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出口調査のシステム  

―調査プロセスの可視化― 

神谷 弘行 

（福井コンピュータ株式会社ＩＴソリューション事業部） 

 
１．はじめに 

出口調査は選挙のたびに実施地点、調査員

が変わる。調査地点は多数で遠隔となる。 しかも

調査する側もされる側も、今日が初めてというケ

ースが殆どだ。出口調査はこのような条件下で混

乱することなく高い信頼性をもって成果を出さな

ければならない。 

弊社は 2001年に出口調査システムを製品とし

てリリースして以来 10年余この業務に携わってき

た。IT を活用して出口調査の業務改革を提案、

運用してきたが、出口調査を組織的に且つ統制

された状態で行うには準備から実施までの様々

な条件を整える必要がある。とりわけ、調査員が

現場で利用する携帯アプリ、管理者が使用する

管理・集計ソフトの導入は実査現場の業務の定

型化、標準化を実現し、システム化によって非統

計的な誤差の発生原因の極小化に寄与すると考

えた。 

当初は、製品（出口調査システム）の提供から

始まったが、成果物（調査結果）の品質向上と製

品の機能強化のため、徐々に計画、地点抽出、

設問、調査員の確保、教育、実査管理といった

一連の業務に取り組むようになり今日に至ってい

る。  

本稿は出口調査を実施している現場でどのよ

うなことが行われているか、ＩＴの活用も含め、そ

の取り組みを紹介していく。 

 

２．出口調査の計画 

対象となる選挙、選挙区でどのような規模で調

査するかを決める。選挙の構図、調査の目的、予

算等の制約、準備期間によって異なる。したがっ

て、ずばりこの規模でと解を出すのは難しい。そ

こで、サンプル数による誤差をいくつかのパター

ンで作成し、情勢を加味しながら妥協点を見出

すことが多い。小選挙区、全県 1 区、首長選など

選挙によって異なるが、サンプル数は 800 人（20

地点）、1040 人（26 地点）、1600 人（40 地点）、

2000人（50地点）で実施するケースが殆どである。

この時点で層化による層別の地点数割り当てま

で行うこともある。また、近年は期日前投票の調

査を行うことが多くなった。複数の自治体で期日

前投票を実施する選挙では、主要な都市あるい

は層別抽出によって対象となる投票所を決める。

選挙の構図によって特定政党の動きを把握する

場合や、接戦が予想される場合に複数日を設定

する。弊社が調査設計を行う場合、基本計画は

準備や実査の指針となるので目的や予算、実施

方法も含めて資料として作成している。基本計画

は概ね 1カ月前までには策定されるが、選挙によ

っては 2週間前というケースもある。 

 

３．調査地点の抽出 

基本計画で決定した調査地点数をもとに、対

象とする投票所を抽出する。方法はいくつかある

が、弊社で実施した調査の中で、参考までひとつ

例示したい。まず、地域特性などで層化し、層ご

との調査地点数を算出する。直近の国政選挙、

前回選の投票率を入手しておく。次に、いくつの

地点数が必要かを層別の有権者数と直近の選



挙の投票者数の構成比によって算出する。直近

の選挙の投票者数で調整し層別の地点数が決ま

る。 

次に層別の市区町村（JIS コード順）の投票所

を番号順に並べる。直近の選挙の投票者数を足

し上げ乱数で起算点を決める。当該層の投票者

数合計÷層別の地点数=で抽出間隔（ｎ）を算出

する。まず、起算点の投票者が存在する投票所

が第 1 地点となり 2 地点目は起算点＋ｎ番目、3

地点目が起算点＋2ｎ番目の投票者がいる投票

所といった具合に系統抽出によって決められて

いく。地域特性などの偏りがないか確認し、必要

な場合は移動、調整する。 

さらに層別の投票所数を調査地点数で除して

投票所の間隔を算出する。乱数によって決めた

起算点から算出した間隔で投票所を割り当て、

調整、検証の材料にする。選挙によって抽出方

法が異なる場合がある。調査地点数が少ない場

合や、層化が難しい場合は系統抽出のみで対応

することもある。 

このように、調査地点の抽出は、世論調査をは

じめとする他の社会調査と同様、一定の手続きを

経て行われる。  

 最終的に決まった投票所を地図上にすべてプ

ロットし、地勢上の偏りの有無、地点間の距離を

確認する。この作業の自動化を進めることで対応

する選挙、選挙区が多数になった場合にも効率

的に対応できるようにしている。 

 作業は続く。調査地点数をできるだけ多くする

ため、調査員 1 名が 2 か所を担当するようにして

いる。このため、調査員ごとに投票所の組み合わ

せを決める必要がある。先のプロットデータから

移動に無理がないよう組み合わせていく。遠隔地

の場合は単独となる。調査員の募集を依頼する

人材派遣会社等の事務能力が著しく低い場合や、

当社が直接募集する場合には、利用する交通機

関や経路などの移動計画を作成する。 

最後に、実査管理や調査員配布用として、組

合わせ図、広域図、中域図、拡大図を弊社シス

テムに自動作製させる。これに調査時間帯のパタ

ーンを均等に割り付け、配置計画が完了する。 

  

４．調査員説明会 

 出口調査業務を円滑に進めるのと、調査員によ

るバイアスを極小化するため、事前に説明会を実

施している。出口調査の目的、注意点、ルールを

理解してもらい徹底する。なぜ調査を行うか、な

ぜルールがあるかを調査員に理解してもらうこと

はモチベーションを正しくもってもらうために極め

て重要だ。守るべき事柄、あいさつや依頼の仕方、

お礼、服装にいたるまで説明を行う。実際の調査

票を使って入力の練習を実施し、調査票の扱い

で陥りやすい間違いを例示することで当日の間

違いをなくすようにしている。 

調査票の取り扱いや入力の練習で調査員の

資質を推し測ることができる。なかにはこのような

業務に向いていない調査員もいる。能力はあっ

ても説明をまったく聞いていないという人もいて注

意が必要だ。筆者の経験値だが調査員の人数に

対し 5%程度の確率で向いていないと思われる人

に遭遇する。現場に行ってしまってからでは対応

が難しい。説明会のうちに可能な限りスクリーニン

グし、場合によっては交代させる。 説明会ではこ

のような判断もしなくてはならない。  

調査員説明会は出口調査の成否にかかわる。

実施要領や付帯資料も含め、説明会の実施に手

を抜いてしまうとリスクが高まり危険ですらある。 

このように重要な調査員説明会であるが、弊社

の場合、1 時間半から 2 時間で終了するようプロ

グラムされている。 また、説明会の講師を務める

側の業務の標準化も必要だ。マニュアル、ビデオ

を作成し、誰が実施しても一定の水準で実施でき

るよう工夫している。 

 



