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１．目的 

 

 この報告書の目的は，「住民投票における選択肢の提示方法が，有権者の選

択にどのような影響を及ぼすのか」という問いに対して，沖縄県在住大学生を

対象とした調査データを用いて答えることである。 

 社会調査における回答者の選択は，回答者自身の属性や意識だけでなく，質

問文や選択肢の提示方法の影響も受ける。これは住民投票においても同様だと

考えられる。ただし，特定の地点と時点でおこなわれる住民投票は１つしか存

在しないため，質問文や選択肢の影響を観察することはできない。たとえば，

1996 年の沖縄県民投票は「日米地位協定の見直しおよび本県に存する米軍基地

の整理縮小」に対して，「賛成」「反対」の二択で答えるものであった。質問

文や選択肢が異なるものだった場合の結果を観察することはできない。 

 この報告書では，2019 年沖縄県民投票条例の制定および改正過程において，

複数の選択肢案が検討されたことに注目する。それらを用いた調査（サーベイ

実験）により，選択肢の提示方法が有権者の選択に及ぼす因果効果を推定する。 

 

２．方法 

 

 調査の対象は，沖縄県在住の大学生である。琉球大学人文社会学部国際法政

学科政治・国際関係学プログラムの教員が，琉球大学と沖縄国際大学で担当す

る授業の受講生に対し，この調査（県民模擬投票）の目的等を示し，参加協力

の呼びかけをおこなった。呼びかけをおこなった授業の担当教員は，阿部小涼，

久保慶明，波平恒男，二宮元，萩原淳，星野英一，山本章子である（50 音順，

敬称略）。 

 調査は，2019 年 1 月 24 日から 2 月 1 日までの間におこなった。この期間は，

2019 年沖縄県民投票の選択肢をめぐる議論が，県内でなされていた時期と重な

っている。その期間中である 1 月 29 日の沖縄県議会において，2019 年沖縄県民

投票の選択肢を「賛成」「反対」の二択から「どちらでもない」を加えた三択

とする改正条例案が，賛成多数で可決された。 
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 調査協力の同意取得と調査回答には，Google フォームで作成した回答フォー

ムを用いた。その構成は，１ページ：同意取得，２ページ：回答グループのラ

ンダムなふりわけ，３ページ：模擬投票である。２ページで回答グループをラ

ンダムに３つにふりわけ，３ページでそれぞれ別の選択肢で回答してもらった。

調査協力の同意者数は 512 名（共通教育科目 349 名，専門教育科目 163 名）で

ある。 

 選択の対象となる争点は，「辺野古米軍基地建設のための埋立てについて」

である。これは，回答フォームの確定時点（2019 年 1 月 23 日）に，沖縄県の県

民投票公式ウェブサイト https://kenmin.okinawa/ に掲載されていた「投票用紙イ

メージ」の文言である1。 

 提示した選択肢と被験者数は，表１の通りである。選択肢が「賛成」「反対」

のグループを「二択群」，「賛成」「反対」「どちらでもない」のグループを

「三択群」，「容認」「反対」のグループを「容認反対群」と呼ぶ。各群を比

較する際には，「賛成」と「容認」を「埋立肯定」，「反対」を「埋立否定」

と呼ぶ。各選択肢はランダムに表示した。計画サンプル数は合計 525 人（各群

175 人），実際の被験者数は二択群 199 人，三択群 157 人，容認反対群 156 人で

あった2。 

 

表１ 調査に用いた選択肢と被験者数 

選択肢（順序はランダムに表示） 
被験者数

埋立肯定 埋立否定 どちらでもない 

二択群（統制群） 賛成 反対  199 

三択群 賛成 反対 どちらでもない 157 

容認反対群 容認 反対  156 

出所）筆者作成     

 

 ふりわけは，ランダムに表示された選択肢（色）の「上から１番目」を選ぶ

形式でおこなった。質問文をきちんと読まず，「上から１番目」を選ばなかっ

                                                 
1 報告書執筆時点（2019 年 2 月 9 日）では「普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古

に計画している米軍基地建設のための埋立てについて」に変わっている。 
2 計画サンプル数は，効果量 h=.3，有意水準.05，検定力.8 の条件下で算出した。実際の被験者

