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巻 頭 言

現実世界（リアル）が、バーチャルどころかフェイクに擦り寄る昨今、社会の先行きを見通す

ことは困難を極めている。

月例「 ショートメール 調査｣（埼玉大学社会調査研究センターと株式会社グリーン･シッ

プの共同実施）の結果を分析した前納・松本・大隈論文によれば、同調査の結果には、報道各社

の世論調査における内閣支持率の動向を先取りする兆候が確認できるという。加えて、 年か

らは安倍内閣支持率と自民党支持率との関係性に変容も生じているという。「 ショートメー

ル 調査｣結果の今後の推移を見守りたい。

『政策と調査』第 号には、奇しくも、高校生の政治意識に関する論文が重なった。松本論文

は、さいたま市の高校生（ ～ 年生）を対象とし、 歳選挙権導入 年 以来 回の国政選

挙直後に実施した調査結果のまとめである。回答結果からは、高校生が在学中の３年間に選挙へ

の関心や投票への動機付けを低減させる様子が明らかとなる。一方、 年を起点とする経年の推

移については、政治や政治家のマイナス・イメージの解消傾向が見受けられる。ただ、松本は、

この傾向を現状への肯定ではなく、政治を意識すること自体が希薄化している現れだと解釈する。

田中論文は、勤務先である大阪府の私立高校の 年生を対象に、国政選挙時を中心に 回にわ

たり実施した調査の結果をまとめたものである。多岐に及ぶ質問に対する高校生の回答からは、

政治に関心を持ち続けること、あるいはまた主権者としての実感を抱くことなどの難しさが示唆

される。二つの論文については、調査対象となった高校生が、さいたま市の公立高校（松本論文）

と大阪府の私立高校（田中論文）で、地域や属性が異なるものの、政治的有効性感覚や政党認知

をはじめ多くの共通傾向が存在する。もっとも、政治の現実や自身の一票に対するネガティブで

消極的な志向という類似性ではあるが。

白崎論文は、 年 月の参院選投票日の前後に、インターネットのアクティブ・パネルを対

象に実施した全国規模の調査結果の解析である。同論文は、有権者の党派性とマスメディアへの

選択的接触との関係性に焦点を当てている。解析の結果「自民党支持者は読売新聞・日本テレビ

との接触を選好する一方、逆に朝日新聞・テレビ朝日との接触を回避する」という「世間で共有

されたイメージ」を確認できたとしている。社会の分極化の進行がいささか懸念されよう。

白崎氏、田中氏、二人の若手研究者には、息の長い継続調査に基づく、さらなる知見の集積を

期待したい。

本号の巻末には、埼玉大学社会調査研究センターが 年に実施した 本の調査結果の概要を、

解題とともに掲載した。 本目は、埼玉大学社会調査研究センターと毎日新聞社が、毎年共同で

実施する「日本の世論（郵送調査）」の結果である。 回目を迎えた今回の調査では、消費税や社

会保障、天皇の男系・女系など、若年層と中高年層との間で違いが出そうな質問を採用した。と

ころが、回答結果では年齢差が相対化され、ライフステージに応じた相違はほとんど見受けられ

なかった。「意識の均質化」が進んでいるのだろうか。継続質問の結果からは、意識や態度よりも

実態、とりわけ日常の情報・コミュニケーションの有り様における変容が浮き立つ。スマホ・フ

ァーストの席巻はどこまで往きつくのか。
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本目は、埼玉大学社会調査研究センターと 報道局の共同による「さいたま市民の政治・

選挙に関する意識調査（シニア調査）」の結果である。急速なスピードで進む都市部の高齢化の中

では、「新たな選挙ばなれ」現象として、買い物弱者ならぬ「投票弱者」問題が浮上している。調

査は、さいたま市大宮区に居住する単身の高齢者を対象に、 年 月～ 月にかけて、訪問留

置・郵送回収方式により実施した。回答結果には、単身高齢者、その大半を占める女性の単身高

齢者において、選挙には欠かさず投票する健常者と、投票には行きたい（行く気はある）が身体

的理由でままならない「投票弱者」の二極化とも言うべき状況が見受けられる。投票環境に関す

る制度的ケアが望まれよう。

われわれの実施する調査には、毎回多くの方々から協力を頂戴している。あらためて感謝を申

し述べたい。これからも、調査の対象者をはじめ、周囲のみなさまにご迷惑をお掛けしながら調

査を実施していきたい。

『政策と調査』のバックナンバー（第 号～第 号）はすべて当センターのウェブ・サイトに

掲載している。本号ともどもご活用いただければ幸甚である。

年 月

埼玉大学社会調査研究センター長

松本 正生

2Policy & Research No.18 (March 2020)

と を利用したスマートフォン調査の効用
 
Mobile Survey Application Using IVR and SMS 
 

前納 玲① 松本 正生② 大隈 慎吾③

 
 

〈要旨〉

埼玉大学社会調査研究センターは株式会社グリーン・シップと共同で、 年から、 （自動音声応答

通話）で調査対象者のスマートフォンに接触し アンケートへのアクセス方法を記載した （ショー

トメッセージサービス）を送る方式の月例調査を実施している。この調査では、従来型 方式電話調査

に近年付随する回収効率の悪化はみられないこと、回収サンプルが男性に偏っているものの若年層の構成

比が高いという特徴がみられた。また、従来型 方式調査における内閣支持率の変化を先取りするよう

な動きが特定の期間で観察された。 年からは、内閣への支持が自民党の支持にはつながらないという

新たなフェーズも示唆される。

Since 2018, Saitama University Social Survey Research Center and research agency Green Ship Co. 
have conducted jointly a monthly survey in which they contacted potential respondents through their 
smartphones via interactive voice response (IVR) and then sent a message describing how to access the 
online survey using short message service (SMS). The reduction in the efficiency of data collection in 
conventional random digit dialing (RDD) telephone surveys verified in recent years has not been 
attested in this survey. The sample of survey respondents was biased toward men, but comprised many 
young people. The fluctuation of the Cabinet's approval rating in this survey precedes that of 
conventional RDD telephone surveys in some periods. In addition, this survey has probably found a 
new situation in which Cabinet approval does not lead to the approval of the Liberal Democratic Party 
(LDP) in 2019 in Japan. 

１ はじめに

２ 調査方法および回答者属性

３ 回答者の政治意識

４．終わりに
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〈調査概要〉

調査名 寄付型ショートメール調査

調査目的
・若年層の政治意識に関する調査
・現行の世論調査や情勢調査に代わる新しい調査手法の開発

調査対象 日本国内でスマートフォンを使用する ・ 歳， 代，…， 歳以上の男女

標本サイズ 約 万件の電話番号

抽出方法 （ ）法

調査方法
（ ）と （ ）で対象者に接触

し、 アンケート用サイトを介して回答を収集する混合モード調査

調査時期 年 月～ 年 月 ※詳細な日時については図表 を参照

調査設問数

年 月まで： 問
年 月： 問
年 月： 問
年 月： 問
年 月： 問
年 月以降： 問

※設問の内容や内訳の詳細については 章を参照

回収数 ～ 件を目標に回収

調査イン
センティブ

寄付先の選択設問で提示された複数の慈善団体から回答者が カ所を選ぶと、株式会社グ
リーン・シップが代わりに 円を寄付する。回答者は寄付をせず 円相当のデジタル
ギフト文字・数字列や で発行される金券や商品券を受取ることもできる。

１ はじめに

埼玉大学社会調査研究センターは、株式会社グ

リーン・シップと共同で「寄付型ショートメール調

査」という独自方式の調査を 年 月から毎月

実施している。上掲の表は本調査の概要をまとめ

たものだが、さらに詳しい技術的な側面について

は前納・松本（2019）を参照されたい。本稿では、

前納・松本（2019）以降に加えられた調査手法の改

良および回収状況の推移について概説し、調査結

果から得られる国民的な政治意識に関するインプ

リケーションについても考察する。

２ 調査方法および回答者属性

上表にある通り、本調査では （自動音声応答

通話）によって調査対象者に接触し、 アンケー

トへのアクセス方法を記載したショートメール

（ ）を対象者に配信する。つまり、対象者への

ファーストコンタクトは（機械による）音声ベース

だが、回答をする際は（ 上での）記述式という、

混合モードとなっている点が大きな特徴といえる。

を使用した社会調査の例としては、中谷（2017）
や琉球新報（2018）、大隈・佐藤（2020）があるが、

これらは のみで接触から回答回収までを完了

するので本調査と同じ方式ではない。

本調査は 年 月までに 回実施されてお

り、具体的な実施日時は図表 にある通りである。
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図表 調査日時一覧

図表 では、本調査の反応率と回答率、有効回答数

もあわせて示した。なお、ここで言う反応率と回答

率は、前納・松本（2019）と同様、次式のように定

義される。

上記、反応率式中の「接続件数」は対象のスマー

トフォンにつながった数を表す。そのため留守番

電話やデータ通信用回線に接続してしまった場合

も含まれる。「反応数」は による調査協力意思

の確認に対し承諾または拒否の回答が得られた数

を、回答率式中の「 配信件数」は、調査協力を

承諾した対象者への の配信が成功した数を表

す。「有効回答数」は アンケートでの必須設問

（内閣支持率、性別、年代、寄付先）に回答し有効

となった件数である。

調査の回収効率に関する評価指標である反応率、

回答率、有効回答数を見る限り、若干の変動はあれ

ど、期間を通じて本調査の回収効率に大きな変化

は見られない。一方、 方式の伝統的な電話調査

は、毎日新聞（ 年 月 日付夕刊）でも報じ

られたように、いわゆる「アポ電強盗」事件等の影

響で 年以降は軒並み回収効率の低下に直面し

ているという。それに比べ、本調査は調査モードの

特性上、その影響をほとんど受けていないように

思われる。

設問の数は 年 月調査までは 問で、質

問の内容も固定であったが、その後は質問内容と

構成に試行錯誤を重ね、質問数も ～ 問の間で

変化した。具体的な変遷を以下にまとめる。

・ 年 月までは、｛政治意識に関する設問

＋ 属性設問 ＋ 寄付先の選択設問 ｝の計

問。政治意識の質問は、内閣支持、政党支

持、経済政策の評価、憲法改正の必要性、社会

階級（上、中、下）に関して。属性は、郵便番

号、性別、年代、最終学籍、固定電話の有無、

新聞購読に関する質問。寄付先の質問は、 つ

の慈善団体のうち つへの寄付か、デジタルギ

フトの受け取りのいずれかを選ぶ。

・ 年 月は、｛政治意識に関する設問

＋ 属性設問 ＋ 寄付先の選択設問 ｝の計

問。政治意識の質問に参院選（同年 月執

行）の比例代表投票先が追加、および、寄付先

の団体が つ追加された。

反応数
接続件数

反応率＝ 

有効回答数
ＳＭＳ配信件数

回答率＝ 

調査実施時期 反応率 回答率 有効回答数
2018年4月調査 2018年4月21日（土）、22日（日）
2018年5月調査 2018年5月26日（土）、27日（日）
2018年6月調査 2018年6月23日（土）、24日（日）
2018年7月調査 2018年7月28日（土）、29日（日）
2018年8月調査 2018年8月25日（土）、26日（日）
2018年9月調査 2018年9月29日（土）、30日（日）
2018年10月調査 2018年10月20日（土）、21日（日）
2018年11月調査 2018年11月17日（土）、18日（日）
2018年12月調査 2018年12月15日（土）、16日（日）
2019年1月調査 2019年1月26日（土）、27日（日）
2019年2月調査 2019年2月16日（土）、17日（日）
2019年3月調査 2019年3月23日（土）、24日（日）
2019年4月調査 2019年4月20日（土）、21日（日）
2019年5月調査 2019年5月18日（土）、19日（日）
2019年6月調査 2019年6月22日（土）、23日（日）
2019年7月調査 2019年7月19日（金）、20日（土）
2019年8月調査 2019年8月24日（土）、25日（日）
2019年9月調査 2019年9月21日（土）、22日（日）
2019年10月調査 2019年10月19日（土）、20日（日）
2019年11月調査 2019年11月16日（土）、17日（日）
2019年12月調査 2019年12月21日（土）、22日（日）
2020年1月調査 2020年1月18日（土）、19日（日）
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〈調査概要〉

調査名 寄付型ショートメール調査

調査目的
・若年層の政治意識に関する調査
・現行の世論調査や情勢調査に代わる新しい調査手法の開発

調査対象 日本国内でスマートフォンを使用する ・ 歳， 代，…， 歳以上の男女

標本サイズ 約 万件の電話番号

抽出方法 （ ）法

調査方法
（ ）と （ ）で対象者に接触

し、 アンケート用サイトを介して回答を収集する混合モード調査

調査時期 年 月～ 年 月 ※詳細な日時については図表 を参照

調査設問数

年 月まで： 問
年 月： 問
年 月： 問
年 月： 問
年 月： 問
年 月以降： 問

※設問の内容や内訳の詳細については 章を参照

回収数 ～ 件を目標に回収

調査イン
センティブ

寄付先の選択設問で提示された複数の慈善団体から回答者が カ所を選ぶと、株式会社グ
リーン・シップが代わりに 円を寄付する。回答者は寄付をせず 円相当のデジタル
ギフト文字・数字列や で発行される金券や商品券を受取ることもできる。

１ はじめに

埼玉大学社会調査研究センターは、株式会社グ

リーン・シップと共同で「寄付型ショートメール調

査」という独自方式の調査を 年 月から毎月

実施している。上掲の表は本調査の概要をまとめ

たものだが、さらに詳しい技術的な側面について

は前納・松本（2019）を参照されたい。本稿では、

前納・松本（2019）以降に加えられた調査手法の改

良および回収状況の推移について概説し、調査結

果から得られる国民的な政治意識に関するインプ

リケーションについても考察する。

２ 調査方法および回答者属性

上表にある通り、本調査では （自動音声応答

通話）によって調査対象者に接触し、 アンケー

トへのアクセス方法を記載したショートメール

（ ）を対象者に配信する。つまり、対象者への

ファーストコンタクトは（機械による）音声ベース

だが、回答をする際は（ 上での）記述式という、

混合モードとなっている点が大きな特徴といえる。

を使用した社会調査の例としては、中谷（2017）
や琉球新報（2018）、大隈・佐藤（2020）があるが、

これらは のみで接触から回答回収までを完了

するので本調査と同じ方式ではない。

本調査は 年 月までに 回実施されてお

り、具体的な実施日時は図表 にある通りである。
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図表 調査日時一覧

図表 では、本調査の反応率と回答率、有効回答数

もあわせて示した。なお、ここで言う反応率と回答

率は、前納・松本（2019）と同様、次式のように定

義される。

上記、反応率式中の「接続件数」は対象のスマー

トフォンにつながった数を表す。そのため留守番

電話やデータ通信用回線に接続してしまった場合

も含まれる。「反応数」は による調査協力意思

の確認に対し承諾または拒否の回答が得られた数

を、回答率式中の「 配信件数」は、調査協力を

承諾した対象者への の配信が成功した数を表

す。「有効回答数」は アンケートでの必須設問

（内閣支持率、性別、年代、寄付先）に回答し有効

となった件数である。

調査の回収効率に関する評価指標である反応率、

回答率、有効回答数を見る限り、若干の変動はあれ

ど、期間を通じて本調査の回収効率に大きな変化

は見られない。一方、 方式の伝統的な電話調査

は、毎日新聞（ 年 月 日付夕刊）でも報じ

られたように、いわゆる「アポ電強盗」事件等の影

響で 年以降は軒並み回収効率の低下に直面し

ているという。それに比べ、本調査は調査モードの

特性上、その影響をほとんど受けていないように

思われる。

設問の数は 年 月調査までは 問で、質

問の内容も固定であったが、その後は質問内容と

構成に試行錯誤を重ね、質問数も ～ 問の間で

変化した。具体的な変遷を以下にまとめる。

・ 年 月までは、｛政治意識に関する設問

＋ 属性設問 ＋ 寄付先の選択設問 ｝の計

問。政治意識の質問は、内閣支持、政党支

持、経済政策の評価、憲法改正の必要性、社会

階級（上、中、下）に関して。属性は、郵便番

号、性別、年代、最終学籍、固定電話の有無、

新聞購読に関する質問。寄付先の質問は、 つ

の慈善団体のうち つへの寄付か、デジタルギ

フトの受け取りのいずれかを選ぶ。

・ 年 月は、｛政治意識に関する設問

＋ 属性設問 ＋ 寄付先の選択設問 ｝の計

問。政治意識の質問に参院選（同年 月執

行）の比例代表投票先が追加、および、寄付先

の団体が つ追加された。

反応数
接続件数

反応率＝ 

有効回答数
ＳＭＳ配信件数

回答率＝ 

調査実施時期 反応率 回答率 有効回答数
2018年4月調査 2018年4月21日（土）、22日（日）
2018年5月調査 2018年5月26日（土）、27日（日）
2018年6月調査 2018年6月23日（土）、24日（日）
2018年7月調査 2018年7月28日（土）、29日（日）
2018年8月調査 2018年8月25日（土）、26日（日）
2018年9月調査 2018年9月29日（土）、30日（日）
2018年10月調査 2018年10月20日（土）、21日（日）
2018年11月調査 2018年11月17日（土）、18日（日）
2018年12月調査 2018年12月15日（土）、16日（日）
2019年1月調査 2019年1月26日（土）、27日（日）
2019年2月調査 2019年2月16日（土）、17日（日）
2019年3月調査 2019年3月23日（土）、24日（日）
2019年4月調査 2019年4月20日（土）、21日（日）
2019年5月調査 2019年5月18日（土）、19日（日）
2019年6月調査 2019年6月22日（土）、23日（日）
2019年7月調査 2019年7月19日（金）、20日（土）
2019年8月調査 2019年8月24日（土）、25日（日）
2019年9月調査 2019年9月21日（土）、22日（日）
2019年10月調査 2019年10月19日（土）、20日（日）
2019年11月調査 2019年11月16日（土）、17日（日）
2019年12月調査 2019年12月21日（土）、22日（日）
2020年1月調査 2020年1月18日（土）、19日（日）
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・ 年７月は、｛政治意識に関する設問 ＋

属性設問 ＋ 寄付先の選択設問 ｝の計

問。政治意識に関し、支持政党名を問う前に支

持する政党のある・なしを聞く質問があったが

これを廃止した。廃止前後の質問文の変化につ

いては、本稿末尾の〈参考情報〉冒頭を参照さ

れたい。他に、政治を実際に動かしているもの

（国会議員、官僚、首相、国民一人一人等）、

政治への満足度、政治家への印象（信頼できる

か否か）、今夏の参院選への関心度、選挙区で

の投票先（与党系、野党系等）、老後不安が参

院選の争点か、消費増税への賛否に関する質問

が追加。経済政策、社会階級（上、中、下）の

質問を廃止。属性質問では、よく利用する 、

サービスを問う質問を追加。

・ 年 月は、｛政治意識に関する設問 ＋属

性設問 ＋時事問題 問＋寄付先の選択設問

｝の計 １問。政治意識の質問で、前月に追

加した質問を全て廃止。支持政党名を問う質問

に、「社民党」、「れいわ新選組」、「 を国民か

ら守る党」、「わからない」の選択肢を追加。韓

国をホワイト国（輸出管理優遇対象国）から除

外したことの賛否を問う質問を追加。時事問題

として、東京五輪への関心、聖火リレーの最終

ランナーにふさわしい人（自由記述）を問う質

問を追加。属性質問で、よく利用する 、

サービスを問う質問を廃止。

・ 年 月は、｛政治意識に関する設問 ＋属

性設問 ＋時事問題 問＋寄付先の選択設問 ｝

の計 問。政治意識の質問から、韓国のホワ

イト国除外に関する質問を廃止。時事問題に、

キャッシュレス決済の利用意向を問う質問を

追加。

・ 年 月以降は、｛政治意識に関する設問

＋属性設問 ＋時事問題 問＋寄付先の選択

設問 ｝の計 問。時事問題から、キャッシ

ュレス決済の利用意向を問う質問を廃止。キャ

ッシュレス決済のポイント還元制度の認知度、

キャッシュレス決済の利用実績を問う質問を

追加。

次に回答者の属性であるが、本調査における性

年代の構成比率の推移を図表 に示す。

図表 有効回答者の性別・年代の構成比率

男性 女性 答えない 18･19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上
2018年4月
2018年5月
2018年6月
2018年7月
2018年8月
2018年9月
2018年10月
2018年11月
2018年12月
2019年1月
2019年2月
2019年3月
2019年4月
2019年5月
2019年6月
2019年7月
2019年8月
2019年9月
2019年10月
2019年11月
2019年12月
2020年1月
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年の国勢調査で男性の人口が全体の ％、

女性の人口が ％だったのに比べると、図表 の

男女比は男性側に大きく偏っている。毎日新聞が

実施している （ ）方式

の電話調査でも女性が回答者全体の ～ ％を占

めているので、伝統的な調査方式と比べても偏り

が大きい（毎日新聞の 方式調査における男女

比率の実測値は、本稿末尾の〈参考情報〉図表

を参照）。なお、 は毎日新聞の定例世論調査で

採用している電話調査方式で、 年 月に固定

電話に加え携帯電話も調査対象とし現行の調査形

態となってからも引き続き採用している。ただし、

実査における具体的な手順は、他社の伝統的な

方式調査とほぼ同一である。

年代についても、 年国勢調査（ ・ 歳の

人口構成比率 ％、 代 ％、 代 ％、 代

％、 代 ％、 代 ％、 代 ％）と比較

すると、本調査は高齢層、特に 歳以上がほとん

ど回収できていない点で大きく偏っている。一方、

毎日新聞 方式調査は若干高齢層への偏りが見

られるものの、本調査ほど極端な差ではない。

ただし、本調査は若年層の政治意識を明らかに

するため、あえて若年層に多く普及しているスマ

ートフォンを媒体に採用したという経緯があるの

で（毎日新聞 年 月 日付朝刊）、高齢層の

構成比率が低下するのは想定の範囲内とも言える。

しかし、女性からの回収が少ないという点につい

てはすでに前納・松本（2019）で指摘されているこ

とでもあり、引き続き今後の課題となる。いずれに

せよ標本の代表性の観点から、以降で調査結果を

解釈・分析する際は、サンプルが男性に偏っており

高齢層が少ないという点に留意する必要があろう。

３ 回答者の政治意識

前納・松本（2019）では初歩的な分析にとどめた

回答者の政治意識について、ここでは可能な限り

詳細な分析を試みる。

まず、新聞各社が実施した調査の内閣支持率を、

本調査と比較した結果を図表 に示す。図表 で

は、当該の新聞社が調査を実施しなかった月はグ

ラフの線が途切れていることに注意されたい。

新聞各社の内閣支持率が連動する一定のレンジ

内に本調査もおおむね収まっており、その中でも

比較的支持率が高いグループと水準が近いという

傾向は、前納・松本（2019）で分析した 年

月～ 年 月から変わっていない。

本調査で内閣支持率が高めとなる理由について、

毎日新聞 方式調査との比較分析によって明ら

かにすることを試みる。具体的には、回答者属性別

に両者の内閣支持率を比較する。図表 は、年代

図表 各社の内閣支持率との比較

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20
18
年
4月

20
18
年
5月

20
18
年
6月

20
18
年
7月

20
18
年
8月

20
18
年
9月

20
18
年
10
月

20
18
年
11
月

20
18
年
12
月

20
19
年
1月

20
19
年
2月

20
19
年
3月

20
19
年
4月

20
19
年
5月

20
19
年
6月

20
19
年
7月

20
19
年
8月

20
19
年
9月

20
19
年
10
月

20
19
年
11
月

20
19
年
12
月

20
20
年
1月

朝日新聞 共同通信 日経新聞 毎日新聞 読売新聞 埼玉大・グリーンシップ

7 政策と調査　第18号（2020年3月）
Policy & Research No.18 (March 2020) 6



 

・ 年７月は、｛政治意識に関する設問 ＋

属性設問 ＋ 寄付先の選択設問 ｝の計

問。政治意識に関し、支持政党名を問う前に支

持する政党のある・なしを聞く質問があったが

これを廃止した。廃止前後の質問文の変化につ

いては、本稿末尾の〈参考情報〉冒頭を参照さ

れたい。他に、政治を実際に動かしているもの

（国会議員、官僚、首相、国民一人一人等）、

政治への満足度、政治家への印象（信頼できる

か否か）、今夏の参院選への関心度、選挙区で

の投票先（与党系、野党系等）、老後不安が参

院選の争点か、消費増税への賛否に関する質問

が追加。経済政策、社会階級（上、中、下）の

質問を廃止。属性質問では、よく利用する 、

サービスを問う質問を追加。

・ 年 月は、｛政治意識に関する設問 ＋属

性設問 ＋時事問題 問＋寄付先の選択設問

｝の計 １問。政治意識の質問で、前月に追

加した質問を全て廃止。支持政党名を問う質問

に、「社民党」、「れいわ新選組」、「 を国民か

ら守る党」、「わからない」の選択肢を追加。韓

国をホワイト国（輸出管理優遇対象国）から除

外したことの賛否を問う質問を追加。時事問題

として、東京五輪への関心、聖火リレーの最終

ランナーにふさわしい人（自由記述）を問う質

問を追加。属性質問で、よく利用する 、

サービスを問う質問を廃止。

・ 年 月は、｛政治意識に関する設問 ＋属

性設問 ＋時事問題 問＋寄付先の選択設問 ｝

の計 問。政治意識の質問から、韓国のホワ

イト国除外に関する質問を廃止。時事問題に、

キャッシュレス決済の利用意向を問う質問を

追加。

・ 年 月以降は、｛政治意識に関する設問

＋属性設問 ＋時事問題 問＋寄付先の選択

設問 ｝の計 問。時事問題から、キャッシ

ュレス決済の利用意向を問う質問を廃止。キャ

ッシュレス決済のポイント還元制度の認知度、

キャッシュレス決済の利用実績を問う質問を

追加。

次に回答者の属性であるが、本調査における性

年代の構成比率の推移を図表 に示す。

図表 有効回答者の性別・年代の構成比率

男性 女性 答えない 18･19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上
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年の国勢調査で男性の人口が全体の ％、

女性の人口が ％だったのに比べると、図表 の
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すると、本調査は高齢層、特に 歳以上がほとん
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ただし、本調査は若年層の政治意識を明らかに

するため、あえて若年層に多く普及しているスマ

ートフォンを媒体に採用したという経緯があるの

で（毎日新聞 年 月 日付朝刊）、高齢層の

構成比率が低下するのは想定の範囲内とも言える。
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毎日新聞 方式調査との比較分析によって明ら

かにすることを試みる。具体的には、回答者属性別

に両者の内閣支持率を比較する。図表 は、年代
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別の内閣支持率の推移を、本調査（以下、「

調査」）と毎日新聞の調査（以下、「毎日 調査」）

で比較したものである。

図表 から、 調査では若年層の内閣支持

率（内閣を「支持する」と回答した比率）がほぼ一

貫して高齢層より高いことがわかる。毎日 調

査も、図中のほとんどの期間で若年層の支持率が

高齢層を上回っている（一部の時期で高齢層が若

年層を上回っているのは、 調査よりもサン

プルサイズが小さく若年層の時系列的なばらつき

が大きいためと考えられる）。この点では両者の傾

向は共通している。ただし、 調査の若年層

支持率は毎日 調査よりもはるかに高い水準で

推移している。この水準の差と、 調査のサ

ンプルは高齢層が少ない（相対的に若年層が多い）

ということが相まって全体の支持率が引き上げら

れていることがわかる。高齢層が少ないのはスマ

ートフォンを調査媒体に選択した結果であったこ

とをふまえると、内閣支持率が高いのは、スマート

フォンや（その付属機能としての）ショートメール

といった調査モードに由来するものが大きいと考

えられる。

次に、性別による内閣支持率の変動を毎日 調

査と比較する。その結果を示したのが図表 であ

る。

図表 年代別内閣支持率（グリーンシップと毎日新聞）
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図表 男女別内閣支持率（グリーンシップと毎日新聞）
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れていることがわかる。高齢層が少ないのはスマ

ートフォンを調査媒体に選択した結果であったこ

とをふまえると、内閣支持率が高いのは、スマート

フォンや（その付属機能としての）ショートメール

といった調査モードに由来するものが大きいと考

えられる。

次に、性別による内閣支持率の変動を毎日 調
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る。
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図表 男女別内閣支持率（グリーンシップと毎日新聞）
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図表 主要政党の支持率（グリーンシップと毎日新聞）

要な政党支持率についても考察する。図表 で、主

要な政党の支持率の推移について、 調査と

毎日 調査の結果を比較した結果を示す。

図表 から、立憲民主党の支持率は、期間を通じ

て 調査と毎日 調査とであまり水準に差

がないことがわかる。自民党の支持率と無党派層

（支持政党の質問に「特に支持している政党はな

い」と答えた回答者グループ）の比率に関して、

年 月より前の期間では、 調査と毎日

調査に明確な水準差がある。 月以降も

調査の自民支持率が毎日 調査より高く、無党

派率が毎日 調査より低いという点は変わらな
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ったため、無党派層の水準が上方にシフトしたと
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図表 各社の内閣支持率平均と 調査の比較
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にずれている。

興味深いのは、 調査が上昇（下降）した翌月

に、いずれも 社平均が上昇（下降）に転じている

ことである。このことから、 調査が従来型

式調査よりも早く政治意識の変化を検知する、「世

論の先行指標」となりうる可能性が示唆される。

次に、政治意識の主要な指標である内閣支持率
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ほぼ重なりあっているが、 年 月～ 年

月は、自民支持率に大きな変動が見られないのに

対し内閣支持率だけが上下動しているように見え

る。

これをより多角的・通時的に分析するため散布

図で表したのが図表 である。図表 から、

年 月～ 年 月は内閣支持率と自民党の支持

率の間に正の相関の存在が見受けられ、両者の連

動的な関係がうかがえる。一方、参院選直後で例外

的な動きをしている 年 月を除いた、 年

月～ 年 月の時期は内閣支持率と自民党支

持率との間に相関関係は確認できない。つまり、両

者の連動的な関係が崩れたことがうかがえる。こ

のことから、 つの期間の前後で内閣支持と自民党

支持の関係性に変化が起き、別のフェーズに移行

したことが示唆される。その通りであるならば、今

後は内閣への国民の支持が自民党への支持に必ず

しも貢献するとは限らないだろう。
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図表  内閣支持率と自民党支持率の推移（ 調査）

図表 内閣支持率と自民党支持率の分布（ 調査）
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４ 終わりに

本稿では前納・松本（2019）に引き続き、埼玉大

学社会調査研究センターと株式会社グリーン・シ

ップが共同で実施する「寄付型ショートメール調

査」をとりあげた。 （自動音声応答通話）で調

査対象者のスマートフォンに接触し アンケー

トに誘導するショートメール（ ）を送信する方

式の調査としては、本調査は今のところ国内唯一

である。アポ電強盗事件等の影響で従来型 方

式電話調査の回収状況が悪化するなか、われわれ

の「寄付型ショートメール調査」には、回収効率に

目立った低下は見られなかった。上記の効用の一

方で、回収サンプルが男性に偏っており高齢層が

少ないという課題が存在する。

政治意識に関しては、スマートフォンやショー

トメールといった調査モードの違いにより若年層

の回答者が比較的多くなるため、内閣支持率や自

民支持率が若干高く、無党派層の比率が若干低く

評価される特徴があった。また、従来型の 方式

調査における内閣支持率の変化を先取りするよう

な動きが観察された。 年になって内閣支持が

自民党の支持につながらない新たなフェーズに入

ったことも示唆された。

今後の課題としては、女性や高齢者のサンプル

も回収できるよう手法を改善することに加え、従

来型調査に先行するような動きをする時の条件は

何か、また、直近で観察された内閣支持と自民党支

持の無相関化が本調査以外でも見られるかを明ら

かにすることが挙げられる。

（①株式会社グリーン・シップ）

（②埼玉大学社会調査研究センター）

（③毎日新聞社・世論調査室）
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４ 終わりに

本稿では前納・松本（2019）に引き続き、埼玉大

学社会調査研究センターと株式会社グリーン・シ

ップが共同で実施する「寄付型ショートメール調

査」をとりあげた。 （自動音声応答通話）で調

査対象者のスマートフォンに接触し アンケー

トに誘導するショートメール（ ）を送信する方

式の調査としては、本調査は今のところ国内唯一

である。アポ電強盗事件等の影響で従来型 方

式電話調査の回収状況が悪化するなか、われわれ

の「寄付型ショートメール調査」には、回収効率に

目立った低下は見られなかった。上記の効用の一

方で、回収サンプルが男性に偏っており高齢層が

少ないという課題が存在する。

政治意識に関しては、スマートフォンやショー

トメールといった調査モードの違いにより若年層

の回答者が比較的多くなるため、内閣支持率や自

民支持率が若干高く、無党派層の比率が若干低く

評価される特徴があった。また、従来型の 方式

調査における内閣支持率の変化を先取りするよう

な動きが観察された。 年になって内閣支持が

自民党の支持につながらない新たなフェーズに入

ったことも示唆された。

今後の課題としては、女性や高齢者のサンプル

も回収できるよう手法を改善することに加え、従

来型調査に先行するような動きをする時の条件は

何か、また、直近で観察された内閣支持と自民党支

持の無相関化が本調査以外でも見られるかを明ら

かにすることが挙げられる。
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（②埼玉大学社会調査研究センター）
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図表 毎日 調査の性別・年代の構成比率およびサンプルサイズ
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「不満もなく、関心もなく」、政治を意識しない若者たち

－ 高校生政治意識調査 ・ ・ から －

“No Dissatisfaction, No Interest” Young People Without Political Consciousness: Based on Opinion 
Surveys of High School Students on Politics (2016, 2017, 2019) 

松本 正生

〈要旨〉

年参院選、 年衆院選、 年参院選と国政選挙の後に実施した、さいたま市の高校生に対する意

識調査の結果をもとに、若者の投票行動および政治意識の推移を考察する。調査結果からは、在学中の

年の間に、高校生の選挙への関心や投票への動機づけの低減が明らかとなる。併せて、政治への不満や政

治家に対する不信の度合いも大きく低下している。政治や政治家へのマイナス・イメージの低減は、現状

の肯定というより、彼らが政治を意識すること自体がなくなりつつあることを示唆している。

In this study, we will examine the changes in voting behavior and political consciousness of young people 
based on the results of opinion surveys of high school students in Saitama City. These surveys were 
conducted after the 2016 House of Councilors elections, 2017 House of Representatives elections, and 
2019 House of Councilors elections. The results of the survey show a reduction in the students’ interest 
toward elections and motivation for voting in these three years. At the same time, there has been a 
significant decline in the degree of dissatisfaction with politics, and mistrust of politicians. The decline 
in the negative image of politics and politicians alludes to young people losing political awareness rather 
than an affirmation of the status quo. 

