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Abstract 

The concept of a measurement error has been recognized as one of the important factors in reporting 

results of social surveys in Japan recently, although it has not been treated as well as it should be in 

many social survey reports. The emotional substitution, answering based on the emotional response 

to a survey item which is difficult to respond, is considered as a part of the measurement error. Studies 

about the emotional substitution are very scarce, especially regarding social surveys. The purpose of 

the study is to find a trace of the emotional substitution in responding to survey items based on the 

logical and empirical analyses, utilizing two social surveys on special fraud crimes, one conducted by 

the Japanese cabinet office and another conducted by the authors. In both surveys, more than 80% of 

respondents answered “I will not be a victim of a scam”, and in our survey 74% (n=336) of 586 

respondents answered with “No specific reasons” for that. And also 82.4% (n=483) answered as “when 

survey items are difficult to answer, they will rely on their feelings about the content of the items”. 

Furthermore, 86% (n=271) of 315 respondents, among whom answered “I will not be a victim of a 

scam” without specific reasons, responded as they utilize their feeling to answer survey items. The 

results of the analyses clearly provided the evidence of a trace of the emotional substitution, since the 

majority of respondents choosing alternatives which produce less emotional dissonance, regardless 

the content of the item. Further study should be conducted in terms of utilizing psychometric theories 

such as item response theory as evaluating frame for data analysis. 

 

Keywords : social survey, special fraud crimes, measurement error, emotional substitution, system1, 

system2 

 

１.社会調査の誤差研究と意思決定 

1－1.社会調査における誤差 

本論は社会調査に関連する誤差の一部である測

定誤差に関する研究である. 測定誤差の概念は主

に計量心理学において研究されてきた（Shibutani, 

2007）. 近, 測定誤差の中でも感情による影響が

注目されるようになってきた（ Kahneman,  

2011）. 社会調査研究では標本誤差の研究が主流



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.21, No.1/2, 14-25, March, 2020 
 

15 
 

であり, 日本において測定誤差などの非標本誤差

の概念が注目されてきたのは 近のことである

（吉村, 2017）.本論では, 感情が測定誤差に及ぼ

す影響について, 先行研究の知見や内閣府調査

（内閣府, 2019）及び当該研究で実施した内閣府

調査の再調査の調査結果に基づいて分析及び考察

する.  

社会調査のデータ分析において も頻繁に評価

される概念の一つに標本誤差（Sampling Error）

がある. その主な理由は, 実施した社会調査の分

析結果を一般化できる範囲を明らかにする決め手

となるからである. 標本誤差は, 推計統計法に基

づいて算出できるが, その前提となるのは対象と

なる母集団から回答者を無作為抽出（Random 

Sampling）することである. 対象となる母集団か

ら回答者を無作為に抽出して正確に標本誤差を算

出することは次の理由などで簡単ではない；①一

般的に研究の対象となる母集団のリストが存在す

ることは少ない, ②例えば, 住民基本台帳や選挙

人名簿のように特定自治体の住民リストが存在す

るとしても, 実際にその自治体に居住している保

証はない, ③上記の①及び②を克服できたとして

も, 回答者全員が回答したことを前提として標本

誤差の推計が行われるため, 調査規模が小さくな

い限り非回答者をゼロとすることは現実的には不

可能である. このような理由で, 標本誤差の正確

な算出は非常に困難である. 社会調査を専門とす

る学者は上記の問題の克服に多くの時間と労力を

かけることを余儀なくされている.社会学関連の

大学・大学院では, 社会調査の結果を学会報告や

著書・論文などとして出版する際に必要とされる

知識・技能を学ぶ場として, 社会調査論や社会統

計学など複数科目が教育課程に組み込まれている. 

このような高等教育機関におけるトレーニングは, 

学会発表や論文において標本誤差が標準的に報告

されている背景となっている. 標本誤差は社会調

査結果を評価する上で非常に重要な概念であり, 

国勢調査などの全数調査を除いて, 標本誤差の説

明がなされない社会調査報告は適正と評価されな

い. 標本誤差の問題は重要かつ難解な問題である

ことから, 社会調査結果の報告では, 標本誤差の

説明に多くのスペース・時間を割くことが少なく

ない.  