５．実査と実査の管理 

 当社の場合、対象有権者の抽出方法は男女交

互法が殆どだ。投票所の出口を見て最初に目に

入った男性有権者に依頼、回収したら再び投票

所の出口を見て最初に目に入った女性の有権者

に依頼するという方法である。調査員はペンと調

査票を挟んだバインダを対象となる有権者に渡し、

対象となる有権者が○をつける方法で記入する。

実査方法は出口調査の根幹をなす部分でもある

ので、先述の調査員説明会で時間をかけて説明

し、対象者の抽出方法が均一になるようにする。

拒否者のカウント方法も説明するが、断られたと

いう認識に個人差もあり、今後の課題だ。調査時

間帯は調査員によって異なり、予め決められた時

間割に従い、進捗チェックシートに沿って調査を

行う。データは 1 時間ごとに調査員が入力、送信

する。重要なことは、調査手法を堅持し、調査設

計者の計画どおり進めることだ。 しかし、出口調

査の現場では様々なことが起こる。遅刻、迷子、

事故、ルールを間違う、投票者が少ない、他社調

査との遭遇、断られる、天候が厳しかったり、体調

を崩したりもする。旧来の業務プロセスでは、調

査員が投票所に行ってしまうと進捗や問題を把

握しタイムリーに対応するのが難しかったが、この

分野こそ業務の可視化が求められ、ＩＴの恩恵を

享受すべきだと考えている。実際にすべての調

査地点の携帯端末の進捗情報をモニターし、現

場で起こっている問題についても関係者が常に

情報共有できるようにしている。  

調査管理者は早朝、現着確認モニターのチェ

ックからその日の業務が始まる。業務終了まで気

が抜けない。モニター画面をチェックしながら、手

際良く現場で起こる問題を解決して調査員を支

える姿は、傍からみていると職人芸のように思え

るかもしれない。 

可視化によって可能になったこのコントロール

業務が調査を安定させるポイントとなっている。調

査員や調査地点の環境によるバイアス回避に貢

献していることは間違いないと思う。 

 

６．集計・分析 

 集計はリアルタイムでモニターする。クロス集計

は自由設定で常時閲覧を可能にしている。調査

中や調査終了後に追加することもある。 選挙調

査担当者も PC でモニターしているが、調査中の

集計結果に特異な点がある場合は必ず伝え、場

合によっては注意喚起する。分析の支援のため

調査結果のポイントはおさえておく必要がある。 

当落予測についても自動化して対応している。ま

た、過去の調査結果は弊社システム上で常時閲

覧できるようにしている。 

 

７．調査員についての補論  

 出口調査は調査員によって行われる人対人の

対面調査だ。その業務の多くを調査員に依存し

図表１ 調査員が携帯アプリで入力 

図表 2システム上で全地点の進捗をモニタ 



ている。投票所での業務をできるだけ均質化した

いので、先に触れた調査員説明会ではあの手こ

の手で理解を求める。採用時に一定のレンジに

収まるとよいのだが、いまのところ決め手はない。

一例として愛知県知事選の際に調査員の性別、

年代を調べ、性別や年代によって何か違いがな

いか調べてみた。毎回、調査の安定度の目安と

して、調査に協力してもらえなかった方々をカウ

ントしている。調査員の性別、年代によって違い 

があるかどうかで、注意すべき点があるか否を探

るのが目的だ。結果は、図表 3 のとおり。愛知県

知事選一回の調査のデータのみなので注意が

必要だが、全体では 29歳以下と 30歳～39歳で

女性に拒否される割合が他の年代よりやや高か

った。調査員の男女別でみると、男性調査員の

場合 30歳～39歳、40歳～49歳の調査員で女性

に断られる割合がやや高く、女性調査員の場合

は 18 歳～29 歳の調査員で女性に断られる割合

がやや高い（男性に断られる割合が低い）。今後、

データを蓄積して調査員の属性による傾向の有

無を確認していきたい。 

 

８．まとめ 

 ひと口に出口調査といっても様々な要素でなり

たっていて、品質の向上には準備、実査、集計な

どすべての要素を一定水準でクリアしていかなけ

ればならない。その手法として、専用ソフトウェア、

携帯端末の利用は有効であり、定型化、システム

化によって安定した調査が可能になってきた。今

後も時代にあった手法が適用されていくだろう。 

早稲田大学大学院が実施したＣＡＳＩ（被調査者

がパソコンのタッチパネルを使って自分で回答を

入力）はその一例だが、弊社でも有権者に端末

を手渡して入力してもらう実験を行っている。スマ

ートフォンやタブレット端末の認知度も高まりペー

パーレス調査の条件も整いつつある。実用化に

向け研究、開発を継続していきたい。いずれにし

ても、出口調査にご協力いただいた有権者の

方々の声を、責任をもって集計する使命に変わり

はなく、紹介した取り組みが信頼される出口調査

普及の一助になればと思う。 

 

参考文献 

峰久和哲（2002）.出口調査, 社会調査ハンドブッ

ク，朝倉書店，675-680 

大水道広 (2003).出口調査の手引書,北海道新

聞情報研究所 

僧都儀尚（2008）.出口調査を揺るがす期日前投

票,日本世論調査協会報 2008 (101), 10-16 

仁平俊夫（1996）.選挙と出口調査,NHK の手法と

課題,行動計量学,23-1,20-27  

倉内敦史（2005）.衆院選出口調査の検証， 

NIKKEI RESEARCH REPORT,2005-4,26-29 

福田昌史（2008）.出口調査の方法と課題,行動計

量学,35-1,59-71 

図表 3 調査員属性による拒否の構成 

全体

調査員の年
齢

地点
数

男性拒
否の平
均（人）

女性拒
否の平
均（人）

拒否平
均（人）

男性拒
否の構
成比

女性拒
否の構
成比

18歳～29歳 52 6.9 10.7 17.6 39.2% 60.8%

30歳～39歳 11 10.5 15.7 26.2 39.9% 60.1%

40歳～49歳 50 8.1 9.7 17.8 45.6% 54.4%

50歳以上 27 6.7 7.8 14.6 46.3% 53.7%

計 140 7.6 10.2 17.7 42.7% 57.3%

男性調査員の地点

調査員の年
齢

地点
数

男性拒
否の平
均（人）

女性拒
否の平
均（人）

拒否平
均（人）

男性拒
否の構
成比

女性拒
否の構
成比

18歳～29歳 26 8.2 10.3 18.5 44.5% 55.5%

30歳～39歳 7 9.6 16.7 26.3 36.4% 63.6%

40歳～49歳 11 4.2 6.5 10.6 39.3% 60.7%

50歳以上 14 5.6 6.9 12.6 44.9% 55.1%

計 58 7 9.5 16.5 42.4% 57.6%

女性調査員の地点

調査員の年
齢

地点
数

男性拒
否の平
均（人）

女性拒
否の平
均（人）

拒否平
均（人）

男性拒
否の構
成比

女性拒
否の構
成比

18歳～29歳 26 5.5 11.1 16.7 33.3% 66.7%

30歳～39歳 4 12.0 14.0 26.0 46.2% 53.8%

40歳～49歳 39 9.2 10.6 19.8 46.5% 53.5%

50歳以上 13 7.9 8.8 16.7 47.5% 52.5%

計 82 8.0 10.6 18.6 42.9% 57.1%



名古屋トリプル投票の出口調査  

―中日新聞の出口調査から― 

石田 禎一 

（中日新聞選挙調査室） 

 

１．はじめに 

今年の 2月 6日に投開票となった愛知県知事

選と名古屋市長選、市議会解散の是非を問う住

民投票のいわゆる「トリプル投票」。県知事選は元

衆院議員の大村秀章氏が初当選。市長選には

前市長の河村たかし氏が再選を果たし、いずれ

も大差の圧勝。河村氏がリコールを主導した住民

投票も解散賛成が過半数に達し、市議会解散が

決まった。 

中日新聞社は、全国的にも注目されるこの「トリ

プル投票」の動向を詳しく報道するため、期日前

投票者や投開票日当日、投票した人を対象に出

口調査を実施した。 

出口調査は、当落の判定や翌日以降の解説

記事の基礎資料として絶大な威力を発揮する。し

たがって調査データは信頼に足る品質を維持し

なければならない。それには適切で十分な準備

が必要不可欠。 しかも、与件がはっきりしてから

の比較的短い期間にである。 

本稿は先の「トリプル投票」の出口調査の計画

から実施までを振り返り、調査データとともに今後

の品質の向上について報告する. 