はじめに

Ⅰ．高校生有権者の投票行動

１．国政選挙時の「投票率」

２．投票に行かない理由

３．家族が支える投票行動

Ⅱ．一票のリアリティと政治イメージ

１．選挙権と被選挙権

２．政治的有効性感覚

３．政治満足度と政治家信頼度

Ⅲ．情報・コミュニケーション環境

１．テレビ・新聞・インターネット

２．ＳＮＳの席巻度

３．政党の認知度

Ⅳ．身近な環境条件

１．家族・友人のインパクト

２．「 歳選挙権」のインパクト

３．主権者教育と生徒会選挙

まとめにかえて
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はじめに

年 月に実施された第 回

参議院議員通常選挙は、投票率の全

国平均が に低迷し、史上 度

目の 割れとなった。「 歳選挙権」

導入後の国政選挙としては、 年

月の参議院議員通常選挙、 年 月

の衆議院議員総選挙に続く 回目に

相当する。当該参院選における 歳

の投票率（全国平均）は 、

歳は 、 歳と 歳の合計平

均は で、いずれも有権者全体

の を大きく下回った。

年前の 年参院選時の投票率と

比較すると、 歳が 年

⇔ 年 で－ ポイン

ト、 歳が 年 ⇔

年 で－ ポイント、 歳と 歳の

合計は 年 ⇔ 年 で－

ポイントと、すべて二ケタ以上のマイナスとなっ

ている。有権者全体の平均値との差も、 歳と

歳の合計で見ると、 年の－ ポイントから

年には－ ポイントへと開きが拡大している。

さいたま市においても、 年参院選での投票率

は にとどまった。さいたま市選挙管理委員

会では、国政、地方に関わらず毎回の選挙に際して、

万人を超える全有権者の投票結果を集計し、ウ

ェブサイトで公開している。

〔図〕は、 年参院選、 年衆院選、そして

今回の参院選と、 歳選挙権が導入されて以降、

直近 回の国政選挙時の、さいたま市における年

齢別投票率をプロットしている。 年の参院選を

起点に、 歳の投票率は 年、 年と回を追う

たびに大きく低下している。さらに、 → → と

加齢に応じて投票率は下降の一途をたどる。初期

値 歳時 の高低に関わらず、いったんは 代の

底値まで下がり、そこから新たな社会化が始まる

といった様相を呈している。

一般に 歳問題と呼称される 歳から 歳へ

の急降下は、「住民票の異動」を必要としない首都

圏の若者にも該当する。図中の、 年参院選時の

歳の投票率は と比較的高率であった。当

該コホートは 年後の 年には 歳に長じてい

るが、同参院選での 歳の投票率は に過ぎ

なかった。彼ら「 歳選挙権世代」が、この先、

生涯を通じ初期値の を上回るパフォーマンス

を示すことがあるのだろうか。 歳時の投票は、

継続性を担保することのない一回限りの体験に過

ぎないのだろうか。

埼玉大学社会調査研究センターでは、さいたま

市教育委員会の協力により、 年 月、さいたま

市の市立高等学校 校の全校生徒 ～ 年生 を対

象に政治意識調査を実施した 回答者総数は

人 。市立高校生を対象とする調査は、 年 月 参

院選直後 、 年 月 衆院選直後 にも実施して

いる 注 。本小論では、 回の経年の推移を中

心に報告したい。

「さいたま市高校生政治意識調査 」の調査

票、および、３回 、 、 年 の調査の単純集

計結果については、後掲の資料を参照されたい。

Ⅰ．高校生有権者の投票行動

１．国政選挙時の「投票率」

先ず、 回の国政選挙における高校生有権者の投

票率 「投票した」回答の比率 は、〔表 〕のよう

に、 年参院選 → 年衆院選 →

年参院選 と推移している。衆院選に関しては、参

院選とは異なり時期があらかじめ決まっていない

ので、学校における教育や啓発などの対応が難し

い。また、 月の参院選と 月の衆院選とでは、

高校３年生中の有権者のシェアが違うため単純な

表 投票したか・しなかったか

全体

投票した 投票しなかった

図
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比較には留意が必要である。しかしながら、同じ参

院選の 年と 年とでは、 から へ比率は

大きく低下している。

２ 投票に行かない理由

一方、「投票しなかった」回答の比率は、

年参院選)→36%(17 年衆院選)→46%(19 年参院選

を示している。 年調査で「投票しなかった」と

回答した の生徒にその理由を聞いた結果は、

〔表 〕の通りである。「他の用事があったから」

や「病気や体調不良」の割合にそれほどの変化が見

受けられない中で、「面倒だったから」や「選挙に

関心がなかったら」の比率が顕著に増加し、両者の

合計は 年の から 年の へと倍増してい

る。「誰 どの政党 を選んでいいのかわからなかっ

たから」も、 から へと増大している。選挙

への関心や投票の動機づけの低減は明らかであろ

う。

埼玉大学社会調査研究センターでは、毎年定例

で、「さいたま市民の政治・選挙に関する意識調査」

を実施している。 年の調査では、同年 月に、

さいたま市議会議員選挙が行われたことから、市

議選の投票行動の追跡質問を中心に調査票を作成

した 注 。 年のさいたま市議選は、投票率が

と同市議選の最低を記録したが、調査で「投

票しなかった」と回答した の人たちに、その理

由を複数回答（該当するものいくつでも）で聞いた

結果が〔表 〕である。 歳～ 歳の若年層の回

答をみると、「投票が面倒だった」や「選挙を知ら

なかった」などが相応に高い比率を示している。わ

けても、「選挙を知らなかった」は を占め、他

の年齢層に比べて顕著に高い。 年の定例調査で

も、同年 月に実施された市長選 投票率は

と最低を記録した で「投票しなかった」人たちに

その理由を聞いている 注 。この時の若年層

歳～ 歳 における「選挙を知らなかった」の割合

は にとどまっており、 年後の 年には倍増

したことになる。しかも、調査では捕捉できなかっ

た未回答者を含めると、当該暗数部分はさらに増

大すると推測されよう。

「選挙を知らなかった」とは、単に選挙の投票日

がいつかを知らなかったのか。選挙が行われてい

ること自体を知らなかったのか。そもそも、選挙に

とどまらず、社会 世間 の情報を感知するアンテ

ナを持ち合わせていないということなのだろうか

注 。

３．家族が支える投票行動

さて、「投票した」生徒たちは、誰と投票に行っ

たのかを確認してみよう。〔表 〕を参照されたい。

年調査での「誰と投票に行ったか」の回答結果

は、「家族と」が 割に達している。男女間での相

違は存在するものの、 年に男性の「家族と」の

割合が増加したことで、全体の比率を押し上げて

いる。

受験や就職のみならず、選挙の投票も親の付き

添いが必須条件になりつつある。「親がかり投票」

と表現しておきたい。

投票行動の実情や当日の投票風景はともかく、

投票への動機づけに関しても、親ないし家庭の担

う役割は大きい。〔表 〕は、 年の参院選で「投

表 ．誰と投票に行ったか

男性

女性

全体

1人で 家族と

表 ．投票しなかった理由（ つまで）

他の用事（勉強や部活など）が
あったから

病気や体調不良

面倒だったから

選挙に関心がなかったから

誰（どの政党）を選んでいいのか
わからなかったから

表 ．投票しなかった理由（さいたま市民意識調

査： ）

他の用事
があった

病気や
体調不良

投票を忘
れた

選挙を知
らなかっ

た

投票が面
倒だった

政治・選
挙に関心
がなかっ

た

投票した
い候補者
かいな
かった

政策がわ
からな
かった

自分の一
票では世
の中は変
わらない

男性

女性

18～29歳

30代

40代

50代

60代

70代 －

80歳以上 － － － －

全体
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はじめに

年 月に実施された第 回

参議院議員通常選挙は、投票率の全

国平均が に低迷し、史上 度

目の 割れとなった。「 歳選挙権」

導入後の国政選挙としては、 年

月の参議院議員通常選挙、 年 月

の衆議院議員総選挙に続く 回目に

相当する。当該参院選における 歳

の投票率（全国平均）は 、

歳は 、 歳と 歳の合計平

均は で、いずれも有権者全体

の を大きく下回った。

年前の 年参院選時の投票率と

比較すると、 歳が 年

⇔ 年 で－ ポイン

ト、 歳が 年 ⇔

年 で－ ポイント、 歳と 歳の

合計は 年 ⇔ 年 で－

ポイントと、すべて二ケタ以上のマイナスとなっ

ている。有権者全体の平均値との差も、 歳と

歳の合計で見ると、 年の－ ポイントから

年には－ ポイントへと開きが拡大している。

さいたま市においても、 年参院選での投票率

は にとどまった。さいたま市選挙管理委員

会では、国政、地方に関わらず毎回の選挙に際して、

万人を超える全有権者の投票結果を集計し、ウ

ェブサイトで公開している。

〔図〕は、 年参院選、 年衆院選、そして

今回の参院選と、 歳選挙権が導入されて以降、

直近 回の国政選挙時の、さいたま市における年

齢別投票率をプロットしている。 年の参院選を

起点に、 歳の投票率は 年、 年と回を追う

たびに大きく低下している。さらに、 → → と

加齢に応じて投票率は下降の一途をたどる。初期

値 歳時 の高低に関わらず、いったんは 代の

底値まで下がり、そこから新たな社会化が始まる

といった様相を呈している。

一般に 歳問題と呼称される 歳から 歳へ

の急降下は、「住民票の異動」を必要としない首都

圏の若者にも該当する。図中の、 年参院選時の

歳の投票率は と比較的高率であった。当

該コホートは 年後の 年には 歳に長じてい

るが、同参院選での 歳の投票率は に過ぎ

なかった。彼ら「 歳選挙権世代」が、この先、

生涯を通じ初期値の を上回るパフォーマンス

を示すことがあるのだろうか。 歳時の投票は、

継続性を担保することのない一回限りの体験に過

ぎないのだろうか。

埼玉大学社会調査研究センターでは、さいたま

市教育委員会の協力により、 年 月、さいたま

市の市立高等学校 校の全校生徒 ～ 年生 を対

象に政治意識調査を実施した 回答者総数は

人 。市立高校生を対象とする調査は、 年 月 参

院選直後 、 年 月 衆院選直後 にも実施して

いる 注 。本小論では、 回の経年の推移を中

心に報告したい。

「さいたま市高校生政治意識調査 」の調査

票、および、３回 、 、 年 の調査の単純集

計結果については、後掲の資料を参照されたい。

Ⅰ．高校生有権者の投票行動

１．国政選挙時の「投票率」

先ず、 回の国政選挙における高校生有権者の投

票率 「投票した」回答の比率 は、〔表 〕のよう

に、 年参院選 → 年衆院選 →

年参院選 と推移している。衆院選に関しては、参

院選とは異なり時期があらかじめ決まっていない

ので、学校における教育や啓発などの対応が難し

い。また、 月の参院選と 月の衆院選とでは、

高校３年生中の有権者のシェアが違うため単純な

表 投票したか・しなかったか

全体

投票した 投票しなかった

図
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比較には留意が必要である。しかしながら、同じ参

院選の 年と 年とでは、 から へ比率は

大きく低下している。

２ 投票に行かない理由

一方、「投票しなかった」回答の比率は、

年参院選)→36%(17 年衆院選)→46%(19 年参院選

を示している。 年調査で「投票しなかった」と

回答した の生徒にその理由を聞いた結果は、

〔表 〕の通りである。「他の用事があったから」

や「病気や体調不良」の割合にそれほどの変化が見

受けられない中で、「面倒だったから」や「選挙に

関心がなかったら」の比率が顕著に増加し、両者の

合計は 年の から 年の へと倍増してい

る。「誰 どの政党 を選んでいいのかわからなかっ

たから」も、 から へと増大している。選挙

への関心や投票の動機づけの低減は明らかであろ

う。

埼玉大学社会調査研究センターでは、毎年定例

で、「さいたま市民の政治・選挙に関する意識調査」

を実施している。 年の調査では、同年 月に、

さいたま市議会議員選挙が行われたことから、市

議選の投票行動の追跡質問を中心に調査票を作成

した 注 。 年のさいたま市議選は、投票率が

と同市議選の最低を記録したが、調査で「投

票しなかった」と回答した の人たちに、その理

由を複数回答（該当するものいくつでも）で聞いた

結果が〔表 〕である。 歳～ 歳の若年層の回

答をみると、「投票が面倒だった」や「選挙を知ら

なかった」などが相応に高い比率を示している。わ

けても、「選挙を知らなかった」は を占め、他

の年齢層に比べて顕著に高い。 年の定例調査で

も、同年 月に実施された市長選 投票率は

と最低を記録した で「投票しなかった」人たちに

その理由を聞いている 注 。この時の若年層

歳～ 歳 における「選挙を知らなかった」の割合

は にとどまっており、 年後の 年には倍増

したことになる。しかも、調査では捕捉できなかっ

た未回答者を含めると、当該暗数部分はさらに増

大すると推測されよう。

「選挙を知らなかった」とは、単に選挙の投票日

がいつかを知らなかったのか。選挙が行われてい

ること自体を知らなかったのか。そもそも、選挙に

とどまらず、社会 世間 の情報を感知するアンテ

ナを持ち合わせていないということなのだろうか

注 。

３．家族が支える投票行動

さて、「投票した」生徒たちは、誰と投票に行っ

たのかを確認してみよう。〔表 〕を参照されたい。

年調査での「誰と投票に行ったか」の回答結果

は、「家族と」が 割に達している。男女間での相

違は存在するものの、 年に男性の「家族と」の

割合が増加したことで、全体の比率を押し上げて

いる。

受験や就職のみならず、選挙の投票も親の付き

添いが必須条件になりつつある。「親がかり投票」

と表現しておきたい。

投票行動の実情や当日の投票風景はともかく、

投票への動機づけに関しても、親ないし家庭の担

う役割は大きい。〔表 〕は、 年の参院選で「投

表 ．誰と投票に行ったか

男性

女性

全体

1人で 家族と

表 ． 投票しなかった理由（ つまで）

他の用事（勉強や部活など）が
あったから

病気や体調不良

面倒だったから

選挙に関心がなかったから

誰（どの政党）を選んでいいのか
わからなかったから

表 ．投票しなかった理由（さいたま市民意識調

査： ）

他の用事
があった

病気や
体調不良

投票を忘
れた

選挙を知
らなかっ
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政治・選
挙に関心
がなかっ
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い候補者
かいな
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票したか・しなかったか」と「 子どものころ 親と

いっしょに投票所に行ったことがあるか・ないか」

とのクロス集計の結果をまとめたものである。「投

票した」生徒と「投票しなかった」生徒とでは、親

との投票所体験の「ある・ない」比率の大小関係が

逆転しており、いわゆる子連れ投票体験の有・無が、

投票したか・しなかったかを弁別する要素となっ

ている。政治的社会化過程における「子連れ投票経

験」の重要性を示唆していよう。

Ⅱ．一票のリアリティと政治イメージ

１．選挙権と被選挙権

ここからは、高校生全体の傾向を確認して行こ

う。

先ず、 年 参 、 年 衆 、 年 参 と 回の

国政選挙を経て、高校生は選挙権年齢の引き下げ

をどう評価しているのか。「 歳という年齢で選挙

権を持つのは早いと思うか、遅いと思うか」を聞い

た結果は、〔表 〕の通りである。 年～ 年を通

じて、「ちょうどいい」が全体で 割前後と相対的

多数を占めており、学年間の比率にもそれほど大

きな相違は見受けられない。ただ、「早い」とする

回答も一貫して 割を上回っており、「わからない」

比率を合計すると２つの回答で 割以上を占めて

いる。消極的ではあるもののおおむね肯定、言い換

えれば、否定はしないといったところだろうか。

次いで、〔表 〕を参照されたい。「被選挙権年齢

についてどうするべきだと思うか」を聞いた結果

を示している。 歳選挙権の実現によって、選挙

権年齢と被選挙権年齢の間のひらきは大きくなっ

た。けれども、「選挙権と同じ 歳以上にするべき

だ」は、一桁の数パーセントにすぎない。「引き下

げるべきだが、選挙権と同じ年齢まで引き下げる

必要はない」を合計しても、引き下げ派は 割程度

とどまっている。

「今のままでよい」が 割強と多数を占め、「わか

らない」と合わせて 割程度に達する。被選挙権年

齢の引き下げと言われても、あまりピンと来ない、

実感のわかない話のように思われる。

２．政治的有効性感覚

〔表 〕は、「今の日本の政治を動かしている

のは誰か」という、政治の主体に関する認識を聞い

表 ．「投票したか」×「親との投票所体験」（ ）

ある ない わからない

投票した

投票しなかった

表 ．選挙権年齢は

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

遅い わからない

早い ちょうどいい

表 ．被選挙権年齢は

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

今のままでよい わからない

選挙権と同じ18歳以
上にするべきだ

引き下げるべきだ
が、選挙権と同じ年
齢まで引き下げる必

要はない

表 ．日本の政治を動かしているの

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

大企業

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

わからないマスコミ国民一人一人

国会議員 官僚 首相
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た結果をまとめている。「国会議員」、「官僚」、「首

相」、「国民一人一人」、「大企業」、「マスコミ」の６

つのアクターに関する 回の調査結果をみると、

いずれの比率についても、顕著な変化は確認でき

ない。各アクター比率の大小に関する順位にも変

動は見受けられない。

次に〔表 〕を参照されたい。「日本の政治を

動かしているのはだれか」に関する選択肢の中で、

「国民一人一人」の回答比率に焦点をしぼってい

る。政治の主体は国民一人一人であるという、われ

われの一票に対する有効性感覚、すなわち、一票の

リアリティは、高校 年生から 年生へと学年が

上がるにつれて減少する。例えば、 年結果と

年結果をコホートにそってトレースすれば、表中

の矢印のように、 年の 年生の は 年に

年生になると に、 年の 年生の は 年

に 年生になると へと下落していく。学年の階

段を上るごとに、ほぼ等分に比率が減少する、いわ

ば逆年功効果が示唆される。

ようやく 歳選挙権が実現したにもかかわらず、

肝心の「一票のリアリティ」が、 年生の時点では

そこそこの比率を占めているものの、有権者とな

る 年生ごろには 割程度に下降してしまう。

年と 年とを同様にトレースすると、 年

の 年生は 年後の 年に 年生に長じること

で、 から へと比率を減少させている。逆年

功効果は、相変わらず継続していると推測できよ

う。

３．政治満足度と政治家信頼度

回の調査を通じて変化の大きかったのが、「政

治満足度」と「政治家信頼度」の回答結果にほかな

らない。

〔表 〕は、「現在の政治にどの程度満足してい

るか」を聞いた結果を示している。「だいたい満

足している」の比率が増加傾向にあり、「やや不

満足である」や「大いに不満足である」の割合が

減少傾向にあることが確認できる。

〔表 〕は、「日本の政治家を考えた時、政治

家についてどんな印象を持っているか」を聞いた

結果をまとめている。やはり、「ある程度信頼で

きる」の割合が上昇しており、「あまり信頼でき

ない」と「全く信頼できない」の比率が低下して

いる。

変化の様相は、差し引きポイントを算出する

と、より明確になる。

〔表 〕を参照されたい。政治満足度質問にお

ける、「満足 大いに満足＋だいたい満足 」比率か

ら「不満足 大いに不満足＋やや不満足 」比率を

差し引いた数値 差し引き比率 を算出したもの

である。 年の時点では、 年生から 年生ま

表 ．日本の政治を動かしているのはだれか

〔コホート〕

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

国民一人一人

表 ．政治満足度

男性

女性

1年生 －
2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

大いに
満足している

だいたい
満足している

やや
不満足である

大いに
不満足である

わからない

表 ．政治家信頼度

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

とても
信頼できると思う

ある程度
信頼できると思う

あまり
信頼できないと思う

全く
信頼できないと思う

わからない

表 「政治満足」－「政治不満」差し引きポ

イント

1年生

2年生

3年生

全体 ±0
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票したか・しなかったか」と「 子どものころ 親と

いっしょに投票所に行ったことがあるか・ないか」

とのクロス集計の結果をまとめたものである。「投

票した」生徒と「投票しなかった」生徒とでは、親

との投票所体験の「ある・ない」比率の大小関係が

逆転しており、いわゆる子連れ投票体験の有・無が、

投票したか・しなかったかを弁別する要素となっ

ている。政治的社会化過程における「子連れ投票経

験」の重要性を示唆していよう。

Ⅱ．一票のリアリティと政治イメージ

１．選挙権と被選挙権

ここからは、高校生全体の傾向を確認して行こ

う。

先ず、 年 参 、 年 衆 、 年 参 と 回の

国政選挙を経て、高校生は選挙権年齢の引き下げ

をどう評価しているのか。「 歳という年齢で選挙

権を持つのは早いと思うか、遅いと思うか」を聞い

た結果は、〔表 〕の通りである。 年～ 年を通

じて、「ちょうどいい」が全体で 割前後と相対的

多数を占めており、学年間の比率にもそれほど大

きな相違は見受けられない。ただ、「早い」とする

回答も一貫して 割を上回っており、「わからない」

比率を合計すると２つの回答で 割以上を占めて

いる。消極的ではあるもののおおむね肯定、言い換

えれば、否定はしないといったところだろうか。

次いで、〔表 〕を参照されたい。「被選挙権年齢

についてどうするべきだと思うか」を聞いた結果

を示している。 歳選挙権の実現によって、選挙

権年齢と被選挙権年齢の間のひらきは大きくなっ

た。けれども、「選挙権と同じ 歳以上にするべき

だ」は、一桁の数パーセントにすぎない。「引き下

げるべきだが、選挙権と同じ年齢まで引き下げる

必要はない」を合計しても、引き下げ派は 割程度

とどまっている。

「今のままでよい」が 割強と多数を占め、「わか

らない」と合わせて 割程度に達する。被選挙権年

齢の引き下げと言われても、あまりピンと来ない、

実感のわかない話のように思われる。

２．政治的有効性感覚

〔表 〕は、「今の日本の政治を動かしている

のは誰か」という、政治の主体に関する認識を聞い

表 ．「投票したか」×「親との投票所体験」（ ）

ある ない わからない

投票した

投票しなかった

表 ．選挙権年齢は

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

遅い わからない

早い ちょうどいい

表 ．被選挙権年齢は

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

今のままでよい わからない

選挙権と同じ18歳以
上にするべきだ

引き下げるべきだ
が、選挙権と同じ年
齢まで引き下げる必

要はない

表 ．日本の政治を動かしているの

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

大企業

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

わからないマスコミ国民一人一人

国会議員 官僚 首相
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た結果をまとめている。「国会議員」、「官僚」、「首

相」、「国民一人一人」、「大企業」、「マスコミ」の６

つのアクターに関する 回の調査結果をみると、

いずれの比率についても、顕著な変化は確認でき

ない。各アクター比率の大小に関する順位にも変

動は見受けられない。

次に〔表 〕を参照されたい。「日本の政治を

動かしているのはだれか」に関する選択肢の中で、

「国民一人一人」の回答比率に焦点をしぼってい

る。政治の主体は国民一人一人であるという、われ

われの一票に対する有効性感覚、すなわち、一票の

リアリティは、高校 年生から 年生へと学年が

上がるにつれて減少する。例えば、 年結果と

年結果をコホートにそってトレースすれば、表中

の矢印のように、 年の 年生の は 年に

年生になると に、 年の 年生の は 年

に 年生になると へと下落していく。学年の階

段を上るごとに、ほぼ等分に比率が減少する、いわ

ば逆年功効果が示唆される。

ようやく 歳選挙権が実現したにもかかわらず、

肝心の「一票のリアリティ」が、 年生の時点では

そこそこの比率を占めているものの、有権者とな

る 年生ごろには 割程度に下降してしまう。

年と 年とを同様にトレースすると、 年

の 年生は 年後の 年に 年生に長じること

で、 から へと比率を減少させている。逆年

功効果は、相変わらず継続していると推測できよ

う。

３．政治満足度と政治家信頼度

回の調査を通じて変化の大きかったのが、「政

治満足度」と「政治家信頼度」の回答結果にほかな

らない。

〔表 〕は、「現在の政治にどの程度満足してい

るか」を聞いた結果を示している。「だいたい満

足している」の比率が増加傾向にあり、「やや不

満足である」や「大いに不満足である」の割合が

減少傾向にあることが確認できる。

〔表 〕は、「日本の政治家を考えた時、政治

家についてどんな印象を持っているか」を聞いた

結果をまとめている。やはり、「ある程度信頼で

きる」の割合が上昇しており、「あまり信頼でき

ない」と「全く信頼できない」の比率が低下して

いる。

変化の様相は、差し引きポイントを算出する

と、より明確になる。

〔表 〕を参照されたい。政治満足度質問にお

ける、「満足 大いに満足＋だいたい満足 」比率か

ら「不満足 大いに不満足＋やや不満足 」比率を

差し引いた数値 差し引き比率 を算出したもの

である。 年の時点では、 年生から 年生ま

表 ．日本の政治を動かしているのはだれか

〔コホート〕

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

国民一人一人

表 ．政治満足度

男性

女性

1年生 －
2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

大いに
満足している

だいたい
満足している

やや
不満足である

大いに
不満足である

わからない

表 ．政治家信頼度

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

とても
信頼できると思う

ある程度
信頼できると思う

あまり
信頼できないと思う

全く
信頼できないと思う

わからない

表 「政治満足」－「政治不満」差し引きポ

イント

1年生

2年生

3年生

全体 ±0
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で、学年に関わらずマイナスの値で共通しており、

トータルでも－ ポイントを示していた。 年後

の 年にはマイナスではあるものの値は減少し、

年に至ると、 年生はプラスに転じて、全体で

もプラスマイナス・ゼロへと変化している。政治

への不満の度合いは、わずか 年の間に大きく低

下し、「満足でも不満でもない」状況へと変容して

いる。

〔表 〕は、政治家信頼度に関して、「信頼でき

る とても信頼できる＋ある程度信頼できる 」比

率から「信頼できない 全く信頼できない＋あまり

信頼できない 」比率を差し引いた値に相当する。

「政治家信頼度」は、先の「政治満足度」に比べ、

マイナスの度合いが極めて大きい。 年の数値を

みると、すべての学年で－ ポイントを上回り、

トータルでは－ ポイントを示していた。高校生

が政治を認知する起点は、まさに、政治家のネガテ

ィブ・イメージにあるという推測が成り立つ。スキ

ャンダルや不祥事など、メディア、とりわけ を

含む映像メディアを通じた政治家の姿が、彼らに

とっての「リアルな政治との遭遇」のように思われ

た 松本正生 。

ところが、政治家不信の度合いは、 年、 年

と、どの学年においても共通に減少し、全体では

年の－ ポイントから 年の－ ポイントへと

大きく低下している。マイナス・イメージの低減は、

高校生の政治家不信が払拭され、政治の現状を肯

定するようになったということなのだろうか。と

いうよりも、むしろ政治家イメージの希薄化、すな

わち、彼らが「政治を意識すること自体がなくなり

つつある」ことを示唆しているように思われる。

Ⅲ．情報・コミュニケーション環境

１．テレビ・新聞・インターネット

それでは、政治社会のニュースへの接触度を、テ

レビ、新聞、インターネットの順でみていこう。〔表

〕、〔表 〕、〔表 〕を参照されたい。 年と

年および 年とでは、選択肢のワードに変更を加

えたため、結果の比較検討は同一の選択肢に限定

する 注 。

先ず、〔表 〕の「テレビで政治のニュースをど

の程度見るか」については、「あまり見ない」と「全

く見ない」の割合は相対的に低い。しかしながら、

「あまり」と「全く」の合計比率が、 年の か

ら 年は 、 年は に増加しており、視聴

の度合いは減少傾向にある。

次に、〔表 〕の「新聞で政治の記事をどの程度

読むか」では、「あまり」と「全く」を合計した「読

まない」割合が、 年の から 年は 、

年は と 割近くに達している。

〔表 〕の「インターネットで政治のニュース

をどの程度見るか」に関しては、やや様相が異なる。

「あまり」と「全く」を合計した「見ない」比率は、

年の から 年の へと増加したものの、

年には に減少している。とりわけ、「全く見

ない」の比率が、 、 年の ～ から 年の

と顕著に減少していることは注目に値しよう。

質問選択肢が同一の 年と 年を比較すると、

表 ．インターネットで社会や政治のニュー

スを見るか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまり見ない 全く見ない

表 ．新聞で社会や政治の記事を読むか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまり読まない 全く読まない

表 テレビで政治のニュースをどの程度見

るか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまり見ない 全く見ない

表 「政治家信頼」－「政治家不信」差し引

きポイント

1年生

2年生

3年生

全体
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インターネットで社会や政治のニュースを「毎日

見ている」と「週に 回見ている」の合計比率

も、 から に増加している。この点に関して

は、ネット・ニュースのソース チャネル を確認す

る必要があるだろう。

２．ＳＮＳの席巻度

インターネット依存世代の若者が、周囲とコミ

ュニケートし、社会を認知する不可欠な手段がＳ

ＮＳである。「よく利用する やウェブサービス」

について聞いた結果を〔表 〕にまとめた。

回の調査結果から、 年～ 年への推移を確

認すると、 は 年 、 年 、

年 と圧倒的なシェアを占め続けている。一方、

は、 年の 、 年の から、 年

には へと、比率を大きく減少させている。

対照的に、 は、 年の から 年

は 、 年には へと 年間で 比率を倍増さ

せている。 年に新たに選択肢に設定した

などの動画 も、いきなり と高いシェアを

占めている。若者の情報ツールやプラットホーム

が、日々更新され、変容している様子をうかがい知

ることができよう。

先に〔表 〕で確認したインターネットでニュ

ースを見る頻度の増加についても、 ニュース

や 動画による「ニュース」への接触度を

反映しているという推測が成り立つ。

とかかわらない生活など、彼らからすれば

想定できないのだろう。ＳＮＳこそが若者にとっ

ての「社会の窓」であることは、否定しても詮無い。

スマートフォンのタイムラインに表示される情報

を社会として認識する若者と、新聞やテレビなど

の報道に依拠する中高年との間で、どこまで「ファ

クト」を共有できるのだろうか。

３ 政党の認知度

年調査では、政党の認知度についても調べた。

〔表 〕を参照されたい。政権与党の「自民党」

以外に知っている政党名をいくつでも書いてもら

ったところ、自民党と連立を組む「公明党」をあげ

た生徒が全体の に当たる 人にのぼり、最

多となった。

知名度で公明党に続いたのは、 年 月の参院

選で初めて議席を得た「 から国民を守る党（

国）」の ＝ 人で、野党第１党の「立憲民主

党」 ＝ 人を上回った。政見放送や

動画などを駆使したパフォーマンスが、多くの高

校生の印象に残ったと考えられよう。 の威力を

見せつけられる数値にほかならない。

現存する政党でトップ に入ったのは、「共産

党」の ＝ 人、「日本維新の会」の ＝

人（他に、「維新」 人、「大阪維新の会」 人）、

「社会民主党」の ％＝ 人、「れいわ新選組」の

＝ 人などで、「国民民主党」は で圏外であ

った。

また、「自民党」以外の政党名を尋ねたにもかか

わらず、「自由民主党」と書いた生徒が ＝ 人

も存在した。「自民党」と「自由民主党」とが同じ

政党だと気が付かずに回答したのだろうか。

年になくなった「民主党」をあげた生徒も

＝ 人、 年に解党した「みんなの党」も ＝

人存在した。わかりやすいネーミングゆえに印

象に残っているのかもしれない。

高校生にとって、 などを通じて目や耳にする

政党名は単なる記号に過ぎず、実体はイメージで

きないのではないかと思われる。

表 よく利用する

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

などの動画

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

表 ．自民党以外の政党名は（ ）

公明党

NHKから国民を守る党

立憲民主党

日本共産党

民主党

日本維新の会
（他に、維新 153　大阪維新の会 31）

社会民主党

自由民主党

れいわ新選組

みんなの党

数値は実数
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で、学年に関わらずマイナスの値で共通しており、

トータルでも－ ポイントを示していた。 年後

の 年にはマイナスではあるものの値は減少し、

年に至ると、 年生はプラスに転じて、全体で

もプラスマイナス・ゼロへと変化している。政治

への不満の度合いは、わずか 年の間に大きく低

下し、「満足でも不満でもない」状況へと変容して

いる。

〔表 〕は、政治家信頼度に関して、「信頼でき

る とても信頼できる＋ある程度信頼できる 」比

率から「信頼できない 全く信頼できない＋あまり

信頼できない 」比率を差し引いた値に相当する。

「政治家信頼度」は、先の「政治満足度」に比べ、

マイナスの度合いが極めて大きい。 年の数値を

みると、すべての学年で－ ポイントを上回り、

トータルでは－ ポイントを示していた。高校生

が政治を認知する起点は、まさに、政治家のネガテ

ィブ・イメージにあるという推測が成り立つ。スキ

ャンダルや不祥事など、メディア、とりわけ を

含む映像メディアを通じた政治家の姿が、彼らに

とっての「リアルな政治との遭遇」のように思われ

た 松本正生 。

ところが、政治家不信の度合いは、 年、 年

と、どの学年においても共通に減少し、全体では

年の－ ポイントから 年の－ ポイントへと

大きく低下している。マイナス・イメージの低減は、

高校生の政治家不信が払拭され、政治の現状を肯

定するようになったということなのだろうか。と

いうよりも、むしろ政治家イメージの希薄化、すな

わち、彼らが「政治を意識すること自体がなくなり

つつある」ことを示唆しているように思われる。

Ⅲ．情報・コミュニケーション環境

１．テレビ・新聞・インターネット

それでは、政治社会のニュースへの接触度を、テ

レビ、新聞、インターネットの順でみていこう。〔表

〕、〔表 〕、〔表 〕を参照されたい。 年と

年および 年とでは、選択肢のワードに変更を加

えたため、結果の比較検討は同一の選択肢に限定

する 注 。

先ず、〔表 〕の「テレビで政治のニュースをど

の程度見るか」については、「あまり見ない」と「全

く見ない」の割合は相対的に低い。しかしながら、

「あまり」と「全く」の合計比率が、 年の か

ら 年は 、 年は に増加しており、視聴

の度合いは減少傾向にある。

次に、〔表 〕の「新聞で政治の記事をどの程度

読むか」では、「あまり」と「全く」を合計した「読

まない」割合が、 年の から 年は 、

年は と 割近くに達している。

〔表 〕の「インターネットで政治のニュース

をどの程度見るか」に関しては、やや様相が異なる。

「あまり」と「全く」を合計した「見ない」比率は、

年の から 年の へと増加したものの、

年には に減少している。とりわけ、「全く見

ない」の比率が、 、 年の ～ から 年の

と顕著に減少していることは注目に値しよう。

質問選択肢が同一の 年と 年を比較すると、

表 ．インターネットで社会や政治のニュー

スを見るか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまり見ない 全く見ない

表 ．新聞で社会や政治の記事を読むか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまり読まない 全く読まない