吉村（2017）は社会調査の誤差として標本誤差

以外に, 網羅誤差 (Coverage Error), 非回答誤差 

(Non-response Error), 測定誤差 (Measurement 

Error), 集計誤差 (Operation Error)の 5種類に分

類している. 社会調査で得られたデータには標本

誤差の他に多種類の非標本誤差が存在することは

多くの研究により広く知られており, 数多くの研

究が行われてきた  (Nunnally,B.(1978); APA, 

AERA & NCME (1985); Tourangeau, R. et al. 

(2000) ；吉村（2017））. 社会調査における誤差の

分類は研究分野及び研究者により異なるが, 社会

調査の誤差を考える上で標本誤差以外の誤差がデ

ータ分析に大きく影響するとする考え方では共通

している.しかし, 社会調査結果の報告で標本誤差

以外の誤差が大きく取り扱われることは少なかっ

た. 政治学者や社会学者は非回答誤差に力点を置

き心理学者や社会心理学者は測定誤差に注目する

傾向が強いなど, 学問領域の相違により, 社会調

査データに含まれる誤差の取り扱いが異なること

が指摘されているが（吉村, 2017）, それは学問分

野の相違が研究の焦点に反映されることから限定

合理性（Bounded Rationality）に合致している. 

近は, 社会調査における誤差を総合的に評価す

る総調査誤差アプローチ（Groves R. et al., 2004; 

吉村, 2017）を用いて誤差分析を行う方法が注目

されているが, 未だにこのアプローチが主流とな

るまでは至っていない. 総調査誤差アプローチは

社会調査分野の発展には望ましい方向性と考えら

れるが, このアプローチの実践には社会学者や心

理学者などの協働が必須であることから, 社会調

査を学際的活動としてとらえることが必要となる.  

 

1－2. 社会調査における意思決定と測定誤差 
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社会調査に回答する行動は, ①設問の理解・解

釈, ②自分の記憶・思考の検索, ③回答に関する判

断,などのプロセスを介して行われることから意

思決定行動である. 意思決定の問題は, われわれ

が意思決定を行う場面で 2 種類以上の選択肢が存

在する場合に生起するが,現実の意思決定場面は

非常に複雑であるため理論的単純化を行い, 行動

の選択肢を互いに排反な選択肢に整理するプロセ

スが必要となる. 繁桝（1995）によると, 意思決定

の問題を考察する場合に一般的に用いられている

規範的論理は下記の 5 段階であるとされている. 

（１）現実的選択肢は代替案と呼ばれ, 各代替案

によって引き起こされる結果を予測する.  

（２）結果の予測が不確実である場合には, 結果

の予測はその不確実現象の予測（確率）に

よって定まる.  

（３）全ての代替案の予測される結果を, その結

果の望ましさ（効用）として評価する 

（４）結果の予測（確率）とその結果の望ましさ

（効用）を統合し, 各代替案の「総合的望ま

しさ」を評価する 

（５）総合的望ましさが 大となる代替案を 適

とし, 選択する 

上記の 5 段階過程は, 規範的理論（normative 

theory）に基づく意思決定の過程として典型的で

あるが, 現在では心理学的現実との整合性がある

とは必ずしも考えられていない．規範的理論の代

表的な理論は Von Neuman & Morgenstern（1944）

が提唱した期待効用理論（expected utility theory）

であるが, この理論は人間が実際にどのように行

動するかを説明する理論ではなく, もし人間が合

理的な意思決定をすると仮定すると, どのように

行動する かを評価 する理論 モデルで ある

（Leonard, 1995）. 期待効用理論は, 現実性に欠

けるとの批判もあるが科学的な研究の出発点とし

ては避けることができない理論でもある.  

繁枡（1995）が示した５段階の規範的プロセス

の中で, 選択することができる複数の事象がそれ

ぞれの事象に与えられた生起確率（p1, p2, …, pj）

で起こり, それぞれの事象の結果の効用が u1, u2 

… uj で与えられた場合, 各効用の期待値は期待

効用（expected utility）と呼ばれ, u(P)=Σ（i＝１

→ｊ）piui となる. 期待効用理論では, この期待効

用が 大となる選択肢が意思決定として採択され

る（合理的意思決定）. 規範的理論の 大の問題の

一つは, 効用の評価である. 規範的理論における

効用は万人に認められるものでなくてはならない

が, それは善悪を決めるようなもので合理性の評

価（合意）が非常に困難である. Savage（1954）

は, 規範的理論をより現実的な理論に近づけるた

め, 合意の概念を個人の主観に置き換えた主観的

期待効用理論（subjective expected utility theory）

を導入した. 期待効用算出に用いる確率を主観的

な確率として捉え, 現実的には確率論的に説明で

きない現象を個人的な信念のような概念を確率と

置き換えることにより, 期待効用理論の応用範囲

を広げることに成功した（Savage, 1954）. 我々が

意思決定を行う場合に, 効用のような一般性の高

い概念が中心的役割を果たすのか, それとも価値

のような主観的で個別性の高い概念が意思決定の

カギを握っているのかに関する情報はわれわれの

意思決定方略を理解する上で不可欠であると考え

られるようになった（澁谷・渡部, 2013）.  