 

２．期日前投票・出口調査の計画と方法 

期日前投票・出口調査の計画は、①愛知県は

37市 15町 2村の自治体で構成される。この中で

どの自治体で調査するかを決めなければならな

い。②投票期間中のどの日に調査をするかを決

めなければならない。これは、期日前投票の調査

特有の問題。さらに、名古屋市の場合、選挙ごと

それぞれ告示日が異なるのでこれも加味しなけ

ればならない、という２つの課題を解決する必要

があった。まず、①の調査対象とする自治体であ

る。オーソドックスに層化による比例配分方式で、

調査地点数を算出、これまで実施した期日前投

票の出口調査の実績から調査しづらい自治体を

除いたうえで、層内の有権者数の多い 16 市区を

選出した（図表 1） 

図表 1 期日前出口調査の対象市区 

地域 市区 有権者数
名古屋 北区 135,642
名古屋 守山区 130,681
名古屋 緑区 178,255
名古屋 天白区 121,513
名古屋 中川区 174,419
尾張 春日井市 241,888
尾張 小牧市 115,586
尾張 瀬戸市 105,693
尾張 稲沢市 109,153
尾張 一宮市 304,035
知多 半田市 93,123
西三河 豊田市 323,895
西三河 岡崎市 290,294
西三河 安城市 135,772
東三河 豊川市 126,702
東三河 豊橋市 292,589  

次に②の調査日の選定だ。 名古屋市のトリプ

ル投票の可能性が取り沙汰されてから、この点は

状況をみながら整理してきた。理想はすべての投

票日を対象にすることだ。しかし、現実には費用

の問題もあり、どこかで折り合いをつけなければ

ならない。今回の選挙戦の構図から、特定政党

のバイアスは無視し、投票期間中の早い時期か

らの調査はしない、と決めた。また、名古屋市で

は、知事選、市長選、市議会の解散投票の３種



すべて同時に投票できることが有権者の期日前

投票に出向く条件でもあり、投票者数も多いので

はないかと考えた。以上、完璧ではないが期日前

投票の実態を把握できると判断し、調査日は３種

とも投票が可能になった最初の週末である 1 月

29 日（土）、1 月 30 日（日）からはじめ、2 月 4 日

（金）、2月 5（土）の計 4日間と決定した。 

最初の計画では13市区を選出、早い時期から

の調査を行う予定だったが、投票者が多くなると

考えた 1 月 29 日（土）以降の調査としたことから

調査地点を 16 市区と増やし、調査日数よりも地

点数を重視するかたちとなった（図表 2）。その結

果、調査員は延べ 72人となった。 

図表 2 出口調査の実施日程 

続いて投票所でのサンプリングであるが、各地

点とも土日は午前 9時から午後 5時まで。平日は

午前 10時から午後 6時まで調査し 100サンプル 

～150 サンプルを目処にした。実査は、調査員が

投票を終えたかどうかを確認できた有権者に順

次協力を依頼し、有権者の自記式によって質問

票を回収、できる限り男女同数に、50分間実査を

行い 10 分間で入力という方法をとった。 以上の

計画、方法により 4日間の調査で 6000～7000サ

ンプルの回収を目指した。質問票は、名古屋市

ではトリプル投票のため 9問、知事選のみの地域

では 6 問を設定した。性別、年代、知事選、名古

屋市長選の投票候補に回答があれば有効とし、

市議会解散の賛否が無回答でも有効として扱っ

た。 

  期日前投票では、日によって投票者の混雑が

予想される。そこで、調査を実施する16の選挙管

理委員会事務局には調査計画の通知はもちろん、

投票所での調査場所についても事前に相談した。

例えば、岡崎市役所の場合、待機は 1Ｆロビー館

内で可だが、声掛けや調査記入はあくまでも館

外で（館内記入は絶対にダメ）といった具合だ。ま

た、これらの情報はすべて調査員説明会で調査

員毎に説明し個々の投票所でのルール遵守を

徹底した。問題が起こった場合は速やかに調査

本部に報告させるように指示、とにかく混乱のな

いよう細心の注意を払った。 また、投票所管理

者宛ての協力要請文を調査員から手渡すように

した。 

 

３．投開票日・出口調査の計画と方法 

投開票日の調査計画は前回選挙の資料を基

に策定した。調査地点数を県内 140地点（サンプ

ル数 5600）とし、愛知県内、名古屋市内を層化。

比例配分で層別の調査地点数を算出した。これ

に前回選挙、直近の国政選挙の投票率を加味し、

調整し地点配分した。（図表 3） 

図表 3 層化によって決定した調査地点数 

エリア別 暫定値
過去の投票
率による補

名古屋市 43 40
尾張 42 41
知多 12 12
西三河 29 32
東三河 14 15
計 140 140  

投票所の選出は、層別に系統抽出によって行

った。調査時間は、投票所によって開始、終了時

刻が異なる設定にし、総勢 91人の調査員で臨ん

だ。実査の方法は、調査員1名が２つの投票所を

17 月 住民投票告示 調査地点
18 火
19 水
20 木 知事選告示
21 金
22 土
23 日 名古屋市長選告示
24 月
25 火
26 水
27 木
28 金
29 土 期日前調査 16地点
30 日 期日前調査 16地点
31 月
1 火
2 水
3 木
4 金 期日前調査 16地点
5 土 期日前調査 16地点
6 日 投開票日調査 140地点

2月

1月



担当、投票所あたり 40 人（男性 20 人、女性 20

人）回収で、調査員が投票を終えたかどうか確認

できた有権者から男女交互に協力を依頼、有権

者の自記式によって質問票を回収した.質問票は 

期日前と同様の設定で臨んだ。また、調査対象と

なる投票所を管理するすべての選挙管理委員会

に調査を行う投票所と開始、終了時間の通知を

行い、投票所管理者宛ての協力要請文を調査員

から手渡すようにした。 

 

４．調査結果 

 トリプル投票はいずれも大きな差がつく結果と

なり、大村候補、河村候補の完勝だった。さて、

やはりなんといっても気になるのは調査結果であ

る。図表 4に示すとおり、投開票日の出口調査結

果はそれぞれの設計誤差内に収まる良好な結果

となった（設計誤差：愛知県知事選挙±1.96％、

名古屋市長選挙±3.67%、名古屋市議会の解散

投票±3.67%）。  

図表 4 調査結果（当落、住民投票） 

 