表 テレビで政治のニュースをどの程度見

るか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまり見ない 全く見ない

表 「政治家信頼」－「政治家不信」差し引

きポイント

1年生

2年生

3年生

全体
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インターネットで社会や政治のニュースを「毎日

見ている」と「週に 回見ている」の合計比率

も、 から に増加している。この点に関して

は、ネット・ニュースのソース チャネル を確認す

る必要があるだろう。

２．ＳＮＳの席巻度

インターネット依存世代の若者が、周囲とコミ

ュニケートし、社会を認知する不可欠な手段がＳ

ＮＳである。「よく利用する やウェブサービス」

について聞いた結果を〔表 〕にまとめた。

回の調査結果から、 年～ 年への推移を確

認すると、 は 年 、 年 、

年 と圧倒的なシェアを占め続けている。一方、

は、 年の 、 年の から、 年

には へと、比率を大きく減少させている。

対照的に、 は、 年の から 年

は 、 年には へと 年間で 比率を倍増さ

せている。 年に新たに選択肢に設定した

などの動画 も、いきなり と高いシェアを

占めている。若者の情報ツールやプラットホーム

が、日々更新され、変容している様子をうかがい知

ることができよう。

先に〔表 〕で確認したインターネットでニュ

ースを見る頻度の増加についても、 ニュース

や 動画による「ニュース」への接触度を

反映しているという推測が成り立つ。

とかかわらない生活など、彼らからすれば

想定できないのだろう。ＳＮＳこそが若者にとっ

ての「社会の窓」であることは、否定しても詮無い。

スマートフォンのタイムラインに表示される情報

を社会として認識する若者と、新聞やテレビなど

の報道に依拠する中高年との間で、どこまで「ファ

クト」を共有できるのだろうか。

３ 政党の認知度

年調査では、政党の認知度についても調べた。

〔表 〕を参照されたい。政権与党の「自民党」

以外に知っている政党名をいくつでも書いてもら

ったところ、自民党と連立を組む「公明党」をあげ

た生徒が全体の に当たる 人にのぼり、最

多となった。

知名度で公明党に続いたのは、 年 月の参院

選で初めて議席を得た「 から国民を守る党（

国）」の ＝ 人で、野党第１党の「立憲民主

党」 ＝ 人を上回った。政見放送や

動画などを駆使したパフォーマンスが、多くの高

校生の印象に残ったと考えられよう。 の威力を

見せつけられる数値にほかならない。

現存する政党でトップ に入ったのは、「共産

党」の ＝ 人、「日本維新の会」の ＝

人（他に、「維新」 人、「大阪維新の会」 人）、

「社会民主党」の ％＝ 人、「れいわ新選組」の

＝ 人などで、「国民民主党」は で圏外であ

った。

また、「自民党」以外の政党名を尋ねたにもかか

わらず、「自由民主党」と書いた生徒が ＝ 人

も存在した。「自民党」と「自由民主党」とが同じ

政党だと気が付かずに回答したのだろうか。

年になくなった「民主党」をあげた生徒も

＝ 人、 年に解党した「みんなの党」も ＝

人存在した。わかりやすいネーミングゆえに印

象に残っているのかもしれない。

高校生にとって、 などを通じて目や耳にする

政党名は単なる記号に過ぎず、実体はイメージで

きないのではないかと思われる。

表 よく利用する

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

などの動画

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

表 ．自民党以外の政党名は（ ）

公明党

NHKから国民を守る党

立憲民主党

日本共産党

民主党

日本維新の会
（他に、維新 153　大阪維新の会 31）

社会民主党

自由民主党

れいわ新選組

みんなの党

数値は実数
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Ⅳ．身近な環境条件

１．家族・友人のインパクト

今度は「家族と政治の話をするか」についてみて

いこう。〔表 〕を参照されたい。経年の推移に大

きな変化は見受けられないものの、「あまりない」

と「ほとんどない」の合計比率が、 年の 、

年の から、 年には 年 へと若干増加

傾向にある。

〔表 〕の「友人と政治の話をするか」に関し

ても、友人とは政治的な話はしないという、当初か

らの基本的な傾向が続いている。ただし、「ほとん

どない」と「あまりない」を合計した「ない」派の

比率は、 年 → 年 → 年 と増

加している。

次に、投票行動との相関関係を確認する。「家族

と政治の話をするか」と「投票したか、しなかった

か」とのクロス集計結果を〔表 〕に示すと、ほ

とんど経年変化は存在しない。「投票した」層と「投

票しなかった」層との間には、家族と政治の話をす

る度合いの相違が見受けられる。「子連れ投票」同

様、家庭環境が投票への動機づけの弁別要素であ

ることを示唆していよう。

〔表 〕の「友人と政治の話をするか」と「投

票したか、しなかったか」とのクロス結果からは、

友人と政治の話をする頻度の低さゆえに、投票の

有・無との明確な関係を読み取ることはできない。

唯一、「ほとんどない」の割合に関して、「投票した」

「投票しなかった」間の相違が、 ポイント 年

→ ポイント 年 → ポイント 年 と拡大し

ている。これまでの結果を考え合わせると、政治社

会の情報に関心を示さず、したがって政治の話を

することもなく、投票にも行かないという層が、確

実かつ相応の固まりとして存在することがうかが

われる。しかも、それはじわじわと増大しつつある

と推測できよう。

２．「 歳選挙権」のインパクト

次いで〔表 〕を参照されたい。今度は、 歳

未満の非有権者高校生に焦点を当て、「 歳になっ

たら投票に行くか」を聞いた結果をまとめている。

コホートで確認すると、 年時の 年生は 年

に 年生に上がることで、 年次 から

年次 に増加していることがわかる。自身が有権者

年齢になったことの自覚が生まれたことを示唆し

表 ．家族と政治の話をするか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまりない ほとんどない

よくある ときどきある

表 ．友人と政治の話をするか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまりない ほとんどない

よくある ときどきある

表 ．「投票したか」×「家族と政治の話をす

るか」

投票した

投票しな
かった

投票した

投票しな
かった

よくある ときどきある

ほとんどないあまりない

表 ．「投票したか」×「友人と政治の話をす

るか」るか」

投票した －

投票しな
かった

－

投票した

投票しな
かった

ときどきある

ほとんどないあまりない

よくある
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ている。有権者として投票する同じクラスメイト

の存在が刺激になったのかもしれない。

しかしながら、 年や 年結果と比較する

と、 年生と 年生との間の比率の差は明確に

縮小している。 年の 年生が 年に 年生に

長じ、「投票に行く」の割合が から へと大

きく増大していることとは、程度以上の違いがあ

るようにも思われる。加えて、「行かない」と

「わからない」の合計は上昇し、 年には 割を

占めている。「 歳選挙権」のインパクトも、も

はや賞味期限をむかえたということなのだろう

か。

３．主権者教育と生徒会選挙

最後に、主権者教育に関連して、やや気に掛かる

傾向にふれておきたい。先に紹介した、われわれ埼

玉大学社会調査研究センターによる「さいたま市

民政治意識調査 」の結果を再び引用する。

〔表 〕は、同調査の「学生時代に経験した選

挙に関する授業や行事で印象に残っているもの」

を聞いた結果を示している。「学校での授業」や「出

前授業・模擬投票」については、全体での比率は小

さいものの、 ～ 歳の若年層では他の年齢層に

比べ相応に高い値を占めている。主権者教育の実

践が浸透してきていることが示唆されよう。継続

は力なり、 年後 年後の推移を見守っていきた

い。

一方、全体で高い比率を占める「生徒会・学級委

員選挙」に関しては、 歳～ 歳と 歳以上の

間で傾向が大きく異なっており、若年層での比率

の低さが目立っている。模擬投票体験の広がりの

一方で、最もリアリティのある投票機会としての

生徒会選挙が形骸化しているのだろうか。確かに、

今や、自分から生徒会長などに立候補する人間が

いないのは当たり前のことで、教員から指名され

た生徒の信任投票として選挙が行われるのがせい

ぜいのところだとも聞く。校内に候補者たちのポ

スターや公約が掲示され、応援演説や立候補者に

よる立会演説会が開催され、投票が行われる。こう

した光景は望むべくもないようである。自分の一

票の帰結と効果を実感しうる機会としての、肝心

かなめの生徒会長選挙の現状はどうなっているの

か。学校現場の実情をきちんと把握する必要があ

るように思う。

まとめにかえて

回の高校生調査結果を概観すると、「政治満足

度」や「政治家信頼度」のように、顕著な変化のみ

られる項目は存在するものの、大半の質問事項に

関しては、 歳選挙権が導入されて以降、この

年間でそれほど大きな変化が確認できなかった。

ただ、大きな変化とまではいえなくとも、じわじわ

とした変動は確実に存在する。しかも、量的大小に

かかわらず、そうした変化は共通に、事態の好転の

兆しでは決してなく、高校生の政治関心や政治参

加における退出傾向を示唆している。

もちろん、本小論で紹介した高校生の政治意識

は、さいたま市という地域の、公立高等学校の生徒

を対象としていることに留意する必要があろう。

高校生一般、ましてや若者一般への安易な外挿は

禁欲しなければならない。しかしながら、 歳選

挙権の実現後に全国各地で実施されてきた、高校

生を対象とする多くの調査結果においても、さい

たま市の高校生調査と同様の傾向が見受けられる。

年 月の参院選時には、「若者よ選挙に行く

な！」という動画が話題になった。ご覧になった方

もいるだろう。アメリカ・オリジナルのコンテンツ

の日本版で、年配の男女が代わる代わる登場し、

「政治に関心がない若者たちよ、君たちは投票な

んかしなくていい」、「われわれ年配の人間がちゃ

んと投票に行くから」、「君たちは、政治なんて僕た

ちには関係ないと無責任な言い訳を続けていなさ

い」なとど、挑発的なコメントを連発する。なかな

表 ． 歳になったら投票に行くか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

行く 行かない わからない

表 ．学生時代に経験した選挙に関する授業

や行事（さいたま市民意識調査： ）

学校での授業
出前授業・
模擬投票

生徒会・
学級委員選挙

議事堂見学 特にない

男性

女性

18～29歳

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

全体
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Ⅳ．身近な環境条件

１．家族・友人のインパクト

今度は「家族と政治の話をするか」についてみて

いこう。〔表 〕を参照されたい。経年の推移に大

きな変化は見受けられないものの、「あまりない」

と「ほとんどない」の合計比率が、 年の 、

年の から、 年には 年 へと若干増加

傾向にある。

〔表 〕の「友人と政治の話をするか」に関し

ても、友人とは政治的な話はしないという、当初か

らの基本的な傾向が続いている。ただし、「ほとん

どない」と「あまりない」を合計した「ない」派の

比率は、 年 → 年 → 年 と増

加している。

次に、投票行動との相関関係を確認する。「家族

と政治の話をするか」と「投票したか、しなかった

か」とのクロス集計結果を〔表 〕に示すと、ほ

とんど経年変化は存在しない。「投票した」層と「投

票しなかった」層との間には、家族と政治の話をす

る度合いの相違が見受けられる。「子連れ投票」同

様、家庭環境が投票への動機づけの弁別要素であ

ることを示唆していよう。

〔表 〕の「友人と政治の話をするか」と「投

票したか、しなかったか」とのクロス結果からは、

友人と政治の話をする頻度の低さゆえに、投票の

有・無との明確な関係を読み取ることはできない。

唯一、「ほとんどない」の割合に関して、「投票した」

「投票しなかった」間の相違が、 ポイント 年

→ ポイント 年 → ポイント 年 と拡大し

ている。これまでの結果を考え合わせると、政治社

会の情報に関心を示さず、したがって政治の話を

することもなく、投票にも行かないという層が、確

実かつ相応の固まりとして存在することがうかが

われる。しかも、それはじわじわと増大しつつある

と推測できよう。

２．「 歳選挙権」のインパクト

次いで〔表 〕を参照されたい。今度は、 歳

未満の非有権者高校生に焦点を当て、「 歳になっ

たら投票に行くか」を聞いた結果をまとめている。

コホートで確認すると、 年時の 年生は 年

に 年生に上がることで、 年次 から

年次 に増加していることがわかる。自身が有権者

年齢になったことの自覚が生まれたことを示唆し

表 ．家族と政治の話をするか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまりない ほとんどない

よくある ときどきある

表 ．友人と政治の話をするか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

あまりない ほとんどない

よくある ときどきある

表 ．「投票したか」×「家族と政治の話をす

るか」

投票した

投票しな
かった

投票した

投票しな
かった

よくある ときどきある

ほとんどないあまりない

表 ．「投票したか」×「友人と政治の話をす

るか」るか」

投票した －

投票しな
かった

－

投票した

投票しな
かった

ときどきある

ほとんどないあまりない

よくある
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ている。有権者として投票する同じクラスメイト

の存在が刺激になったのかもしれない。

しかしながら、 年や 年結果と比較する

と、 年生と 年生との間の比率の差は明確に

縮小している。 年の 年生が 年に 年生に

長じ、「投票に行く」の割合が から へと大

きく増大していることとは、程度以上の違いがあ

るようにも思われる。加えて、「行かない」と

「わからない」の合計は上昇し、 年には 割を

占めている。「 歳選挙権」のインパクトも、も

はや賞味期限をむかえたということなのだろう

か。

３．主権者教育と生徒会選挙

最後に、主権者教育に関連して、やや気に掛かる

傾向にふれておきたい。先に紹介した、われわれ埼

玉大学社会調査研究センターによる「さいたま市

民政治意識調査 」の結果を再び引用する。

〔表 〕は、同調査の「学生時代に経験した選

挙に関する授業や行事で印象に残っているもの」
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まとめにかえて
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度」や「政治家信頼度」のように、顕著な変化のみ
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年間でそれほど大きな変化が確認できなかった。
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とした変動は確実に存在する。しかも、量的大小に

かかわらず、そうした変化は共通に、事態の好転の

兆しでは決してなく、高校生の政治関心や政治参
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は、さいたま市という地域の、公立高等学校の生徒

を対象としていることに留意する必要があろう。

高校生一般、ましてや若者一般への安易な外挿は

禁欲しなければならない。しかしながら、 歳選

挙権の実現後に全国各地で実施されてきた、高校

生を対象とする多くの調査結果においても、さい

たま市の高校生調査と同様の傾向が見受けられる。

年 月の参院選時には、「若者よ選挙に行く

な！」という動画が話題になった。ご覧になった方

もいるだろう。アメリカ・オリジナルのコンテンツ

の日本版で、年配の男女が代わる代わる登場し、
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んかしなくていい」、「われわれ年配の人間がちゃ
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ちには関係ないと無責任な言い訳を続けていなさ

い」なとど、挑発的なコメントを連発する。なかな

表 ． 歳になったら投票に行くか

男性

女性

1年生

2年生

3年生

全体

行く 行かない わからない

表 ．学生時代に経験した選挙に関する授業

や行事（さいたま市民意識調査： ）

学校での授業
出前授業・
模擬投票

生徒会・
学級委員選挙

議事堂見学 特にない

男性

女性

18～29歳

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

全体
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か考えたなと思わせる内容で、笑下村塾の、たかま

つなな氏が仕掛けた動画である。投票への直接的

誘因たり得たかどうかはともかく、 などで拡散

されて話題になり、若者の選挙への意識づけに貢

献したことだろうと推測していた。ところが、面白

がって見ていたのは中高年世代で、若者にはあま

りリーチしなかったという。あの動画でさえ若者

はスルーする。彼らのスマホの画面 タイムライ

ン に、選挙の情報が割り込む余地はあるのだろう

か。

（埼玉大学社会調査研究センター）

〈脚注〉

注 「高校生政治意識調査 」は、さいたま市

の市立高等学校 校（浦和高等学校、浦和南高等

学校、大宮北高等学校、大宮西高等学校）の ～

年生を対象に実施し、回答者数は 名 学

年の内訳は、 年生 名、 年生 名、 年

生 名 であった。クラス単位で調査票を配付

し回収する集合調査法を採用した。

「高校生政治意識調査 」は、「高校生調査

」と同様に、さいたま市の市立高等学校 校

の ～ 年生を対象に実施し、回答者数は 名

であった。上記の調査結果の概要および分析に

関しては、松本正生 および を参照

されたい。

調査実施に際しては、さいたま市教育委員会の

ご協力を頂戴した。対象となった各学校の関係

者のみなさま、とりわけ、タイトな授業日程にも

かかわらず、無理なお願いを聞き入れてくださ

った各高校の校長先生には、深く感謝する次第

である。あわせて、回答してくれた高校生にも御

礼を申し述べたい。

注 「さいたま市民政治意識調査 」は、

年 月に、さいたま市内 区の有権者名簿から

無作為に抽出した 人を対象に郵送調査法

により実施した。有効回答者数は 名（同回収

率 ）であった。調査実施に際しては、さいた

ま市選挙管理委員会のご協力を頂戴した。同調

査の概要および詳しい結果は、埼玉大学社会調

査研究センター を参照されたい。

注 「さいたま市民政治意識調査 」は、さ

いたま市内 区の有権者名簿から無作為に抽出

した 人を対象に、 年 月～ 月にか

けて、郵送調査法により実施した。有効回答者数

は 名（同回収率 ）であった。同調査の概

要および詳しい結果は、埼玉大学社会調査研究

センター を参照されたい。

注 ）〔表 〕の年齢別の結果からは、高齢者にお

ける「投票弱者」の増大という課題も示唆される。

表中の 歳以上の数値に注目すると、「投票が

面倒だった」や「政治・選挙に関心がなかった」

といった若・中年層で比率の高い項目の値がゼ

ロであるのに対して、「病気や体調不良」が

を占めている。しかも、「病気や体調不良」の比

率は、 年の市長選後調査における同一質問

回答の から、わずか 年で顕著に増大してい

る。若者への啓発や主権者教育と同時に、高齢者

における投票に行きたくても 行く気はあるも

のの 行けない「投票弱者」のケアも求められて

いる。

注 ） 年調査と 年・ 年調査とでは、

選択肢のワードを、「 ほぼ毎日見て 読んで い

る」 年 から「 毎日見て 読んで いる」 ・

年 に、「 週に 回以上見て 読んで いる」

年 から「 週に 回見て 読んで いる」

・ 年 に変更した。詳しくは、後掲の調査

票および松本正生 を参照されたい。

引用文献・資料

さいたま市選挙管理委員会 『さいたま市民

の政治・選挙に関する意識調査 報告

書 』

埼玉大学社会調査研究センター 「資料 さ

いたま市民政治意識調査 結果」『政策

と調査』第 号

埼玉大学社会調査研究センター 「資料 さ

いたま市民政治意識調査 結果」『政策

と調査』第 号

松本正生（ ）「 歳選挙権と『選挙ばなれ社

会』―さいたま市高校生政治意識調査から―」

『政策と調査』第 号

松本正生（ ）「子どもから大人へ、政治意識と
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松本正生（ ）「『 歳選挙権』、参院選 ～

衆院選 へ 高校生政治意識調査から―」

『政策と調査』第 号

松本正生（ ）「高校生の政治意識 ～

―「不満もなく、関心もなく」―」『 』

号
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礼を申し述べたい。
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ける「投票弱者」の増大という課題も示唆される。

表中の 歳以上の数値に注目すると、「投票が
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といった若・中年層で比率の高い項目の値がゼ

ロであるのに対して、「病気や体調不良」が

を占めている。しかも、「病気や体調不良」の比

率は、 年の市長選後調査における同一質問

回答の から、わずか 年で顕著に増大してい

る。若者への啓発や主権者教育と同時に、高齢者

における投票に行きたくても 行く気はあるも

のの 行けない「投票弱者」のケアも求められて

いる。

注 ） 年調査と 年・ 年調査とでは、

選択肢のワードを、「 ほぼ毎日見て 読んで い

る」 年 から「 毎日見て 読んで いる」 ・

年 に、「 週に 回以上見て 読んで いる」

年 から「 週に 回見て 読んで いる」

・ 年 に変更した。詳しくは、後掲の調査
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この下の Ｑ１ からお答えください

Ｑ１．あなたは、今年の７月２２日の時点で「満１８歳」
になっていましたか。番号に○をつけてください。

１．なっていた

２．なっていなかった（Ｑ１Eに進んで下さい）

「１．なっていた」と回答した人への質問

Ｑ１Ａ．あなたは、７月２１日に実施された参議院議
員選挙で投票しましたか。番号に○をつけて
ください。 参・ 衆 ・ 参

１．投票した       
２．投票しなかった

「１．投票した」と回答した人への質問

Ｑ１Ｂ．投票日当日に投票しましたか、それとも期日
前投票（または不在者投票）をしましたか。
番号に○をつけてください。

１．当日投票をした 
２．期日前投票（不在者投票）をした 

                       
Ｑ１Ｃ．あなたは、どなたと投票に行きましたか。

１つ選んで番号に○をつけてください。

１．１人で 
２．家族と

３．その他（具体的に ） －

Ｑ１Ｄ．あなたは、選挙区の立候補者の中で誰を選ぶ
か決める時、候補者の所属する政党を重視し
て投票しましたか。それとも候補者個人を重
視して投票しましたか。１つ選んで番号に○
をつけてください。

１．政党を重視して 
２．候補者個人を重視して 
３．どちらともいえない 
４．わからない 

  
「２．なっていなかった」と回答した人への質問

Ｑ１Ｅ．あなたは、 歳になったら投票に行きますか。

１つ選んで番号に○をつけてください。

１．行く

２．行かない

３．わからない

「２．投票しなかった」と回答した人への質問

Ｑ１Ｆ．あなたが投票しなかったのは、なぜですか。
あてはまるものを２つまで選んで、番号に○
をつけてください。

１．他の用事（勉強や部活など）があったから   

２．病気や体調が良くなかったから 

３．投票所が遠かったから － －

４．面倒（めんどう）だったから  

５．選挙に関心がなかったから 

６．誰を（どの政党）を選んでいいのかよくわか

らなかったから 

７．自分一人が投票しても意味がないから － －

８．その他（ ）  

 

                            
埼玉大学社会調査研究センター              
「高校生の選挙・政治に関する意識調査」2019 年 9 月   
    

埼玉大学社会調査研究センターでは、さいたま市教育委員会の協力により、さいたま市の市立高

等学校４校（浦和高等学校、浦和南高等学校、大宮北高等学校、大宮西高等学校）に在籍する 
１～３年生のみなさんを対象に、選挙や政治に関する意識調査を実施することになりました。 
みなさんのプライバシーに配慮し、回答結果は統計的に処理します。 
お名前は記入しないようにお願いします。 

次のページの Ｑ２ に進んでください

 

（次のページのＱ２に

進んでください）
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ここからは全員への質問です。 

Ｑ２．今回の参議院議員選挙で、あなたが見たり聞い
たりしたものが下の中にありますか。あれば
すべて選んで番号に○をつけてください。

１．「選挙公報」

２．候補者や政党の新聞広告  

３．政党のテレビＣＭ（コマーシャル）

４．新聞やテレビの選挙報道番組 

５．政党や選挙管理委員会のホームページ 

６． や ツイッターなどのＳＮＳ

７． などの動画サイト ※ 〔 のみ〕

８．掲示板にはられた候補者や政党のポスター 

９．候補者や政党による駅や街頭での演説 

．候補者や政党のビラやパンフレット 

．インターネットのボートマッチ  

 選挙カーの連呼運動 

 どれも見たり聞いたりしなかった 
 

Ｑ３．あなたは、高校生が政治や選挙に関心を持つため
には、何をすればよいと思いますか。あてはまる
ものを２つまで選んで番号に○をつけてください。

１．学校で政治や選挙に関する新聞記事を使った  
授業を受ける 
 

２．学校で政治や選挙に関する話し合いやディベ

ートを行う 
 

３．議員や政党の関係者に来てもらって政治の話

を聞く 
 

４．学校で選挙管理委員会の職員などから選挙の話
を聞いたり、模擬選挙を体験する 

 
５．選挙時に、投票所で受付などの事務を体験した

り、街頭で投票への参加を呼びかける啓発キャ
ンペーンに参加する 

 
６．開会中の議会を傍聴に行く  

 
７．本物の議場で生徒が市長に質問したり提案を

行う高校生議会を開催する
 

８．その他（ ）  
 
９．わからない

Ｑ４．あなたは、どのような環境であれば投票しやすいと
感じますか。あてはまるものを２つまで選んで番号
に○をつけてください。

１．自分の通う学校で投票できる

２．自分がよく行く施設や店で投票できる

３．どこの投票所でも投票できる

４．朝早くから深夜まで投票できる

５．郵便で投票できる

６．パソコンやスマートフォンから投票できる

７．その他（ ） － 
 
Ｑ５．「選挙権」が認められるのは満 歳からです。

歳という年齢で選挙権を持つのは早いと思い
ますか。それとも遅いと思いますか。 つ選ん
で番号に〇をつけてください。

１ 早い

２ ちょうどいい

３ 遅い

４ わからない

Ｑ６．一方、選挙に立候補できる「被選挙権」は、都
道府県知事と参議院議員では 歳以上、それ以
外では 歳以上となっています。あなたは、被
選挙権についてどうするべきだと思いますか。
１つ選んで番号に○をつけてください。

１．選挙権と同じ 歳以上にするべきだ

２．引き下げるべきだが、選挙権と同じ年齢まで引

き下げる必要はない  
３．今のままでよい  
４．わからない 

 
Ｑ７．あなたは、国の政治にどの程度関心がありますか

１つ選んで番号に○をつけてください。

１．非常に関心がある

２．ある程度関心がある

３．あまり関心がない

４．全く関心がない

５．わからない

Ｑ８．あなたは、自分自身の生活と政治とはどの程度
関係していると思いますか。１つ選んで番号に
○をつけてください。

１．非常に関係している

２．ある程度関係している

３．あまり関係していない

４．全く関係していない

５．わからない

次に右上の Ｑ９ に進んでください
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Ｑ９．あなたは、現在の生活にどの程度満足していま
すか。１つ選んで番号に○をつけてください。

１．大いに満足している

２．だいたい満足している

３．やや不満足である

４．大いに不満足である

５．わからない

Ｑ１０．あなたは、現在の政治に対してどの程度満足
していますか。１つ選んで番号に○をつけて
ください。

１．大いに満足している

２．だいたい満足している

３．やや不満足である

４．大いに不満足である

５．わからない

Ｑ１１．日本の政治家（国会議員、地方議員、首長な
ど）を考えた時、あなたは、政治家について
どんな印象を持っていますか。 つ選んで番
号に〇をつけてください。

 
１．とても信頼できると思う 
２．ある程度信頼できると思う 
３．あまり信頼できないと思う  
４．全く信頼できないと思う 
５．わからない  

Ｑ１２ あなたは、日本の将来はどうなると思いますか。
１つ選んで番号に○をつけてください。

１．良くなると思う

２．あまり変わらないと思う

３．悪くなると思う

４．わからない

Ｑ１３．あなたは、家族と政治の話をすることがあり
ますか。１つ選んで番号に○をつけてく
ださい。

 
１．よくある  
２．ときどきある 
３．あまりない 
４．ほとんどない 

 
Ｑ１４．あなたは、友人と政治の話をすることがありま

すか。１つ選んで番号に○をつけてください。
 
１．よくある  
２．ときどきある  
３．あまりない 
４．ほとんどない  
 
 

Ｑ１５．あなたは、子どものころ、親といっしょに投
票所に行ったことがありますか。１つ選んで
番号に○をつけてください。

１．ある

２．ない

３．わからない

Ｑ１６．あなたは選挙での投票について、次の中のど
れに近い考えをお持ちですか。 つ選んで番
号に○をつけてください。

１．投票することは国民の義務である

２．投票することは国民の権利である

３．投票する、しないは個人の自由である

４．わからない

Ｑ１７．今の日本の政治を実際に動かしているのは誰
だと思いますか。 つ選んで番号に○をつけ
てください。

１．国会議員

２．官僚

３．首相

４．国民一人一人

５．大企業

６．マスコミ

７．その他（ ）

８．わからない

Ｑ１８．現在、日本の政権政党は自民党ですが、政党
は自民党以外にもいくつか存在します。あな
たの知っている政党名をすべてお書きくだ
さい。

Ｑ１９．あなたは、今、関心をもっている政治的な問
題がありますか。具体的にお書きください。

次のページの Ｑ２０に進んでください

 

延べ回答数

（個別の数値は省略）

延べ回答数

（個別の数値は省略）
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Ｑ２０．あなたは、テレビ、新聞、インターネットで、
社会や政治のニュースをどの程度見たり、読
んだりしますか。それぞれ１つ選んで番号に
○をつけてください。

Ａ．テレビで社会や政治のニュースを見る

１．毎日見ている

２．週に２、３回見ている

３．あまり見ない

４．全く見ない

５．わからない

Ｂ．新聞で社会や政治の記事を読む

１．毎日読んでいる

２．週に２、３回読んでいる

３．あまり読まない

４．全く読まない

５．わからない

Ｃ．インターネットで社会や政治のニュースを見る

１．毎日見ている

２．週に２、３回見ている

３．あまり見ない

４．全く見ない

５．わからない

Ｑ２１ あなたが、自分専用の携帯電話やスマートフ
ォンを初めて持ったのはいつごろですか。
つ選んで番号に〇をつけてください。

１．小学校低学年（ 年生～ 年生）のとき

２．小学校高学年（ 年生～ 年生）のとき

３．中学生のとき

４．高校入学後

５．まだ持っていない
 

Ｑ２２ あなたがよく利用する やウェブサービス
をすべて選んで番号に〇をつけてください。

１．

２．  
３．

４．

５． などの動画サイト ※ 〔 のみ〕

６．メルカリ ※ 〔 のみ〕 
７．その他（ ）

８．どれも利用しない 
 
6, 
 

Ｆ１．あなたは男性ですか、女性ですか。

 
１．男性 ２．女性 

Ｆ２．あなたは何年生ですか。

１．１年生 
２．２年生 
３．３年生 

 
Ｆ３．あなたはさいたま市に住んで何年になりますか。

１．生まれてからずっと 
２．１０年以上 
３．３～９年 
４．２年以内 
５．さいたま市以外に住んでいる 
 
 

 
これで質問は終了です。回答どうもありがとうござい

ました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ 

埼玉大学社会調査研究センター 

担当：菱山（ひしやま） 

TEL: 048-858-3120 

Email: ssrc@gr.saitama-u.ac.jp 
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18歳の政治意識の動向 

 －5年間の政治知識・意識調査からの考察－ 
 
Political Consciousness Trends of 18-year-olds: A 5-year Survey Considering Political Attitudes and 
Knowledge 
 
 

田中 智和 

Tomokazu Tanaka 

 

〈要旨〉 

勤務する高等学校3年生の5年間の政治知識・意識調査のデータを用い、18歳の政治意識の動向を明ら

かにすべく、政治意識、政党支持・投票行動、家族(保護者)、教育そしてメディアからの影響の側面から

アプローチを行った。政治への関心については、選挙時の調査では半数を上回るものの、なかなか定着せ

ず、普段から政治への関心を持ち続ける難しさがみられる。投票義務感については、4人のうち 3人の生

徒は有権者の義務だと思っていることがわかった。他方で、半数以上の生徒が、政治や政府の政策はなか

なか変わらないという無力感を持っており、政治を変えるという主権者の力に実感がないことがわかる。

政党認知度では、自民党が 80％をこえており、他の政党にくらべて高く、政党支持、投票行動の面でも、

自民党一強傾向がみられる。政治情報への接触については、スマートフォン・テレビ・家族からの影響が

大きく、特にスマートフォンの影響が大きくなってきている。 

 

This study showed trends in political consciousness among 18-year-olds with respect to political 
awareness, political support, voting behavior, and the influences of family (guardians), education, and 
media, based on data from a 5-year survey of third-year high school students. Over half the polls 
conducted at election times showed that students had difficulty establishing a position or maintaining 
their interest in politics. Three out of four students considered voting to be a duty or obligation. However, 
over half felt a sense of powerlessness, believing that government politics and policies were difficult to 
change and that the sovereign had no real power to do so. Political party awareness was highest for the 
Liberal Democratic Party (LDP), exceeding 80%; political support and voting behavior were also 
stronger for the LDP than any other political party. Smartphones, television, and family members were 
major sources of access to political information, with smartphones becoming particularly influential. 
 