Simon (1957)は, 期待効用理論のような規範的

理論が前提としている確率論的合理性は人間が保

有する心理学的な特性とは根本的に異なるとし, 

人間は限定された認知能力と限られた時間の中で

有効な意思決定をすると仮定する限定合理性

（bounded rationality）の立場を主張した. この

ような限定合理性を仮定した場合, われわれは

適化の原理に基づいた判断を行うのではなく, 自

分を満足させる選択を行う満足化（Satisficing）の

原理に基づいて行動すると考えることができる. 

実際, われわれの日常生活における選択は, その

場のコンテキストに適合するルール（heuristic 

information processing）を用いることによって決
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定される場合が多い. このようなルールに頼った

意思決定はわれわれの認知リソースの節約につな

がるし, 毎日数え切れないほどの選択をしている

われわれにとって必須な意思決定方略である. 一

般的に, われわれの生活に重要な影響を及ぼすよ

うな意思決定場面では判断に必要な関連情報を十

分収集し, その情報を分析・統合することにより

意思決定を行う方略が用いられると考えられてい

る（Kahneman, 2011）. この意思決定方略はシス

テマティック情報処理法（systematic information 

processing）と呼ばれ, 我々の認知リソースを消耗

するため, 全ての意思決定をこの処理法で行うこ

とは効率的ではないと考えられている. Chaiken

（1978）はわれわれの意思決定は簡便な heuristic

情報処理方略と網羅的なsystematic情報処理方略

が混在しているのが現状であるとし, われわれの

意思決定方略を説明するモデルとして「heuristic-

systematic model」を提唱している. 我々は, 認知

リソース不足で網羅的処理ができない時などには, 

簡便処理である heuristic 処理を用いると考えら

れていた（Chaiken, 1978）. 前掲の Simon が 1978

年に, 我々は限定合理性（人は合理的であろうと

するが, 認知能力は有限なので真に合理的な行動

はできない）に従い満足化 (Satisficing) を行うた

め, 特に経済活動において無限に合理性を追求し

ないことを示して心理学と経済学のつながりに道

筋をつけた功績で, ノーベル賞を受賞した. この

頃から合理的経済人モデルに根本的な疑念を抱く

研究者が増えてきた. 我々の意思決定に関する情

報処理過程には, 正確で確信度の高い決定を行お

うとする欲求と 小限の認知資源を用いて簡便に

意思決定したいという二つの背反する欲求が混在

しており, 意思決定のコンテキストによって上記

の二つの欲求のバランスが判断されると考えられ

ていた.  

1980 年代に入ると , Kahneman & Tversky  

(1979, 1981) が実際の意思決定場面において期待

効用理論の公理に反する現象が存在することを報

告し大反響を呼んだことが誘因となり, 現実の意

思決定には期待効用理論では説明できない事例の

研究が頻繁に行われ, 合理的に説明がつかない意

思決定が多く生起していることが明らかとなって

きた（Watanabe & Shibutani, 2010b）.  

21 世紀に入り, 前掲の Kahneman は, プロス

ペクト理論（利得状況と損失状況が我々の感情に

及ぼす影響力の相違に基づき, 同額であっても収

入と損失は我々の行動に異なるインパクトを与え

る）を用いて我々の意思決定に自分自身が気づか

ない心的構成効果（framing effect）が働くことに

より非合理的意思決定が起こるプロセスを説明し, 

2002 年にノーベル賞を受賞している. Kahneman

（2011）は, 我々の意思決定は無意識で自動的過

程であるシステム 1 と記憶や思考を必要とする能

動的過程であるシステム２に基づいており, 二つ

のシステムが異なるコンテキストで有効に使い分

けられているとしている. その結果として人類は

地球上の動物の頂点に立ち, 現代社会を構築して

きた. システム１は, 過去の成功や失敗に基づく

感情や長年の習慣で身についた行動などが無意

識・自動的に起こる心理プロセスである. 我々の

行動のほとんどはシステム１で制御されている

（Kahneman,  2011）. 怒りや笑いなどの感情は

熟考の結果ではなく, 自分の意思ではコントロー

ルできない自動的プロセスで起こるシステム１で

ある. それに対し, システム２は熟考に基づく意

思決定プロセスで, 自分にとって重要な意思決定

において意識的に使用されると考えられている. 