計画時に調査日の選択がポイントとなった期

日前投票の出口調査はどうであったか。住民投

票 1 月 17 日（月）告示、知事選 1 月 20 日（木）

告示、名古屋市長選 1月 23日（日）告示と、告示

日が異なり、名古屋市の投票者はやはり 3 つの

投票が可能になった 1月 24日（月）からの出足と

なった（図表 5.図表 6）。 

図表 5住民投票の期日前投票者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6名古屋市長選の期日前投票者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

知事選の期日前投票者数については、日別の 

データが提供されていない。字数の関係で詳細

は省略するが、記者発表された資料から名古屋

市長選、住民投票とほぼ同傾向と思われる。 

 期日前投票の調査は、限られた資源を有効活

用するため、投票者数が十分に増え、偏りにくい

状態、いわば、良い環境での調査としたかった。 

 トリプル投票の告示日との兼ね合いで期日前投

票の出口調査を３種とも投票が可能になった「最

初の週末の１月２９日（土）以降」としたことに投票

者数の面では問題はなかったようだ。調査した 4

日間のカバー率は 47%（名古屋市 90,282 人÷

191,480 人）でほぼ想定どおりだった。 

さらに調査の推移を振り返ってみよう。出口の

得票は、重徳候補、土井候補、薬師寺候補はほ

ぼ一定で推移したが、御園候補は 1月 29日、30

日の 24%から 2月 4日には 9ポイント下げ、5日に
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候補者 所属 開票
投開票
日出口

誤差
期日前
出口

大村　秀章 無新 50.0% 51.8% 1.8% 49.7%
重徳　和彦 無新 18.2% 18.7% 0.5% 15.7%
御園　慎一郎 無新 16.3% 14.8% -1.5% 20.5%
薬師寺　道代 みんな新 10.8% 10.0% -0.8% 10.1%
土井　敏彦 無新 4.7% 4.7% 0.0% 4.1%
（有効5577　拒否2484　有効69.2%　拒否30.8%）

候補者 所属 開票
投開票
日出口

誤差
期日前
出口

河村　たかし 諸派前 69.8% 69.8% 0.0% 67.9%
石田　芳弘 無新 22.9% 23.6% 0.7% 25.3%
八田　ひろ子 無新 4.9% 4.4% -0.5% 4.8%
杉山　均 無新 2.4% 2.2% -0.2% 2.0%
（有効1600　拒否762　　有効67.7%　拒否32.3%）

賛否 開票
投開票
日出口

誤差
期日前
出口

解散に賛成 73.3% 73.2% -0.1% 71.7%

解散に反対 26.7% 26.8% 0.1% 28.3%

（（有効1600　拒否762　　有効67.7%　拒否32.3%））

※図表１での誤差は（投開票日出口－開票）で算出

2011/2/6 愛知県知事選挙　投票率 52.52%  

2011/2/6 名古屋市長選挙　投票率 54.14%

2011/2/6 名古屋市議会解散・住民投票　投票率54.17 %



は 18%とやや回復したが、投開票日には 15%と勢

いを失っていった。名古屋市長選は、石田候補

が 1月 30日の 27%から 2月 4 日に 5 ポイント下

げ、2 月 5日にやや回復し、投開票日は 24%と知

事選の御園候補に似た推移となった。 

住民投票は、賛成が 1 月 30 日 73％から 1 月

30日に 4ポイント下げ、2月 5日 71％、投開票日

72%と推移している．期日前の 4 日間合計と投開

票日との比較では知事選の御園候補、重徳候補

の順位が入れ替っているが、名古屋市長選、住

民投票の順位は変わらず推移している（図表

7）。 

図表 7 期日前‐投開票日出口調査の推移 

年代構成は、期日前の土日は 30 代の比率が

やや高く、平日の 2月 4日は 60代、70代以上が

高い値で投開票日と似た構成比となっている（図 

表８）。 

図表８ 年代構成の推移 

 支持政党をみると、民主支持は 1 月 29、30

日の 40%から 2月 4日に 8ポイント減の 32%となり

当開票日は 31%と調査日が進むにつれ減少した.

逆に自民支持は 1月 29日 17%、1月 30日の 16%

から 2月 4日、2月 5日は 21%と 5ポイント増とな

り、投開票日は 25%となった.知事選の出口得票と

ほほ同様の動きがみてとれる．公明、共産は 2 月

4日がそれぞれ 5%、4%と 4日間のなかでは最も高

かったが他の日と比べて有意な差かどうかはわか 

らない。（図表９） 

 

５．まとめ 

 ３つの投票の投開票日・出口調査結果は開票

結果に近似していた。知事選では期日前と投開

票日で傾向の違いがあった。年代構成は期日前

の土日は 30 代が多く、投開票日は 60 代、70 代

以上の割合が増える。期日前投票が多くなったと

はいえ、投開票日の投票者は依然 8 割を占めて

いる。投開票日出口では高齢層を捕捉すること

に留意すべきだろう。繰り返しになるが、支持政

党、年代構成は期日前と投開票日で異なる。調

査品質を維持するには期日前調査では、投票者

数の多い日をおさえ、調査地点を理論的に選出

することは最低限必要である。投開票日もあわせ

て、調査員が一定水準の仕事ができるよう選挙管

理委員会との関係をはじめ統計上の問題以外の

条件も労を惜しまず整えて臨む必要がある。期日

前、投開票日の両出口調査とも精度の高い結果

を出すため、さらに、工夫を重ねたい。 

支持政党の推移
1/29
（土）

1/30
（日）

2/4
（金）

2/5
（土）

2/6（日）
投開票

日

民主党 40% 40% 32% 33% 31%

自民党 17% 16% 21% 21% 25%

公明党 3% 4% 5% 4% 4%

共産党 3% 3% 4% 3% 3%

社民党 1% 0% 1% 1% 1%

みんなの党 4% 4% 4% 4% 4%

国民新党 0% 0% 0% 0% 0%

たちあがれ日本 0% 0% 0% 0% 0%

新党日本 0% 0% 0% 0% 0%

新党改革 0% 0% 0% 0% 0%

日本一愛知の会 0% 0% 0% 0% 0%

減税日本 0% 1% 1% 1% 1%

その他の政党・団体 0% 0% 0% 0% 0%

支持政党なし 27% 29% 29% 32% 28%

無回答 3% 2% 3% 2% 3%

愛知県知事選
1/29
（土）

1/30
（日）

2/4
（金）

2/5
（土）

４日間
合計

2/6
投開
票日

大村秀章 48% 47% 53% 51% 50% 52%
重徳和彦 15% 16% 16% 15% 16% 19%
御園慎一郎 24% 24% 15% 18% 20% 15%
薬師寺道代 10% 9% 10% 11% 10% 10%
土井敏彦 3% 4% 5% 4% 4% 5%

名古屋市長選
1/29
（土）

1/30
（日）

2/4
（金）

2/5
（土）

４日間
合計

2/6
投開
票日

河村たかし 68% 66% 68% 69% 68% 70%
石田芳弘 26% 27% 22% 25% 25% 24%
八田ひろ子 4% 5% 7% 4% 5% 4%
杉山均 2% 2% 3% 2% 2% 2%

