研究実施の内容とその成果
ID No. S15021
被招へい研究者：Shanto Iyengar (Stanford University)
受入研究者：小林哲郎（国立情報学研究所）
スタンフォード大学コミュニケーション学部の Shanto Iyengar 教授を招へいした
JSPS 平成 27 年度採用分外国人招へいでは、以下の研究活動を実施した。
1．国立情報学研究所での研究ミーティング（2015 年 6 月 15 日～16 日）
2015 年 6 月 14 日に成田国際空港に到着した Iyengar 教授を迎え、都内のホテルに案
内した。翌 15 日は国立情報学研究所にて Iyengar 教授および受入研究者の双方が現在
研究中のテーマについて意見を交わした。Iyengar 教授はアメリカ有権者の感情的極性
化を扱った研究を集中的に行っており、特に方法論として Implicit Association Test
(IAT)などの心理学的手法や、信頼ゲームや独裁者ゲームといった実験経済学の手法を
政治コミュニケーション研究に応用していることを説明した。受入研究者は日本と中国
の間の国際問題が引き起こすラリー効果（外的な脅威認知が政治リーダーに対する支持
を高める現象）に関する実験を行っていることを説明し、さらにオンラインニュースサ
イトにおける政治的学習に関するフィールド実験の結果を論文にまとめていることを
報告した。
Iyengar 教授の実験方法論は最新のものであり、受入研究者の今後の研究計画に対し
て大変有益な情報となっただけでなく、国際共同研究として日本データを取得すること
の意義についても合意した。Iyengar 教授はすでにアメリカだけでなく、イギリスやベ
ルギー、スペインにおいても党派間における感情的極性化の実験を行っているが、これ
らの国々はいずれも社会的あるいは政治的な対立構造が明確であり、その意味において
対立構造が不明確である国として日本をベースラインとして設定することの意義につ
いて議論した。日本で比較可能な実験を行うことができれば、前述の 4 カ国比較で得ら
れた知見がどの程度一般化可能であるのかについて示唆を得ることができる。さらに、
受入研究者の現在の研究内容に対し Iyengar 教授からコメントを得ることができたこと
も大きな成果となった。特に、国際的なトップジャーナルの査読制度の動向についての
情報を得ることができ、現在執筆中の論文の投稿先や議論のフレームの仕方などについ
ても有益なアドバイスを得ることができた。
6 月 16 日は神戸への異動日であったが、引き続き新幹線の車中にて上記の議論を継続
した。

2．神戸大学でのワークショップ（2015 年 6 月 17 日）
6 月 17 日に神戸大学にて Kobe Political Communication Research Workshop Ⅱが
開催され、Iyengar 教授は講演と学生発表に対するコメント・アドバイスを行った。こ
のワークショップは神戸大学大学院法学研究科の多湖淳教授を中心に企画された。まず、
13：45 より多湖教授によって挨拶が行われ、続いて Iyengar 教授による講演が行われ
た（写真１）。講演のタイトルは” Experimentation in Political Science &
Communications Research”であり、政治学やコミュニケーション研究になぜ実験的方

法論が必要となり、そして実験をどのように計画して分析すべきかについて約 60 分間
のトークを行った。特に、因果推論の手法として実験が優れている点、80 年代から実験
を開始したが当時はサーベイデータの分析が主流であったために査読に通らず苦労し
た点など、実験政治学の第一人者ならではの貴重な内容となった。

