオンリーダーは、「権力のうまみ」というよ

うな政治的現実を見抜き、「政府の存在（政策）」の影響を肌で感じ

ている。そして、はっきりとどの政党が自分に役立つ政党かも認識
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している。即ち、政治的洞察力がオピニオンリーダーのマクロ的特

質である。

〔Ⅲ〕オピニオンリーダーは政治的関心も高く
　　マスメディアとの接触頻度も高い (主成分３)

（１０）　オピニオンリーダーは政治的関心も高く、

　　　　マスメディアとの接触頻度も高い　…（Ｘ１０）

　表１２に見られるように、オピニオンリーダーの６１％が、「大い

に」政治に関心を抱き、テレビの政治番組や、新聞の政治報道を見

ている。そして人と政治について語り合っている。

　これに対して、ノンリーダーの相当する数字は、２４.１％で、低

い。しかし、ノンリーダーは「ある程度」の関心を持って、見たり、

聞いたり、読んだり、話したりしている。その「ある程度」のシェ

アーは７０.１％もある。したがって、オピニオンリーダーとノンリ

ーダーの差は、「大いに」か、又は「ある程度」の政治的関心を持って、

マスメディアの政治報道に接するかどうかの違いである。
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問い：あなたは、政治に関心を持って、テレビや新聞を見たり、人

と話したりしますか

表１２：大いに政的関心を持ってテレビ・新聞を見る

おおいに関
心を持って、
見たり、読ん
だり、話した
りする

ある程度注
意して、見
たり、読んだ
り、話したり
する

政治にはあ
まり関心が
無いので、テ
レビも新聞
も、政治関係
のものは素
通りする

合計
（％）

オピニオン
リーダー ６１．０ ３６．６ ２．４ １００

ノン
リーダー ２４．１ ７０．１ ５．８ １００

合計 ３２．６ ６２．４ ５．１ １００

　クラメールの関連係数　０．３３２　　　　有意確率　０．０００

以上の通り、オピニオンリーダーの特徴を１０個の変数（Ｘ１―Ｘ

１０）によって表現してきた、（これを筆者は態度・行動上のミクロ

的特徴と呼んだ）。又その１０個の変数は、３つのマクロ的特徴（成

分１から成分３）に集約された。

したがって、調査対象となった人々が、「オピニオンリーダー」で

あるか、「ノンリーダー」であるかは、上記の１０個の特徴を見れば

分かる。それらの特徴を備えていれば、オピニオンリーダーである。

備えていなければノンリーダーある。凡その判定が着く。それを念

のため、判別分析を用いて、的中率を出しておこう。答えを先に言

うと約８割の的中率である。
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表１３　判別の的中率
判別結果

合計オピニオン
・リーダー ノンリーダー

調査
結果

オピニオン
リーダー

２４
（７０．６％）

１０
（２９．４％）

３４
（１００％）

ノンリーダー １７
（１４．７％）

９９
（８５．３％）

１１６
（１００％）

　全体の的中率＝８２％

　表１３に見られるように、実際の調査結果で見ると、３４人がオ

ピニオンリーダーであった。しかし判別分析の結果（予測）は２４

人であった。したがって的中率は７０.６％であった。同じようにノ

ンリーダーは調査結果では１１６人であった。しかし予測（判別分

析の結果）では９９人であった。したがって、的中率は８５.３％で

あった。全体で見ると、８２％の的中率であった：（２４＋９９）／

（３４＋１１６）＝０．８２。
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ABSTRACT

l Opinion leader is defi ned as a person with the defi nitional characteristics 

convincing others of political idea, while the others ask him advice on a 

political question. The non-leader does not assume such characteristics.

l The other ten opinion leaders’attitudinal variables are correlated to the 

defi nitional characteristics, mentioned above, which differentiate them 

from the non-leaders.

l The ten variables are composed of the three principal components: First, 

the opinion leaders participate actively in politics; secondly they have a 

penetrative insight into political realities; thirdly they have eagerness for 

learning more on politics.

l In turn, the fi rst component of “political participation” is composed 

of the six attitudinal variables: The more opinion leaders than the 

non-leaders ask others to vote for their favourite, make contact with 

politician, et al., make contribution for political funds, participate 

political rallies, read a newspaper and a magazine of political party, and 

participate in a town meeting. 

l The second component of “insight into political reality” is composed 

of the three variables: 1.The more opinion leaders than the non-leaders 
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discern that power is palatable for those who already acquired and 

held it: once they get the power, the power holders tend to hold it in 

continuity; 2. They feel existence of the Government through subsidies, 

et al.; 3. They perceive well which political party is of use for them or 

not, and place hope upon the party they support.

l The third component of “eagerness for learning more on politics” is 

composed of the single variable: The more opinion leaders than the 

non-leaders read political articles on a newspaper and watch political 

programs on TV, and talk on politics with friends with great political 

interest.