１. はじめに 

２. 分析データ 

３．政治意識の5年間の比較と投票行動について 

3-1. 政治意識の5年間の比較 

3-2. 政党支持と投票行動 

４. 家族・教育・メディアからの影響(政治情報への接触) 

4-1. これまでの研究から 

4-2. 選挙における情報接触、教育からの影響 

4-3. 家族(保護者)からの影響 

4-4. メディアからの影響 

５．終わりに 
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１. はじめに 

 18 歳選挙権の導入が決まった 2015 年から継続

して高校 3 年生を対象に政治知識・意識調査を行

い、この調査データを用いて分析を行う。 

 勤務する高等学校では、18 歳選挙権導入に直接

結びついている公民科の「政治・経済」、「現代社会」

の授業を担当している。ほとんどの生徒が大学進

学する勤務校において、授業の学習内容は、受験の

ための対策が最優先になり、教科書の内容理解が

中心となる。そうなると、18 歳選挙権への取り組

みは時間的な制約もあり、大学の先生をお招きし

て、講演（1）してもらうのがやっとで 2018年度、2019

年度については、まったく時間がとれず、授業のみ

での取り組みとなった。 

 高校生に授業をしていると、今の高校生にも政

治を考えるポテンシャルはあると考えている。し

かしなから、戦後教育は、ずっと政治を遠ざけてき

ている。今も公職選挙法やその他の法律の縛りも

あり、特に選挙期間中の授業での「できないこと」

ばかりが議論されている。このままだとまた遠ざ

けるだけというか、2015年の 18歳選挙権導入時の

熱気はなくなり、遠ざけていくような状況になり

つつある。18 歳選挙権を選挙面の効果だけ見ず、

現状を理解し、小学校、中学校、大学、そして生涯

教育を含め、政治教育全般を見直す契機にすべき

だと考えている。 

 また、高校 3 年生の生徒達はクラスの中で誕生

日をむかえて選挙権をもつ 18 歳になった生徒と、

17 歳でまだ選挙権をもっていない生徒が混在し、

法律的な対応が異なる場合もあり、現場では対応

に苦慮することがあることを付け加えておきたい。 

 

２. 分析データ 

 分析に用いたデータは高校 3 年生を対象に行っ

た 5 年間の政治知識・意識調査のデータである。

2015年秋におこなった2015年調査と2016年秋(参

議院選挙後)に行った 2016 年調査では共同（2）で行

った。2017 年秋(衆議院選挙後)の 2017 年調査、

2018年秋に行った2018年調査、2019年秋(参議院

選挙)に行った2019年調査は 2015年、2016年の調

査をベースに単独で行った。 

特に、2015年調査では、18歳選挙権導入にあた

り、探索的に高校 3 年生の政治知識・意識につい

て、2016年、2017年、2019年については、国政選

挙後に行い、各参議院選挙、衆議院選挙の投票行動

について、2018年、2019年の調査ではメディア利

用(接触)について重点的に調査した。 

 勤務校において、調査対象の 5年間、毎年高校3

年生は 600～700人程度在籍し、20クラス前後の編

成で、その中から担当しているクラスを中心に 112

名から 169名の生徒を対象に調査している。図表 1

では調査人数、図表 2 で調査対象コースを示して

いる。勤務校では、ほとんどの生徒は大学進学を目

指しており、国公立大学進学を目指すコース(国公

立コース)と私立大学進学を目指すコース(私立大

学コース)に分かれる。校内における男女比はおお

よそ 6:4 であるが、調査における男女比について

は、2015年調査 66:34、2016年調査 58:42、2017

年調査50:50、2018年調査59:41、2019年調査62:38

となる。 

 調査において、かなり制約がある。世論調査や学

術調査ではプライベートな質問、政党支持、投票行

動などについてもストレートに質問することが可

能であるが、高等学校内での調査の場合、配慮が必

要で、設問項目の回答項目に「答えたくない」を加

えて調査票の作成を行っている。 

 

図表1．調査人数 

 調査人数 うち男性 うち女性 

2015年 152名 101名 51名 

2016年 131名 76名 55名 

2017年 112名 56名 56名 

2018年 169名 100名 69名 

2019年 159名 98名 61名 

 

図表2．調査対象コース 

 対象コース 

2015年 国公立コース 

2016年 国公立コース・私立コース 

2017年 国公立コース 

2018年 私立コース 

2019年 主に国公立コース 

 

３. 政治意識の 5年間の比較と投票行動について 

3-1. 政治意識の 5年間の比較 

まず、意識調査における政治意識の 5 年間の比

較についてみていきたい。2015 年については、18

歳選挙権と主権者教育についてメディアの注目が

集まり、国会では安保法案の審議中の調査、2016年

と2019年は各参議院選挙後、2017年は衆議院選挙

後の調査、2018 年は、衆議院選挙、参議院選挙な
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どの大きな国政選挙はなく、多くの生徒がまだ一

票を投じていない状況での調査であった。 

図表 3 は、政治への関心について、「あなたは、

国や地方の政治にどの程度関心がありますか？」

と、図表4は投票義務感について「投票に行くこと

は有権者の義務であると思いますか？」と質問し

ている。 

政治への関心は、18 歳選挙権導入以降になって

も、なかなか定着しない。「非常に」と「ある程度」

を合わせた「関心がある」との答えは衆議院選挙の

あった2017年が52.6％、参議院選挙があった2019

年が50.3％で半数を超え、「あまり」と「全然」を

足した「関心がない」を上回った。ところが大きな

選挙がなかった 2016年、2018年は逆転し、「関心

がある」がそれぞれ39.7％、35.5％、「関心がない」

が 58.0％、63.9％と、普段から政治への関心を持

ち続けることの難しさがみられる。 

 

 

図表3．Q．政治にどの程度関心がありますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

非常に 

関心がある 

5.7 2.3 6.0 1.8 6.3 

ある程度 

関心がある 

43.9 37.4 46.6 33.7 44.0 

あまり 

関心がない 

38.9 51.9 32.8 44.4 34.0 

全然 

関心がない 

10.8 6.1 14.7 19.5 15.7 

(%) 

 

図表 4．Q．投票に行くことは有権者の義務である

と思いますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

そう思う 46.7 48.9 56.0 36.7 60.4 

どちらかと

いえばそう

思う 

29.6 35.1 29.3 38.5 27.7 

どちらかと

いえばそう

思わない 

13.8 12.2 7.8 16.6 6.3 

そうは思わ

ない 

9.9 3.8 6.9 7.7 5.7 

(%) 

 

また、いろんな要素が考えられるが、概して国公

立コースの生徒の方が私立コースの生徒の政治関

心よりも高い傾向がみられた。 

投票義務感については 5 年間の調査を通じて、

「義務だと思う」と回答した生徒がいずれの年の

調査も 75％をこえており、4人のうち 3人の生徒

は有権者の義務だと思っていることがわかる。 

 

図表 5． Q．選挙では大勢の人が投票するのだから、

自分一人くらい投票しなくてもかまわないと思い

ますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

そう思う 9.2 9.2 6.0 13.0 9.4 

どちらかと

いえばそう

思う 

24.3 19.8 21.6 26.6 13.2 

どちらかと

いえばそう

思わない 

34.2 28.2 37.1 24.9 25.8 

そうは 

思わない 

32.2 42.7 35.3 34.9 50.9 

(%) 

 

図表 6．Q．自分には政府のすることに対して、そ

れを左右する力はないと思いますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

そう思う 26.3 22.9 20.7 32.5 21.4 

どちらかと

いえばそう

思う 

39.5 39.7 54.3 39.6 25.8 

どちらかと

いえばそう

思わない 

24.3 19.8 13.7 14.2 22.0 

そうは 

思わない 

9.9 16.8 11.1 13.0 30.8 

(%) 

 

一方で、図表5は政治的無力感について、「選挙

では大勢の人が投票するのだから、自分一人くら

い投票しなくてもかまわないと思いますか？」、図

表6は政府に対する無力感について、「自分には政

府のすることに対して、それを左右する力はない

と思いますか？」と質問している。図表 5について

は、図表4の投票義務感同様、5年間の調査にわた

って、65％以上の生徒が、選挙では投票すべきだと
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１. はじめに 

 18 歳選挙権の導入が決まった 2015 年から継続

して高校 3 年生を対象に政治知識・意識調査を行

い、この調査データを用いて分析を行う。 

 勤務する高等学校では、18 歳選挙権導入に直接

結びついている公民科の「政治・経済」、「現代社会」

の授業を担当している。ほとんどの生徒が大学進

学する勤務校において、授業の学習内容は、受験の

ための対策が最優先になり、教科書の内容理解が

中心となる。そうなると、18 歳選挙権への取り組

みは時間的な制約もあり、大学の先生をお招きし

て、講演（1）してもらうのがやっとで 2018年度、2019

年度については、まったく時間がとれず、授業のみ

での取り組みとなった。 

 高校生に授業をしていると、今の高校生にも政

治を考えるポテンシャルはあると考えている。し

かしなから、戦後教育は、ずっと政治を遠ざけてき

ている。今も公職選挙法やその他の法律の縛りも

あり、特に選挙期間中の授業での「できないこと」

ばかりが議論されている。このままだとまた遠ざ

けるだけというか、2015年の 18歳選挙権導入時の

熱気はなくなり、遠ざけていくような状況になり

つつある。18 歳選挙権を選挙面の効果だけ見ず、

現状を理解し、小学校、中学校、大学、そして生涯

教育を含め、政治教育全般を見直す契機にすべき

だと考えている。 

 また、高校 3 年生の生徒達はクラスの中で誕生

日をむかえて選挙権をもつ 18 歳になった生徒と、

17 歳でまだ選挙権をもっていない生徒が混在し、

法律的な対応が異なる場合もあり、現場では対応

に苦慮することがあることを付け加えておきたい。 

 

２. 分析データ 

 分析に用いたデータは高校 3 年生を対象に行っ

た 5 年間の政治知識・意識調査のデータである。

2015年秋におこなった2015年調査と2016年秋(参

議院選挙後)に行った 2016 年調査では共同（2）で行

った。2017 年秋(衆議院選挙後)の 2017 年調査、

2018年秋に行った2018年調査、2019年秋(参議院

選挙)に行った2019年調査は 2015年、2016年の調

査をベースに単独で行った。 

特に、2015年調査では、18歳選挙権導入にあた

り、探索的に高校 3 年生の政治知識・意識につい

て、2016年、2017年、2019年については、国政選

挙後に行い、各参議院選挙、衆議院選挙の投票行動

について、2018年、2019年の調査ではメディア利

用(接触)について重点的に調査した。 

 勤務校において、調査対象の 5年間、毎年高校3

年生は 600～700人程度在籍し、20クラス前後の編

成で、その中から担当しているクラスを中心に 112

名から 169名の生徒を対象に調査している。図表 1

では調査人数、図表 2 で調査対象コースを示して

いる。勤務校では、ほとんどの生徒は大学進学を目

指しており、国公立大学進学を目指すコース(国公

立コース)と私立大学進学を目指すコース(私立大

学コース)に分かれる。校内における男女比はおお

よそ 6:4 であるが、調査における男女比について

は、2015年調査 66:34、2016年調査 58:42、2017

年調査50:50、2018年調査59:41、2019年調査62:38

となる。 

 調査において、かなり制約がある。世論調査や学

術調査ではプライベートな質問、政党支持、投票行

動などについてもストレートに質問することが可

能であるが、高等学校内での調査の場合、配慮が必

要で、設問項目の回答項目に「答えたくない」を加

えて調査票の作成を行っている。 

 

図表 1．調査人数 

 調査人数 うち男性 うち女性 

2015年 152名 101名 51名 

2016年 131名 76名 55名 

2017年 112名 56名 56名 

2018年 169名 100名 69名 

2019年 159名 98名 61名 

 

図表 2．調査対象コース 

 対象コース 

2015年 国公立コース 

2016年 国公立コース・私立コース 

2017年 国公立コース 

2018年 私立コース 

2019年 主に国公立コース 

 

３. 政治意識の 5年間の比較と投票行動について 

3-1. 政治意識の 5年間の比較 

まず、意識調査における政治意識の 5 年間の比

較についてみていきたい。2015 年については、18

歳選挙権と主権者教育についてメディアの注目が

集まり、国会では安保法案の審議中の調査、2016年

と2019年は各参議院選挙後、2017年は衆議院選挙

後の調査、2018 年は、衆議院選挙、参議院選挙な
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どの大きな国政選挙はなく、多くの生徒がまだ一

票を投じていない状況での調査であった。 

図表 3 は、政治への関心について、「あなたは、

国や地方の政治にどの程度関心がありますか？」

と、図表4は投票義務感について「投票に行くこと

は有権者の義務であると思いますか？」と質問し

ている。 

政治への関心は、18 歳選挙権導入以降になって

も、なかなか定着しない。「非常に」と「ある程度」

を合わせた「関心がある」との答えは衆議院選挙の

あった2017年が52.6％、参議院選挙があった2019

年が50.3％で半数を超え、「あまり」と「全然」を

足した「関心がない」を上回った。ところが大きな

選挙がなかった 2016年、2018年は逆転し、「関心

がある」がそれぞれ39.7％、35.5％、「関心がない」

が 58.0％、63.9％と、普段から政治への関心を持

ち続けることの難しさがみられる。 

 

 

図表3．Q．政治にどの程度関心がありますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

非常に 

関心がある 

5.7 2.3 6.0 1.8 6.3 

ある程度 

関心がある 

43.9 37.4 46.6 33.7 44.0 

あまり 

関心がない 

38.9 51.9 32.8 44.4 34.0 

全然 

関心がない 

10.8 6.1 14.7 19.5 15.7 

(%) 

 

図表 4．Q．投票に行くことは有権者の義務である

と思いますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

そう思う 46.7 48.9 56.0 36.7 60.4 

どちらかと

いえばそう

思う 

29.6 35.1 29.3 38.5 27.7 

どちらかと

いえばそう

思わない 

13.8 12.2 7.8 16.6 6.3 

そうは思わ

ない 

9.9 3.8 6.9 7.7 5.7 

(%) 

 

また、いろんな要素が考えられるが、概して国公

立コースの生徒の方が私立コースの生徒の政治関

心よりも高い傾向がみられた。 

投票義務感については 5 年間の調査を通じて、

「義務だと思う」と回答した生徒がいずれの年の

調査も 75％をこえており、4人のうち 3人の生徒

は有権者の義務だと思っていることがわかる。 

 

図表5． Q．選挙では大勢の人が投票するのだから、

自分一人くらい投票しなくてもかまわないと思い

ますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

そう思う 9.2 9.2 6.0 13.0 9.4 

どちらかと

いえばそう

思う 

24.3 19.8 21.6 26.6 13.2 

どちらかと

いえばそう

思わない 

34.2 28.2 37.1 24.9 25.8 

そうは 

思わない 

32.2 42.7 35.3 34.9 50.9 

(%) 

 

図表 6．Q．自分には政府のすることに対して、そ

れを左右する力はないと思いますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

そう思う 26.3 22.9 20.7 32.5 21.4 

どちらかと

いえばそう

思う 

39.5 39.7 54.3 39.6 25.8 

どちらかと

いえばそう

思わない 

24.3 19.8 13.7 14.2 22.0 

そうは 

思わない 

9.9 16.8 11.1 13.0 30.8 

(%) 

 

一方で、図表5は政治的無力感について、「選挙

では大勢の人が投票するのだから、自分一人くら

い投票しなくてもかまわないと思いますか？」、図

表6は政府に対する無力感について、「自分には政

府のすることに対して、それを左右する力はない

と思いますか？」と質問している。図表 5について

は、図表4の投票義務感同様、5年間の調査にわた

って、65％以上の生徒が、選挙では投票すべきだと
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考えているものの、図表 6では、2019年調査を除

き、半分以上の生徒が、政府の政策あるいは政治は

なかなか変わらないという無力感を持っているこ

とがわかる。 

2017 年以降の調査では、今後の生活や経済の状況

について質問している。図表7のように、この 3年間

の調査とも、否定的に考えた生徒は少なく、少なくと

も現在よりは悪くなるとは思っていないようである。 

 

図表7．Q．18・19歳の人も選挙に参加できるよう

になりました。それによって若者の生活状況は今

より良くなると思いますか、それとも悪くなると

思いますか、それとも変わらないと思いますか 

 2017 2018 2019 

良くなると思う 7.8 7.7 11.9 

どちらかというと 

良くなると思う 

27.6 24.9 20.1 

変わらないと思う 60.3 58.0 62.3 

どちらかというと 

悪くなると思う 

3.4 4.7 1.9 

悪くなると思う 0.9 3.6 3.8 

(%) 

 

図表 8．Q．憲法を改正することついて、あなたの

立場はいかがでしょうか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

消極的 11.5 6.1 16.4 11.4 9.7 

まあ消極的 6.4 10.7 9.5 11.4 9.0 

やや消極的 14.1 8.4 11.2 8.3 6.9 

中立 39.7 60.3 34.5 47.3 41.0 

やや積極的 12.2 6.9 14.7 13.0 9.7 

まあ積極的 8.3 4.6 6.9 4.1 6.3 

積極的 7.7 3.1 6.9 3.6 17.4 

(%) 

 

図表8では，憲法改正についての考えについて、

その立場を示している。2015年、2017年の国公立

コースの生徒については、「積極的」な立場、「中立」、

「消極的」な立場がおおよそ三等分されている。主

に国公立コースを対象にした 2019 年についても、

「中立」が 41.0％と少し多いものの、同じような

傾向を示している。2016 年，2018 年については、

「中立」な立場の生徒が多くなっている。 

 

 

3-2. 政党支持と投票行動 

 次に、政党支持と投票行動についてみていきた

い。まず、内閣支持率でこの5年間の調査時はすべ

て安倍政権で、図表9で示す。 

 

図表9．Q．安倍内閣を支持しますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

支持する 36.9 40.5 38.9 34.9 33.6 

支持しない 21.0 7.6 13.3 13.0 22.4 

わからない 38.9 51.1 47.3 51.5 42.1 

(%) 

 

 安倍内閣の支持については30％から40％を推移

しており、堅調であるが、比較優位に過ぎないこと

がわかる。ただ、「わからない」が 2016年、2018年

には 50％をこえており、多くの生徒がまだ一票を

投じていない状況を反映しているのではないだろ

うか。 

 

図表10．Q. 政治に関する政策や争点のうち、最も

気になるものを 1つ選んでください 

 2015 2016 2017 2018 2019 

安全保障・

外交 

18.5 8.4 16.8 14.8 12.1 

経済・ 

金融・財政 

14.6 19.8 15.9 21.9 10.8 

社会保障・

年金・医療 

13.4 11.5 17.7 14.2 21.7 

雇用・ 

就職支援 

19.1 18.3 21.2 14.8 15.3 

教育・ 

子育て支援 

10.2 19.1 18.6 17.2 24.8 

憲法改正 12.1 2.2 6.2 5.9 9.6 

原発・ 

エネルギー 

7.0 3.1 1.8 6.5 5.1 

その他 1.9 3.1 1.8 3.0 0.6 

(%) 

 

 図表10の政策争点の質問では、最も気になる項

目を1つ選ぶこととしている。 

 5年間の調査を通じて、「経済・金融・財政」、「社

会保障・年金・医療」、「雇用・就職支援」、「教育・

子育て支援」が気になる生徒の割合がその他の争

点に比べ比較的やや高い傾向がある。 

 図表 11の政党支持については、5年間を通じ自
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民党が高い傾向にある。また、大阪の学校というこ

ともあり、日本維新の会が自民党に次ぎ高い傾向

にある。大阪都構想の住民投票があった 2015年は

13.4％と拮抗していたが、橋下徹氏が引退後は下

降傾向にあったが、2019 年は、回復傾向にある。

また、2019 年の参議院選挙前に結党し、はじめて

の大型の国政選挙であったれいわ新選組が 3.8％、

ＮＨＫから国民を守る党が 5.1％とその他の既成

政党よりも支持率が高い。また、2018 年の「支持

政党なし」が72.2％とかなり高く、2018年は大型

の国政選挙がなく、多くの生徒がまだ一票を投じ

ていない状況を反映しているように思える。 

 

図表11．Q．選挙のことは別にして、普段あなたは

何党を支持していますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

自民党 16.6 22.9 23.7 13.6 21.0 

日本維新 

の会 

13.4 11.5 7.0 5.3 9.6 

旧民主 

(民進)党 

8.9 6.1 立憲 

1.8 

希望 

0.9 

立憲 

1.2 

国民 

0.0 

立憲 

1.9 

国民 

0.0 

共産党 1.9 0.0 2.6 0.6 3.2 

公明党 1.3 3.1 1.8 1.2 0.6 

れいわ 

新選組 

    3.8 

ＮＨＫから

国民を 

守る党 

    5.1 

支持政党 

なし 

50.3 52.7 54.4 72.2 54.8 

(%) 

 

図表 12では図表 11の政党支持の「支持政党な

し」と答えた人にあらためて、「『支持政党なし』の

うち、支持するというほどでなくても、普段好まし

いと思っている政党はありますか」と質問し、5年

間通して、そのうち、おおよそ 6～7割程度が政党

をまったく支持をしていない結果となっている。 

 図表13は、2017年以降の調査で、各政党の感情 

温度（3）を示している。なお，国民民主党について、

2017 年は前身の希望の党の感情温度を示している。

自民党と日本維新の会が 40℃台で、その他の政党

が30℃台を推移している。2019年調査では、自民

党と日本維新の会を除く既成政党よりも、新しく

できたれいわ新選組、ＮＨＫから国民を守る党の

温度が高かった。 

 

図表 12．Q．(「支持政党はない」を選んだ人に対

して)支持するというほどでなくても、普段好まし

いと思っている政党がありますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

自民党 11.3 17.4 12.7 15.1 16.4 

日本維新 

の会 

20.3 17.4 7.9 4.8 11.9 

旧民主 

(民進)党 

3.8 4.3 立憲 

4.8 

希望 

3.2 

立憲 

4.0 

国民 

0.0 

立憲 

0.0 

国民 

0.0 

共産党 2.5 0.0 1.6 0.6 0.0 

公明党 1.2 0.0 3.2 0.8 1.5 

れいわ 

新選組 

    1.5 

ＮＨＫから

国民を 

守る党 

    7.5 

支持政党 

なし 

62.0 68.1 65.1 72.2 58.2 

(%) 

 

図表 13．Q．政党に対するあなたの気持(好感度)を

温度にたとえてください 

 2017 2018 2019 

自民党 50.98 42.83 45.48 

日本維新の会 43.82 42.82 43.99 

立憲民主党 38.03 39.33 34.45 

国民民主党  37.19 31.41 

希望の党 30.06   

公明党 40.76 36.76 33.56 

共産党 30.37 34.99 32.17 

れいわ新選組   35.01 

ＮＨＫから 

国民を守る党 

  35.72 

(℃) 

 

2019年参議院選挙は、7月21日(日)に行われた。

高校 3年生は、ほとんどの場合、誕生日をむかえて 

選挙権を得ることになる。特に参議院選挙の場合、
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考えているものの、図表 6では、2019年調査を除

き、半分以上の生徒が、政府の政策あるいは政治は

なかなか変わらないという無力感を持っているこ

とがわかる。 

2017 年以降の調査では、今後の生活や経済の状況

について質問している。図表7のように、この 3年間

の調査とも、否定的に考えた生徒は少なく、少なくと

も現在よりは悪くなるとは思っていないようである。 

 

図表7．Q．18・19歳の人も選挙に参加できるよう

になりました。それによって若者の生活状況は今

より良くなると思いますか、それとも悪くなると

思いますか、それとも変わらないと思いますか 

 2017 2018 2019 

良くなると思う 7.8 7.7 11.9 

どちらかというと 

良くなると思う 

27.6 24.9 20.1 

変わらないと思う 60.3 58.0 62.3 

どちらかというと 

悪くなると思う 

3.4 4.7 1.9 

悪くなると思う 0.9 3.6 3.8 

(%) 

 

図表 8．Q．憲法を改正することついて、あなたの

立場はいかがでしょうか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

消極的 11.5 6.1 16.4 11.4 9.7 

まあ消極的 6.4 10.7 9.5 11.4 9.0 

やや消極的 14.1 8.4 11.2 8.3 6.9 

中立 39.7 60.3 34.5 47.3 41.0 

やや積極的 12.2 6.9 14.7 13.0 9.7 

まあ積極的 8.3 4.6 6.9 4.1 6.3 

積極的 7.7 3.1 6.9 3.6 17.4 

(%) 

 

図表8では，憲法改正についての考えについて、

その立場を示している。2015年、2017年の国公立

コースの生徒については、「積極的」な立場、「中立」、

「消極的」な立場がおおよそ三等分されている。主

に国公立コースを対象にした 2019 年についても、

「中立」が 41.0％と少し多いものの、同じような

傾向を示している。2016 年，2018 年については、

「中立」な立場の生徒が多くなっている。 

 

 

3-2. 政党支持と投票行動 

 次に、政党支持と投票行動についてみていきた

い。まず、内閣支持率でこの5年間の調査時はすべ

て安倍政権で、図表9で示す。 

 

図表 9．Q．安倍内閣を支持しますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

支持する 36.9 40.5 38.9 34.9 33.6 

支持しない 21.0 7.6 13.3 13.0 22.4 

わからない 38.9 51.1 47.3 51.5 42.1 

(%) 

 

 安倍内閣の支持については30％から40％を推移

しており、堅調であるが、比較優位に過ぎないこと

がわかる。ただ、「わからない」が 2016年、2018年

には 50％をこえており、多くの生徒がまだ一票を

投じていない状況を反映しているのではないだろ

うか。 

 

図表 10．Q. 政治に関する政策や争点のうち、最も

気になるものを 1つ選んでください 

 2015 2016 2017 2018 2019 

安全保障・

外交 

18.5 8.4 16.8 14.8 12.1 

経済・ 

金融・財政 

14.6 19.8 15.9 21.9 10.8 

社会保障・

年金・医療 

13.4 11.5 17.7 14.2 21.7 

雇用・ 

就職支援 

19.1 18.3 21.2 14.8 15.3 

教育・ 

子育て支援 

10.2 19.1 18.6 17.2 24.8 

憲法改正 12.1 2.2 6.2 5.9 9.6 

原発・ 

エネルギー 

7.0 3.1 1.8 6.5 5.1 

その他 1.9 3.1 1.8 3.0 0.6 

(%) 

 

 図表10の政策争点の質問では、最も気になる項

目を 1つ選ぶこととしている。 

 5年間の調査を通じて、「経済・金融・財政」、「社

会保障・年金・医療」、「雇用・就職支援」、「教育・

子育て支援」が気になる生徒の割合がその他の争

点に比べ比較的やや高い傾向がある。 

 図表 11の政党支持については、5年間を通じ自
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民党が高い傾向にある。また、大阪の学校というこ

ともあり、日本維新の会が自民党に次ぎ高い傾向

にある。大阪都構想の住民投票があった 2015年は

13.4％と拮抗していたが、橋下徹氏が引退後は下

降傾向にあったが、2019 年は、回復傾向にある。

また、2019 年の参議院選挙前に結党し、はじめて

の大型の国政選挙であったれいわ新選組が 3.8％、

ＮＨＫから国民を守る党が 5.1％とその他の既成

政党よりも支持率が高い。また、2018 年の「支持

政党なし」が72.2％とかなり高く、2018年は大型

の国政選挙がなく、多くの生徒がまだ一票を投じ

ていない状況を反映しているように思える。 

 

図表11．Q．選挙のことは別にして、普段あなたは

何党を支持していますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

自民党 16.6 22.9 23.7 13.6 21.0 

日本維新 

の会 

13.4 11.5 7.0 5.3 9.6 

旧民主 

(民進)党 

8.9 6.1 立憲 

1.8 

希望 

0.9 

立憲 

1.2 

国民 

0.0 

立憲 

1.9 

国民 

0.0 

共産党 1.9 0.0 2.6 0.6 3.2 

公明党 1.3 3.1 1.8 1.2 0.6 

れいわ 

新選組 

    3.8 

ＮＨＫから

国民を 

守る党 

    5.1 

支持政党 

なし 

50.3 52.7 54.4 72.2 54.8 

(%) 

 

図表 12では図表 11の政党支持の「支持政党な

し」と答えた人にあらためて、「『支持政党なし』の

うち、支持するというほどでなくても、普段好まし

いと思っている政党はありますか」と質問し、5年

間通して、そのうち、おおよそ 6～7割程度が政党

をまったく支持をしていない結果となっている。 

 図表13は、2017年以降の調査で、各政党の感情 

温度（3）を示している。なお，国民民主党について、

2017 年は前身の希望の党の感情温度を示している。

自民党と日本維新の会が 40℃台で、その他の政党

が30℃台を推移している。2019年調査では、自民

党と日本維新の会を除く既成政党よりも、新しく

できたれいわ新選組、ＮＨＫから国民を守る党の

温度が高かった。 

 

図表 12．Q．(「支持政党はない」を選んだ人に対

して)支持するというほどでなくても、普段好まし

いと思っている政党がありますか 

 2015 2016 2017 2018 2019 

自民党 11.3 17.4 12.7 15.1 16.4 

日本維新 

の会 

20.3 17.4 7.9 4.8 11.9 

旧民主 

(民進)党 

3.8 4.3 立憲 

4.8 

希望 

3.2 

立憲 

4.0 

国民 

0.0 

立憲 

0.0 

国民 

0.0 

共産党 2.5 0.0 1.6 0.6 0.0 

公明党 1.2 0.0 3.2 0.8 1.5 

れいわ 

新選組 

    1.5 

ＮＨＫから

国民を 

守る党 

    7.5 

支持政党 

なし 

62.0 68.1 65.1 72.2 58.2 

(%) 

 

図表13．Q．政党に対するあなたの気持(好感度)を

温度にたとえてください 

 2017 2018 2019 

自民党 50.98 42.83 45.48 

日本維新の会 43.82 42.82 43.99 

立憲民主党 38.03 39.33 34.45 

国民民主党  37.19 31.41 

希望の党 30.06   

公明党 40.76 36.76 33.56 

共産党 30.37 34.99 32.17 

れいわ新選組   35.01 

ＮＨＫから 

国民を守る党 

  35.72 

(℃) 

 

2019年参議院選挙は、7月21日(日)に行われた。

高校3年生は、ほとんどの場合、誕生日をむかえて 

選挙権を得ることになる。特に参議院選挙の場合、
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7月に選挙が行われることが多く、図表 14のよう

に選挙権を有する生徒は、今回の場合でも、30％程

度となる。このような状況をふまえ、投票行動を問

う場合、選挙権を取得し、投票した生徒には、実際

の投票先を、棄権、あるいは選挙権をまだ持ってい

ない生徒には、仮に投票していたらという方法で

質問を行っている。また、高等学校で質問を行う制

約上、「答えたくない」という回答項目を作ってい

る。今回の参議院選挙の場合、選挙区選挙で18.2％、

比例区選挙で16.3％の回答があった。2017年衆議

院選挙、2019年参議院選挙の投票行動(図表15)に

ついては、自民党への投票傾向が強いことがわか

る。次いで日本維新の会と続いている。2019 年参

議院選挙では、政党支持同様、自民党、日本維新の

会を除く既成政党より、れいわ新選組、ＮＨＫから

国民を守る党への投票傾向が高いことがわかる。 

 

図表14．Q．参議院選挙時、選挙権はありましたか 

 2019 

選挙権を持っていた 30.4 

選挙権を持っていなかった 69.0 

(%) 

 

図表15．Q．投票した人は、投票した政党を、投票

しなかった・選挙権をもっていなかった人は、仮に

投票していたらどの政党に投票しましたか 

 2017衆院選 2019参院選 

 小選挙

区 

比例 

代表区 

選挙

区 

比例 

代表区 

自民党 34.7 44.6 33.1 35.0 

日本維新

の会 

16.8 12.9 20.7 19.5 

立憲 

民主党 

5.0 4.0 4.9 5.7 

希望の党 2.0 4.0   

国民 

民主党 

  0.8 0.0 

公明党 3.0 5.9 4.1 4.1 

共産党 3.0 2.0 3.3 4.1 

れいわ 

新選組 

  4.1 5.7 

ＮＨＫか

ら国民を

守る党 

  9.1 8.1 

(%) 

2017 年以降の調査では質問紙の最初の質問で、

(その調査時点においての)現在ある政党について、

記述式で答えてもらっている。その結果が図表 16

である。3年間のいずれの調査とも自民党が突出し

ていることがわかる。また、「民主党」、あるいは「民

進党」と存在しない政党を記述している生徒が一

定数の回答があり、立憲民主党、国民民主党の政党

名が定着していないことが考えられる。2019 年調

査では、政党支持、投票行動の比較同様、ＮＨＫか

ら国民を守る党、れいわ新選組を回答する生徒が

多かった。 

 

図表16．Q．現在、日本にある政党を知り得る限り

答えてください 

 2017 2018 2019 

自民党 87.2 82.2 87.4 

日本維新の会 65.8 32.5 56.6 

公明党 65.0 56.2 64.8 

共産党 59.0 39.1 51.6 

希望の党 51.3 5.9  

国民民主党  3.0 15.1 

立憲民主党 39.3 22.5 37.1 

社民党 34.2 15.4 25.8 

民進党 28.2 (5.9) (3.8) 

民主党 (25.6) (49.1) (32.7) 

幸福実現党 22.2 3.6 9.4 

れいわ新選組   17.0 

ＮＨＫから国民を

守る党 

  42.1 

みんなの党   13.8 

(%) 

 (       )は調査時点では存在していない政党 

 

４. 家族・教育・メディアからの影響(政治情報

への接触) 

4-1. これまでの研究から 

2015年、2016年の調査をうけて、18歳の政治意

識を考えるうえで、家族、教育、メディアからの影

響があるのではないかと考え、2017 年調査以降、

関連する質問項目を加えることにした。 

日本の政治社会化研究では、親や学校等での政

治的な接触と、政治関心や政治的有効性感覚との

関連を分析することによって、政治に対する積極

性を高める環境や政治教育を明らかにするための

研究が進められている。 
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学校については、教育方法による比較がされ、模

擬投票などの体験型学習より選挙の仕組みを学ぶ公

民型教育が政治への積極性を高める(秦，2013)と

いった結果が得られている。 

 

図表17．Q．選挙投票日までに、見聞きしたり、読

んだり、触れたりしたものがありますか(複数回

答) 

 2017衆院選 2019参院選 

テレビニュース

の選挙報道 

84.6 79.2 

家族の選挙に 

関する話 

42.7 35.2 

政治家の 

街頭演説 

41.9 49.0 

新聞(インターネ

ット版を含む)の

選挙報道 

40.2 38.3 

学校での友人の

選挙に関する話 

27.4     24.5 

政党のマニフェ

スト・政策ビラ 

27.4 42.1 

学校の先生の選

挙に関する話 

20.5 27.7 

選挙公報 18.8 

 

28.9 

政見放送 12.0 30.8 

政党・政治家の

SNS 

11.1 33.3 

学校以外の友人

や知り合いなど

の選挙に 

関する話 

6.8 20.7 

地域の人の選挙

に関する話 

6.0 15.7 

政党・政治家の

ウェブサイト・

ブログ 

6.0 21.3 

(%) 

 

家庭については、政治に関する接触が多いほど

関心や積極性が高いという結果が得られている。

例えばニュースを視聴し、親と政治や社会との出

来事の話をするほど政治関心が高く(秦，2013)、家

庭で政治を話題にするほど政治的有効性が高い

(石橋，2010)といったものがある。 

亀ヶ谷(2019)は、全国意識調査の二次分析やア

ンケート調査を分析し、三世代同居の家族が持つ

特徴と投票動員に関する傾向について分析を行っ

ている。 

 

図表 18．Q．選挙投票日までに、見聞きしたり、読

んだり、触れたりしたうち、その中で自分の考えを

まとめる上で役に立ったものがありますか(複数

回答) 