消費行動や経済活動に関する意思決定は 20 世紀

後半までは熟考プロセスであるシステム２のみで

行われると考えられてきたが, 現在では消費行動

を含むほとんどの意思決定過程にはシステム１が

深く介入していると考えられている (Kahneman, 

2011；Thaler & Sunstein, 2008）. システム 1 と

システム２は進化の過程で我々が得た能力である

ことから, 社会変化が非常に緩やかであった過去

の歴史の中で有効な手段であったが, 社会変容の
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速度が速い現代に対応しきれない可能性が指摘さ

れている（Harari, 2011）.  

 

1-3. 測定誤差における感情置換の概念 

１-3-1. 計量心理学理論 

測定誤差の概念は主に心理学分野（計量心理学）

で研究されてきた. 古典的テスト（Classical Test 

Theory）においては, 測定誤差は測定値の信頼性

と関係づけられている. 古典的テスト理論は, 教

育・心理学及び社会・行動科学などで用いられる

尺度特性に関する分析を行うために日本において

は も広く用いられている理論である. 古典的テ

スト理論によると, 得点は真の値と誤差で成立し

ているとされ（得点＝真の値 + 誤差）, 各項目は

独立した測定単位であると仮定されるため, 変数

の推計値は測定単位を総計することで得ることが

できる. 古典的テスト理論における測定誤差は標

準誤差で評価されるが, 標準誤差は測定値の標準

偏差と信頼性を用いて推計される（標準誤差＝標

準偏差×√（1－信頼性））. 標準誤差の推計式から

明らかなように, 古典的テスト理論における測定

誤差は全ての測定値に共通な値である. 例えば, 

IQ テストの得点は平均値が 100 点で標準偏差は

15 点であるが, 感覚的にも得点によって誤差が異

なるという予測はできる. 経験が豊かな教育者は, 

多くの得点が集中する得点域は正確に測定できる

が, 非常に頻度が低い 50 点や 200 点に近い極端

な得点域の誤差は大きいことを知っている. 大学

受験などの能力推計においても, 同様の事例は良

く知られているが, これは古典的テスト理論の弱

点として知られている. このような古典的テスト

理論の弱点を克服するために構築されたのが項目

反応理論である（澁谷・渡部, 2008; Shibutani, 

2007）. 項目反応理論は欧米において特に 1980 年

代以降, マイクロコンピュータ及び項目反応理論

関連アプリケーションソフトの発達に伴い, 広く

用いられるようになった. 項目反応理論の優れて

いる点は, 推計される変数の特性推計値はその変

数の尺度を構成する項目特性に影響を受けない事

及び尺度を構成する項目の特性（識別力パラメタ

や難易度パラメタ）がサンプル（被験者）の能力な

どの特性に左右されない事などで, 古典的テスト

理論の理論的弱点を克服している（Shibutani, 

2007）. 現在では計量心理学の分野では項目反応

理論の古典的テスト理論に対する理論的優位性は

確立している（Shibutani, 2007; Embretson & 

Reise, 2000）. しかし, 古典的テスト理論とは異

なり, 変数の特性値（Scale Score）や項目特性パ

ラメタの推計には複雑な計算を必要とする為, デ

ータ解析にはコンピュータプログラムやアプリが

必要である. また, 数学的に比較的高度な技術を

用いる為, 古典的テスト理論のように感覚的な理

解が困難な事から, 初学者には分析に慣れるまで

計量心理学者などの専門家の助力が必要である. 

古典的テスト理論では, 得られたデータと理論モ

デルとの整合性を評価する必要がないのに対して

（データがあれば分析できる）, 項目反応理論で

は使用される項目反応モデルと実際の項目を用い

て得られたデータの整合性が検証できなければ尺

度分析の妥当性が低下する点が弱点である. 項目

反応理論は, テスト理論として非常に優れている

事は多くの計量心理学者に認められているところ

であるが, 手元にある少ないデータで何らかの結

論を導かなければならない状況では, 古典的テス

ト理論が有効である. 社会調査の測定誤差を研究

するためには計量学的なフレームが必要である. 