住民投票
1/29
（土）

1/30
（日）

2/4
（金）

2/5
（土）

４日間
合計

2/6
投開
票日

賛成 73% 69% 69% 71% 71% 72%
反対 26% 30% 30% 27% 28% 26%
棄権 1% 1% 1% 1% 1% 1%

年代構成比
1/29
（土）

1/30
（日）

2/4
（金）

2/5
（土）

４日間
合計

投開票

２０代 12% 13% 10% 12% 12% 7%

３０代 22% 24% 14% 23% 21% 13%

４０代 18% 21% 13% 18% 18% 15%

５０代 17% 18% 14% 16% 16% 16%

６０代 21% 17% 29% 20% 21% 25%

７０代以上 11% 8% 20% 11% 12% 23%

図表９ 支持政党の推移 
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期日前投票者の実態とその特性 

～北海道新聞の調査から～ 

 

僧都 儀尚 

（北海道新聞情報研究所） 

 

１．はじめに 

期日前投票は、各種選挙で投票者数の２割程

度を占めるようになってきた。投票者の増加に伴

い、期日前出口調査に本格参入するマスコミが

相次いでいる。 

しかし、期日前投票は投票期間が長い。政令

指定都市以外の市長選では６日間、衆院選で 11

日間、政令指定都市の市長選で 13 日間、参院

選や知事選では 16 日間にも及ぶ。そのため、調

査実施日や回数など設計・実査面は、投開票日

出口調査より難しい側面がある。また、期日前、

投開票日の両方で調査を行う場合、投票者数を

考えると、投開票日の方が重要度は高く、期日前

の予算はどうしても限られてしまう。 

北海道新聞は 2009 年衆院選、10 年参院選と

11 年統一地方選の３選挙で、期日前出口調査を

同一地点、同一回数（曜日を含む）で行い、延べ

61708サンプル回収した。 

ここでは同じ条件下で得たこのデータを基に、

投開票日出口調査の結果などと比較し期日前投

票者の実態とその特性を探る。 

 
２．調査概要 

 期日前、投開票日両出口調査の概要は表１の

通りである。北海道は 12選挙区あり、期日前の調

査地点は１選挙区につき２地点としているが、５区

だけは地域特性から３地点としている。 

道内の全有権者に占める期日前出口調査地

点の有権者の割合、「有権者カバー率」の３選挙

平均値は 63％で一方、全期日前投票者に占め 

 

る同地点の期日前投票者の割合、「投票者カバ

ー率」の平均値は 57％である。 

調査実施日は投開票日の前週の土・日曜日、 

そして翌週の金・土曜日の計４回。また、投票者

数がピークを迎える最終日の土曜日は実態に合

うように、調査員を１名増員し２名体制で行い回

収数を増やしている。 

 本稿では表１以外に 07年参院選、10年５区補 

選と 07 年苫小牧市長選の期日前出口調査の結

果にも触れている。 

参院選は札幌市内８地点、７日間実施し 6597

サンプル回収。地点を通常の３から４へ増やした

補選は 09 年衆院選５区（6382Ｓ）と同様に、全投

票期間に当たる 11 日間フルに行い 7142 サンプ

ル回収した。苫小牧市長選でも全投票期間の６

日間調査し、回収数は 1551サンプルである。 

 

表１ 期日前・投開票日出口調査の概要 

09年衆院選 10年参院選 11年統一地方選

サンプル数 21466 20226 20016

地点数 25 25 25

実施日 土、日、金、土 土、日、金、土 土、日、金、土

回収条件 男女同数 男女同数 男女同数

サンプル数 20716 9003 8990

地点数 360 150 150

実施日 日 日 日

回収条件 男女同数 男女同数 男女同数

投
開
票

日

期
日
前

 
 

３．投開票日との比較 

 衆参、統一で実施した期日前、投開票日両出

口調査結果の３選挙平均値を年代別で比較する

と、投開票日は 60 代以上の高年齢層が５割を占

める。一方、期日前ではその割合が３割へ減少し、



50代以下が７割、そのうち 20～30代の若年層が

３割を占める（表２）。 

こうした年代の傾向が職業層にも影響し、09年

衆院選の投開票日は高年齢層が主体の無職・そ

の他が 32％と最多の勤め人の 34％ときっ抗する。

だが、期日前では勤め人が 49％と最も高くなり、

無職・その他は２割にとどまる（表３）。 

支持政党別では、もともと民主色が強い道内

政治事情から最多は期日前、投開票日ともに民

主党支持層で、その割合ほぼ同じである（表４）。 

顕著な差が見られるのが公明党支持層。期日

前の同党支持層の割合は 13％で投開票日の

５％の約 2.5 倍をマークするなど、期日前投票に

は「公明バイアス」が存在する。 

これと逆の傾向を示すのが自民党支持層であ

る。公明支持層に比べ増減の幅こそ小さいが、

投開票日の割合は期日前より５ポイント増える。 

 

表２ 年代別比較 

期日前３選挙平均 投開票日3選挙平均

20代 12% 6%

30代 17% 12%

40代 17% 14%

50代 20% 18%

60代 20% 25%

70代 13% 23%  

 

表３ 職業層比較 

09年衆院選期日前 09年衆院選投開票日

勤め人 49% 34%

自営・自由業 8% 10%

主婦 22% 22%

無職・その他 20% 32%  

 

表４ 支持政党別比較 

期日前３選挙平均 投開票日3選挙平均

民主党 33% 35%

自民党 24% 29%

公明党 13% 5%

共産党 4% 4%

その他 5% 5%

無党派 20% 18%  

４．時間帯の傾向 

 07 年参院選、11 年統一地方選で実施した期

日前出口調査結果の平均値をみると、調査時間

と支持政党との相関関係は見られないが、年代と

は顕著な関係が存在する。なお、休日の調査時

間は９～17 時で、午前は３時間、16 時までの午

後は４時間と調査時間は午後の方が長い。 

 平日は各年代を通じて午後の投票者数が午前

を上回る。しかし、休日の場合、年代が上がるほ

ど午前の割合が上昇し、中でも 60代以上の高年

齢層では５割を超える（表５）。 

このように投開票日と同様に期日前投票でも、

高年齢層は早くから投票所に足を運んでいること

が分かる。 

 

表５ 時間帯と年代の関係（札幌市内・休日） 

午前
9～12時

午後
12～16時

夕方
16～17時

20代 35% 55% 9%

30代 37% 53% 10%

40代 45% 46% 9%

50代 47% 44% 9%

60代 51% 42% 7%

70代 58% 37% 5%

07年参院・11年統一平均

 
 
５．日別の傾向 

日別と支持政党との関係を３選挙平均値でみ

ると、民主、自民両党支持層の割合は期間中、

変化は見られない。つまり、同支持層は時期や曜

日に関係なくコンスタントに投票している（表６）。 

一方、公明党支持層は最終日に従って割合が

低くなる。同党支持層は１回目（土曜日）から２回

目調査（日曜日）にかけて投票者全体の２割程度

を占めているが、投票日前日の４回目（土曜日）

には半減する。逆に無党派層は最終日に向けて

割合が高くなる。 

このように公明党支持層は出足が早いが、そう

した人は同党支持層の中でどの程度占めるの

か。 



 １回目と２回目を「前半」、３回目（金曜日）と４回

目を「後半」として各支持層の期日前投票者を区

分けしたところ、公明党支持層だけが 50％と極め

て高い数値を示す（表７）。 

後半はサンプル数が少ない平日が含まれてい

るが、投票者のピークを迎える最終日は調査員を

増員しているので、後半が前半を上回るのが一

般的である。実際、無党派層を含め他党支持層

は後半が６～７割を占めるが、公明党支持層だけ

は明らかに違う傾向を示す。 

 