写真１

神戸大学で講演する Shanto Iyengar 教授

Iyengar 教授の講演の後休憩をはさんで日本人研究者による発表が行われた。まず、
神戸大学の学部学生によるプレゼンテーションが 2 件行われ、続いて大学院生による発
表が 1 件行われた。さらに、常勤研究者による発表が 3 件行われた。稲増一憲准教授（関
西学院）は、メディアプライミング効果の追試を発表した。メディアプライミング効果
は、Iyengar 教授らが 1984 年に社会心理学のトップジャーナルである Journal of
Personality and Social Psychology 誌に発表したのがオリジナルの実験であるが、その
後厳密な直接追試は行われていない。にもかかわらず、プライミング効果はメディアの
新強力効果論の 1 つとしてメディア効果論の教科書などでは必ず紹介されている。知見
の頑健性や日本での一般化可能性を確かめるために行われた追試を、オリジナル実験を
行った研究者の前で発表できたことは大変意義深く、Iyengar 教授との間でも密度の高
い議論が行われた。続いて小浜祥子准教授（北海道大学）と受入研究者がそれぞれの研
究について発表した。
Iyengar 教授はすべての発表に対してフロアから質問し、実験計画や分析手法の改善
策について有益なコメントを提供した。若手研究者に対するコメントは極めて教育的で
あり、本招へいプログラムの趣旨に照らして適切な成果が得られたものと考えられる。
なお、神戸大学でのワークショップを企画・立案した多湖教授は本ワークショップ終了
後も Iyengar 教授と今後の交流や共同研究の計画について継続的に意見交換を行ってお
り、来年度に神戸大学で実験方法論についての集中講義のために Iyengar 教授を再招聘
することで合意している。こうした発展的な交流が生まれていることも、本招へいの大
きな成果の 1 つとして挙げることができる。
3．同志社大学での研究ミーティング（2015 年 6 月 18 日）
Iyengar 教授は 6 月 18 日に京都へ移動し、同志社大学の池田謙一教授および西澤由
隆教授と研究に関する意見交換を行った。Iyengar 教授と池田謙一教授は学会誌の編集

や査読を通して旧知の仲であり、また一昨年に Iyengar 教授が京都を訪れた際にも意見
交換を行っている。今回は主に日本と米国における政治コミュニケーション研究の現状
について意見交換を行った。西澤由隆教授は、80 年代に大学院生として Yale 大学に留
学中に当時同大で Iyengar 教授の講義を受講していた間柄であり、池田教授と同様に学
界の動向等について意見交換を行った。
4．早稲田大学でのワークショップ（2015 年 6 月 24 日）
6 月 24 日に早稲田大学にて「国際ワークショップ 政治コミュニケーション研究の新
展開」が早稲田大学・SGU 実証政治経済学拠点の主催で開催され、Iyengar 教授は講演
を行った。早稲田大学は田中愛治教授や河野勝教授といった政治コミュニケーション研
究者が在籍し、実験的手法も積極的に取り入れている拠点である。このため、大学院生
などの若手研究者も多いため、Iyengar 教授と日本人若手研究者の交流の拠点として好
適であった。
ワークショップは 2 部構成となっており、前半は早稲田大学と一橋大学の大学院生に
よる研究発表が行われた（写真 2）。研究テーマは外国報道に関する議題設定効果、ソ
フトニュースとハードニュースの政治的学習効果、異なる意見への横断的接触と政治参
加など多岐に渡ったが、いずれも実験的手法を用いており Iyengar 教授からのコメント
が有益なものとなった。特に、発表した大学院生のうちの 1 人は UC Davis への留学が
決まっており、アメリカの大学院生活に関するアドバイスなども得ることができたよう
である。後半はまず、Iyengar 教授自身の研究発表が行われ、続いて早稲田大学の日野
愛郎教授による発表が行われた。受入研究者はコメンテーターとして討論を行った。
Iyengar 教授による発表は、アメリカ、イギリス、ベルギー、スペインにおける党派
的な感情極性化に関するものであり、これらの国々では人種や言語、民族といった社会
的な亀裂よりも党派的な亀裂の方が顕在化していることが国際比較実験の結果から示
された。実験は実験経済学や社会心理学で用いられる信頼ゲームをオンラインで実現し
たものであり、今後の応用可能性も含めて非常に魅力的なものであった。フロアとの活
発な質疑応答も行われ、非常に充実したワークショップとなった。また、日野教授は近
い将来のサバティカルにおける受入先としてスタンフォード大学を考えておられるた
め、24 日にご自身の研究を発表されただけでなく、29 日に国立情報学研究所の Iyengar
教授のオフィスを訪れて個別にミーティングを行った。このように、今後の継続的な交
流の可能性も生まれた点において非常に成果の多いワークショップとなった。