 2017衆院選 2019参院選 

テレビニュース

の選挙報道 

35.9 34.6 

家族の選挙に 

関する話 

16.2 17.0 

新聞(インターネ

ット版を含む)の

選挙報道 

10.3 15.7 

政党のマニフェ

スト・政策ビラ 

9.4 16.3 

政見放送 7.7     10.7 

選挙公報 6.0 8.8 

政治家の 

街頭演説 

5.1 13.8 

学校での友人の

選挙に関する話 

5.1 

 

7.5 

政党・政治家の

SNS 

4.2 12.6 

政党・政治家の

ウェブサイト・

ブログ 

3.4 10.7 

学校以外の友人

や知り合いなど

の選挙に 

関する話 

2.6 5.7 

学校の先生の 

選挙に関する話 

2.5 10.1 

地域の人の選挙

に関する話 

0.0 5.7 

(%) 

 

4-2. 選挙における情報接触、教育からの影響 

2017年衆議院選挙、2019年参議院選挙に関して、

投票日までにどのような情報に接触(図表 17)し、

その中でもどのような情報が役にたったのか(図
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7月に選挙が行われることが多く、図表 14のよう

に選挙権を有する生徒は、今回の場合でも、30％程
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う場合、選挙権を取得し、投票した生徒には、実際

の投票先を、棄権、あるいは選挙権をまだ持ってい

ない生徒には、仮に投票していたらという方法で

質問を行っている。また、高等学校で質問を行う制

約上、「答えたくない」という回答項目を作ってい

る。今回の参議院選挙の場合、選挙区選挙で18.2％、

比例区選挙で16.3％の回答があった。2017年衆議

院選挙、2019年参議院選挙の投票行動(図表15)に

ついては、自民党への投票傾向が強いことがわか

る。次いで日本維新の会と続いている。2019 年参

議院選挙では、政党支持同様、自民党、日本維新の

会を除く既成政党より、れいわ新選組、ＮＨＫから

国民を守る党への投票傾向が高いことがわかる。 

 

図表14．Q．参議院選挙時、選挙権はありましたか 

 2019 

選挙権を持っていた 30.4 

選挙権を持っていなかった 69.0 

(%) 

 

図表15．Q．投票した人は、投票した政党を、投票

しなかった・選挙権をもっていなかった人は、仮に

投票していたらどの政党に投票しましたか 

 2017衆院選 2019参院選 

 小選挙

区 

比例 

代表区 

選挙

区 

比例 

代表区 

自民党 34.7 44.6 33.1 35.0 

日本維新

の会 

16.8 12.9 20.7 19.5 

立憲 

民主党 

5.0 4.0 4.9 5.7 

希望の党 2.0 4.0   

国民 

民主党 

  0.8 0.0 

公明党 3.0 5.9 4.1 4.1 

共産党 3.0 2.0 3.3 4.1 

れいわ 

新選組 

  4.1 5.7 

ＮＨＫか

ら国民を

守る党 

  9.1 8.1 

(%) 

2017 年以降の調査では質問紙の最初の質問で、

(その調査時点においての)現在ある政党について、

記述式で答えてもらっている。その結果が図表 16

である。3年間のいずれの調査とも自民党が突出し

ていることがわかる。また、「民主党」、あるいは「民

進党」と存在しない政党を記述している生徒が一

定数の回答があり、立憲民主党、国民民主党の政党

名が定着していないことが考えられる。2019 年調

査では、政党支持、投票行動の比較同様、ＮＨＫか

ら国民を守る党、れいわ新選組を回答する生徒が

多かった。 

 

図表 16．Q．現在、日本にある政党を知り得る限り

答えてください 

 2017 2018 2019 

自民党 87.2 82.2 87.4 

日本維新の会 65.8 32.5 56.6 

公明党 65.0 56.2 64.8 

共産党 59.0 39.1 51.6 

希望の党 51.3 5.9  

国民民主党  3.0 15.1 

立憲民主党 39.3 22.5 37.1 

社民党 34.2 15.4 25.8 

民進党 28.2 (5.9) (3.8) 

民主党 (25.6) (49.1) (32.7) 

幸福実現党 22.2 3.6 9.4 

れいわ新選組   17.0 

ＮＨＫから国民を

守る党 

  42.1 

みんなの党   13.8 

(%) 

 (       )は調査時点では存在していない政党 

 

４. 家族・教育・メディアからの影響(政治情報

への接触) 

4-1. これまでの研究から 

2015年、2016年の調査をうけて、18歳の政治意

識を考えるうえで、家族、教育、メディアからの影

響があるのではないかと考え、2017 年調査以降、

関連する質問項目を加えることにした。 

日本の政治社会化研究では、親や学校等での政

治的な接触と、政治関心や政治的有効性感覚との

関連を分析することによって、政治に対する積極

性を高める環境や政治教育を明らかにするための

研究が進められている。 
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学校については、教育方法による比較がされ、模

擬投票などの体験型学習より選挙の仕組みを学ぶ公

民型教育が政治への積極性を高める(秦，2013)と

いった結果が得られている。 

 

図表17．Q．選挙投票日までに、見聞きしたり、読

んだり、触れたりしたものがありますか(複数回

答) 
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84.6 79.2 

家族の選挙に 

関する話 

42.7 35.2 

政治家の 
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41.9 49.0 

新聞(インターネ

ット版を含む)の

選挙報道 

40.2 38.3 

学校での友人の

選挙に関する話 

27.4     24.5 

政党のマニフェ

スト・政策ビラ 

27.4 42.1 

学校の先生の選

挙に関する話 

20.5 27.7 

選挙公報 18.8 

 

28.9 

政見放送 12.0 30.8 

政党・政治家の

SNS 

11.1 33.3 

学校以外の友人

や知り合いなど

の選挙に 

関する話 

6.8 20.7 

地域の人の選挙

に関する話 

6.0 15.7 

政党・政治家の

ウェブサイト・

ブログ 

6.0 21.3 

(%) 

 

家庭については、政治に関する接触が多いほど

関心や積極性が高いという結果が得られている。

例えばニュースを視聴し、親と政治や社会との出

来事の話をするほど政治関心が高く(秦，2013)、家

庭で政治を話題にするほど政治的有効性が高い

(石橋，2010)といったものがある。 

亀ヶ谷(2019)は、全国意識調査の二次分析やア

ンケート調査を分析し、三世代同居の家族が持つ

特徴と投票動員に関する傾向について分析を行っ

ている。 

 

図表18．Q．選挙投票日までに、見聞きしたり、読

んだり、触れたりしたうち、その中で自分の考えを

まとめる上で役に立ったものがありますか(複数

回答) 

 2017衆院選 2019参院選 

テレビニュース

の選挙報道 

35.9 34.6 

家族の選挙に 

関する話 

16.2 17.0 

新聞(インターネ

ット版を含む)の

選挙報道 

10.3 15.7 

政党のマニフェ

スト・政策ビラ 

9.4 16.3 

政見放送 7.7     10.7 

選挙公報 6.0 8.8 

政治家の 

街頭演説 

5.1 13.8 

学校での友人の

選挙に関する話 

5.1 

 

7.5 

政党・政治家の

SNS 

4.2 12.6 

政党・政治家の

ウェブサイト・

ブログ 

3.4 10.7 

学校以外の友人

や知り合いなど

の選挙に 

関する話 

2.6 5.7 

学校の先生の 

選挙に関する話 

2.5 10.1 

地域の人の選挙

に関する話 

0.0 5.7 

(%) 

 

4-2. 選挙における情報接触、教育からの影響 

2017年衆議院選挙、2019年参議院選挙に関して、

投票日までにどのような情報に接触(図表 17)し、

その中でもどのような情報が役にたったのか(図
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表 18)を調査した。 

投票までの情報接触については、2019 年参議院

選挙調査において、2017 衆議院選挙調査に比べ、

「政党・政治家のSNS」、「政党・政治家のウェブサ

イト・ブログ」への接触がかなり増えていることが

わかる。 

2017年衆議院選挙、2019年参議院選挙とも、テ

レビニュースや新聞の選挙報道などのメディアか

らの情報に加え、家族からの話が投票に役立った

と答えている。選挙時における学校の先生からの

影響はかなり限定的であった。 

 

4-3. 家族(保護者)からの影響 

亀ヶ谷(2019)をふまえ、2019 年の調査では、大

都市部にある勤務校であることをふまえ、まずは

家族構成を調査した(図表19)。 

 

図表19．Q．あなたは誰と住んでいますか。該当す

るものすべてを答えてください 

 2019 

親と本人 30.8 

親と本人と兄弟姉妹 47.8 

親と本人と祖父母 0.6 

親と本人と兄弟姉妹と祖父母 6.3 

その他 2.5 

答えたくない 7.5 

(%) 

 

図表 20．Q．あなたの保護者は、あなたから見て、

どの程度関心があると思いますか 

 2017 2018 2019 

大変関心がある 12.4 10.7 16.6 

どちらがいえば 

関心がある 

46.9 40.8 44.6 

どちらかといえば 

関心がない 

19.5 26.6 15.3 

まったく 

関心がない 

7.1 6.5 5.7 

わからない 14.2 14.2 17.8 

(%) 

 

親と本人、親と本人と兄弟姉妹という家族構成

で 78.6％と全体の 4分の３をこえている一方、祖

父母と同居する家族構成は 6.9％にとどまってお

り、親が子供に与える影響が、これまでの祖父母と

一緒に住む家族構成と比べて大きくなっているこ

とが考えられる。 

 2017 年以降の調査では、保護者の政治関心が子

供に影響するのではないかということで図表20で

は生徒からみる保護者の政治関心について質問し

た。「大変関心がある」、「どちらかといえば関心が

ある」をあわした「関心がある」が半数をこえてい

る。 

 

図表21. Q．あなたが小さい頃(小学生くらいまで)、

あなたの保護者と一緒に選挙の投票所に行った記

憶はありますか 

 2017 2018 2019 

行った記憶がある 46.0 53.8 49.4 

行った記憶はない 43.4 36.1 39.0 

わからない 10.6 8.3 11.7 

(%) 

 

図表22. Q．あなたが小さい頃(小学生くらいまで)、

あなたの保護者が政治の話をしていた記憶はあり

ますか 

 2017 2018 2019 

よく話をしていた 

記憶がある 

8.8 11.2 7.6 

時々話をしていた 

記憶がある 

33.6 33.7 35.7 

あまり話をした 

記憶はない 

22.1 20.7 22.9 

まったく話をしてい

た記憶はない 

21.2 20.1 15.3 

わからない 14.2 12.4 18.5 

(%) 

 

また、図表21では、「小さい頃(小学生くらいま

で)保護者と一緒に投票所にいった記憶はありま

すか？」と質問し、5割前後の生徒が保護者と一緒

に投票所に行った記憶があると答えた。また、2017

年においては、この質問と衆議院の投票・棄権、投

票先政党の間に有意な差はみられなかった。また、

図表22では、「小さい頃(小学校くらいまで)、保護

者が政治の話をしていた記憶はありますか？」と

質問し、4 割が話をした記憶があるのに対して、2

割は「まったく話をした記憶がない」と答えている。

2017 年調査では、この質問と衆議院選挙の投票・

棄権について、「まったく話をした記憶はない」と
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答えた人は、投票を棄権した傾向がみられた（４）。 

 

4-4. メディアからの影響 

2018年、2019年の調査ではメディア接触、特に

スマートフォンの利用について、記述式で指標頻

度の高い順に5つ答えてもらった(図表23)。「LINE」、

「ゲーム」、「Twitter」、「Instagram」、「You Tube」、

「音楽を聴く」そして、「Twitter」や「Instagram」

を含めた「SNS」が多く、今まで「電話をかける」

や「メールをする」といったスマートフォンによる

利用方法が大きく変わっていることが裏付けられ

た。 

 

図表23. Q．スマートフォンを使って何をしていま

すか(複数回答) 

 2018 2019 

LINE 59.2 39.0 

ゲーム 41.4 31.4 

Twitter 40.2 21.4 

Instagram 32.0 23.3 

You Tube 31.7     40.3 

音楽を聴く 15.9 13.2 

SNS 13.0 12.6 

(%) 

 

最もニュース情報を収集するメディアも図表 24

からも、スマートフォンが最も高く、テレビが続く

結果となっている。また、図表 25からもニュース

情報を収集するツールとしてもスマートフォン、

テレビが高くなっている。スマートフォンでの情

報収集(図表26)については「LINEニュース」が高

くなっている。 

テレビでのニュース情報収集(図表 27)について

は、「めざましテレビ」や「Zip」などの朝のニュー

ス番組、「報道ステーション」や「Zero」などの夜

のニュース番組が高く、特に平日の高校生の生活

リズムにあう番組から情報収集していることがわ

かる。5年間の調査では、意識調査の設問前に継続

して政治意識を調査している。その中に麻生太郎

財務大臣と菅義偉官房長官について、設問してい

る（5）(図表 28)。設問の仕方は異なるが、年が経つ

につれて認知度は徐々に上がっていることがわか

る。注目すべきは、菅長官の 2018年の84.6％から

2019年の96.9％の上昇である。この調査の間に元

号が「平成」から「令和」に改元され、その発表を

4月 1日に菅長官が発表し、「令和おじさん」と世

間注目され、テレビニュースあるいはスマホで見

るニュースサイトから情報を得て、認知度が上が

ったと推測される。 

以前はニュース情報のツールとして高かった新

聞については、30％前後を推移している。自宅にお

ける新聞購読率(図表29)も50％をきっており、日

常生活での新聞離れがあらわれている。購読紙は

図表 30のとおりである。 

 

 

図表 24. Q．日頃、最もニュースをどのメディアを

通じて知りますか 

 2018 2019 

スマートフォン 51.4 53.7 

テレビ 48.0 43.1 

新聞 0.6 1.5 

PC 0.0 1.5 

タブレット 0.0 0.9 

(%) 

 

図表 25. Q．日頃、ニュースをどのメディアを通じ

て知りますか(複数回答) 

 2018 2019 

スマートフォン 91.7 93.1 

テレビ 90.5 91.8 

新聞 29.4 31.4 

PC 17.8 21.4 

タブレット 11.8 10.7 

ラジオ 8.3 10.7 

(%) 

 

図表 26. Q．ニュースについてスマートフォンで情

報収集をする場合、具体的なサイトを教えてくだ

さい(複数回答) 

 2018 2019 

LINEニュース 58.6 41.5 

Yahooニュース 18.9 18.2 

Twitter 13.0 17.6 

スマートニュース 3.6 5.7 

(%) 
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表 18)を調査した。 

投票までの情報接触については、2019 年参議院

選挙調査において、2017 衆議院選挙調査に比べ、

「政党・政治家のSNS」、「政党・政治家のウェブサ

イト・ブログ」への接触がかなり増えていることが

わかる。 

2017年衆議院選挙、2019年参議院選挙とも、テ

レビニュースや新聞の選挙報道などのメディアか

らの情報に加え、家族からの話が投票に役立った

と答えている。選挙時における学校の先生からの

影響はかなり限定的であった。 

 

4-3. 家族(保護者)からの影響 

亀ヶ谷(2019)をふまえ、2019 年の調査では、大

都市部にある勤務校であることをふまえ、まずは

家族構成を調査した(図表19)。 

 

図表19．Q．あなたは誰と住んでいますか。該当す

るものすべてを答えてください 

 2019 

親と本人 30.8 

親と本人と兄弟姉妹 47.8 

親と本人と祖父母 0.6 

親と本人と兄弟姉妹と祖父母 6.3 

その他 2.5 

答えたくない 7.5 

(%) 

 

図表 20．Q．あなたの保護者は、あなたから見て、

どの程度関心があると思いますか 

 2017 2018 2019 

大変関心がある 12.4 10.7 16.6 

どちらがいえば 

関心がある 

46.9 40.8 44.6 

どちらかといえば 

関心がない 

19.5 26.6 15.3 

まったく 

関心がない 

7.1 6.5 5.7 

わからない 14.2 14.2 17.8 

(%) 

 

親と本人、親と本人と兄弟姉妹という家族構成

で 78.6％と全体の 4分の３をこえている一方、祖

父母と同居する家族構成は 6.9％にとどまってお

り、親が子供に与える影響が、これまでの祖父母と

一緒に住む家族構成と比べて大きくなっているこ

とが考えられる。 

 2017 年以降の調査では、保護者の政治関心が子

供に影響するのではないかということで図表20で

は生徒からみる保護者の政治関心について質問し

た。「大変関心がある」、「どちらかといえば関心が

ある」をあわした「関心がある」が半数をこえてい

る。 

 

図表 21. Q．あなたが小さい頃(小学生くらいまで)、

あなたの保護者と一緒に選挙の投票所に行った記

憶はありますか 

 2017 2018 2019 

行った記憶がある 46.0 53.8 49.4 

行った記憶はない 43.4 36.1 39.0 

わからない 10.6 8.3 11.7 

(%) 

 

図表 22. Q．あなたが小さい頃(小学生くらいまで)、

あなたの保護者が政治の話をしていた記憶はあり

ますか 

 2017 2018 2019 

よく話をしていた 

記憶がある 

8.8 11.2 7.6 

時々話をしていた 

記憶がある 

33.6 33.7 35.7 

あまり話をした 

記憶はない 

22.1 20.7 22.9 

まったく話をしてい

た記憶はない 

21.2 20.1 15.3 

わからない 14.2 12.4 18.5 

(%) 

 

また、図表21では、「小さい頃(小学生くらいま

で)保護者と一緒に投票所にいった記憶はありま

すか？」と質問し、5割前後の生徒が保護者と一緒

に投票所に行った記憶があると答えた。また、2017

年においては、この質問と衆議院の投票・棄権、投

票先政党の間に有意な差はみられなかった。また、

図表 22では、「小さい頃(小学校くらいまで)、保護

者が政治の話をしていた記憶はありますか？」と

質問し、4 割が話をした記憶があるのに対して、2

割は「まったく話をした記憶がない」と答えている。

2017 年調査では、この質問と衆議院選挙の投票・

棄権について、「まったく話をした記憶はない」と
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答えた人は、投票を棄権した傾向がみられた（４）。 

 

4-4. メディアからの影響 

2018年、2019年の調査ではメディア接触、特に

スマートフォンの利用について、記述式で指標頻

度の高い順に5つ答えてもらった(図表23)。「LINE」、

「ゲーム」、「Twitter」、「Instagram」、「You Tube」、

「音楽を聴く」そして、「Twitter」や「Instagram」

を含めた「SNS」が多く、今まで「電話をかける」

や「メールをする」といったスマートフォンによる

利用方法が大きく変わっていることが裏付けられ

た。 

 

図表23. Q．スマートフォンを使って何をしていま

すか(複数回答) 

 2018 2019 

LINE 59.2 39.0 

ゲーム 41.4 31.4 

Twitter 40.2 21.4 

Instagram 32.0 23.3 

You Tube 31.7     40.3 

音楽を聴く 15.9 13.2 

SNS 13.0 12.6 

(%) 

 

最もニュース情報を収集するメディアも図表 24

からも、スマートフォンが最も高く、テレビが続く

結果となっている。また、図表 25からもニュース

情報を収集するツールとしてもスマートフォン、

テレビが高くなっている。スマートフォンでの情

報収集(図表26)については「LINEニュース」が高

くなっている。 

テレビでのニュース情報収集(図表 27)について

は、「めざましテレビ」や「Zip」などの朝のニュー

ス番組、「報道ステーション」や「Zero」などの夜

のニュース番組が高く、特に平日の高校生の生活

リズムにあう番組から情報収集していることがわ

かる。5年間の調査では、意識調査の設問前に継続

して政治意識を調査している。その中に麻生太郎

財務大臣と菅義偉官房長官について、設問してい

る（5）(図表 28)。設問の仕方は異なるが、年が経つ

につれて認知度は徐々に上がっていることがわか

る。注目すべきは、菅長官の 2018年の84.6％から

2019年の96.9％の上昇である。この調査の間に元

号が「平成」から「令和」に改元され、その発表を

4月 1日に菅長官が発表し、「令和おじさん」と世

間注目され、テレビニュースあるいはスマホで見

るニュースサイトから情報を得て、認知度が上が

ったと推測される。 

以前はニュース情報のツールとして高かった新

聞については、30％前後を推移している。自宅にお

ける新聞購読率(図表29)も50％をきっており、日

常生活での新聞離れがあらわれている。購読紙は

図表30のとおりである。 

 

 

図表24. Q．日頃、最もニュースをどのメディアを

通じて知りますか 

 2018 2019 

スマートフォン 51.4 53.7 

テレビ 48.0 43.1 

新聞 0.6 1.5 

PC 0.0 1.5 

タブレット 0.0 0.9 

(%) 

 

図表25. Q．日頃、ニュースをどのメディアを通じ

て知りますか(複数回答) 

 2018 2019 

スマートフォン 91.7 93.1 

テレビ 90.5 91.8 

新聞 29.4 31.4 

PC 17.8 21.4 

タブレット 11.8 10.7 

ラジオ 8.3 10.7 

(%) 

 

図表26. Q．ニュースについてスマートフォンで情

報収集をする場合、具体的なサイトを教えてくだ

さい(複数回答) 

 2018 2019 

LINEニュース 58.6 41.5 

Yahooニュース 18.9 18.2 

Twitter 13.0 17.6 

スマートニュース 3.6 5.7 

(%) 
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図表27. Q．ニュースについてテレビでニュース情

報収集する場合、具体的な番組を教えてください

(複数回答) 

 2018 2019 

報道ステーション 

(朝日放送・テレビ朝日系) 

24.3 27.0 

Zero 

(読売テレビ・日本テレビ系) 

21.3 18.2 

めざましテレビ 

(関西テレビ・フジテレビ系) 

13.6 14.5 

Zip・すまたん 

(読売テレビ・日本テレビ系) 

12.4 5.0 

news every.・ten 

(読売テレビ・日本テレビ系) 

11.8 9.4 

おはよう朝日です 

(朝日放送・関西ローカル) 

10.1 8.8 

(%) 

 

図表28. Q．次にあげる人物がどのような役職に就

いているかご存じですか 

 2017 2018 2019 

麻生太郎(財務大臣) 55.6 69.2 74.8 

菅義偉(官房長官) 80.3 84.6 96.9 

(%) 

 

図表29. Q．自宅で新聞を購読していますか 

 2018 2019 

購読している 46.2 47.4 

購読していない 46.7 45.4 

(%) 

 

図表30. 自宅での購読紙を教えてください 

 2018 2019 

朝日新聞 33.3 27.0 

読売新聞 17.9 31.7 

毎日新聞 12.8 14.2 

産経新聞 10.3 14.2 

日本経済新聞 1.3 6.3 

(%) 

 

５. 終わりに 

18 歳の政治意識について、5 年間の調査データ

を用いて分析を行った。政治への関心は、選挙時の

調査では半数を上回るものの、なかなか定着せず、

政治への関心を持ち続ける難しさがみられる。 

投票義務感については、4 人のうち 3 人の生徒

(75％以上)の生徒は有権者の義務だと思っている

ことがわかった。他方で、半数以上の生徒が政府の

政策あるいは政治はなかなか変わらないという無

力感をもっており、政治を変えるという主権者の

力に実感がないことがわかる。 

政党認知度については、自民党が 80％を超えて

おり、他の政党(特に旧民主党系の政党の認知が低

い)に比べて高く、政党支持，投票行動の面でも、

自民党一強の傾向がみられる。また、2019 年調査

では、新しくできた政党であるＮＨＫから国民を

守る党、れいわ新選組が、政党認知度、政党支持、

2019年参議院選挙の投票行動についても、自民党、

日本維新の会に次いで高く、その他の既存政党を

脅かす状況になっている。 

メディアの影響については、スマートフォン、テ

レビからの影響が大きい。特に最近はスマートフ

ォンの影響が大きい。 

5 年間の調査から、学力差(国公立コースと私立

コース)から政治関心などで差異がみられた。 

１つの高等学校での調査であること、調査をす

る上でさまざまな制約があるが、今後ができるだ

け調査を続けて、政治意識について継続的に考え

ていきたい。 

（上宮高等学校） 

 

 

注 

（1） 2015年度は、18歳選挙権導入以前から高校生

の政治意識の研究をされている石橋章市朗関西

大学法学部教授、2016年度，2017年度はインタ

ーネットと選挙について研究されている岡本哲

和関西大学政策創造学部教授に講演していただ

いた。 

（2） 2015年調査は、中村悦大愛知学院大学総合政

策学部准教授、秦正樹京都府立大学公共政策学

部講師と、2016 年調査についても、中村悦大准

教授、秦正樹講師、辻陽近畿大学法学部教授と共

同で調査を行った。 

(3) 感情温度とは、0℃から100℃までの範囲で、

好きでも嫌いでもないを 50℃と基準として度合

いを測っていくもので、好意があれば 51℃から

100℃で、反感を感じていれば、49℃から 0℃で

答えるものである。 

(4) 同様の分析を 2019 年参議院選挙でも行なっ

たが、いずれの場合も有意な差はでなかった。 
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(5) いずれの調査も、麻生太郎財務大臣について

は，財務大臣を選択する設問で、いずれも写真が

あり，その下に人名を数字で選択する。①高市早

苗、②菅直人、③谷垣禎一、④麻生太郎、⑤わか

らない(写真なし)から選択する。菅義偉官房長官に

ついては、菅義偉(写真あり)は、どの役職をしてい

るかという設問。①官房長官、②財務大臣、③副総

理、④外務大臣、⑤わからない、から選択する。 
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(5) いずれの調査も、麻生太郎財務大臣について

は，財務大臣を選択する設問で、いずれも写真が

あり，その下に人名を数字で選択する。①高市早

苗、②菅直人、③谷垣禎一、④麻生太郎、⑤わか

らない(写真なし)から選択する。菅義偉官房長官に

ついては、菅義偉(写真あり)は、どの役職をしてい

るかという設問。①官房長官、②財務大臣、③副総

理、④外務大臣、⑤わからない、から選択する。 
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４．結果
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閲覧頻度が最も高い新聞との接触

視聴頻度が最も高い報道番組との接触

同系列の報道番組との接触

同系列の報道番組および新聞との接触
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政党支持の影響

重要争点に関する認識の影響

政治意識の影響

社会学的変数の影響

６ 結論

知見の総括

本稿の限界と今後の課題
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〈要旨〉

日常的に接触する新聞・報道番組の内容が党派性を帯びる場合、利用者の政治意識に対して長期的な影

響をおよぼすと考えられる。あるいは、もとより有権者が自身の党派性に沿うマスメディアに対して選択

的に接触する場合、彼の党派性が強化されると思われる。この結果として、政治意識の分極化や意見の異

なる他者への排斥傾向が強化されるならば、マスメディアが招く分極化を迎えた社会での政治参加は、他

者に不寛容な市民同士の相克の場と化すかも知れない。この懸念の現実性を考察する本稿は、「マスメディ

アが党派性を帯びているならば、どのような特徴ある有権者が各メディアに接触しているか」という観点

より選択的接触の実態を解明する。そのため、 年参議院選挙時に全国の有権者を対象として行われた

インターネットでの 波のパネル世論調査を分析する。分析の結果は、おおむね「自民党支持者は読売新

聞・日本テレビとの接触を選好する一方、逆に朝日新聞・テレビ朝日との接触を回避する」という予想に

沿う。

When voters are steadily exposed to mass media such as newspapers or news shows that demonstrate 
partisanship, their political opinions may be affected. If voters select newspapers and news shows that 
favor their own political faction, the level of their partisanship will often increase. Furthermore, if 
political opinions become more polarized among voters, and if they become more committed to the 
exclusion of those with different political opinions, conflict may ensue between factions within such a 
politically polarized society that stems from partisan mass media. In response to the threat of social 
division, this article paints a picture of selective exposure to mass media in terms of profiling of those 
who engage in this kind of selective exposure. As a means of analysis, the online nationwide panel 
survey on the last Upper House election was used. The results indicate that supporters of the Liberal 
Democratic Party would, as predicted, opt to receive news from the Yomiuri newspaper and follow 
news shows on Nippon Television, tending to avoid the Asahi newspaper and news shows on 
TV-Asahi. 
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１ はじめに

選挙に関する情報源としてのマスメディア

テレビの報道番組や新聞は政治参加に必要な情

報の源であり、また政治的な話題の提供により会

話を通じた相互理解や公民意識の涵養に資する。

そして、インターネットを用いた選挙運動が一部

解禁された 年以降の国政選挙時の各種世論

調査においても、投票行動を決める際の情報源と

して報道番組を挙げる有権者が依然最多である。

投票行動を決める際の情報源として挙げる有権者

数についての新聞とインターネットの差異も縮小

しているが、やはり情報源として新聞を挙げる有

権者数がインターネットを凌ぐ。その一因として、

「炎上」を防ぎたい政党・候補者がインターネッ

トでの発信の大半を演説日程の告知に限る点を挙

げられる（鈴木 ）。

「 調査方法」で述べる 年参議院選挙

後のインターネットでの全国世論調査において、

公示期間に利用したメディアの中で選挙に関する

情報源として最も役立ったメディアを尋ねたとこ

ろ、上位 位は「テレビの報道番組」・「新聞（イ

ンターネット購読を含む）」・「インターネットのポ

ータルサイトニュース」が各々 ・ ・

を占めた。なお、「政党や政治家・候補者の ・

ブログ・ （ソーシャルネットワーキングサービ

ス）」は であった（ ）。また、 年参院選後

のインターネットでの全国世論調査においても選

挙の情報源として最も役立ったメディアを尋ねた

が、上位 位は「テレビの報道番組またはワイド

ショー」・「新聞」・「インターネットのポータルサ

イトニュース」が各々 ・ ・ を占め

た。なお、「政党や政治家・候補者の ・ブログ・

」は であった（ ）。 年に「明るい選挙

推進協会」が約 名の有権者を対象として行

った郵送での全国世論調査においても、政治・選

挙に関する主な情報源を尋ねる。結果として、上

位 位は「テレビ」・「新聞」・「インターネット」

が各々 ・ ・ を占めた（明るい選挙

推進協会 ）。

従って、メディアが多様化する現在にあっても

政治や選挙に関する情報源としてインターネット

を凌ぐ利用者数を有する新聞・テレビの影響過程

を考察する意義は大きい（渡辺・政木・河野 ）。

新聞とテレビ番組は選択にあたり複数の選択肢が

存在し、それぞれ扱う話題や論調に差異がある。

すると、日常的に接触する新聞・報道番組の内容

が党派性を帯びる場合、利用者の政治意識に対し

て長期的な影響をおよぼすと考えられる。あるい

は、もとより有権者が自身の党派性に沿うマスメ

ディアに対して選択的に接触する場合、彼の党派

性が強化されると思われる。

この結果として、政治意識の分極化や意見の異

なる他者への排斥傾向が強化されるならば、マス

メディアが招く分極化を迎えた社会での政治参加

は、他者に不寛容な市民同士の相克の場と化すか

も知れない。この懸念の現実性を考察する場合、

「① 実際にマスメディアの報道は党派性を帯び

ているか」・「② マスメディアが党派性を帯びて

いるならば、どのような特徴ある有権者が各メデ

ィアに接触しているか」・「③ 各メディアとの接

触が、有権者のどのような政治意識においてどの

ような変化を招くか」という 点の解明を要する。

マスメディアに対する選択的接触の実態に関心

を抱く本稿は、「②」に焦点を当てる。「 報道

内容の党派性」に記す通り、マスメディアに対し

て党派性を認知する有権者は少数派だが、『ピープ

ルズ・チョイス』の知見に基づくと、有権者の党

派性に従い接触するメディア自体に差異が生じる

（ 有

吉 ）。従って、この差異を確認で

きれば「①」に関して報道内容の党派性を推知で

きる。また、報道内容の党派性を推知できれば「③」

に関して選択的なメディア接触の影響を考察する

意義が生じる。そこで、本稿は「①」に関して各

種世論調査の記述統計および質的な先行研究を概

観した後に「②」の考察へ進むが、本稿の計量分

析で使用する世論調査データを用いた「①」・「③」

の論点の検証は他日を期す。

報道内容の党派性

新聞社・放送局については、報道内容の政治的

公平性と事実に基づく報道を定めた業界・各社の

自主規制が存在する。加えて、放送に関しては政

治的公平性と事実に基づく報道を定めた放送法

条、および事実に基づく報道を定めた公職選挙法

条 項が存在する（西田 ）（ ）。

では、実際に報道内容の党派性を認められるか。

報道内容の党派性を扱う研究は、報道内容の党派

性を客観的に分析する研究と、報道内容の党派性

を有権者へ問う研究に大別できる。後者の場合、

報道内容の中立性の認識に関して本人の党派性を

考慮する必要がある。他方で前者の場合も敵対的
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日常的に接触する新聞・報道番組の内容が党派性を帯びる場合、利用者の政治意識に対して長期的な影

響をおよぼすと考えられる。あるいは、もとより有権者が自身の党派性に沿うマスメディアに対して選択

的に接触する場合、彼の党派性が強化されると思われる。この結果として、政治意識の分極化や意見の異

なる他者への排斥傾向が強化されるならば、マスメディアが招く分極化を迎えた社会での政治参加は、他

者に不寛容な市民同士の相克の場と化すかも知れない。この懸念の現実性を考察する本稿は、「マスメディ

アが党派性を帯びているならば、どのような特徴ある有権者が各メディアに接触しているか」という観点

より選択的接触の実態を解明する。そのため、 年参議院選挙時に全国の有権者を対象として行われた

インターネットでの 波のパネル世論調査を分析する。分析の結果は、おおむね「自民党支持者は読売新

聞・日本テレビとの接触を選好する一方、逆に朝日新聞・テレビ朝日との接触を回避する」という予想に

沿う。

When voters are steadily exposed to mass media such as newspapers or news shows that demonstrate 
partisanship, their political opinions may be affected. If voters select newspapers and news shows that 
favor their own political faction, the level of their partisanship will often increase. Furthermore, if 
political opinions become more polarized among voters, and if they become more committed to the 
exclusion of those with different political opinions, conflict may ensue between factions within such a 
politically polarized society that stems from partisan mass media. In response to the threat of social 
division, this article paints a picture of selective exposure to mass media in terms of profiling of those 
who engage in this kind of selective exposure. As a means of analysis, the online nationwide panel 
survey on the last Upper House election was used. The results indicate that supporters of the Liberal 
Democratic Party would, as predicted, opt to receive news from the Yomiuri newspaper and follow 
news shows on Nippon Television, tending to avoid the Asahi newspaper and news shows on 
TV-Asahi. 
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テレビの報道番組や新聞は政治参加に必要な情