古典的テスト理論及び項目反応理論はそのフレー

ムを提供する理論である.  

 

１-3-2. 回答者の感情置換 

認知的・論理的に判断が難しい設問に対して回

答を迫られた場合, 我々は設問を感情的判断に置

き換えて回答する傾向があることが知られている

（Kahneman, 2011）. 社会調査の回答で, 回答が

難しい設問, 設問内容についてよく知らない設問

などに遭遇すると, 気分の良し悪し, 心地よいや
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気持ち悪いなどの感情に基づいて評価する傾向が

あることが知られている. この様な回答傾向は, 

感情置換（Emotional Substitution）と呼ばれてい

る（Kahneman, 2011）. 例えば, 「イギリスが EU

から脱退することは私たちにとっていいことだ？」

という設問を問われた時, 答えるのが難しかった

り, 設問についてよく知らなかったりすると, 尋

ねられた設問に回答するのではなく, 「私はEU か

ら脱退することは気分的に問題がない？」という

感情に基づいた答えやすい設問に置き換えて回答

する傾向とされている.  

感情置換による回答は, 我々の意思決定は本来, 

論理的・合理的であるが, その論理的・合理的であ

るべき意思決定は, 項目に対する感情反応の影響

で, 回答すべき設問が感情に関する設問にすり替

えられる ことで起 こる現象 のことで ある

（Kahneman, 2011）．しかし, 医師であり神経心

理学者でもある Damasio（2006）は, 人間の意思

決定（判断）は動物の判断と同様に, 本来はシステ

ム 1 である感情や習慣によって生起されるもので

あったが, 人間は進化の過程で論理的・合理的能

力（認知能力；知力）を身に着けたことから, 感情

などに基づいた意思決定に「知力置換」が起こり, 

システム 2 である論理的・合理的プロセスに意思

決定が行われるようになったとしている.本来は

人間においても意思決定は感情のようなシステム

1 が支配する領域であり, 我々が感覚的に自然で

あると受け止めている論理的意思決定は, 実は知

力置換によっておこる例外的な事例であると考え

ることができる. この Damasio（2006）の考え方

に基づくと , Kahneman（2011）や Thaler & 

Sunstein（2008）によって報告されている「我々

が通常行っている多くの意思決定がシステム 1 に

よって生起されている」との研究結果の説明が可

能となる. 本論はこの視点に基づき, 感情置換が

起こるということは, 回答が困難な設問について

は「知力置換」が生起しないことから, 本来の意思

決定モードであるシステム 1 である感情に戻る回

帰現象であるととらえることとする. 

感情と意思決定の関連性は 20 世紀前半から指

摘されている. Tuttle (1940) は感情をコントロー

ルすることは, 良い意思決定を行うために必要で

あると報告している. 20 世紀前半では感情に頼っ

た意思決定は間違っているとする考え方は常識と

されていたようで, 20 世紀後半に至っても, 合理

的意思決定と感情に基づいた意思決定は相反する

との概念は一般的であった. 1990 年代以降の神経

科学の発達により, 感情は意思決定に悪影響を及

ぼすとする視点は完全に覆され, 感情は意思決定

を行うために必要不可欠であることが明らかとな

ってきた（Damasio, 2006）.  

社会調査のコンテキストで感情置換の生起を明

確に実証した論文は検索で発見できなかったが, 

その原因の一つは, 状況として, 回答者が回答で

きない, 或いは回答するための知識を持っていな

い状況でも, 回答しているといった事実は存在し

ても, その回答に感情置換が起こっていることを

証明することは困難であるからであろう. 本論の

目的は, 実証データを用いて感情置換の痕跡の発

見することである. 痕跡の発見には計量心理学的

な理論を用いる必要がある. しかし, 尺度レベル

で感情置換の痕跡を発見することは現時点での先

行研究の蓄積から, 困難であることが予測される. 

従って, 将来的なゴールとして計量理論を応用す

ることとするが, 本報告では単一項目に注目して

分析を実施する.  

 

２. 方法 

本論は, 内閣府が 2017 年に実施した特殊詐欺

に関する世論調査結果と当該研究者らが 2019 年

に実施した社会調査結果との比較分析研究である. 