表６ 日別と支持政党の関係 

民主党 自民党 公明党 共産党 その他 無党派

土曜 34% 23% 17% 4% 4% 17%

日曜 32% 23% 18% 3% 4% 18%

金曜 33% 25% 12% 4% 5% 20%

土曜 33% 25% 10% 4% 5% 22%

期日前３選挙平均

 

表７ 日別（前半・後半）と支持政党の関係 

前半（土・日） 後半（金・土）

民主党 37% 63%
自民党 36% 64%
公明党 50% 50%
共産党 35% 65%
無党派 33% 67%

期日前３選挙平均

 

 

６．各党支持層の期日前投票率 

 期日前投票の利用者は、支持政党によって異

なるのか。 

各選挙の投開票日約１週間前に実施したＲＤ

Ｄ法による情勢調査（09 年衆院選 6499Ｓ、10 年

参院選 1027Ｓ、11年統一地方選 812Ｓ）のデータ

を基に各党支持層に占める期日前投票者の割

合、「期日前投票率（推定値）」を算出したところ、

公明党支持層の数値が際立って高いことが判明

した（図１）。 

 公明党支持層は 09 年衆院選で 39％と最高値

を示し、10 年参院選では 22％へ急落するが、11

年統一地方選では再び３割台の 36％をマークし、

３選挙平均値は 32％とほかに比べ圧倒的に高

い。 

一方、民主、自民両党支持層の平均値はそれ

ぞれ 14％、12％と１割台にとどまる。最高値は政

権交代が起きた 09 年衆院選の民主党支持層の

17％で、過去に２割を超えたことはない。 

それ以外では共産党支持層が民主党支持層

と同率の 14％で、最も低いのは無党派層の９％

である。 

 

図１ 各支持層の期日前投票率（推定値） 

 

 

７．選挙で異なる公明票の出方 

 期日前投票には公明バイアスが存在し、しかも

その出方が極めて早いという特性がある。しかし、

それは選挙の種類によって異なることを、09 年衆

院選５区と 10 年５区補選の結果から明らかにす

る。 

５区は自民党の重鎮、町村信孝の選挙区で、

09 年衆院選は公明党支持層の自民党候補への

投票率が最高値を示すように、公明党にとって最

重要選挙区の１つである。 

この選挙で期日前投票者に占める公明党支持

層の割合は 13％で、投開票日の５％の約 2.5 倍

だった。ところが、比例で復活当選した町村が議

員辞職してまで臨んだ補選では、期日前の割合

は６％へ半減し、投開票日の４％とそん色がな

い。 



期日前投票率も前回選の 35％から 16％へ半

減し、補選では自前候補を擁立した共産党支持

層の 22％に抜かれてしまう（図２）。 

市長単独選出選挙となった 07 年苫小牧市長

選でも同じ傾向が見られる。期日前投票者に占

める公明党支持層の割合は７％と、投開票日の

６％と同程度である。 

このように公明党支持層は、自党か公認候補

へ一票を投じることができる選挙と、そうではない

選挙とで大きくスタンスを変えてしまう。同じ現象

は中日新聞や神奈川新聞が実施した調査結果

でも確認できるので、全国共通の傾向といえる。 

こうした結果を踏まえると、たとえ公明党の支

援・推薦候補がいる選挙でも自党に直接メリット

がない選挙では、公明バイアスを気にする必要

はないと考えられる。 

 
図２ ５区の期日前投票率の推移（推定値） 

 
※補選の数値は地点を 09年と同じ３地点のもの 

 

８．まとめ 

 期日前と投開票日の投票者層は年代、職業、

支持政党で異なる。特に期日前投票における公

明党支持層の割合は投開票日に比べ 2.5倍と高

く、そのうちの半数が早い段階で投票を済まして

いる。 

逆に無党派層は最終日に向かって増える傾向

を示し、自民党支持層は期日前よりも投開票日

に投票する人が多い。 

 期日前出口調査の結果を情勢分析や当落判

定に活用するには、公明バイアスなど期日前投

票の特性を十分把握しておく必要がある。 

設計・実査の方法について考えるとまず、調査

時間は時間帯によって年代が異なる以上、午前

から午後にまたいで行うべきである。午後だけだ

と、投票率が高い高年齢層の動向が調査結果に

反映されない可能性が高い。 

また、調査日は期間中、前半、後半と複数回

設定する必要がある。前半だけだと公明バイアス

が強調されたままの結果となり、後半だけだと公

明票を取りこぼしてしまう。 

さらに、サンプル数は一定にしない方がよい。

最終日の土曜日の投票者数は一般的にそれま

での２倍以上になるので、それに合わせてサンプ

ルを増やすべきである。 

そうすることで、最終日にピークを迎える無党

派票をはじめ他党の票をしっかり取り込むことが

でき、それらが混じり合うことで公明バイアスが緩

和され、本来の結果により近づくと考えられる。 

いうまでもなく、期日前投票出口調査の結果は

選挙戦を占うバロメーターとして、当落判定の基

礎データとして有効で、その重要度は高まってい

る。コストと精度、この相反する制約の中、今後も

改善の努力を惜しまず信頼度の高いデータを確

保していかねばならない。 
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携帯限定層にどう対応するか

福田昌史§

（毎日新聞社世論調査室）

1 序
マスコミの実施する世論調査の多くは，Random
Digit Dialing (RDD) と呼ばれる電話調査によっ
て行われている．RDDは，存在するすべての電
話番号から無作為に調査対象番号を選び出すこと
が可能であるため，従来の名簿を利用した電話調
査よりもカバレッジが大きく，有権者の意識を知
るためには有効な方法として使われてきた．
このRDDは固定電話のみを対象としているの
で，調査が正確であるためには固定電話の高い普
及率が前提となる．しかし，近年の急速な携帯電
話の浸透により，携帯電話だけを使い固定電話を
持たない人たち，いわゆる「携帯限定層」が出現
し，これらの人が電話調査で捕捉できない集団と
なっている．
携帯限定層の意見が，固定電話を持っている人
たち（固定保有層）の意見と異なっている場合，
後者のみを対象にするマスコミの世論調査にバイ
アスが生じる可能性がある．その度合いは，携帯
限定層の割合が大きければ大きいほど増す．
携帯限定層が引き起こす電話調査のノンカバ
レッジへの取り組みは米国において盛んに行われ
ており（例えば，Blumberg & Luke, 2010; Keeter,
2006; Mokrzycki et al., 2009），携帯電話を対象
とした電話調査も行われている．一方国内に関し
ては，福田 (2010, 2011)が面接調査の結果を基に
携帯限定層の意識の違いや電話調査への影響を分
析したが，米国ほど深刻な状況になっていない．
本報告では，携帯限定層の現状とその対応につ
いて，米国と比較しながら検討する．