数をもとに効果量を算出すると，二択群と三択群の間では h=.3，二択群と容認反対群の間でも

h=.3 となった。計算には R の pwr パッケージを用いた。 
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た回答者もいたと考えられるが，そうした回答者を識別する質問を設けなかっ

たため，その影響を除去することはできない。仮に被験者の２割3が質問文をき

ちんと読まず，「上から 1 番目」を選ばなかったとすると，有効な被験者数は

二択群 159 人，三択群 125 名，容認反対群 124 人となる（小数点以下切捨て）。 

 この調査は，対象者を無作為にわけておこなう比較試験（Randomized 

Controlled Trial）の手法を用いている。このような研究では，各群（グループ）

の特性を比べることにより，無作為にふりわけられたグループの等価性をチェ

ックすることが望ましい。具体的には，調査時に回答者の属性や意識に関する

情報を収集する方法が考えられる。 

 しかし，この調査では以下２つの理由から，県民投票で問われる内容以外の

情報は収集しなかった。第１に倫理的な理由として，被験者の所属大学や履修

授業担当教員が特定される調査設計のもと，2019 年沖縄県民投票を約１ヶ月後

に控える時点において，個人が特定される属性や意識に関する情報を収集する

ことは避けるべきだと判断した。第２に技術的な理由として，「県民模擬投票」

としながらも他の問を設けると， 終ページにフェイスシートを置いても，回

答をとりやめたり，ページを戻って回答を修正したりするケースが増加する可

能性がある。それを避けるべきだと判断した。理論的には，ランダムにふりわ

けた回答者を十分に確保できれば，均質なグループになると想定できる。 

 

３．回答フォーム 

 

１ページ目（必須回答） 

２月２４日に「普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画してい

る米軍基地建設のための埋立て」に関する沖縄県民投票が実施されます。琉球

大学政治過程研究会（代表：久保慶明）では，投票の意義と課題を考えるため

模擬投票を実施します。回答内容は匿名で保存され，プライバシーは保護され

ます。大学や授業の成績評価とは無関係です。回答内容は統計的に処理して授

業教材として用いるほか，報告書や論文等にまとめて公表することがあります。

集計結果が報道される可能性もあります。 

                                                 
3 「教示を精読しない」比率を調査協力依頼対象間で比較した研究として，三浦麻子・小林哲郎

「オンライン調査における努力の 小限化（Satisfice）傾向の比較：IMC 違反率を指標として」

（メディア・情報・コミュニケーション研究，第 1 巻，2016 年，27-42 頁）がある。その中では，

大学生（関西学院大学）での比率が約 2 割（20.3%）であったことが報告されている（表 3）。 
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上記内容を理解して模擬投票に参加することに同意しますか。 

すでに回答したことがある場合はタブを閉じてください。  

 同意する 

 同意しない 

 

２ページ目（必須回答） 

回答グループふりわけ 

「上から１番目」に表示された色を選び次へ進んでください。 

（色の順序はランダムに表示されます） 

 青 

 緑 

 黄 

 

３ページ目（任意回答：白票可） 

辺野古米軍基地建設のための埋立てについて 

 

青：二択群（統制群） 

賛成の人は「賛成」に◯を，反対の人は「反対」に◯を，つけてください。 

 賛成 

 反対 

 

緑：三択群 

賛成の人は「賛成」に◯を，反対の人は「反対」に◯を，どちらでもない人は

「どちらでもない」に◯を，つけてください。 

 賛成 

 反対 

 どちらでもない 

 

黄：容認反対群 

容認の人は「容認」に◯を，反対の人は「反対」に◯を，つけてください。 

 容認 
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 反対 

 

４．結果 

 