先行研究で明らかとなっている感情置換のプロセ

スに合致した回答パターンが上記の 2 つの社会調

査において存在するかどうかについて, 論理的分

析に呼応した記述統計を用いて評価する.  
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本論の目的は, 上記の 2 調査において, 回答デ

ータに感情置換が生起した痕跡を発見することで

ある. 当該研究者は過去 10 年間以上, 特殊詐欺に

関する研究を実施してきた経緯から特殊詐欺に関

する内閣府研究を比較の対象とした．（Watanabe 

& Shibutani, 2010a；澁谷・渡部, 2011；渡部・澁

谷,  2014；渡部・澁谷, 2015a; 渡部・澁谷, 2015b）. 

内閣府調査は, 標本数 3,000 名（有効回答数 1, 

878 名（62. 6％））調査不能理由は, 転居（99）, 長

期不在（66）, 一時不在（443）, 住所不明（23）, 

拒否（413）, その他・病気など（76）であった. 調

査は中央調査社が内閣府の委託を受け実施した. 

母集団は日本に居住する 18 歳以上の日本国籍を

有する者で, 層化 2 段無作為抽出（標本都市の抽

出後, 住民基本台帳から割り当て人数を抽出）を

基いて無作為抽出を実施した. 回答者の属性は表

1 に示した.  

内閣府調査の内容は, ①特殊詐欺の認知度, ② 

特殊詐欺に関する意識, ③特殊詐欺の被害防止に

関する意識, ④被害防止対策に関する要望等であ

った. 当該研究者が実施した社会調査の内容は, 

内閣府調査の全項目に加えて感情置換に関する 5

項目, 自己効力（16 項目）, 生活の質及び幸福感

（25 項目）で構成されていた.  

当該研究調査は北東北（A 市）のシルバー人材

センターの登録会員 600 名（有効回答数 586 名

（97. 67％））に謝礼を支払い当該研究社会調査に

協力依頼し, 2019 年 2 月に実施した. 当該研究調

査で用いられた調査票には, 内閣府調査の設問全

てに加えて, 感情置換及び自己効力（Bandura, 

1982）などに関する項目が含まれていた. 回答者

の属性は表 2 に示した. 内閣府調査と当該研究調

査の調査方法の大きな相違はつぎの 2点であった. 

第一に, 内閣府調査はインタビュー調査で当該研

究調査は郵送法調査であった．第二に, 内閣府調

査の設問形式は設問の後に複数の選択肢があり回

答者は並列に示された選択肢の中から自分の考え

に合致する選択肢を複数選択する形式であった. 

当該研究調査の設問形式は内閣府調査の全ての選

択肢を設問として「そう思う」・「そう思わない」の

ように回答させる形式であった. この回答形式の

相違は, すべての選択肢に注目させる視点で, 当

該研究調査において感情置換の痕跡発見に貢献す

るとの仮説に基づいて実施された.  

感情置換の痕跡に関する分析は, 両調査におい

て回答結果に論理的・合理的な説明が困難な回答

結果を検索し, コンテキスト分析を行い感情置換

の可能性を評価した. コンテキスト分析を実施す

るためには, ①複数項目のクロス集計が必要であ

ること, ②回答者がすべての選択肢に同等の注意

を払って回答していることが前提となる. 上記①

と②を実現するために当該研究調査では, 内閣府

調査の再現調査を異なる回答形式で実施した.  

 

３. 結果・考察 

3－1. 回答が難しい項目への回答プロセス 

特殊詐欺対策の中で も頻繁に言及される指摘

の一つに『「詐欺にかからない自信がある」はあて

表-2. 当該研究調査の回答者  
年齢 男性（％） 女性（％） 

60 – 64 16 (2. 73%) 13(2. 22%)  
65 – 69 99(16. 89%) 45(7. 68%) 
70 – 79 248(42. 32%) 112(19. 11%) 

80 以上   42(7. 17%)  11(1. 88%)  

Total 405(69. 11%) 181(30.89%) 

表―1. 内閣府調査の回答者 

年齢 男性（％） 女性（％） 

18 – 20 16 (0. 85%) 13(0. 69%)  
20 – 29 62(3. 30%)  72(3. 83%)  
30 – 39 99(5. 27%)  127(6. 76%)  
40 – 49 141(7. 51%)  159(8. 47%)  
50 -59 132(7. 03%) 169(9. 00%) 
60 – 69 181(9. 64%) 222(11. 82%) 
70 以上 228(12. 14%)  257(13. 69%) 

Total 859(45. 74%) 1, 019(54. 26%)
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にならない』がある. 理由は簡単で, 警察庁が実施

した特殊詐欺被害者などを対象に実施した調査及

び当該研究者が実施した調査等でも「自信」は信

用すべきではないという結果が出ている（警察庁, 

2018；警察庁, 2019; 渡部・澁谷, 2019）. 警察庁

調査では, 詐欺被害者 354 名の 78. 2％が自分は詐

欺に遭わないと思っていたと回答しているに対し

て, 詐欺事例を体験したが, 自己看破して詐欺に

かからなかった 428 名では 56. 8％しか「自分は被

害にあわないと思っていた」と回答していないこ

と等から, 「自信」は信用できない, あるいは信用

すべきでないと考えられている（警察庁, 2019）.  