報の源であり、また政治的な話題の提供により会

話を通じた相互理解や公民意識の涵養に資する。

そして、インターネットを用いた選挙運動が一部

解禁された 年以降の国政選挙時の各種世論

調査においても、投票行動を決める際の情報源と

して報道番組を挙げる有権者が依然最多である。

投票行動を決める際の情報源として挙げる有権者

数についての新聞とインターネットの差異も縮小

しているが、やはり情報源として新聞を挙げる有

権者数がインターネットを凌ぐ。その一因として、

「炎上」を防ぎたい政党・候補者がインターネッ

トでの発信の大半を演説日程の告知に限る点を挙

げられる（鈴木 ）。

「 調査方法」で述べる 年参議院選挙

後のインターネットでの全国世論調査において、

公示期間に利用したメディアの中で選挙に関する

情報源として最も役立ったメディアを尋ねたとこ

ろ、上位 位は「テレビの報道番組」・「新聞（イ

ンターネット購読を含む）」・「インターネットのポ

ータルサイトニュース」が各々 ・ ・

を占めた。なお、「政党や政治家・候補者の ・

ブログ・ （ソーシャルネットワーキングサービ

ス）」は であった（ ）。また、 年参院選後

のインターネットでの全国世論調査においても選

挙の情報源として最も役立ったメディアを尋ねた

が、上位 位は「テレビの報道番組またはワイド

ショー」・「新聞」・「インターネットのポータルサ

イトニュース」が各々 ・ ・ を占め

た。なお、「政党や政治家・候補者の ・ブログ・

」は であった（ ）。 年に「明るい選挙

推進協会」が約 名の有権者を対象として行

った郵送での全国世論調査においても、政治・選

挙に関する主な情報源を尋ねる。結果として、上

位 位は「テレビ」・「新聞」・「インターネット」

が各々 ・ ・ を占めた（明るい選挙

推進協会 ）。

従って、メディアが多様化する現在にあっても

政治や選挙に関する情報源としてインターネット

を凌ぐ利用者数を有する新聞・テレビの影響過程

を考察する意義は大きい（渡辺・政木・河野 ）。

新聞とテレビ番組は選択にあたり複数の選択肢が

存在し、それぞれ扱う話題や論調に差異がある。

すると、日常的に接触する新聞・報道番組の内容

が党派性を帯びる場合、利用者の政治意識に対し

て長期的な影響をおよぼすと考えられる。あるい

は、もとより有権者が自身の党派性に沿うマスメ

ディアに対して選択的に接触する場合、彼の党派

性が強化されると思われる。

この結果として、政治意識の分極化や意見の異

なる他者への排斥傾向が強化されるならば、マス

メディアが招く分極化を迎えた社会での政治参加

は、他者に不寛容な市民同士の相克の場と化すか

も知れない。この懸念の現実性を考察する場合、

「① 実際にマスメディアの報道は党派性を帯び

ているか」・「② マスメディアが党派性を帯びて

いるならば、どのような特徴ある有権者が各メデ

ィアに接触しているか」・「③ 各メディアとの接

触が、有権者のどのような政治意識においてどの

ような変化を招くか」という 点の解明を要する。

マスメディアに対する選択的接触の実態に関心

を抱く本稿は、「②」に焦点を当てる。「 報道

内容の党派性」に記す通り、マスメディアに対し

て党派性を認知する有権者は少数派だが、『ピープ

ルズ・チョイス』の知見に基づくと、有権者の党

派性に従い接触するメディア自体に差異が生じる

（ 有

吉 ）。従って、この差異を確認で

きれば「①」に関して報道内容の党派性を推知で

きる。また、報道内容の党派性を推知できれば「③」

に関して選択的なメディア接触の影響を考察する

意義が生じる。そこで、本稿は「①」に関して各

種世論調査の記述統計および質的な先行研究を概

観した後に「②」の考察へ進むが、本稿の計量分

析で使用する世論調査データを用いた「①」・「③」

の論点の検証は他日を期す。

報道内容の党派性

新聞社・放送局については、報道内容の政治的

公平性と事実に基づく報道を定めた業界・各社の

自主規制が存在する。加えて、放送に関しては政

治的公平性と事実に基づく報道を定めた放送法

条、および事実に基づく報道を定めた公職選挙法

条 項が存在する（西田 ）（ ）。

では、実際に報道内容の党派性を認められるか。

報道内容の党派性を扱う研究は、報道内容の党派

性を客観的に分析する研究と、報道内容の党派性

を有権者へ問う研究に大別できる。後者の場合、

報道内容の中立性の認識に関して本人の党派性を

考慮する必要がある。他方で前者の場合も敵対的
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なメディア認知の可能性を考慮すると、やはり報

道内容の党派性に対する本人の認知が重要となる

。そこで、まず報道内容の党

派性に対する有権者の認知を扱う研究を概観する。

小林（ ）が 年に約 名の

の利用者に対して行った調査によると、最

もよく接触するテレビニュース・新聞の各々に対

して党派性を認識する割合は ・ であった。

つまり、いずれのメディアも 以上が党派性を

認識しない。同様に、谷口らが 年に行った調

査では、マスメディア業界全体の左右の偏向に関

して 段階で回答者の認識を問う質問の回答値

平均は であり、ほとんど偏向を認識しない（谷

口 ）。

「 調査方法」で述べる 年参院選後の

インターネットでの全国世論調査の結果も同様で

ある。公示期間における選挙関連の情報源として

最も利用頻度が高い新聞・報道番組の各々に関し

て、「特定の政党に好意的ということはなかった」

との回答は ・ 、「特定の政党に好意的

であったかわからない」が ・ である。

他方、「特定の政党に批判的ということはなかった」

との回答は ・ 、「特定の政党に批判的

であったかわからない」が ・ であった（）。

また、先述の 年参院選後調査の結果も同様

である。同年参院選について知る上で主な情報源

となった新聞・報道番組の党派性を尋ねたところ、

新聞・報道番組の各々に関して「特に好意的な政

党はなかった」との回答は ・ であった（）。

以上の結果より、やはり法規制を免れる新聞は

テレビ番組と比べて党派性を認知される割合が

程度高いが、それでも 程度の有権者が新聞

の党派性を認知しない。他方、谷口は「『東京・朝

日・毎日は左寄り、産経・読売・日経は右寄り。

テレビも同様』というのが世間で共有されたイメ

ージ」だと述べる（谷口 ）。安倍政権が

発足した 年 月から「安全保障の法的基盤

の再構築に関する懇談会」の提出した報告書に基

づき首相が記者会見を行う 年 月までの間、

東京本社が発行する右の 紙の朝刊・夕刊の主要

ニュースに関して事例分析を試みた徳山も、「世間

で共有されたイメージ」通りの論調の二極化を認

めた（徳山 ）。特定の報道事例に基づき各メ

ディアの党派性を指摘する研究は多いが、大半は

谷口の指摘した「世間で共有されたイメージ」の

うち、「朝日・毎日は左寄り、産経・読売は右寄り。

テレビも同様」という箇所を裏づけるほか、

に関しては自民党政権寄りの報道を批判する（水

島 砂川 金平 永田

望月 ）。

確かに、「 報道内容の党派性」でとり上げ

た世論調査において約 から の有権者によ

り認知される各メディアの党派性が「世間で共有

されたイメージ」を形成する可能性はある。また、

政権に親和的または反抗的なメディアが存在する

政治的な事情、そして党派的なメディアが存在す

る証左として、中立性を求める法制度に基づく与

党の圧力、政権に従わぬメディアに対する取材拒

否など与党による私的制裁、および政権に従うメ

ディアに対する与党幹部の出演、そして人事・予

算を通じた与党による への介入という事情を

挙げられる（白崎 ）（ ）。だが、報道内容は

コメンテーターによる論評や社説が帯びる党派性

のみによって決まるわけではない。特に、紙面・

番組でとり上げる争点に関心があれば、当該メデ

ィアの党派性にかかわらず接触する可能性もある
（ ）。そこで本稿は、有権者の支持政党のほか、選

挙において重視する争点をはじめとする政治意識、

および社会学的属性を考慮の上で、選択的接触の

実態を解明する。具体的には、 年参院選時の

世論調査データに基づき、公示期間のマスメディ

アに対する選択的接触の状況、および選択的接触

の規定因を考察する。

この際、マスメディアの党派性を直接に問うの

ではなく、マスメディアと接触する有権者の党派

性に基づくマスメディアへの選択的接触を扱う。

年から 年の間に行われた代表的な 点

の全国世論調査に基づき、読売・産経・毎日・朝

日・日経の各読者のイデオロギーに関して平均値

を考察した小林らによると、いずれも左右のイデ

オロギー分布の極性化を示す証拠を得なかった

（小林・竹本 ）（ ）。党派性の代替変数とし

てのイデオロギーを念頭に置くならば、この結果

は有権者の党派性に基づく選択的接触の可能性に

否定的である。他方、仮に有権者の党派性が接触

するメディアの選択と関わるならば、有権者のイ

デオロギーと接触するメディアの選択が関連しな

いという結果は、有権者のイデオロギーと彼の党

派性の関連が希薄である事実を示唆する。もっと

も、全体的に中道の読者の割合が大きければ小林

らの知見を得る蓋然性は高まる。
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参議院選挙における選挙報道

年参院選に関するテレビ報道は低調であ

った。公示日から 日間における地上波の

および在京 社の放送時間は、 年参院選より

も 時間 分少ない 時間 分にとどまる。こ

の放送時間は、 年参院選よりも約 少ない。

また、民放に限れば 年参院選の約 の放送

時間にとどまり、殊に公示日を除けば「とくダ

ネ 」・「ビビット」・「スッキリ 」に関して選挙企

画が皆無であった。他方で「羽鳥慎一モーニング

ショー」は、ほぼ毎日 分から 分を割いて複

数の争点に関する各党の主張をとり上げた。その

視聴率は連日 台を記録し、同時間帯の民放情報

番組の首位であった（ 年 月 日 朝日新聞

朝刊）。

中島（ ）は、選挙の盛り上がりを避けて浮

動票を減らしたい自民党が争点の明示を怠るとと

もに、報道の不偏性を求める政府の姿勢が放送局

の萎縮と選挙報道の減少を導いたと指摘する。も

っとも、西田（ ）によると野党の政策集の公

開が軒並み遅れたほか、消費税増税を強く主張し

てきた野党が複数存在した点も低調な議論を結果

した。加えて、人気芸人をめぐる醜聞と著名なア

ニメーション制作会社における大規模な放火殺人

事件が選挙報道量の減少を招く。

但し、有権者が政策争点に無関心であったわけ

ではない。 （ ）によると、公示

日から投票日までの 日間における政策関連の

総数は約 万に上り、上位は社会保障

制度（子育て支援・年金など）・消費税・アベノミ

クス・労働問題（非正規雇用・パワハラなど）・

条改憲の順に約 万・ 万・ 万・ 万・

万であった。また、公示日から 日間におけ

る政治・選挙関連の への投稿を分析したブレ

インパッド社（ ）によると、投稿数は

年参院選を 倍上回る に達した（ ）。

従って、「 選挙に関する情報源としてのマス

メディア」に記す通り選挙の情報源として最も重

要な報道番組が有権者の求める情報を提供しなか

った点は、今回の参院選の投票率が国政選挙とし

て 年ぶりに を下回った一因と思われる。

２ 調査内容

調査方法

第 回参議院議員通常選挙に関して、市場調査

会社のマクロミルにインターネットでの 波のパ

ネル世論調査を委託した。主な目的は、公示期間

におけるマスメディアおよびインターネットとの

接触が、政党に関する感情温度や政策に関する態

度および投票などの政治的な意識と行動へおよぼ

す影響の解明である。母集団は、マクロミル社の

登録モニタのうち 情報の提供に同意した

全国の 歳以上の男女である。母集団の男女数は

各々 名・ 名であり、ここから

年総選挙当日の有権者の情報に基づき男女比を

対 の割合で抽出する計画である（ ）。第

回・ 回の調査における計画標本規模は、各々

・ である。公示日の 日前の 月

日に第 回調査票を配信し、 名の回答を得

た 月 日の時点で調査を終えた（ ）。引き続き、

投票日翌日の 月 日に第 回調査票を配信し、

名の回答を得た 月１日の時点で調査を終

えた。

使用する変数

第 回調査票の質問項目

第 回調査票の質問項目のうち、分析に用いる

変数を説明する。第 に、「 月の参議院選挙でど

の政党に投票するかは別にして、ふだんあなたは

何党を支持していますか。最も支持している政党

をお答え下さい。」との質問を設け、「立憲民主

党」・「国民民主党」・「自由民主党」・「公明党」・「日

本共産党」・「日本維新の会」・「希望の党」・「その

他の政党」・「支持政党なし」の中から 点を回答

する。必要な標本規模を得られなかった「国民民

主党」・「希望の党」・「その他の政党」を分析より

除いた上で、支持政党なしを基準カテゴリとする

各政党のダミー変数を設けた。表・参考資料では、

それぞれ「民主」・「自民」・「公明」・「共産」・「維

新」と記す。

第 に、「 月の参議院選挙についての予想をお

尋ねします。ご所属の選挙区選挙（都道府県単位

の選挙）に関して、どの程度の接戦を予想します

か。」との質問を設け、「ほとんど接戦にならな

い」・「どちらかといえば接戦にならない」・「どち

らかといえば接戦になる」・「かなりの接戦にな

る」・「わからない」の中から 点を回答する。分

析では「わからない」と回答した回答者を除き、

残る選択肢に対して順に から の値を付す。表・

参考資料では、この変数を「選挙」と記す。

第 に、「比例代表選挙（全国単位の選挙）に関

して、どの程度の接戦を予想しますか。」との質問
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なメディア認知の可能性を考慮すると、やはり報

道内容の党派性に対する本人の認知が重要となる

。そこで、まず報道内容の党

派性に対する有権者の認知を扱う研究を概観する。

小林（ ）が 年に約 名の

の利用者に対して行った調査によると、最

もよく接触するテレビニュース・新聞の各々に対

して党派性を認識する割合は ・ であった。

つまり、いずれのメディアも 以上が党派性を

認識しない。同様に、谷口らが 年に行った調

査では、マスメディア業界全体の左右の偏向に関

して 段階で回答者の認識を問う質問の回答値

平均は であり、ほとんど偏向を認識しない（谷

口 ）。

「 調査方法」で述べる 年参院選後の

インターネットでの全国世論調査の結果も同様で

ある。公示期間における選挙関連の情報源として

最も利用頻度が高い新聞・報道番組の各々に関し

て、「特定の政党に好意的ということはなかった」

との回答は ・ 、「特定の政党に好意的

であったかわからない」が ・ である。

他方、「特定の政党に批判的ということはなかった」

との回答は ・ 、「特定の政党に批判的

であったかわからない」が ・ であった（）。

また、先述の 年参院選後調査の結果も同様

である。同年参院選について知る上で主な情報源

となった新聞・報道番組の党派性を尋ねたところ、

新聞・報道番組の各々に関して「特に好意的な政

党はなかった」との回答は ・ であった（）。

以上の結果より、やはり法規制を免れる新聞は

テレビ番組と比べて党派性を認知される割合が

程度高いが、それでも 程度の有権者が新聞

の党派性を認知しない。他方、谷口は「『東京・朝

日・毎日は左寄り、産経・読売・日経は右寄り。

テレビも同様』というのが世間で共有されたイメ

ージ」だと述べる（谷口 ）。安倍政権が

発足した 年 月から「安全保障の法的基盤

の再構築に関する懇談会」の提出した報告書に基

づき首相が記者会見を行う 年 月までの間、

東京本社が発行する右の 紙の朝刊・夕刊の主要

ニュースに関して事例分析を試みた徳山も、「世間

で共有されたイメージ」通りの論調の二極化を認

めた（徳山 ）。特定の報道事例に基づき各メ

ディアの党派性を指摘する研究は多いが、大半は

谷口の指摘した「世間で共有されたイメージ」の

うち、「朝日・毎日は左寄り、産経・読売は右寄り。

テレビも同様」という箇所を裏づけるほか、

に関しては自民党政権寄りの報道を批判する（水

島 砂川 金平 永田

望月 ）。

確かに、「 報道内容の党派性」でとり上げ

た世論調査において約 から の有権者によ

り認知される各メディアの党派性が「世間で共有

されたイメージ」を形成する可能性はある。また、

政権に親和的または反抗的なメディアが存在する

政治的な事情、そして党派的なメディアが存在す

る証左として、中立性を求める法制度に基づく与

党の圧力、政権に従わぬメディアに対する取材拒

否など与党による私的制裁、および政権に従うメ

ディアに対する与党幹部の出演、そして人事・予

算を通じた与党による への介入という事情を

挙げられる（白崎 ）（ ）。だが、報道内容は

コメンテーターによる論評や社説が帯びる党派性

のみによって決まるわけではない。特に、紙面・

番組でとり上げる争点に関心があれば、当該メデ

ィアの党派性にかかわらず接触する可能性もある
（ ）。そこで本稿は、有権者の支持政党のほか、選

挙において重視する争点をはじめとする政治意識、

および社会学的属性を考慮の上で、選択的接触の

実態を解明する。具体的には、 年参院選時の

世論調査データに基づき、公示期間のマスメディ

アに対する選択的接触の状況、および選択的接触

の規定因を考察する。

この際、マスメディアの党派性を直接に問うの

ではなく、マスメディアと接触する有権者の党派

性に基づくマスメディアへの選択的接触を扱う。

年から 年の間に行われた代表的な 点

の全国世論調査に基づき、読売・産経・毎日・朝

日・日経の各読者のイデオロギーに関して平均値

を考察した小林らによると、いずれも左右のイデ

オロギー分布の極性化を示す証拠を得なかった

（小林・竹本 ）（ ）。党派性の代替変数とし

てのイデオロギーを念頭に置くならば、この結果

は有権者の党派性に基づく選択的接触の可能性に

否定的である。他方、仮に有権者の党派性が接触

するメディアの選択と関わるならば、有権者のイ

デオロギーと接触するメディアの選択が関連しな

いという結果は、有権者のイデオロギーと彼の党

派性の関連が希薄である事実を示唆する。もっと

も、全体的に中道の読者の割合が大きければ小林

らの知見を得る蓋然性は高まる。
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参議院選挙における選挙報道

年参院選に関するテレビ報道は低調であ

った。公示日から 日間における地上波の

および在京 社の放送時間は、 年参院選より

も 時間 分少ない 時間 分にとどまる。こ

の放送時間は、 年参院選よりも約 少ない。

また、民放に限れば 年参院選の約 の放送

時間にとどまり、殊に公示日を除けば「とくダ

ネ 」・「ビビット」・「スッキリ 」に関して選挙企

画が皆無であった。他方で「羽鳥慎一モーニング

ショー」は、ほぼ毎日 分から 分を割いて複

数の争点に関する各党の主張をとり上げた。その

視聴率は連日 台を記録し、同時間帯の民放情報

番組の首位であった（ 年 月 日 朝日新聞

朝刊）。

中島（ ）は、選挙の盛り上がりを避けて浮

動票を減らしたい自民党が争点の明示を怠るとと

もに、報道の不偏性を求める政府の姿勢が放送局

の萎縮と選挙報道の減少を導いたと指摘する。も

っとも、西田（ ）によると野党の政策集の公

開が軒並み遅れたほか、消費税増税を強く主張し

てきた野党が複数存在した点も低調な議論を結果

した。加えて、人気芸人をめぐる醜聞と著名なア

ニメーション制作会社における大規模な放火殺人

事件が選挙報道量の減少を招く。

但し、有権者が政策争点に無関心であったわけ

ではない。 （ ）によると、公示

日から投票日までの 日間における政策関連の

総数は約 万に上り、上位は社会保障

制度（子育て支援・年金など）・消費税・アベノミ

クス・労働問題（非正規雇用・パワハラなど）・

条改憲の順に約 万・ 万・ 万・ 万・

万であった。また、公示日から 日間におけ

る政治・選挙関連の への投稿を分析したブレ

インパッド社（ ）によると、投稿数は

年参院選を 倍上回る に達した（ ）。

従って、「 選挙に関する情報源としてのマス

メディア」に記す通り選挙の情報源として最も重

要な報道番組が有権者の求める情報を提供しなか

った点は、今回の参院選の投票率が国政選挙とし

て 年ぶりに を下回った一因と思われる。

２ 調査内容

調査方法

第 回参議院議員通常選挙に関して、市場調査

会社のマクロミルにインターネットでの 波のパ

ネル世論調査を委託した。主な目的は、公示期間

におけるマスメディアおよびインターネットとの

接触が、政党に関する感情温度や政策に関する態

度および投票などの政治的な意識と行動へおよぼ

す影響の解明である。母集団は、マクロミル社の

登録モニタのうち 情報の提供に同意した

全国の 歳以上の男女である。母集団の男女数は

各々 名・ 名であり、ここから

年総選挙当日の有権者の情報に基づき男女比を

対 の割合で抽出する計画である（ ）。第

回・ 回の調査における計画標本規模は、各々

・ である。公示日の 日前の 月

日に第 回調査票を配信し、 名の回答を得

た 月 日の時点で調査を終えた（ ）。引き続き、

投票日翌日の 月 日に第 回調査票を配信し、

名の回答を得た 月１日の時点で調査を終

えた。

使用する変数

第 回調査票の質問項目

第 回調査票の質問項目のうち、分析に用いる

変数を説明する。第 に、「 月の参議院選挙でど

の政党に投票するかは別にして、ふだんあなたは

何党を支持していますか。最も支持している政党

をお答え下さい。」との質問を設け、「立憲民主

党」・「国民民主党」・「自由民主党」・「公明党」・「日

本共産党」・「日本維新の会」・「希望の党」・「その

他の政党」・「支持政党なし」の中から 点を回答

する。必要な標本規模を得られなかった「国民民

主党」・「希望の党」・「その他の政党」を分析より

除いた上で、支持政党なしを基準カテゴリとする

各政党のダミー変数を設けた。表・参考資料では、

それぞれ「民主」・「自民」・「公明」・「共産」・「維

新」と記す。

第 に、「 月の参議院選挙についての予想をお

尋ねします。ご所属の選挙区選挙（都道府県単位

の選挙）に関して、どの程度の接戦を予想します

か。」との質問を設け、「ほとんど接戦にならな

い」・「どちらかといえば接戦にならない」・「どち

らかといえば接戦になる」・「かなりの接戦にな

る」・「わからない」の中から 点を回答する。分

析では「わからない」と回答した回答者を除き、

残る選択肢に対して順に から の値を付す。表・

参考資料では、この変数を「選挙」と記す。

第 に、「比例代表選挙（全国単位の選挙）に関

して、どの程度の接戦を予想しますか。」との質問

47 政策と調査　第18号（2020年3月）
47 政策と調査　第18号（2020年3月）



を設け、選挙区選挙の場合と同様の扱いとした。

表・参考資料では、この変数を「比例」と記す。

第 に、「 月の参議院選挙に対する関心の程度

をお答え下さい。」との質問を設け、「ほとんど関

心はない」・「どちらかといえば関心はない」・「ど

ちらかといえば関心がある」・「とても関心がある」

の中から 点を回答する。分析では、選択肢に対

して順に から の値を付す。表・参考資料では、

この変数を「関心」と記す。

第 に、「投票を義務と思う程度についてお答え

下さい。」との質問を設け、「投票は義務ではなく、

投票するか棄権するかはまったくの自由であ

る」・「投票は義務ではないが、どちらかといえば

投票する方がよい」・「投票は義務だが、本人の都

合や考えに基づき棄権してもかまわない」・「投票

は義務であり、よほどのことがない限り棄権すべ

きではない」・「わからない」の中から 点を回答

する。分析では「わからない」と回答した回答者

を除き、残る選択肢に対して順に から の値を

付す。表・参考資料では、この変数を「義務」と

記す。

第 に、「政党や政治家に対する信頼の程度をお

答え下さい。」との質問を設け、「ほとんど信頼し

ていない」・「どちらかといえば信頼していない」・

「どちらかといえば信頼している」・「とても信頼

している」・「わからない」の中から 点を回答す

る。分析では「わからない」と回答した回答者を

除き、残る選択肢に対して順に から の値を付

す。表・参考資料では、この変数を「信頼」と記

す。

第 に、「 月の参議院選挙で、仮にあなたが政

策を基準として投票するとしましょう。以下の争

点の中から選ぶならば、あなたにとって重要だと

思う争点は何ですか。」との質問を設け、「外国人

労働者の受け入れを拡大するか否か」・「政治家や

官僚の不正を正すか否か」・「憲法 条を改正する

か否か」（ ）・「中国・ロシア・韓国との間に存在す

る領土問題を解決するか否か」・「福祉・社会保障

を充実させるか否か」・「消費税率を引き上げるか

否か」・「好景気を実現させるか否か」・「沖縄県普

天間基地の県内移設を実現させるか否か」・「大規

模災害時において、内閣が法律と等しい効力の命

令を定めたり、国会議員の任期を延長できるとす

る憲法改正を行うか否か」・「わからない」の中か

ら 点を回答する。引き続き、最初の質問に対す

る回答を除く同様の選択肢の中から「 番目に重

要だと思う争点」１点を回答する。最初の質問に

関して分析可能な規模に満たなかった「沖縄県普

天間基地の県内移設を実現させるか否か」の選択

者については、「 番目に重要だと思う争点」を分

析に用いる。その上で、「わからない」を基準カテ

ゴリとするダミー変数を設ける。表・参考資料で

は、それぞれ「外人」・「不正」・「改憲」・「領土」・

「福祉」・「税」・「景気」・「有事」と記す。このう

ち、それぞれの分析において回答者が分析可能な

規模に満たなかった変数については、「 番目に重

要だと思う争点」を分析に用いる（ ）。

社会学的変数として、男性を基準カテゴリとす

る性別、年齢、年齢の 乗、居住地での居住年数、

学歴、世帯年収を質問する。表・参考資料では、

それぞれ「性別」・「年齢」・「 乗」・「居住」・「学

歴」・「年収」と記す。「居住」は、「現在お住まい

の場所に何年間お住まいですか。 年未満の期間

は切り上げてお答え下さい。ただし、町内または

村内の転居の場合、同一のお住まいに継続してお

住まいであると考えます。」という質問に対する回

答である。「学歴」は、「最後に卒業された学校は

どちらですか。各種学校は含めず、中退・在学中

は卒業とみなしてお答え下さい。」という質問に対

する回答であり、「新制中学・旧制小学校・旧制高

等小学校」・「新制高校・旧制中学校」・「高等専門

学校・短期大学・専修学校（専門学校を含む）」・「大

学・大学院」の中から 点を回答する。分析では、

選択肢に対して順に から の値を付す。「年収」

は、「ご家族全部あわせると、昨年度のお宅の収入

はおよそどのくらいになりますか。社会保障費と

税金を支払う前の額をお答え下さい。なお、ボー

ナスや臨時収入も収入に含めます。」という質問に

対する回答であり、「 万円未満」・「 万円〜

万円未満」・「 万円〜 万円未満」・「

万円〜 万円未満」・「 万円〜 万円未

満」・「 万円〜 万円未満」・「 万円〜

万円未満」・「 万円以上」・「わからない

答えたくない」の中から 点を回答する。分析で

は「わからない 答えたくない」と回答した回答

者を除き、残る選択肢に対して順に から の値

を付す。加えて、居住地域を北海道・東北・関東・

中部・近畿・中国・四国・九州に分類し、関東を

基準カテゴリとするダミー変数を設ける（ ）。表・

参考資料では、各地域の名称を記す。
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第 回調査票の質問項目

第 に、「公示期間中（ 月 日〜 月 日）、

参議院選挙に関する情報源として閲覧頻度が最も

高かった新聞についてお尋ねします。その新聞を

お答え下さい。」との質問を設け、「読売新聞」・「朝

日新聞」・「毎日新聞」・「産経新聞」・「日本経済新

聞」・「その他の新聞」・「公示期間に新聞を閲覧し

なかった」・「公示期間に新聞を閲覧したが、参議

院選挙に関する情報は閲覧しなかった」の中から

点を回答する。

第 に、「公示期間（ 月 日〜 月 日）に視

聴した報道番組についてお尋ねします。参議院選

挙に関する情報源として最も視聴頻度が高かった

報道番組をお答え下さい。放映日時に従い選択肢

を区分していますが、区分にかかわらず最も視聴

頻度の高い番組をお答え下さい。なお、選択肢の

中に視聴番組が含まれない場合や報道番組を視聴

しなかった場合、あるいは報道番組を視聴したが

参議院選挙に関する情報は視聴しなかった場合、

【その他】の中からお答え下さい。」との質問を設

け、【平日の夜】につき「 （日本テレビ

系列）」・「 α（フジテレビ系列）」・「

（ 系列）」・「報道ステーション（テレビ朝日

系列）」・「ニュースウオッチ （ ）」・「 ニュ

ース （ ）」、【日曜日の朝】につき「日曜報道

（フジテレビ系列）」・「サンデーモーニ

ング（ 系列）」・「サンデー （テレビ朝

日系列）」・「日曜討論（ ）」、【平日の朝】につき

「スッキリ （日本テレビ系列）」・「とくダネ（フ

ジテレビ系列）」・「ビビット（ 系列）」・「羽鳥

慎一モーニングショー（テレビ朝日系列）」・「おは

よう日本（ ）」、【平日の昼】につき「情報ライ

ブ ミヤネ屋（日本テレビ系列）」・「直撃 グ

ッディ （フジテレビ系列）」・「ひるおび （ 系

列）」・「大下容子 ワイド スクランブル（テレビ

朝日系列）」、【土曜日の朝】につき「ウェークアッ

プ ぷらす（日本テレビ系列）」、【その他】につき

「その他の報道番組」・「公示期間に報道番組を視

聴しなかった」・「公示期間に報道番組を視聴した

が、参議院選挙に関する情報は視聴しなかった」

の中から 点を回答する。

３ 分析内容

閲覧頻度が最も高い新聞との接触

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高かった

新聞について、読売新聞と朝日新聞の各々につい

て分析が可能な回答者数を得たので、両新聞に関

しては従属変数として独立したカテゴリを設ける。

毎日新聞・産経新聞・日本経済新聞は、「その他の

新聞」とあわせて一括したカテゴリに分類する。

表・参考資料では、このカテゴリを「その他」と

記す。加えて、「公示期間に新聞を閲覧したが、参

議院選挙に関する情報は閲覧しなかった」回答者、

「公示期間に新聞を閲覧しなかった」回答者の

各々に関して独立したカテゴリを設け（ ）、後者を

基準カテゴリとする多項プロビット分析を行う。

結果を表 と参考資料 に記す。

視聴頻度が最も高い報道番組との接触

参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組に関して、 ・日本テレビ・朝日放送・

の各々につき分析が可能な回答者数を得たの

で、従属変数として独立したカテゴリを設ける。

フジテレビは、「その他の報道番組」とあわせて一

括したカテゴリに分類する。加えて、「公示期間に

報道番組を視聴したが、参議院選挙に関する情報

は視聴しなかった」回答者、「公示期間に報道番組

を視聴しなかった」回答者の各々に関して独立し

たカテゴリを設ける。表・参考資料では、以上の

カテゴリを順に「 」・「日テレ」・「朝日」・「 」・

「その他」・「非認知」・「非接触」と表記し、「非接

触」を基準カテゴリとする多項プロビット分析を

行う（ ）。結果を表 と参考資料 に記す。

同系列の報道番組との接触

第 に、参院選に関して主な情報源となる報道

番組につき放送局の系列に偏重がある場合を従属

変数のカテゴリに挙げる。偏重がある場合とは、

以下 点のいずれかを指す。

参院選の情報源として視聴頻度が最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が

・読売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同

系列である。

参院選の情報源となる視聴頻度が最も高か

った報道番組として ・読売・朝日・ ・フジ

のいずれかの系列を挙げるが、視聴頻度が 番目

に高かった報道番組は存在しない。

参院選の情報源となる視聴頻度が最も高か

った報道番組として ・読売・朝日・ ・フジ

のいずれかの系列を挙げ、かつ視聴頻度が 番目

に高かった報道番組は存在するものの参議院選挙

に関する情報は視聴しなかった。
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を設け、選挙区選挙の場合と同様の扱いとした。