４．１ 射程 

 調査結果をまとめる前に，この調査の射程を明らかにしておきたい。 

 調査対象は，沖縄県に在住する大学生のうち，政治学や国際関係論に関する

科目（以下，政治学系科目）を履修し，調査への協力を申し出た学生である。

年齢的には，若年層がほとんどである。若年層は他の年齢層にくらべて，政治

関心が弱く，知識量が少なく，組織化されていないため，政策争点に対する態

度が弱いと考えられる。こうした層を対象とすることにより，選択肢の提示方

法の影響が観察しやすくなるだろう。 

 もっとも，若年層のなかで政治学系科目の受講生は，政治関心が強く，知識

量が多く，政策争点に対する態度が強い可能性がある4。こうした層で選択肢の

効果があるならば，他の層でも選択肢の効果があらわれると推論できるだろう。 

 なお，この調査は約１週間かけておこなったため，調査のねらいに関する情

報が対象学生間で流通し，調査結果に影響した可能性がある。実際，筆者が twitter

のツイートで検索したところ，この調査の目的と実施に関するツイートが，実

施期間中になされていたことを確認できた5。こうした情報の流通は，選択肢の

提示方法の効果を弱める効果を持つだろう。それにもかかわらず効果が観察で

きる場合には，情報流通がない場合にも同様の効果をもつと推論できるだろう。 

 

４．２ 結果 

 表２の上段は各群でそれぞれの選択肢を選んだ割合（％），下段は 95％信頼

区間（下限-上限）である。二択群では，賛成 34.7%，反対 63.8％，白票 1.5%で

あった。三択群では，賛成 36.9%，反対 40.1%，どちらでもない 22.3%，白票 0.6%

であった。容認反対群では，容認 44.9%，反対 54.5%，白票 0.6%であった。 

 統制群である二択群を基準にして比べてみよう。三択群では，埋立肯定の割

合に変化はないが，どちらでもないが増加するぶん，埋立否定が 23.7 ポイント

低下している。容認反対群では，埋立肯定が 10.2 ポイント増加し，逆に埋立否

                                                 
4 留学生や，県外出身で住民票を異動していない学生など，沖縄県民投票の有権者でない受講生

も含まれると考えられる。 
5 研究倫理上の観点から，ツイート内容やアカウント名は直接引用しない。 
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定が 9.3 ポイント低下している。 後に白票をみると，三択群でも容認反対群で

も，二択群との間に差は生じていない。 

 

表２ 回答群間の比較（単位：％） 

埋立肯定 埋立否定 どちらでもない 白票 

二択群（統制群） 34.7 

28.2-41.8 

63.8 

56.7-70.4 

--- 1.5 

.0-4.7 

三択群 36.9 

29.5-45.0 

40.1 

32.5-48.3 

22.3 

16.2-29.8 

0.6 

.0-4.0 

容認反対群 44.9 

37.0-53.0 

54.5 

46.3-62.4 

--- 0.6 

.0-4.1 

注）下段は 95%信頼区間の下限-上限 

出所）筆者作成 

 

５．まとめ 

 

 この調査では，選択肢の提示方法が有権者の選択に及ぼす影響を明らかにす

るため，2019 年沖縄県民投票条例の制定および改正過程で提案された複数の選

択肢に注目し，沖縄県在住大学生を対象としたサーベイ実験をおこなった。得

られた知見は次の３点である。 

 

（１）「賛成」「反対」「どちらでもない」の三択である場合，「賛成」「反

対」の二択である場合に比べて，賛成はほとんど変動せす，反対のみが

減少する傾向にある。 

（２）「容認」「反対」の二択である場合，「賛成」「反対」の二択である場

合に比べて，埋立て肯定が増加，あるいは反対が減少する傾向にある。 

（３）「賛成」「反対」の二択である場合に比べて，「どちらでもない」を加

えた三択の場合も，賛成に替えて「容認」という表現を用いた場合も，

白票の割合は変化しない。 

 

 こうした知見の妥当性は，この調査が対象とした大学生だけでなく，より広

い層を対象とした調査を通じて，実証的に明らかにすべき課題である。しかし，
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組織化されていない若年層のなかで，相対的に政治関心が強く，知識も多いと

考えられる層において，選択肢の提示方法が選択に及ぼす効果が観察されたこ

とは，同様の特徴をもつ他の年齢層においても効果が生じ得ることを示唆して

いる。 

 以上の知見は，実際の住民投票に対して３つの含意をもつ。第１に，選択肢

の数や表現に応じて，有権者の選択は変わり得る。第２に，賛成と反対という

二択であっても，有権者は白票を投じることなく，賛成か反対のいずれかに投

票する。第３に，住民投票の選択肢を決める根拠の 1 つとして，その提示方法

が有権者の選択に及ぼす影響を調査し，その結果を用いることが可能である。 

 

付記 

この調査は「琉球大学における人を対象とする研究に関する倫理規則」を遵守

しながら，筆者の責任において実施した。 
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