我々が社会調査の設問に回答するときにはどの

ような回答プロセスを経て回答するのであろうか. 

規範的意思決定のプロセスは, 特に回答が難しい

状況での回答プロセスを考えるうえでは, 初の

現実的選択肢は容易に思い浮かばないこと, 更に

その状況下で選択肢の生起確率を評価し選択肢毎

の効用との統合を行うことは不可能に近い. 規範

的な意思決定を用いることが困難な場合には, 意

識的処理法としては Simon（1978）の限定合理性

に従い満足化 (Satisficing) を行うと考えるのが

合理的である. 我々には, 認知リソース不足で網

羅的処理ができない時の選択肢として, 意識的に

簡便処理を用いて満足化を行うことを目的として

heuristic 処理を用いる選択肢がある . しかし , 

Kahneman（2011）によると, 我々の行動のほと

んどはシステム１で制御されており, 怒りや笑い

などの感情のように自分の意思ではコントロール

できない自動的プロセスで起こることが明らかに

なっていることから, システム１が回答に関する

意思決定を左右する可能性は大きい. 上記の 2 つ

の意思決定プロセスを社会調査票の回答に限定し

てまとめてみると下記の 2 項となる.  

（１）困難な設問に回答する場合 , 簡便な

heuristic 処理法を用いて満足化の原理

に従い網羅的な情報処理を行わない（意

識的意思決定）.  

（２）困難な設問に回答する場合, 無意識で自

動的なプロセスであるシステム 1 に依存し

た処理法で時間をかけず与えられた設問に

次々に回答する（無意識的意思決定）.  

上記の 2 項の意思決定プロセスは, 現実の生活

の中で我々が用いているプロセスであると考えら

れる．このほかにもプロセスは存在するであろう

が, 回答が困難な設問に回答する場合には, この

2 項が主な選択肢である（Shibutani & Watanabe, 

2009）. 労力を費やしてまで意識的な処理を行う

場合を考えてみると, 病院における問診票などは

回答が難しい場合でも, 回答の仕方で医師の判断

を影響するため, 可能な範囲で認知的労力を費や

す. しかし, 自己関与性が低い設問に労力を必要

とする意識的なプロセスを多用するであろうか. 

以上の先行研究に基づくデータ分析の指針を明ら

かにした上でデータ分析を進める.  

 

3－2. 感情置換の痕跡 

本稿の分析では「詐欺被害にあわない自信」に

フォーカスして分析を進める. 内閣府調査では

1878 名中, 1516 名（80. 7％）が「自分は被害にあ

わないと思う」と回答している. 当該研究調査で

は 586 名中, 483 名（82. 42％）が同様に回答して

おり, ほとんど同等の割合であると考えられる. 

この設問に「被害にあわないと思う」と回答した

回答者を対象にその理由を条件設問で尋ねたとこ

ろ, 内閣府調査では, 44 名（2. 9％）が「特に理由

はない」と回答しているが, 当該研究調査では 336

名（74. 01％）が特に理由はないと回答している. 

非常に大きな回答の乖離であるが, この乖離の

大の理由は設問構造である. 内閣府調査では「特

に理由はない」を選択肢として並列に記載し複数

回答可としたが, 当該研究調査では「特に理由は

ない」を独立した設問として設定し, 全員が回答

している. 選択肢の一つとして, 眺めるのと設問

として回答を求められるのではこれほど大きな差

が生じることは, 調査票構築の視点からも着目す
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べき点である. この設問では「特に理由はない」の

他に「騙されない自信がある」「詐欺の手口を熟知

している」「相談者がいる」「すでに対策をしてい

る」「自分には関係がない」「わからない」などの選

択肢があり, 「騙されない自信がある」(46. 3%)「詐

欺の手口を熟知している」(40. 1%)「相談者がいる」

(31. 7%)と高かった. これら 3 選択肢に次いで高

かったのは, 「すでに対策をしている」（7. 5%）「自

分には関係がない」（7. 9%）であった. 興味深い点

は, この項目の選択肢は, 「わからない」「その他」

を含み 9 肢と比較的少ない選択肢数であったにも

かかわらず 2. 9％の回答者しか「特に理由はない」

と答えていないことである.  