§
fukuda-masa@mainichi.co.jp

2 携帯限定層の現状
2.1 米国の現状
米国では，CDC (Centers for Disease Control and
Prevention)が 2003年から半年ごとに電話の保有
形態を調べている（Blumberg & Luke, 2010）（付
録 1に質問文）．03年に 3% だった携帯限定層お
よび電話を全く持たない成人（18歳以上）の割合
は，10年後半には 28% まで膨らみ，その伸びは
未だ鈍化していない．
そのため携帯限定層に関する研究は数多く，そ

の内容は携帯限定層の特徴の分析や携帯電話への
調査手法など多岐にわたる．中でも携帯限定層の
投票行動に関する研究では，04年大統領での出口
調査の分析（Keeter, 2006）と，08年大統領選で
の出口調査の分析（Mokrzycki et al., 2009）が興
味深い．

Keeter(2006)が分析した04年出口調査では，携
帯限定層は 7% だった．年齢が低いほど割合が高
く，18～24歳では 18.6%，25～29歳は 20%，30
代は 7.3% で，40代以上になると 5% を下回る．
また，未婚の人や子供がいない人の携帯限定層の
割合が高めだった．
投票先の違いを見ると，民主党候補・ケリー氏

への投票がやや高めで，固定保有層の投票先がケ
リー対ブッシュで 47.8対 51.5だったのに対し，携
帯限定層は，53.7対 44.7だった．
この時点では，まだ携帯限定層の規模が小さく，

投票先はRDDの結果を大きく偏らせるほど違っ
ていなかった．さらに年代別に見ると携帯限定，
固定保有間の違いがほとんどないため，補正が有
効に働いてRDDによる電話調査への影響は限定
的であった．

4年後の 08年出口調査 (Mokrzycki et al., 2008)

1



では，携帯限定層は 20% まで増加した．年齢別
では，18～24歳が 42% ，25～29歳が 41% ，30
代は 23% ，40代も 15% ，50～64歳が 9.7% ，65
歳以上が 6.4% となった．また，04年と比較する
と低学歴，低収入，ラテン系アメリカ人での携帯
限定層が増加した．
投票先は，携帯限定層の民主党への投票指向が
より強まった．同じ年代の「固定」・「携帯」間に
も投票先の違いが現れ，30代では固定保有層の
オバマ氏への投票が 51.3% だったのに対して携
帯限定層は 62.6% となった．これらの結果から
Mokrzycki et al.(2008)は，今後は年齢による補
正だけでは不十分で，選挙調査では携帯限定層を
カバーすべきであると結論づけている．

2.2 国内の現状
国内加入電話の契約は，01年には 6200万件あっ
たが，11年 3月末で 5700万件まで減少した．こ
のうち，NTT東西は，6000万件あった 03年から
徐々に減り続け，11年には 3400万件台まで減少．
その一方で，既存の番号体系と同じ IP電話の普
及が進み，05年時点でほぼ 0だったが 1790万件
まで伸びた1．ただしこれらの数字は，家庭用と
事業所用の電話契約数を合わせたものであり，厳
密な世帯普及率を算出することはできない．
福田 (2010, 2011)は，毎日新聞が 09年と 10年
に行った面接世論調査から携帯限定層の割合や固
定保有層との意識の違いを分析し，電話調査の結
果にどの程度影響するかを調べた（付録 2 に質
問文）．
携帯限定層の割合は，09年は 6% ，10年は 5%
だった．若い世代ほど携帯限定層の割合が高く，
10年調査では，20代 17% ，30代 14% ，40代
2% ，50代 3% ，60代 2% ，70代以上 1% で，携
帯限定層の 3分の 2を 20代から 30代の若者が占
めている．
総務省が実施している通信利用動向調査2から
は，別の側面がうかがえる．世帯人員数ごとの固

1総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する
四半期データ」

2
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/

statistics05.html

定電話の保有率を見ると，2人以上の世帯におけ
る固定電話の保有率は，01年以降はほぼ横ばいに
推移している一方，単身世帯の固定電話保有率は
98年の 86% から，現在では約 2人に 1人が固定
電話を持たないまでに減少した（図 1）．

図 1: 世帯構成人数ごとの固定電話保有率（総務
省・通信利用動向調査）

福田 (2010, 2011)の調査データから，携帯限定
層と固定保有層の意識の違いを比較すると，憲法
に関する質問などを聞いた 09年調査では，12の
質問のうち 4問の回答で有意な差が現れた．この
比較の対象を携帯限定層の 3分の 2を占める 20
代と 30代のみに絞り込むと，12の質問で有意な
差が出たのは 1問だけだった．
同様に，10年調査では，10の質問のうち 5問

の回答で有意な差があり，20代，30代だけの比
較では 10のうち 2問が有意な差が残った．
また，電話調査への影響度を測るため，電話調

査で到達可能な「固定保有層」の意識と，到達不
可能な携帯限定層まで含めた「固定保有層＋携帯
限定層」の意識を，10年調査の 10質問で使用し
た全 44選択肢への回答比率で比較した．その結
果，全く同じ項目が 31で，1ポイント異なる項目
が 13，それ以上異なる項目はなかった．09年調



査からも同様の結果が得られた．
以上の調査結果から，09年，10年時点では携
帯限定層は有権者全体から見ればそれほど大きな
割合を占めておらず，固定保有層との意識の違い
は，RDDによる推定値を偏らせるほど大きくな
いことが分かった．

3 携帯限定層にどう対応するか
3.1 携帯電話調査
米国では，4人に 1人以上が携帯限定層という環
境の中，各種の世論調査や選挙前調査では，固定
電話のサンプルに携帯電話調査のサンプルを加え
ている．
米国での携帯電話調査は，自動発信が法律で禁
じられているため，手動ダイヤルによる人的コ
ストが増える．さらに着信側も通話料金が課さ
れており，謝礼を渡すために名前と住所を聞きだ
す必要があるなど，特有の事情が実施のハードル
を高めている．そのような携帯電話実施における
障壁に対してどう取り組むかを検討するために，
AAPOR (American association of public opinion
research)は 07年に専門部会を立ち上げ，08年に
はガイドラインを作成した．
国内では，二宮 (2002)，黒田・二宮 (2005)が携
帯電話を対象とした実験調査を行った．1999年か
ら 1年おきに 4回の携帯電話調査を行った黒田・
二宮 (2005)によると，携帯電話調査は若者個人
につながりやすいなどの利点がある半面，コスト
の高さや電話に出ない人の増加などの課題が多く
指摘されており，世論調査の正規の調査として取
り入れている例は見られない．
日本で困難と思われる携帯電話調査が米国では
実施可能な理由は，携帯限定層の割合が高くてや
らざるを得ない面もあるが，それ以外にも，携帯
電話の使われ方の違いを見るのも 1つの手がかり
となる．
日本での携帯電話は，仕事専用を除けば完全に
所有者個人のプライベートな端末で，「必ず所有
者個人につながるツール」として定着している．
一方米国では，携帯電話を世帯内の複数人で共有
している例もある．Link et al. (2007) によると，

「携帯電話を 3分の 1以上の頻度で自分以外の家
族が使う」との回答が，ジョージア州では 15.2%
，ニューメキシコ州でも 15.2% あった．携帯限
定層の世帯に限るとその割合はそれぞれ 19.6% ，
18.9% と，2割近くが携帯電話を共有している．
このように，携帯電話が日本のような「完全にプ
ライベートなツール」ではないために，見知らぬ
番号からの着信に対する抵抗感が日本ほど高くな
いのではないかと考えられる．