写真 2

早稲田大学で講演する Shanto Iyengar 教授

5．一橋講堂での研究会（2015 年 6 月 25 日）
6 月 25 日に一橋講堂中会議場にて Iyengar 教授による講演会を実施した（写真 3）。
この公園化にはソウル国立大学の Kyu Hahn 准教授も招き、2 本立ての研究会となった。
なお、この研究会は受入研究者が継続的に実施している政治コミュニケーション研究会
の一環として行われた。当研究会は政治コミュニケーションに関心を持つ幅広い分野の
研究者が定期的に集まって研究集会を行うものであり、今回 Iyengar 教授と Hahn 准教
授という政治コミュニケーションの分野でのリーディング研究者を迎えることができ
たことは、関心を共有する日本人研究者にとって貴重な機会となった。特に、前述の神
戸大学と早稲田大学でのワークショップが政治学研究者を中心としたオーディエンス
であったのに対し、本研究会はコミュニケーション研究者や社会心理学研究者を中心と
したものであったことに特徴がある。
まず、Hahn 准教授が韓国におけるツイッターデータを用いた政治的極性化の研究を
発表し、その後 Iyengar 教授がアメリカにおける感情極性化の時系列的推移、さらに感
情極性化をもたらす一因となっていると考えられるメディアの選択的接触について研
究発表を行った。受入研究者は司会を務めた。フロアとの活発な質疑応答も行われ、
Iyengar 教授の研究に対する関心の高さがうかがわれた。

写真 3

一橋講堂中会議場で講演する Shanto Iyengar 教授

6．国立情報学研究所での研究意見交換（2015 年 6 月 26 日，6 月 29 日～7 月 2 日）
残りの滞在期間では、Iyengar 教授は国立情報学研究所で受入研究者と研究意見交換
を中心に研究活動を行った。特に、前述の 3 回のワークショップおよび研究会を経て新
たに得た着想をベースに、今後の共同研究の可能性について議論した。まず 1 つは、
Iyengar 教授の感情極性化の研究から得られた着想として、日本では社会的・政治的亀
裂が顕在化していないという点があげられる。この点は日本において「政治的なるもの」
への忌避感と通底している可能性がある。たとえば米国では感情極性化が激化すること
で、結婚相手の党派性を気にする傾向が強くなっているといわれる。リベラルな人は保
守的な人との結婚を避け、保守的な人はリベラルな人との結婚を避けている。こうした
党派性ベースの社会的距離の拡大が、容姿や収入といった結婚で重要となる要因よりも
強い効果をもたらしているとの研究もある。しかし、こうしたことは日本では生じてい
るとは考えにくい。結婚時に相手の党派性を考慮するよりも、むしろ政治的にアクティ
ブである相手が避けられるという傾向の方が強いだろう。政治学研究者は「政治とは重
要なものである」という暗黙の前提から研究が出発していることが多いが、こうした「政
治そのものに対する忌避」は研究対象となりにくかった。そこで、日本人にとって政治
という概念がどの程度ポジティブあるいはネガティブなものであるのかを測定するた
めに、Iyengar 教授が多用している IAT を用いた測定方法を提案した。IAT では刺激の
選定が非常に重要となるため、Iyengar 教授のアドバイスを得ながら政治関連語の選定
を進めた。
さらに、受入研究者が進めているメディアに対する信頼の分析についても Iyengar 教
授と継続的に議論を行った。アメリカではマスメディアに対する信頼が 70 年代以降顕
著に低下しているが、日本では少なくとも過去 15 年～20 年程度の間に新聞やテレビに
対する信頼が大きく低下した証拠はない。なぜ、ネットの登場など大きな変化があった
にもかかわらず日本の対メディア信頼が低下しないのかについて、Iyengar 教授と議論
を行いながら仮説を導出した。

7．まとめ
総じて、大変実りの多い招へいプログラムとなった。3 回のワークショップ・研究会
を通して、日本の大学に所属する多くの研究者と Iyengar 教授の間にネットワークが形
成された。さらに、神戸大学と早稲田大学という東西の実験政治学の拠点でワークショ
ップが開催されたことで、若手の意欲的な研究者にとって大変良い刺激となった。さら
に、受入研究者自身にとっても十分な議論の時間を確保できたことから今後の共同研究
の方向性を定めることができた。