当該研究調査では, 回答者の 75％近くが理由も

ないのに「自分は被害にあわないと思う」と回答

したプロセスは, 前項の意識的か無意識的な意思

決定の 2 つのプロセスのどちらが働いたのであろ

う. 回答者は多くの設問に回答しているため疲労

していると考えられること, 更には自己関与性や

緊急性に乏しい調査票への回答に多くの認知リソ

ースを費やしていると考えることは合理的ではな

い. 当該研究調査では, 設問に答えることが難し

い場合にはどのように回答するかについて 5 問で

尋ねている. その中で注目すべき点は, 586 名の回

答者の中で 483 名（86. 25％）が「自分の気持ち

に基づいて回答する」の設問に「やや当てはまる」

或いは「当てはまる」と回答していることである. 

特に理由はないのに詐欺被害にあわないと回答し

ている 315 名の回答者の中で, 回答が困難な設問

には自分の気持ちに基づいて回答すると答えてい

る回答者は 271 名（86. 03％）であった（表３）. 

すなわち, 特に理由がなく「自分は詐欺被害にあ

わない」と回答している 9 割近くの回答者は, 「自

分の気持ちに基づいて回答している」ことが明ら

かとなった. 詐欺被害にあわない自信がある回答

者の自信がある理由と回答が難しい設問への回答

方法のクロス集計は表 3 に示した. この現象の説

明として, 前項の意思決定プロセスの（２）に示さ

れる「困難な設問に回答する場合, 無意識で自動

的なプロセスであるシステム 1 に依存した処理法

で時間をかけず与えられた設問回答する」が考え

られる. 特に理由がなく「自分は詐欺被害にあわ

ない」と回答している 9 割近くの回答者は, 「自

分の気持ちに基づいて回答している」という分析

結果は, システム１に依存した処理法の一つであ

る感情置換が生起している痕跡であると考えられ

る. 本研究結果から, 回答者にとって回答が困難

な設問を尋ねることは, 設問で尋ねたことに対す

る回答ではなく, 感情に基づく回答が可能な設問

に置換された回答となっている可能性が有力であ

ると指摘できる.  

本稿で示された分析は, 計量心理学的理論に基

づいて評価されていないことから理論的評価に限

定があるが, 感情置換生起の痕跡報告として意義

がある. 感情置換に関する実証研究は多く行われ

ていないが, 今後は, このような事例を積み重ね

ることが必要であるとともに, 項目反応理論など

を用いた計量的評価を行うことが重要であると考

えられる. 
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要 旨 

 社会調査における測定誤差の概念は, 近は注目され始めているものの, 社会調査の結果報告におい

ては十分に取り扱われていない.その測定誤差の中では, 回答が困難な項目に対する感情に関わる反応

によって起こると考えられている感情置換に関する測定誤差が含まれるが, ほとんど研究が行われてい

ない現状である.本論では, 内閣府による特殊詐欺の意識調査と本研究で実施した内閣府調査の再調査

のデータ分析を基に感情置換の痕跡を論理的・実証的に示すことを目的とした.両調査において 80％以上

の回答者は「自分は被害にあわないと思う」と回答しているが, 本研究調査結果（586 名）では, その約

74％（336 名）「特に理由はない」と回答している.また, 回答が困難な設問には回答者の 82.4%（483 名）

が「自分の気持ちに基づいて回答する」と答えている.更に, 特に理由が無いにも関わらず「自分は詐欺

被害にあわない」と回答した回答者の内, 回答が困難な設問には「自分の気持ちに基づいて回答してい
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る」と回答した者は 271 名（315 名中；86.0％）であった.この分析結果は, 特に理由が無く「自分の気

持ちと不協和のない選択肢」が回答として選ばれていることから, 感情置換が生起している痕跡である

と考えられる.今後, このようなケース研究を積み重ね, 項目反応理論のような計量理論に基づいた評

価研究を進めることが必要である. 

 

キーワード：社会調査, 特殊詐欺, 測定誤差, 感情置換, システム１, システム２ 

 