3.2 調整の可能性
米国の世論調査は，従来より性別，年代，人種，教
育などの人口統計的変数によって調整を行ってお
り，それによって携帯限定層によるノンカバレッ
ジバイアスは部分的に除去されていると考えら
れる．

Ansolebehere & Schaffner (2010) は，調整に
は，「世帯の移動性 (residential mobility)」と「家
族構成」もコントロールする必要があることを指
摘した．特に，移動性による携帯限定層の割合の
差が目立っており，6カ月以内に引っ越しをした
人は，5年以上住み続けている人に比べて携帯限
定層の割合が 4倍だったと報告している．そのほ
か，18歳未満の子供がいない世帯に携帯限定層が
多めだった．
国内でも同じことが言えるかを検証するため，

埼玉大学社会調査研究センターより「さいたま市
政治意識調査（2011年 5月実施）」のデータ提供
を受け，分析した（付録 3に調査概要と質問文）．
調査では，「自宅で携帯電話だけを使う人」が 14%
いることが分かった．この中には「固定電話が自
宅にあるにもかかわらず使っていない」人が含ま
れており，厳密な携帯限定層とは異なるが，かな
り近い集団であることから，以降では「携帯依存
層」として分析を進める．
さいたま市に住んでいる期間の長さごとに

携帯依存層の割合を見ると，3 年以下の人では
32%(n = 37)，4～10年は 25%(n = 57)，10年
以上は 10%(n = 367)と，居住期間が短いほど携
帯依存層の割合が高い．
家族構成に関しては，「子供がいるかどうか」と



「一人住まいかどうか」を聞いた質問を分析した．
携帯依存層の割合は，親と同居している人が

10% だったのに対して，一人住まいは 38% で，
子供がいる人が 8% だったのに対して子供がいな
い人は 34% だった．
子供がいる人の携帯依存層は，20 代と 30 代
に限った場合でも 20%(n = 50)で，いない人は
48%(n = 64)と，大きな差が現れた．
調整がうまくいくためには，(1)調整用変数と
調査参加に相関関係があり、(2)調整用変数と調
査項目に相関関係があることが条件である（例え
ば Fukuda, 2011)が，政治課題によっては，家族
構成の違いで態度に違いがある場合も考えられる．
よって，これらの変数を補正に組み込めば改善さ
れる可能性がある．
現状では，携帯限定層の増加のペースは米国よ
り緩やかで，影響も限定的といえ，携帯電話に対
する調査や補正が必要な状況にはなっていない．
しかし今後の増加に備えてノンカバレッジバイア
スの評価を続けていくのが望ましい．
面接調査や郵送調査，選挙出口調査などの多様
な手法で携帯限定層を捉え，人口統計学特性やラ
イフスタイルと携帯限定層の関係を調べ，さまざ
まな質問を使って，「どのような質問でどの程度バ
イアスが生じるのか」，「どのような質問ならバイ
アスがないのか」の検証を積み上げておくことが
必要である．
　
付録 1 CDCの質問
Is there at least one telephone INSIDE your
home that is currently working and is not a cell
phone? (Yes/No)
Do you or anyone in your family have a working
cell phone? (Yes/No)

付録 2 毎日新聞の質問
携帯電話についてうかがいます．あなたは，携帯
電話を使っていますか．（使っている／使っていな
い）
それでは，あなたのご自宅に，固定電話はありま
すか．（ある／ない）
付録 3 埼玉大・政治意識調査の質問
あなたは，ご自宅で電話を使う場合，次のどれに
当てはまりますか．
1. 固定電話だけを使う
2. 携帯電話だけを使う

3. 両方使うが主に固定電話
4. 両方使うが主に携帯電話
5. 両方とも同じ程度使う
6. 両方とも使わない
*2011年 5月～6月，さいたま市中央区，桜区，南
区の選挙人名簿から無作為抽出した 1000人に郵
送調査を実施．有効回答は 461．
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.民主党
.自民党
.公明党
.共産党
.社民党

6.国民
新党

7.みん
なの党

■本　　社／〒910-8521福井市高木中央1-2501 TEL（0776）53-9200 FAX（0776）53-9201
■営業拠点／札幌・青森・盛岡・仙台・郡山・長野・新潟・埼玉・高崎・宇都宮・水戸・千葉・東京・立川・横浜・静岡・名古屋・岐阜・富山・福井・京都・大阪・阪和・神戸・岡山・高松・松山・広島・山口・福岡・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

国政・地方選など900余の選挙で運用の実績

2001年 参院選
2003年 衆院選
2003年 統一地方選
2004年 参院選
2005年 衆院選
2007年 統一地方選
2007年 参院選
2009年 衆院選
2010年 参院選
2011年 統一地方選

2007年
○宮崎県知事選
○愛知県知事選
○統一地方選
○第21回参議院選挙
○岩手・熊本衆院補選
○埼玉県知事選
○千曲市長選
○大阪市長選
○高知県知事選
○福井市長選
2008年
○大阪府知事選

■2007年以降の主な実績

各種メディアから多くの信頼を得た

選挙出口調査システム

簡単かつ多彩な機能で、出口調査全体を集中コントロール!
リアルタイムに様々な状況が把握できます!

選挙出口調査システム「ワンクリックカウンター」

■調査項目ごとの状況 ■性別＆年代別での得票 ■支持政党別での分析 ■当落予測
携帯端末の調査項目ごとの集計状況がひと目でわ
かります。

性別、年代別などのクロス集計、トリプルクロス集計
など、いつでも状況確認が行えます。また、「20歳台
の調査サンプル数が少ない」など、調査の偏りなど
も把握できます。

無党派や新党支持層の動向を分析します 95%の信頼水準による当落予測を行います。

携帯端末を使用した対面調査システムです。
誰にでも簡単に扱える携帯電話を端末としたリアルタイム調査集計システム。各投票所に配属された調査員が、
収集した調査結果をｉアプリで入力することで自動集計します。調査本部はリアルタイムで実査状況を把握
できます。調査員の端末へメールで指示を出すこともでき、調査員バイアスなど非統計的な誤差を極小化し
高精度な調査を実現します。出口調査の実施、集計がリアルタイムかつ正確に行える画期的なシステムです。

選挙出口調査システム

年代、性別で
投票行動を分析 投票理由を分析 当落を予測できる支持政党別の

投票行動を分析

○須坂市長選
○大津市長選
○京都市長選
○松本市長選
○岡山県知事選
2009年
○千葉県知事選
○名古屋市長選
○さいたま市長選
○静岡県知事選
○東京都議選
○仙台市長選
○第45回衆院選

○岡山市長選
○参院静岡補選
○長野市長選
2010年
○宮崎市長選
○延岡市長選
○都城市長選
○岐阜市長選
○第22回参院選
○宮崎県知事選
○沖縄県知事選
2011年
○愛知県知事選

○名古屋市長選
○名古屋市住民投票
○統一地方選
○三重県知事選
○静岡市長選挙
○愛知6区補選
○埼玉県知事選
　　　　　　　　他