表・参考資料では、この変数を「比例」と記す。

第 に、「 月の参議院選挙に対する関心の程度

をお答え下さい。」との質問を設け、「ほとんど関

心はない」・「どちらかといえば関心はない」・「ど

ちらかといえば関心がある」・「とても関心がある」

の中から 点を回答する。分析では、選択肢に対

して順に から の値を付す。表・参考資料では、

この変数を「関心」と記す。

第 に、「投票を義務と思う程度についてお答え

下さい。」との質問を設け、「投票は義務ではなく、

投票するか棄権するかはまったくの自由であ

る」・「投票は義務ではないが、どちらかといえば

投票する方がよい」・「投票は義務だが、本人の都

合や考えに基づき棄権してもかまわない」・「投票

は義務であり、よほどのことがない限り棄権すべ

きではない」・「わからない」の中から 点を回答

する。分析では「わからない」と回答した回答者

を除き、残る選択肢に対して順に から の値を

付す。表・参考資料では、この変数を「義務」と

記す。

第 に、「政党や政治家に対する信頼の程度をお

答え下さい。」との質問を設け、「ほとんど信頼し

ていない」・「どちらかといえば信頼していない」・

「どちらかといえば信頼している」・「とても信頼

している」・「わからない」の中から 点を回答す

る。分析では「わからない」と回答した回答者を

除き、残る選択肢に対して順に から の値を付

す。表・参考資料では、この変数を「信頼」と記

す。

第 に、「 月の参議院選挙で、仮にあなたが政

策を基準として投票するとしましょう。以下の争

点の中から選ぶならば、あなたにとって重要だと

思う争点は何ですか。」との質問を設け、「外国人

労働者の受け入れを拡大するか否か」・「政治家や

官僚の不正を正すか否か」・「憲法 条を改正する

か否か」（ ）・「中国・ロシア・韓国との間に存在す

る領土問題を解決するか否か」・「福祉・社会保障

を充実させるか否か」・「消費税率を引き上げるか

否か」・「好景気を実現させるか否か」・「沖縄県普

天間基地の県内移設を実現させるか否か」・「大規

模災害時において、内閣が法律と等しい効力の命

令を定めたり、国会議員の任期を延長できるとす

る憲法改正を行うか否か」・「わからない」の中か

ら 点を回答する。引き続き、最初の質問に対す

る回答を除く同様の選択肢の中から「 番目に重

要だと思う争点」１点を回答する。最初の質問に

関して分析可能な規模に満たなかった「沖縄県普

天間基地の県内移設を実現させるか否か」の選択

者については、「 番目に重要だと思う争点」を分

析に用いる。その上で、「わからない」を基準カテ

ゴリとするダミー変数を設ける。表・参考資料で

は、それぞれ「外人」・「不正」・「改憲」・「領土」・

「福祉」・「税」・「景気」・「有事」と記す。このう

ち、それぞれの分析において回答者が分析可能な

規模に満たなかった変数については、「 番目に重

要だと思う争点」を分析に用いる（ ）。

社会学的変数として、男性を基準カテゴリとす

る性別、年齢、年齢の 乗、居住地での居住年数、

学歴、世帯年収を質問する。表・参考資料では、

それぞれ「性別」・「年齢」・「 乗」・「居住」・「学

歴」・「年収」と記す。「居住」は、「現在お住まい

の場所に何年間お住まいですか。 年未満の期間

は切り上げてお答え下さい。ただし、町内または

村内の転居の場合、同一のお住まいに継続してお

住まいであると考えます。」という質問に対する回

答である。「学歴」は、「最後に卒業された学校は

どちらですか。各種学校は含めず、中退・在学中

は卒業とみなしてお答え下さい。」という質問に対

する回答であり、「新制中学・旧制小学校・旧制高

等小学校」・「新制高校・旧制中学校」・「高等専門

学校・短期大学・専修学校（専門学校を含む）」・「大

学・大学院」の中から 点を回答する。分析では、

選択肢に対して順に から の値を付す。「年収」

は、「ご家族全部あわせると、昨年度のお宅の収入

はおよそどのくらいになりますか。社会保障費と

税金を支払う前の額をお答え下さい。なお、ボー

ナスや臨時収入も収入に含めます。」という質問に

対する回答であり、「 万円未満」・「 万円〜

万円未満」・「 万円〜 万円未満」・「

万円〜 万円未満」・「 万円〜 万円未

満」・「 万円〜 万円未満」・「 万円〜

万円未満」・「 万円以上」・「わからない

答えたくない」の中から 点を回答する。分析で

は「わからない 答えたくない」と回答した回答

者を除き、残る選択肢に対して順に から の値

を付す。加えて、居住地域を北海道・東北・関東・

中部・近畿・中国・四国・九州に分類し、関東を

基準カテゴリとするダミー変数を設ける（ ）。表・

参考資料では、各地域の名称を記す。
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第 回調査票の質問項目

第 に、「公示期間中（ 月 日〜 月 日）、

参議院選挙に関する情報源として閲覧頻度が最も

高かった新聞についてお尋ねします。その新聞を

お答え下さい。」との質問を設け、「読売新聞」・「朝

日新聞」・「毎日新聞」・「産経新聞」・「日本経済新

聞」・「その他の新聞」・「公示期間に新聞を閲覧し

なかった」・「公示期間に新聞を閲覧したが、参議

院選挙に関する情報は閲覧しなかった」の中から

点を回答する。

第 に、「公示期間（ 月 日〜 月 日）に視

聴した報道番組についてお尋ねします。参議院選

挙に関する情報源として最も視聴頻度が高かった

報道番組をお答え下さい。放映日時に従い選択肢

を区分していますが、区分にかかわらず最も視聴

頻度の高い番組をお答え下さい。なお、選択肢の

中に視聴番組が含まれない場合や報道番組を視聴

しなかった場合、あるいは報道番組を視聴したが

参議院選挙に関する情報は視聴しなかった場合、

【その他】の中からお答え下さい。」との質問を設

け、【平日の夜】につき「 （日本テレビ

系列）」・「 α（フジテレビ系列）」・「

（ 系列）」・「報道ステーション（テレビ朝日

系列）」・「ニュースウオッチ （ ）」・「 ニュ

ース （ ）」、【日曜日の朝】につき「日曜報道

（フジテレビ系列）」・「サンデーモーニ

ング（ 系列）」・「サンデー （テレビ朝

日系列）」・「日曜討論（ ）」、【平日の朝】につき

「スッキリ （日本テレビ系列）」・「とくダネ（フ

ジテレビ系列）」・「ビビット（ 系列）」・「羽鳥

慎一モーニングショー（テレビ朝日系列）」・「おは

よう日本（ ）」、【平日の昼】につき「情報ライ

ブ ミヤネ屋（日本テレビ系列）」・「直撃 グ

ッディ （フジテレビ系列）」・「ひるおび （ 系

列）」・「大下容子 ワイド スクランブル（テレビ

朝日系列）」、【土曜日の朝】につき「ウェークアッ

プ ぷらす（日本テレビ系列）」、【その他】につき

「その他の報道番組」・「公示期間に報道番組を視

聴しなかった」・「公示期間に報道番組を視聴した

が、参議院選挙に関する情報は視聴しなかった」

の中から 点を回答する。

３ 分析内容

閲覧頻度が最も高い新聞との接触

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高かった

新聞について、読売新聞と朝日新聞の各々につい

て分析が可能な回答者数を得たので、両新聞に関

しては従属変数として独立したカテゴリを設ける。

毎日新聞・産経新聞・日本経済新聞は、「その他の

新聞」とあわせて一括したカテゴリに分類する。

表・参考資料では、このカテゴリを「その他」と

記す。加えて、「公示期間に新聞を閲覧したが、参

議院選挙に関する情報は閲覧しなかった」回答者、

「公示期間に新聞を閲覧しなかった」回答者の

各々に関して独立したカテゴリを設け（ ）、後者を

基準カテゴリとする多項プロビット分析を行う。

結果を表 と参考資料 に記す。

視聴頻度が最も高い報道番組との接触

参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組に関して、 ・日本テレビ・朝日放送・

の各々につき分析が可能な回答者数を得たの

で、従属変数として独立したカテゴリを設ける。

フジテレビは、「その他の報道番組」とあわせて一

括したカテゴリに分類する。加えて、「公示期間に

報道番組を視聴したが、参議院選挙に関する情報

は視聴しなかった」回答者、「公示期間に報道番組

を視聴しなかった」回答者の各々に関して独立し

たカテゴリを設ける。表・参考資料では、以上の

カテゴリを順に「 」・「日テレ」・「朝日」・「 」・

「その他」・「非認知」・「非接触」と表記し、「非接

触」を基準カテゴリとする多項プロビット分析を

行う（ ）。結果を表 と参考資料 に記す。

同系列の報道番組との接触

第 に、参院選に関して主な情報源となる報道

番組につき放送局の系列に偏重がある場合を従属

変数のカテゴリに挙げる。偏重がある場合とは、

以下 点のいずれかを指す。

参院選の情報源として視聴頻度が最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が

・読売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同

系列である。

参院選の情報源となる視聴頻度が最も高か

った報道番組として ・読売・朝日・ ・フジ

のいずれかの系列を挙げるが、視聴頻度が 番目

に高かった報道番組は存在しない。

参院選の情報源となる視聴頻度が最も高か

った報道番組として ・読売・朝日・ ・フジ

のいずれかの系列を挙げ、かつ視聴頻度が 番目

に高かった報道番組は存在するものの参議院選挙

に関する情報は視聴しなかった。
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に関して偏重がある場合のみ分析可能な規

模の回答者を得たので、表・参考資料におけるカ

テゴリを「 」と記す。

第 に、参院選に関して主な情報源となる報道

番組につき放送局の系列に偏重がない場合を従属

変数のカテゴリに挙げる。これは、参院選の情報

源として視聴頻度が最も高かった報道番組と 番

目に高かった報道番組が、 ・読売・朝日・ ・

フジのいずれか 点の系列に分割される場合であ

る。この状況に関して、表と参考資料におけるカ

テゴリを「その他」と記す。

第 に、公示期間に報道番組を視聴したが、参

院選に関する情報を視聴していない場合を従属変

数のカテゴリに挙げる。この場合とは、以下 点

のいずれかを指す。

最も視聴頻度が高い報道番組と 番目に視

聴頻度が高い報道番組の双方につき、公示期間に

報道番組を視聴したが、参議院選挙に関する情報

は視聴しなかった。

最も視聴頻度の高い報道番組に関して、公

示期間に報道番組を視聴したが、参議院選挙に関

する情報は視聴しなかった。かつ、 番目に視聴

頻度の高い報道番組が存在しない。

表・参考資料におけるカテゴリは「非認知」と

表記する。

第 に、公示期間に報道番組を視聴しなかった

回答者につき表・参考資料に「非接触」と表記す

るカテゴリを設け、当カテゴリを基準とする多項

プロビット分析を行う。結果を表 と参考資料

に記す。

同系列の報道番組および新聞との接触

参院選の情報源として挙げられる報道番組と新

聞が同系列の場合も含め、系列に偏重がある場合

を従属変数のカテゴリに挙げる（ ）。偏重がある場

合とは、以下 点のいずれかを指す。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が読

売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同系列であ

る。かつ、参院選の情報源として閲覧頻度の最も

高かった新聞が当該系列に属す。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が読

売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同系列であ

る。かつ、公示期間に新聞を閲覧したが、参院選

に関する情報は閲覧しなかった。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が読

売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同系列であ

る。かつ、公示期間に新聞を閲覧しなかった。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組につき参院選に関する情報は視聴しな

かった。かつ、公示期間に新聞を閲覧したが、参

院選に関する情報は閲覧しなかった。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組につき参院選に関する情報は視聴しな

かった。かつ、公示期間に新聞を閲覧しなかった。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組は存在しない。かつ、公示期間に新聞

を閲覧したが、参院選に関する情報は閲覧しなか

った。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組は存在しない。かつ、公示期間に新聞

を閲覧しなかった。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と、参院選の情報源として閲覧頻度

の最も高かった新聞が、読売・朝日・ ・フジの

いずれかの系列に関して一致する（ ）。

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高か

った新聞として読売・朝日・毎日・産経のいずれ

かを挙げるが、視聴頻度が最も高かった報道番組

につき参院選に関する情報は視聴しなかった。

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高

かった新聞として読売・朝日・毎日・産経のいず

れかを挙げるが、参院選の情報源として視聴頻度

が最も高かった報道番組が存在しない。

このうち分析が可能な回答者数を得た唯一のカ

テゴリである読売新聞（日本テレビ）系列を、表・

参考資料において「読売」と表記する。

次に、以下の 点の両方を満たすカテゴリを

表・参考資料において「非認知・非接触」と表記

する。

参院選の情報源として視聴頻度が最も高か

った報道番組を問う質問に対して、「参議院選挙に
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関する情報は視聴しなかった」または「公示期間

に報道番組を視聴しなかった」と回答する。

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高か

った新聞を問う質問に対して、「参議院選挙に関す

る情報は閲覧しなかった」または「公示期間に新

聞を閲覧しなかった」と回答する（ ）。

最後に、「読売」または「非認知・非接触」へ分

類されないカテゴリを表・参考資料において「そ

の他」と表記する。そして、「非認知・非接触」を

基準カテゴリとする多項プロビット分析を行う。

結果を表 と参考資料 に記す。

４ 結果

表と参考資料

各独立変数 単位の増加に伴う各カテゴリへの

所属確率の変動を表に、多項プロビット分析にお

ける推定すべきパラメータの値および検定統計量

を参考資料に示す。但し、「 乗」に関しては標準

偏差の増加に伴う各カテゴリへの所属確率の変動

を表に示す。以下では、「 分析内容」に示した

多項プロビット分析の結果を表に基づき考察する。

表の表側の各独立変数に対して 行ずつ値が配置

されているが、最初の行の値は表頭のカテゴリに

属す確率の増減を、 行目の値は 値を示す（ ）。

表では、考察対象となる列の所属確率につき 値

が 未満・ 未満・ 未満の場合に各 「々＊」

を 点・ 点・ 点付す（ ）。なお、表頭に記すカ

テゴリの右横のカッコ内に、当該カテゴリへ分類

される回答者数を記す。

参考資料に関して、表側に挙げた独立変数につ

き推定すべきパラメータの右横のカッコ内に標準

誤差を記す。また表頭に記すカテゴリの右横のカ

ッコ内に、当該カテゴリへ分類される回答者数を

記す。表の下側に記す 統計量は、「すべての

独立変数に関して推定すべきパラメータが とな

る」という帰無仮説についての 検定の結果で

ある。表頭の最後に記す「記述」の列は、数値尺

度の変数に関して平均と標準偏差（カッコ内の値）

を、名義尺度の変数に関して表側の変数の値が

となる回答者数を示す（ ）。

閲覧頻度が最も高い新聞との接触

「読売」に関して、維新の会支持の場合は閲覧確

率が だけ増す。また、政党や政治家への信頼

が増すと確率が だけ増す。さらに男性の場合

は確率が だけ増す。他方、学歴が伸びる場合

は 、公明党支持の場合は だけ確率が減じ

る。また、「 乗」に鑑みて約 ～ 歳程度の加

齢の間に だけ確率が減じる。

「朝日」に関して、居住歴が増す場合は 、学

歴が伸びる場合は だけ閲覧確率が増す。他方

で自民党支持の場合は確率が だけ減じる。

「非認知」に関して、 歳の加齢に伴い だけ

選挙関連情報を認知しない確率が増す。他方で女

性の場合は 、学歴が伸びる場合は 、選挙

への関心が増す場合は 、立憲民主党支持の場

合は 、共産党支持の場合は だけ選挙関連

情報を認知しない確率が減じる。また外国人労働

者問題・改憲問題・福祉問題・増税問題・景気問

題を重視する場合、各々 ・ ・ ・

・ だけ選挙関連情報を認知しない確率が減じ

る。

「非接触」に関して、女性の場合は だけ新

聞を閲覧しない確率が増す。他方で居住歴が増す

場合は 、学歴が伸びる場合は 、年収が伸

びる場合は 、選挙への関心が増す場合は

だけ新聞を閲覧しない確率は減じる。

視聴頻度が最も高い報道番組との接触

「 」に関して、学歴が伸びる場合と選挙への

関心が増す場合、いずれも だけ視聴確率が増

す。他方、居住歴が増す場合は 、維新の会支

持の場合は だけ確率が減じる。

「日テレ」に関して、自民党支持の場合は 、

比例代表選挙につき接戦の予想が増す場合は

だけ視聴確率が増す。他方、投票の義務感が増す

場合は だけ確率が減じる。

「朝日」に関して、福祉問題・増税問題・景気問

題を重視する場合、各々 ・ ・ だけ視

聴確率が増す。

「 」に関して、共産党支持の場合は だけ

視聴確率が増す。他方、女性の場合は 、景気

問題を重視する場合は だけ確率が減じる。

「非認知」に関して、女性の場合は 、学歴が

伸びる場合は 、選挙への関心が増す場合

は 、立憲民主党支持の場合は 、共産党支

持の場合は 、選挙区選挙につき接戦の予想が

増す場合は だけ選挙関連情報を認知しない

確率が減じる。また福祉問題・景気問題を重視す

る場合、各々 ・ だけ選挙関連情報を認知

しない確率が減じる。

「非接触」に関して、福祉問題を重視する場合
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に関して偏重がある場合のみ分析可能な規

模の回答者を得たので、表・参考資料におけるカ

テゴリを「 」と記す。

第 に、参院選に関して主な情報源となる報道

番組につき放送局の系列に偏重がない場合を従属

変数のカテゴリに挙げる。これは、参院選の情報

源として視聴頻度が最も高かった報道番組と 番

目に高かった報道番組が、 ・読売・朝日・ ・

フジのいずれか 点の系列に分割される場合であ

る。この状況に関して、表と参考資料におけるカ

テゴリを「その他」と記す。

第 に、公示期間に報道番組を視聴したが、参

院選に関する情報を視聴していない場合を従属変

数のカテゴリに挙げる。この場合とは、以下 点

のいずれかを指す。

最も視聴頻度が高い報道番組と 番目に視

聴頻度が高い報道番組の双方につき、公示期間に

報道番組を視聴したが、参議院選挙に関する情報

は視聴しなかった。

最も視聴頻度の高い報道番組に関して、公

示期間に報道番組を視聴したが、参議院選挙に関

する情報は視聴しなかった。かつ、 番目に視聴

頻度の高い報道番組が存在しない。

表・参考資料におけるカテゴリは「非認知」と

表記する。

第 に、公示期間に報道番組を視聴しなかった

回答者につき表・参考資料に「非接触」と表記す

るカテゴリを設け、当カテゴリを基準とする多項

プロビット分析を行う。結果を表 と参考資料

に記す。

同系列の報道番組および新聞との接触

参院選の情報源として挙げられる報道番組と新

聞が同系列の場合も含め、系列に偏重がある場合

を従属変数のカテゴリに挙げる（ ）。偏重がある場

合とは、以下 点のいずれかを指す。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が読

売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同系列であ

る。かつ、参院選の情報源として閲覧頻度の最も

高かった新聞が当該系列に属す。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が読

売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同系列であ

る。かつ、公示期間に新聞を閲覧したが、参院選

に関する情報は閲覧しなかった。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と 番目に高かった報道番組が読

売・朝日・ ・フジのいずれかにつき同系列であ

る。かつ、公示期間に新聞を閲覧しなかった。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組につき参院選に関する情報は視聴しな

かった。かつ、公示期間に新聞を閲覧したが、参

院選に関する情報は閲覧しなかった。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組につき参院選に関する情報は視聴しな

かった。かつ、公示期間に新聞を閲覧しなかった。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組は存在しない。かつ、公示期間に新聞

を閲覧したが、参院選に関する情報は閲覧しなか

った。

読売・朝日・ ・フジのいずれかの系列か

ら参院選の情報源として視聴頻度が最も高かった

報道番組を挙げるが、視聴頻度が 番目に高かっ

た報道番組は存在しない。かつ、公示期間に新聞

を閲覧しなかった。

参院選の情報源として視聴頻度の最も高か

った報道番組と、参院選の情報源として閲覧頻度

の最も高かった新聞が、読売・朝日・ ・フジの

いずれかの系列に関して一致する（ ）。

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高か

った新聞として読売・朝日・毎日・産経のいずれ

かを挙げるが、視聴頻度が最も高かった報道番組

につき参院選に関する情報は視聴しなかった。

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高

かった新聞として読売・朝日・毎日・産経のいず

れかを挙げるが、参院選の情報源として視聴頻度

が最も高かった報道番組が存在しない。

このうち分析が可能な回答者数を得た唯一のカ

テゴリである読売新聞（日本テレビ）系列を、表・

参考資料において「読売」と表記する。

次に、以下の 点の両方を満たすカテゴリを

表・参考資料において「非認知・非接触」と表記

する。

参院選の情報源として視聴頻度が最も高か

った報道番組を問う質問に対して、「参議院選挙に
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関する情報は視聴しなかった」または「公示期間

に報道番組を視聴しなかった」と回答する。

参院選の情報源として閲覧頻度が最も高か

った新聞を問う質問に対して、「参議院選挙に関す

る情報は閲覧しなかった」または「公示期間に新

聞を閲覧しなかった」と回答する（ ）。

最後に、「読売」または「非認知・非接触」へ分

類されないカテゴリを表・参考資料において「そ

の他」と表記する。そして、「非認知・非接触」を

基準カテゴリとする多項プロビット分析を行う。

結果を表 と参考資料 に記す。

４ 結果

表と参考資料

各独立変数 単位の増加に伴う各カテゴリへの

所属確率の変動を表に、多項プロビット分析にお

ける推定すべきパラメータの値および検定統計量

を参考資料に示す。但し、「 乗」に関しては標準

偏差の増加に伴う各カテゴリへの所属確率の変動

を表に示す。以下では、「 分析内容」に示した

多項プロビット分析の結果を表に基づき考察する。

表の表側の各独立変数に対して 行ずつ値が配置

されているが、最初の行の値は表頭のカテゴリに

属す確率の増減を、 行目の値は 値を示す（ ）。

表では、考察対象となる列の所属確率につき 値

が 未満・ 未満・ 未満の場合に各 「々＊」

を 点・ 点・ 点付す（ ）。なお、表頭に記すカ

テゴリの右横のカッコ内に、当該カテゴリへ分類

される回答者数を記す。

参考資料に関して、表側に挙げた独立変数につ

き推定すべきパラメータの右横のカッコ内に標準

誤差を記す。また表頭に記すカテゴリの右横のカ

ッコ内に、当該カテゴリへ分類される回答者数を

記す。表の下側に記す 統計量は、「すべての

独立変数に関して推定すべきパラメータが とな

る」という帰無仮説についての 検定の結果で

ある。表頭の最後に記す「記述」の列は、数値尺

度の変数に関して平均と標準偏差（カッコ内の値）

を、名義尺度の変数に関して表側の変数の値が

となる回答者数を示す（ ）。

閲覧頻度が最も高い新聞との接触

「読売」に関して、維新の会支持の場合は閲覧確

率が だけ増す。また、政党や政治家への信頼

が増すと確率が だけ増す。さらに男性の場合

は確率が だけ増す。他方、学歴が伸びる場合

は 、公明党支持の場合は だけ確率が減じ

る。また、「 乗」に鑑みて約 ～ 歳程度の加

齢の間に だけ確率が減じる。

「朝日」に関して、居住歴が増す場合は 、学

歴が伸びる場合は だけ閲覧確率が増す。他方

で自民党支持の場合は確率が だけ減じる。

「非認知」に関して、 歳の加齢に伴い だけ

選挙関連情報を認知しない確率が増す。他方で女

性の場合は 、学歴が伸びる場合は 、選挙

への関心が増す場合は 、立憲民主党支持の場

合は 、共産党支持の場合は だけ選挙関連

情報を認知しない確率が減じる。また外国人労働

者問題・改憲問題・福祉問題・増税問題・景気問

題を重視する場合、各々 ・ ・ ・

・ だけ選挙関連情報を認知しない確率が減じ

る。

「非接触」に関して、女性の場合は だけ新

聞を閲覧しない確率が増す。他方で居住歴が増す

場合は 、学歴が伸びる場合は 、年収が伸

びる場合は 、選挙への関心が増す場合は

だけ新聞を閲覧しない確率は減じる。

視聴頻度が最も高い報道番組との接触

「 」に関して、学歴が伸びる場合と選挙への

関心が増す場合、いずれも だけ視聴確率が増

す。他方、居住歴が増す場合は 、維新の会支

持の場合は だけ確率が減じる。

「日テレ」に関して、自民党支持の場合は 、

比例代表選挙につき接戦の予想が増す場合は

だけ視聴確率が増す。他方、投票の義務感が増す

場合は だけ確率が減じる。

「朝日」に関して、福祉問題・増税問題・景気問

題を重視する場合、各々 ・ ・ だけ視

聴確率が増す。

「 」に関して、共産党支持の場合は だけ

視聴確率が増す。他方、女性の場合は 、景気

問題を重視する場合は だけ確率が減じる。

「非認知」に関して、女性の場合は 、学歴が

伸びる場合は 、選挙への関心が増す場合

は 、立憲民主党支持の場合は 、共産党支

持の場合は 、選挙区選挙につき接戦の予想が

増す場合は だけ選挙関連情報を認知しない

確率が減じる。また福祉問題・景気問題を重視す

る場合、各々 ・ だけ選挙関連情報を認知

しない確率が減じる。

「非接触」に関して、福祉問題を重視する場合
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は 、選挙への関心が増す場合は 、政党や

政治家への信頼が増す場合は 、選挙区選挙に

つき接戦の予想が増す場合は だけ報道番組

を視聴しない確率が減じる。

 同系列の報道番組との接触

「 」に関して、女性の場合は 、学歴が伸

びる場合は 、投票の義務感が増す場合は

だけ との接触へ偏る確率が増す。また、 歳

の加齢に伴い だけ との接触へ偏る確率が

増す。但し、「 乗」に鑑みて約 ～ 歳程度の

加齢の間に当該確率は減少に転じる。他方、比例

代表選挙につき接戦の予想が増す場合は 、公

明党支持の場合は 、立憲民主党支持の場合

は 、維新の会支持の場合は だけ との

接触へ偏る確率が減じる。

「非認知」に関して、女性の場合は 、学歴が

伸びる場合は 、立憲民主党支持の場合は 、

共産党支持の場合は だけ選挙関連情報を認

知しない確率が減じる。また、約 ～ 歳程度の

加齢の間に だけ選挙関連情報を認知しない

確率が減じる。加えて、選挙区選挙につき接戦の

予想が増す場合は だけ選挙関連情報を認知

しない確率が減じる。

「非接触」に関して、女性の場合は だけ報

道番組を視聴しない確率が増す。他方、選挙への

関心が増す場合は 、政党や政治家への信頼が

増す場合は 、選挙区選挙につき接戦の予想が

増す場合は 、福祉問題を重視する場合は

だけ報道番組を視聴しない確率は減じる。

 同系列の報道番組および新聞との接触

「読売」に関して、自民党支持の場合は だ

け読売・日本テレビ系列のメディアへ対する接触

の偏りが増す。他方、共産党支持の場合は だ

け当該系列のメディアへ対する接触の偏りが減じ

る。

「非認知・非接触」に関して、 歳の加齢に伴

い だけ選挙関連情報を認知しない、または同

情報と接触しない確率は減じる。また、女性の場

合は 、学歴が伸びる場合は 、年収が伸び

る場合は 、選挙への関心が増す場合は 、

自民党支持の場合は 、公明党支持の場合

は だけ選挙関連情報を認知しない、または同

情報と接触しない確率は減じる。

５ 考察

政党支持の影響

「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」に記

す通り、自民党政権に批判的な朝日新聞の姿勢に

鑑みると同党支持の場合に同紙との接触確率が低

下する点は首肯できる。同党支持者に関しては

「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」に

記す通り、改憲案をはじめとして同党の姿勢に親

和的な日本テレビの報道番組への接触傾向をうか

がえる。「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」

では同党支持者に関して読売新聞への接触傾向を

認めないが、「 同系列の報道番組および新聞

との接触」では読売・日本テレビ系列のメディア

に対する接触傾向を認めるので、「朝日新聞を避け

ながら日本テレビの報道番組に親しむ」という接

触の特徴をうかがえる。この点で、やはり「 報

道内容の党派性」に記す「世間で共有されたイメ

ージ」に沿う。だが、自民党の連合相手たる公明

党の支持者は「 閲覧頻度が最も高い新聞との

接触」に記す通り読売新聞を主な選挙関連の情報

源として避けており、マスメディアとの接触に関

して自民党支持者との明確な共通点を見出しがた

い。

自民党支持者とは対照的に、「 同系列の報

道番組および新聞との接触」で記す通り共産党支

持者は読売・日本テレビ系列のメディアに囲繞さ

れない環境を好む。一方、「 視聴頻度が最も

高い報道番組との接触」に記す通り共産党支持者

はテレビ朝日と同じく自民党政権に批判的な

の報道番組への接触傾向を認められる。従って、

共産党支持者に関しても「 報道内容の党派性」

に記す「世間で共有されたイメージ」に沿う。

維新の会支持者については、「 視聴頻度が

最も高い報道番組との接触」と「 同系列の報

道番組との接触」に記す通り、主な選挙関連の情

報源として を否定する。特に、「 視聴頻

度が最も高い報道番組との接触」について影響の

程度は大きい。「 報道内容の党派性」では、

自民党政権寄りの の報道姿勢を指摘する先行

研究を挙げた。維新の会は消費税増税に反対する

上、 条改憲において自民党と同調するわけでは

ない。その点では、整合性ある結果である。だが、

「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」に記す

通り自民党政権寄りの報道と思われる読売新聞と

の接触確率が増す点は、自民党と歩調を合わせ改

憲に積極的な同紙を批判的に検討する目的での接
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触でない限り説明が難しい。いずれにせよ、同党

のマスメディアとの接触状況に関して同様の知見

を報告する他の研究が不在の中、今回の知見の一

般性に関しては留保を要する。他方で「 同系

列の報道番組との接触」に記す通り、公明党支持

者と立憲民主党支持者については の報道番組

に囲繞されない傾向を認めるにとどまる。

最後に、共産党と立憲民主党の支持者に関して

は「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」・「

視聴頻度が最も高い報道番組との接触」・「 同

系列の報道番組との接触」のすべてで選挙関連情

報を認知しない確率が低下しており、接触するマ

スメディアにおいて当該情報を探索する姿勢が一

貫する。

重要争点に関する認識の影響

「 参議院選挙における選挙報道」に記す通

り、テレビ朝日以外の報道番組が選挙関連情報の

提供に消極的な中、「 視聴頻度が最も高い報

道番組との接触」で見たように福祉問題・増税問

題・景気問題を選挙の争点と考える場合、消費税

や年金を主題にとり上げたテレビ朝日の報道番組

との接触傾向を認めた。これらの争点は実生活か

らも情報を得られる「直接経験争点」であり、テ

レビ朝日の報道番組が家計や育児・介護という身

近な問題に密着していた様子をうかがえる（稲増

）。

改憲問題は従属変数としてとり上げた特定の新

聞や報道番組との接触に影響しておらず、その限

りで参考資料の「記述」列の通り福祉問題・増税

問題・景気問題と比して関心の低い話題であった

点をうかがえる。但し、 点の注意がある。第

に、前段に記す通りテレビ朝日以外の報道番組が

選挙関連情報の提供に消極的であった（ ）。従って、

仮に改憲問題に関心を抱いていたとしても、選挙

についての主な情報源であるはずの報道番組を適

宜選択できた余地は限られる。第 に、「 閲

覧頻度が最も高い新聞との接触」に記す通り、改

憲問題の重視は外国人労働者問題・福祉問題・増

税問題・景気問題とともに「新聞は閲覧するが選

挙情報を認知しない」確率を減じる点で、争点を

理解するための紙上での情報探索を促す。

「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」

に記す通り、重要争点として 位・ 位を占める

福祉問題と景気問題に限り、この情報探索は報道

番組に関しても妥当する。もっとも、他の争点よ

りも有権者の関心が高い福祉問題と景気問題に関

わる話題を報道番組が重点的にとり上げた結果か

も知れない。

政治意識の影響

政党支持、および争点に関する認識以外の政治

意識をとり上げる。まず、特定のメディアとの接

触に影響する変数を挙げる。「 閲覧頻度が最

も高い新聞との接触」に記す通り、政党や政治家

への信頼が読売新聞との接触確率を高める。政治

の現状への信頼が、「 政党支持の影響」に記

す通り現政権の姿勢と親和的な報道と認知的に整

合するのかも知れない（ ）。政治への関心について

は、「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」

に記す通り との接触確率を高める。同変数が

他のマスメディアとの接触を促す結果は見られず、

選挙への関心を抱く際にとりあえず を選ぶ点

で同局への信頼をうかがえる。同様に、「 同

系列の報道番組との接触」を見ると投票の義務感

は の報道番組に囲繞される確率を高めており、

有権者として望ましい資質を備える回答者にとっ

て、やはり は第 に頼れる情報源と言える。

逆に、「 視聴頻度が最も高い報道番組との接

触」を見ると投票の義務感が日本テレビの報道番

組との接触確率を減じており、選挙関連情報を提

供するはずの同番組の視聴が投票を導いていない

可能性もある。翻って、比例代表選挙についての

接戦の予想が日本テレビとの接触確率を高める点

に鑑みると、同局の報道番組は選挙の意義につい

ての理解ではなく選挙情勢についての興味を深め

る内容のようだ。なお、比例代表選挙につき接戦

の予想が増す場合、「 同系列の報道番組との

接触」に記す通り の報道番組のみに頼る姿勢

が後退するので、同局が多様な選挙情勢に対応可

能であるとまで認識されているわけではない。

次に、「非認知」または「非接触」に影響する変

数を挙げる。おおむね、いずれの分析結果も選挙

への関心が「非認知」と「非接触」の確率を低下

させており、選挙関連情報を求める有権者にとっ

てマスメディアが依然として重要な情報源である

事実は変わらない。また「 視聴頻度が最も高

い報道番組との接触」を見ると、選挙区選挙につ

き接戦の予想が増す場合は「非認知」と「非接触」

の確率が減じており、身近な選挙区の情勢は殊に

報道番組の利用を促す。同じく「 視聴頻度が

最も高い報道番組との接触」を見ると、政党や政
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は 、選挙への関心が増す場合は 、政党や

政治家への信頼が増す場合は 、選挙区選挙に

つき接戦の予想が増す場合は だけ報道番組

を視聴しない確率が減じる。

 同系列の報道番組との接触

「 」に関して、女性の場合は 、学歴が伸

びる場合は 、投票の義務感が増す場合は

だけ との接触へ偏る確率が増す。また、 歳

の加齢に伴い だけ との接触へ偏る確率が

増す。但し、「 乗」に鑑みて約 ～ 歳程度の

加齢の間に当該確率は減少に転じる。他方、比例

代表選挙につき接戦の予想が増す場合は 、公

明党支持の場合は 、立憲民主党支持の場合

は 、維新の会支持の場合は だけ との

接触へ偏る確率が減じる。

「非認知」に関して、女性の場合は 、学歴が

伸びる場合は 、立憲民主党支持の場合は 、

共産党支持の場合は だけ選挙関連情報を認

知しない確率が減じる。また、約 ～ 歳程度の

加齢の間に だけ選挙関連情報を認知しない

確率が減じる。加えて、選挙区選挙につき接戦の

予想が増す場合は だけ選挙関連情報を認知

しない確率が減じる。

「非接触」に関して、女性の場合は だけ報

道番組を視聴しない確率が増す。他方、選挙への

関心が増す場合は 、政党や政治家への信頼が

増す場合は 、選挙区選挙につき接戦の予想が

増す場合は 、福祉問題を重視する場合は

だけ報道番組を視聴しない確率は減じる。

 同系列の報道番組および新聞との接触

「読売」に関して、自民党支持の場合は だ

け読売・日本テレビ系列のメディアへ対する接触

の偏りが増す。他方、共産党支持の場合は だ

け当該系列のメディアへ対する接触の偏りが減じ

る。

「非認知・非接触」に関して、 歳の加齢に伴

い だけ選挙関連情報を認知しない、または同

情報と接触しない確率は減じる。また、女性の場

合は 、学歴が伸びる場合は 、年収が伸び

る場合は 、選挙への関心が増す場合は 、

自民党支持の場合は 、公明党支持の場合

は だけ選挙関連情報を認知しない、または同

情報と接触しない確率は減じる。

５ 考察

政党支持の影響

「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」に記

す通り、自民党政権に批判的な朝日新聞の姿勢に

鑑みると同党支持の場合に同紙との接触確率が低

下する点は首肯できる。同党支持者に関しては

「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」に

記す通り、改憲案をはじめとして同党の姿勢に親

和的な日本テレビの報道番組への接触傾向をうか

がえる。「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」

では同党支持者に関して読売新聞への接触傾向を

認めないが、「 同系列の報道番組および新聞

との接触」では読売・日本テレビ系列のメディア

に対する接触傾向を認めるので、「朝日新聞を避け

ながら日本テレビの報道番組に親しむ」という接

触の特徴をうかがえる。この点で、やはり「 報

道内容の党派性」に記す「世間で共有されたイメ

ージ」に沿う。だが、自民党の連合相手たる公明

党の支持者は「 閲覧頻度が最も高い新聞との

接触」に記す通り読売新聞を主な選挙関連の情報

源として避けており、マスメディアとの接触に関

して自民党支持者との明確な共通点を見出しがた

い。

自民党支持者とは対照的に、「 同系列の報

道番組および新聞との接触」で記す通り共産党支

持者は読売・日本テレビ系列のメディアに囲繞さ

れない環境を好む。一方、「 視聴頻度が最も

高い報道番組との接触」に記す通り共産党支持者

はテレビ朝日と同じく自民党政権に批判的な

の報道番組への接触傾向を認められる。従って、

共産党支持者に関しても「 報道内容の党派性」

に記す「世間で共有されたイメージ」に沿う。

維新の会支持者については、「 視聴頻度が

最も高い報道番組との接触」と「 同系列の報

道番組との接触」に記す通り、主な選挙関連の情

報源として を否定する。特に、「 視聴頻

度が最も高い報道番組との接触」について影響の

程度は大きい。「 報道内容の党派性」では、

自民党政権寄りの の報道姿勢を指摘する先行

研究を挙げた。維新の会は消費税増税に反対する

上、 条改憲において自民党と同調するわけでは

ない。その点では、整合性ある結果である。だが、

「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」に記す

通り自民党政権寄りの報道と思われる読売新聞と

の接触確率が増す点は、自民党と歩調を合わせ改

憲に積極的な同紙を批判的に検討する目的での接
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触でない限り説明が難しい。いずれにせよ、同党

のマスメディアとの接触状況に関して同様の知見

を報告する他の研究が不在の中、今回の知見の一

般性に関しては留保を要する。他方で「 同系

列の報道番組との接触」に記す通り、公明党支持

者と立憲民主党支持者については の報道番組

に囲繞されない傾向を認めるにとどまる。

最後に、共産党と立憲民主党の支持者に関して

は「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」・「

視聴頻度が最も高い報道番組との接触」・「 同

系列の報道番組との接触」のすべてで選挙関連情

報を認知しない確率が低下しており、接触するマ

スメディアにおいて当該情報を探索する姿勢が一

貫する。

重要争点に関する認識の影響

「 参議院選挙における選挙報道」に記す通

り、テレビ朝日以外の報道番組が選挙関連情報の

提供に消極的な中、「 視聴頻度が最も高い報

道番組との接触」で見たように福祉問題・増税問

題・景気問題を選挙の争点と考える場合、消費税

や年金を主題にとり上げたテレビ朝日の報道番組

との接触傾向を認めた。これらの争点は実生活か

らも情報を得られる「直接経験争点」であり、テ

レビ朝日の報道番組が家計や育児・介護という身

近な問題に密着していた様子をうかがえる（稲増

）。

改憲問題は従属変数としてとり上げた特定の新

聞や報道番組との接触に影響しておらず、その限

りで参考資料の「記述」列の通り福祉問題・増税

問題・景気問題と比して関心の低い話題であった

点をうかがえる。但し、 点の注意がある。第

に、前段に記す通りテレビ朝日以外の報道番組が

選挙関連情報の提供に消極的であった（ ）。従って、

仮に改憲問題に関心を抱いていたとしても、選挙

についての主な情報源であるはずの報道番組を適

宜選択できた余地は限られる。第 に、「 閲

覧頻度が最も高い新聞との接触」に記す通り、改

憲問題の重視は外国人労働者問題・福祉問題・増

税問題・景気問題とともに「新聞は閲覧するが選

挙情報を認知しない」確率を減じる点で、争点を

理解するための紙上での情報探索を促す。

「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」

に記す通り、重要争点として 位・ 位を占める

福祉問題と景気問題に限り、この情報探索は報道

番組に関しても妥当する。もっとも、他の争点よ

りも有権者の関心が高い福祉問題と景気問題に関

わる話題を報道番組が重点的にとり上げた結果か

も知れない。

政治意識の影響

政党支持、および争点に関する認識以外の政治

意識をとり上げる。まず、特定のメディアとの接

触に影響する変数を挙げる。「 閲覧頻度が最

も高い新聞との接触」に記す通り、政党や政治家

への信頼が読売新聞との接触確率を高める。政治

の現状への信頼が、「 政党支持の影響」に記

す通り現政権の姿勢と親和的な報道と認知的に整

合するのかも知れない（ ）。政治への関心について

は、「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」

に記す通り との接触確率を高める。同変数が

他のマスメディアとの接触を促す結果は見られず、

選挙への関心を抱く際にとりあえず を選ぶ点

で同局への信頼をうかがえる。同様に、「 同

系列の報道番組との接触」を見ると投票の義務感

は の報道番組に囲繞される確率を高めており、

有権者として望ましい資質を備える回答者にとっ

て、やはり は第 に頼れる情報源と言える。

逆に、「 視聴頻度が最も高い報道番組との接

触」を見ると投票の義務感が日本テレビの報道番

組との接触確率を減じており、選挙関連情報を提

供するはずの同番組の視聴が投票を導いていない

可能性もある。翻って、比例代表選挙についての

接戦の予想が日本テレビとの接触確率を高める点

に鑑みると、同局の報道番組は選挙の意義につい

ての理解ではなく選挙情勢についての興味を深め

る内容のようだ。なお、比例代表選挙につき接戦

の予想が増す場合、「 同系列の報道番組との

接触」に記す通り の報道番組のみに頼る姿勢

が後退するので、同局が多様な選挙情勢に対応可

能であるとまで認識されているわけではない。

次に、「非認知」または「非接触」に影響する変

数を挙げる。おおむね、いずれの分析結果も選挙

への関心が「非認知」と「非接触」の確率を低下

させており、選挙関連情報を求める有権者にとっ

てマスメディアが依然として重要な情報源である

事実は変わらない。また「 視聴頻度が最も高

い報道番組との接触」を見ると、選挙区選挙につ

き接戦の予想が増す場合は「非認知」と「非接触」

の確率が減じており、身近な選挙区の情勢は殊に

報道番組の利用を促す。同じく「 視聴頻度が

最も高い報道番組との接触」を見ると、政党や政
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治家への信頼が増す場合は「非接触」の確率が減

じており、政治不信の場合はそもそも報道番組を

視聴しない様子をうかがえる。

社会学的変数の影響

第 に、学歴の影響をとり上げる。「 閲覧

頻度が最も高い新聞との接触」に記す通り、朝日

新聞と読売新聞の接触に対して学歴が対照的な影

響をおよぼしている。従って、学歴の伸長は新聞

に関する「非認知」と「非接触」を減じるが、こ

の場合にも認知または接触の対象となる新聞とし

て朝日新聞が選ばれやすい一方、読売新聞が選ば

れにくい。また「 視聴頻度が最も高い報道番

組との接触」に記す通り、報道番組に関しては学

歴の伸長が の報道番組との接触を促すととも

に「非認知」を減じており、認知の対象として

が選ばれやすい。おおむね、いずれの分析結果も

学歴の伸長が「非認知」または「非接触」の確率

を低下させており、学歴はマスメディアを通じた

選挙関連情報との接触量を規定する重要な要素で

ある。

第 に、性別の影響をとり上げる。特定のメデ

ィアとの接触に関して、女性は「 閲覧頻度が

最も高い新聞との接触」を見ると読売新聞との接

触確率が、「 視聴頻度が最も高い報道番組と

の接触」を見ると の報道番組との接触確率が

低い。「 報道内容の党派性」に記す「世間で

共有されたイメージ」に基づくと、この結果から

は現政権に対する女性の態度を推測しがたい。他

方で「 同系列の報道番組との接触」を見ると、

女性は の報道番組に囲繞される環境を好む。

また、「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」・

「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」・

「 同系列の報道番組との接触」のすべてにお

いて女性は「非認知」の確率を減じており、接触

するメディアにおいて選挙関連情報の探索を積極

的に行う。但し、「 閲覧頻度が最も高い新聞

との接触」を見ると女性は「非接触」の確率が増

しているので、仮に女性であるとしても選挙を機

に新聞の閲覧を始めるわけではない。以上に鑑み

ると、性別は学歴同様にマスメディアを通じた選

挙関連情報との接触を規定する重要な要素である。

第 に、加齢の影響をとり上げる。「 閲覧

頻度が最も高い新聞との接触」に記す通り、加齢

が新聞の選挙関連情報に対する認知の確率を減じ

る点は意外だが、時間的制約など何らかの理由で

加齢に伴い閲覧する記事の選別が強化されるのだ

ろうか。次に、「 同系列の報道番組との接触」

を見ると、加齢に伴い の報道番組に囲繞され

る状況が若干強まるものの、後に囲繞の状況が緩

和しており、家族構成の変化などの理由が想像さ

れる。

その他の属性について、「 閲覧頻度が最も

高い新聞との接触」に記す通り年収の増大に伴い

新聞と接触する確率が増大する点は、購読を可能

とする経済的・時間的な余裕の結果、または社会

情勢の知識が必要な職業・地位にある結果と思わ

れる。居住歴についても複数の有意な結果を得た

が、いずれも軽微な影響にとどまる。

６ 結論

知見の総括

マスメディアに対する選択的接触の全容のうち、

本稿は有権者の党派性に基づく選択の実態に焦点

を当てる。本稿の視点に基づき「 報道内容の

党派性」に記す「世間で共有されたイメージ」を

検証する場合、「どの党派性の有権者が各メディア

を選好するか」および「どの党派性の有権者が各

メディアを避けるか」という問題の検証を意味す

る。マスメディアの主要な グループに関して「世

間で共有されたイメージ」に従えば、自民党支持

者は読売新聞・日本テレビ・産経新聞・フジテレ

ビとの接触を、逆に朝日新聞・テレビ朝日・毎日

新聞・ との接触の回避を予想できる。また、

世間から見て自民党と対立する立場が明確な共産

党支持者・立憲民主党支持者に関しては、逆の接

触状況を予想できる。

分析の結果、自民党支持者についてはほぼ予想

通りであった。また、少なくとも「世間で共有さ

れたイメージ」に基づく予想に反する結果を得な

かった。他の独立変数をコントロールした上で「世

間で共有されたイメージ」と選択的接触の関連を

調べ、予想通りの自民党支持者の傾向を確認した

点は第 の知見である。これに関し、学歴が朝日

新聞と読売新聞との接触において正反対の影響を

およぼす点は両紙の対照性を示す傍証となる。だ

が、共産党支持者・立憲民主党支持者に関しては

予想に沿う十分な結果を得なかった。但し共産党

支持者・立憲民主党支持者に関して選挙関連情報

を認知しない確率が低下した点に鑑みると、マス

メディアの選挙報道が活況を呈していたならば、

自身の志向に沿うメディアを選択できていたかも
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知れない。最後に、維新の会支持者に関して

との接触を避ける明瞭な結果を得た点は特筆すべ

き第 の知見だが、その理由や一般性については

確言できない。

党派性に基づく選択的接触と直接に関わるわけ

ではないが、重要争点に関する認識の影響は選挙

に関するテレビの報道状況をより直接に反映した

と思われる。新聞よりも選択の変更が容易な報道

番組との接触は、その時々の有権者の問題関心を

反映しやすいであろう。多くの放送局が選挙情報

の提供に消極的な中、有権者にとって最も関心の

高い生活関連の争点について期待に応じたメディ

アはテレビ朝日のみであると判明した点は、第

の知見である。

本稿の限界と今後の課題

本稿の知見の妥当性は限られる。第 に、調査

会社の登録者のうち 情報の開示に同意し

た有権者を対象とする点で標本の妥当性は大きく

制約される。特に、インターネットと接触しない

層や政治的内容の世論調査に関心を持たない層、

あるいは時間的制約から調査に応じられない層な

どの脱落により標本の偏向が生じる（星野

）。

第 に、「有権者が自身の党派性などの政治意識

に沿うマスメディアを選択する」という因果関係

と「日常的なマスメディアとの接触を通じて自身

の党派性などの政治意識を形成する」という因果

関係の判別は難しい。本稿は『ピープルズ・チョ

イス』が重視する前者を前提とするが、誰しも党

派性などの政治意識を有しない時点が存在する以

上、対人接触とともに政治的社会化を促すマスメ

ディアの影響を考慮せねばならない（白崎

）。選挙報道が増すとともに選挙運動が可

能な公示期間におけるメディアとの接触に関心を

抱く本稿は、公示日前と投票日後のパネル調査を

考察した。だが、おそらく回答者が選択したメデ

ィアとの接触の開始は相当以前に遡るであろう。

すると、因果関係の問題を克服できない。

第 に、考慮すべき状況と関わる質問項目が脱

落した可能性もある。前段で指摘した本稿の想定

する因果関係は、メディア選択時の任意性を前提

とする。だが、購読紙や視聴する報道番組を自身

以外の同居者、または会社・学校など自身の所属

組織が選択または限定する場合もありうる。この

場合、むしろ「日常的なマスメディアとの接触を

通じて自身の党派性などの政治意識を形成する」

という因果関係が成立しやすい。この可能性を考

慮するならば、購読紙や報道番組の選択者に関し

ても質問すべきであった。また、仕事・家事・育

児・介護などの事情によりテレビと接する時間帯

が限られる場合、必ずしも自身の党派性と一致し

ない報道番組を視聴せざるを得ない。この場合も、

「日常的なマスメディアとの接触を通じて自身の

党派性などの政治意識を形成する」という因果関

係が成立しやすい。

本稿は以上の問題点を抱えるが、本稿で用いな

かった他の質問項目、および必ずしも因果関係を

前提としない場合をも含めた他の統計分析手法を

用い、本稿で問えなかった論点の検証、および本

稿の分析の妥当性に関する検証の始点としたい。

「 選挙に関する情報源としてのマスメディ

ア」に記す通り、本稿で問えなかった論点とは「①

実際にマスメディアの報道は党派性を帯びている

か」・「② マスメディアが党派性を帯びているな

らば、どのような特徴ある有権者が各メディアに

接しているか」・「③ 各メディアとの接触が、有

権者のどのような政治意識においてどのような変

化を招くか」という 点のうち、「①」・「③」であ

る。本稿で分析した世論調査は「公示期間に選挙

関連の情報源となったメディアに対して回答者が

認識した党派性」を尋ねており、「①」の問題を扱

う上で役立つ。また、同世論調査は 度の調査の

各回において複数の重要争点に関する回答者の政

策意見、および各党と代表的な政治家に対する感

情温度を尋ねており、「③」の問題を扱う上で役立

つ。

【謝辞】本研究は 年参議院選挙の研究に関し

て「 年度 二十一世紀文化学術財団 学術奨励

金」より、また 年参議院選挙の研究に関して

「 年度 上廣倫理財団 研究助成」・「 年度

カシオ科学振興財団 研究助成」・「 年度

財団 調査研究助成」・「 年度 旭硝子財団 研究

助成」より助成をいただいた。いずれも個人研究

である。関係者各位に御礼申し上げる。

（関西外国語大学・外国語学部）
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治家への信頼が増す場合は「非接触」の確率が減

じており、政治不信の場合はそもそも報道番組を

視聴しない様子をうかがえる。

社会学的変数の影響

第 に、学歴の影響をとり上げる。「 閲覧

頻度が最も高い新聞との接触」に記す通り、朝日

新聞と読売新聞の接触に対して学歴が対照的な影

響をおよぼしている。従って、学歴の伸長は新聞

に関する「非認知」と「非接触」を減じるが、こ

の場合にも認知または接触の対象となる新聞とし

て朝日新聞が選ばれやすい一方、読売新聞が選ば

れにくい。また「 視聴頻度が最も高い報道番

組との接触」に記す通り、報道番組に関しては学

歴の伸長が の報道番組との接触を促すととも

に「非認知」を減じており、認知の対象として

が選ばれやすい。おおむね、いずれの分析結果も

学歴の伸長が「非認知」または「非接触」の確率

を低下させており、学歴はマスメディアを通じた

選挙関連情報との接触量を規定する重要な要素で

ある。

第 に、性別の影響をとり上げる。特定のメデ

ィアとの接触に関して、女性は「 閲覧頻度が

最も高い新聞との接触」を見ると読売新聞との接

触確率が、「 視聴頻度が最も高い報道番組と

の接触」を見ると の報道番組との接触確率が

低い。「 報道内容の党派性」に記す「世間で

共有されたイメージ」に基づくと、この結果から

は現政権に対する女性の態度を推測しがたい。他

方で「 同系列の報道番組との接触」を見ると、

女性は の報道番組に囲繞される環境を好む。

また、「 閲覧頻度が最も高い新聞との接触」・

「 視聴頻度が最も高い報道番組との接触」・

「 同系列の報道番組との接触」のすべてにお

いて女性は「非認知」の確率を減じており、接触

するメディアにおいて選挙関連情報の探索を積極

的に行う。但し、「 閲覧頻度が最も高い新聞

との接触」を見ると女性は「非接触」の確率が増

しているので、仮に女性であるとしても選挙を機

に新聞の閲覧を始めるわけではない。以上に鑑み

ると、性別は学歴同様にマスメディアを通じた選

挙関連情報との接触を規定する重要な要素である。

第 に、加齢の影響をとり上げる。「 閲覧

頻度が最も高い新聞との接触」に記す通り、加齢

が新聞の選挙関連情報に対する認知の確率を減じ

る点は意外だが、時間的制約など何らかの理由で

加齢に伴い閲覧する記事の選別が強化されるのだ

ろうか。次に、「 同系列の報道番組との接触」

を見ると、加齢に伴い の報道番組に囲繞され

る状況が若干強まるものの、後に囲繞の状況が緩

和しており、家族構成の変化などの理由が想像さ

れる。

その他の属性について、「 閲覧頻度が最も

高い新聞との接触」に記す通り年収の増大に伴い

新聞と接触する確率が増大する点は、購読を可能

とする経済的・時間的な余裕の結果、または社会

情勢の知識が必要な職業・地位にある結果と思わ

れる。居住歴についても複数の有意な結果を得た

が、いずれも軽微な影響にとどまる。

６ 結論

知見の総括

マスメディアに対する選択的接触の全容のうち、

本稿は有権者の党派性に基づく選択の実態に焦点

を当てる。本稿の視点に基づき「 報道内容の

党派性」に記す「世間で共有されたイメージ」を

検証する場合、「どの党派性の有権者が各メディア

を選好するか」および「どの党派性の有権者が各

メディアを避けるか」という問題の検証を意味す

る。マスメディアの主要な グループに関して「世

間で共有されたイメージ」に従えば、自民党支持

者は読売新聞・日本テレビ・産経新聞・フジテレ

ビとの接触を、逆に朝日新聞・テレビ朝日・毎日

新聞・ との接触の回避を予想できる。また、

世間から見て自民党と対立する立場が明確な共産

党支持者・立憲民主党支持者に関しては、逆の接

触状況を予想できる。

分析の結果、自民党支持者についてはほぼ予想

通りであった。また、少なくとも「世間で共有さ

れたイメージ」に基づく予想に反する結果を得な

かった。他の独立変数をコントロールした上で「世

間で共有されたイメージ」と選択的接触の関連を

調べ、予想通りの自民党支持者の傾向を確認した

点は第 の知見である。これに関し、学歴が朝日

新聞と読売新聞との接触において正反対の影響を

およぼす点は両紙の対照性を示す傍証となる。だ

が、共産党支持者・立憲民主党支持者に関しては

予想に沿う十分な結果を得なかった。但し共産党

支持者・立憲民主党支持者に関して選挙関連情報

を認知しない確率が低下した点に鑑みると、マス

メディアの選挙報道が活況を呈していたならば、

自身の志向に沿うメディアを選択できていたかも
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知れない。最後に、維新の会支持者に関して

との接触を避ける明瞭な結果を得た点は特筆すべ

き第 の知見だが、その理由や一般性については

確言できない。

党派性に基づく選択的接触と直接に関わるわけ

ではないが、重要争点に関する認識の影響は選挙

に関するテレビの報道状況をより直接に反映した

と思われる。新聞よりも選択の変更が容易な報道

番組との接触は、その時々の有権者の問題関心を

反映しやすいであろう。多くの放送局が選挙情報

の提供に消極的な中、有権者にとって最も関心の

高い生活関連の争点について期待に応じたメディ

アはテレビ朝日のみであると判明した点は、第

の知見である。

本稿の限界と今後の課題

本稿の知見の妥当性は限られる。第 に、調査

会社の登録者のうち 情報の開示に同意し

た有権者を対象とする点で標本の妥当性は大きく

制約される。特に、インターネットと接触しない

層や政治的内容の世論調査に関心を持たない層、

あるいは時間的制約から調査に応じられない層な

どの脱落により標本の偏向が生じる（星野

）。

第 に、「有権者が自身の党派性などの政治意識

に沿うマスメディアを選択する」という因果関係

と「日常的なマスメディアとの接触を通じて自身

の党派性などの政治意識を形成する」という因果

関係の判別は難しい。本稿は『ピープルズ・チョ

イス』が重視する前者を前提とするが、誰しも党

派性などの政治意識を有しない時点が存在する以

上、対人接触とともに政治的社会化を促すマスメ

ディアの影響を考慮せねばならない（白崎

）。選挙報道が増すとともに選挙運動が可

能な公示期間におけるメディアとの接触に関心を

抱く本稿は、公示日前と投票日後のパネル調査を

考察した。だが、おそらく回答者が選択したメデ

ィアとの接触の開始は相当以前に遡るであろう。

すると、因果関係の問題を克服できない。

第 に、考慮すべき状況と関わる質問項目が脱

落した可能性もある。前段で指摘した本稿の想定

する因果関係は、メディア選択時の任意性を前提

とする。だが、購読紙や視聴する報道番組を自身

以外の同居者、または会社・学校など自身の所属

組織が選択または限定する場合もありうる。この

場合、むしろ「日常的なマスメディアとの接触を

通じて自身の党派性などの政治意識を形成する」

という因果関係が成立しやすい。この可能性を考

慮するならば、購読紙や報道番組の選択者に関し

ても質問すべきであった。また、仕事・家事・育

児・介護などの事情によりテレビと接する時間帯

が限られる場合、必ずしも自身の党派性と一致し

ない報道番組を視聴せざるを得ない。この場合も、

「日常的なマスメディアとの接触を通じて自身の

党派性などの政治意識を形成する」という因果関

係が成立しやすい。

本稿は以上の問題点を抱えるが、本稿で用いな

かった他の質問項目、および必ずしも因果関係を

前提としない場合をも含めた他の統計分析手法を

用い、本稿で問えなかった論点の検証、および本

稿の分析の妥当性に関する検証の始点としたい。

「 選挙に関する情報源としてのマスメディ

ア」に記す通り、本稿で問えなかった論点とは「①

実際にマスメディアの報道は党派性を帯びている

か」・「② マスメディアが党派性を帯びているな

らば、どのような特徴ある有権者が各メディアに

接しているか」・「③ 各メディアとの接触が、有

権者のどのような政治意識においてどのような変

化を招くか」という 点のうち、「①」・「③」であ

る。本稿で分析した世論調査は「公示期間に選挙

関連の情報源となったメディアに対して回答者が

認識した党派性」を尋ねており、「①」の問題を扱

う上で役立つ。また、同世論調査は 度の調査の

各回において複数の重要争点に関する回答者の政

策意見、および各党と代表的な政治家に対する感

情温度を尋ねており、「③」の問題を扱う上で役立

つ。

【謝辞】本研究は 年参議院選挙の研究に関し

て「 年度 二十一世紀文化学術財団 学術奨励

金」より、また 年参議院選挙の研究に関して

「 年度 上廣倫理財団 研究助成」・「 年度

カシオ科学振興財団 研究助成」・「 年度

財団 調査研究助成」・「 年度 旭硝子財団 研究

助成」より助成をいただいた。いずれも個人研究

である。関係者各位に御礼申し上げる。

（関西外国語大学・外国語学部）
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表 ．新聞の選択

自民

公明

民主

維新

共産

外人

不正

改憲

領土

福祉

税

景気

有事

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

   非接触 (334)  非認知 (174) その他 (395)      朝日 (125)        読売 (144)
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表 番組の選択（その ）

自民

公明

民主

維新

共産

改憲

福祉

税

景気

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

     非認知 (137)     非接触 (139)   その他 (184)     朝日(141)    日テレ (250)
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表 ．新聞の選択

自民

公明

民主

維新

共産

外人

不正

改憲

領土

福祉

税

景気

有事

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

   非接触 (334)  非認知 (174) その他 (395)      朝日 (125)        読売 (144)
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表 番組の選択（その ）

自民

公明

民主

維新

共産

改憲

福祉

税

景気

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

     非認知 (137)     非接触 (139)   その他 (184)     朝日(141)    日テレ (250)
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表 番組の選択（その ）

自民

公明

民主

維新

共産

改憲

福祉

税

景気

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

    非接触(139)      非認知 (137)     その他 (1276)
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表 新聞と番組の選択

自民

公明

民主

維新

共産

改憲

福祉

税

景気

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

    非認知・非接触 (961)      その他 (269)      読売 (119)
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表 番組の選択（その ）

自民

公明

民主

維新

共産

改憲

福祉

税

景気

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

    非接触(139)      非認知 (137)     その他 (1276)

58Policy & Research No.18 (March 2020)

表 新聞と番組の選択

自民

公明

民主

維新

共産

改憲

福祉

税

景気

選挙

比例

関心

義務

信頼

性別

年齢

2乗

居住

学歴

年収

北海道

東北

中部

近畿

中国

四国

九州

    非認知・非接触 (961)      その他 (269)      読売 (119)
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参考資料 新聞の選択
読売 (144) 朝日 (125) その他 (395)  非認知 (174)

自民
公明
民主
維新
共産
外人
不正
改憲
領土
福祉
税
景気
有事
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数
Wald統計量: 372.35 (df = 124), 対数尤度: -1535.923, 的中確率: .445,  AIC: 3327.845

  記述

参考資料 番組の選択（その ）
  日テレ (250) 朝日(141)        その他 (184) 非認知 (137)

自民
公明
民主
維新
共産
改憲
福祉
税
景気
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数

     記述

Wald統計量: 259.34 (df = 162), 対数尤度: -2098.755, 的中確率: .301,  AIC: 4533.511
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参考資料 番組の選択（その ）

参考資料 新聞と番組の選択
読売 (119) その他 (269)

自民
公明
民主
維新
共産
改憲
福祉
税
景気
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数
Wald統計量: 191.74 (df = 54), 対数尤度: -934.113, 的中確率: .721,  AIC: 1980.226

          記述

その他 (1276)  非認知 (137)
自民
公明
民主
維新
共産
改憲
福祉
税
景気
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数
Wald統計量: 132.23 (df = 81), 対数尤度: -1315.059, 的中確率: .756,  AIC: 2798.117

       記述
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参考資料 新聞の選択
読売 (144) 朝日 (125) その他 (395)  非認知 (174)

自民
公明
民主
維新
共産
外人
不正
改憲
領土
福祉
税
景気
有事
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数
Wald統計量: 372.35 (df = 124), 対数尤度: -1535.923, 的中確率: .445,  AIC: 3327.845

  記述

参考資料 番組の選択（その ）
  日テレ (250) 朝日(141)        その他 (184) 非認知 (137)

自民
公明
民主
維新
共産
改憲
福祉
税
景気
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数

     記述

Wald統計量: 259.34 (df = 162), 対数尤度: -2098.755, 的中確率: .301,  AIC: 4533.511
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参考資料 番組の選択（その ）

参考資料 新聞と番組の選択
読売 (119) その他 (269)

自民
公明
民主
維新
共産
改憲
福祉
税
景気
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数
Wald統計量: 191.74 (df = 54), 対数尤度: -934.113, 的中確率: .721,  AIC: 1980.226

          記述

その他 (1276)  非認知 (137)
自民
公明
民主
維新
共産
改憲
福祉
税
景気
選挙
比例
関心
義務
信頼
性別
年齢
2乗
居住
学歴
年収
北海道
東北
中部
近畿
中国
四国
九州
定数
Wald統計量: 132.23 (df = 81), 対数尤度: -1315.059, 的中確率: .756,  AIC: 2798.117

       記述
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注

名より回答を得た。他の選択肢として、

「公約を印刷した政党の発行物」・「ラジオの報道

番組」などがある。

データを収集したパネル調査は、 年参院

選に関して公示期間におけるメディアとの接触

が有権者の政治的な意識・行動におよぼす影響

を解明する目的で筆者が行った「平成 年度参

議院議員選挙に関する有権者インターネット調

査」である。公示日直前の 月 日より 日

まで事前調査を、投票日直後の 月 日より

日まで事後調査を行った。 コム オンライ

ン・マーケティング・ソリューションに対して、

インターネットでの全国調査を委託した。標本

抽出の対象者は、同社の世論調査一般に対象者

として登録した 歳以上の有権者のうち、アク

ティブモニター（最近 年間に回答実績ある登

録者）に該当する男性 名と女性

名の計 名である。標本抽出の際、地域

に関して北海道・東北・関東・中部・近畿・中

国・四国・九州の 地域へ、年代に関して

歳より 歳、 代、 代、 代、 代以上の

層へ区分し、性別での区分とあわせて のセ

グメントを設けた。セグメントに基づき、人口

比例抽出を行う。 度の調査の両方で信頼性を

備えた回答を行う調査対象者に関して、計画標

本規模を とする。事前調査の配信数は

、回収数は である。この 件

のうち、形式的に問題ある回答を削除した

件を事後調査の配信数とする。事後調査

の回収数は だが、事前調査と同様の理由

に基づきデータを削除するので、最終的な標本

規模は である。本稿本文に報告する値は、

事後調査に応じた 名に関する。

放送法 条に定める政治的公平性の解釈につ

いては、特に放送免許の許諾と関わる近年の議

論がある。通説によると、政治権力を含めた外

部からの干渉を拒む放送局の中立性こそ制定過

程の議論に鑑みた同法の趣旨であり、倫理規範

に過ぎない同法に基づく行政処分は不当である

（山田 放送倫理検証委員会

）。また、公職選挙法 条に関する放送倫

理検証委員会（ ）の意見によると、事実に

基づく報道・評論である限り特定の政党・候補

者に有利または不利となる結果が生じたとして

も政治的公平性を害しない。

回答者総数は、新聞・報道番組の各々につき

・ である。

回答者総数は、新聞・報道番組の各々につき

・ である。なお、「わからない」という

選択肢は設けていない。また、各メディアが批

判的な政党に関しては尋ねていない。

安倍首相は 年 月のトランプ大統領と

の会見時、ニューヨークタイムズを敵視する大

統領と自身の共通点として自身が朝日新聞を敵

視しているとの趣旨の発言を行った（青木・倉

重・田﨑・薬師寺・渡辺 ）。

無論、扱われる争点の選択に関してもメディ

アの党派性が作用しうる（谷口 ）。

但し、小林らは左右のイデオロギーの意味を

読者が正確に理解していない可能性を指摘する。

（ ）も公示日から投票日

の間における選挙関連の投稿状況を

と について報告する。だが内容は各

話題の順位のみであり、投稿数は不明である。

母集団の地域属性に関して、関東地方が

を占める点で実際の割合を 程度上回る。他の

地域に関しては、ほぼ実際の有権者の在住比率

に沿う。年齢に関して、実際は 近くを占め

る 歳以上が母集団の にとどまる点はイン

ターネット調査の限界である。翻って、 代・

代・ 代が母集団に占める割合は各々 ・

・ であり、実際の有権者の割合を各々

・ ・ 程度上回る。 歳未満と 代が

母集団に占める割合は各々 ・ であり、ほぼ

実際の有権者の年齢割合に沿う。

このうち 名が日本以外の国籍である。こ

の 名に関しては第 回調査票を配信せず、ま

た分析に用いない。

改正の具体的な内容を明記せず、単に「 条

の改正」の是非を問う質問文の妥当性には限界

がある（境家 ）。だが安倍首相の

改憲姿勢に鑑みて、当争点を重視する回答者で

あれば自衛隊を明記する改正である旨を了解す

ると考えた（小此木 ）。

「 番目に重要な争点」に関しても分析可能

な規模に達しない争点を選択する場合、分析よ

り省く。

新潟県は中部地方に含む。

表・参考資料では、各 「々非認知」・「非接触」

と表記する。

最も重要な争点として「改憲」・「福祉」・
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「税」・「景気」以外を挙げた回答者が分析可能

な規模でなかったため、上記 点以外の争点を

選択した回答者については「 番目に重要だと

思う争点」を独立変数として投入した。この措

置は、「 同系列の報道番組との接触」・「

同系列の報道番組および新聞との接触」に関し

ても妥当する。

「読売」・「朝日」・「毎日」・「産経」の各紙に

ついて、同系列の放送局は「日本テレビ」・

「テレビ朝日」・「 」・「フジテレビ」が対応する。

視聴頻度が最も高かった報道番組と 番目

に視聴頻度が高い報道番組が異系列であっても、

の条件を満たせば特定の系列のメディアに

対する選択性が大きいと考え、「系列に偏重があ

る場合」に含める。この場合、 番目に視聴頻

度が高い報道番組は「 」と「その他の報道番

組」を含む。

報道番組または新聞に関して、これらのメデ

ィアを利用したが参院選の情報と接触しなかっ

た場合と、最初からこれらのメディアへ接触し

なかった場合を区別するために必要な回答者数

を得なかった。

計算の際、ロングらの配布する のモジ

ュールを用いる 。

考察対象より省く列に関しては「＊」を付さ

ない。また「 結果」では、詳細な事情を考察

しがたい居住地域に関して言及しない。

「性」に関しては、男性の回答者数を記す。

年参院選においても、「報道ステーショ

ン」など一部の番組を除き、ほぼすべての地上

波ニュースは改憲問題をとり上げなかった（津

田 ）。

もっとも、公示期間以前より読売新聞を購読

する場合は逆の因果関係を考慮せねばならない。

この点は、ふだん接触するメディア、および政

治意識一般に関して妥当する。
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注

名より回答を得た。他の選択肢として、

「公約を印刷した政党の発行物」・「ラジオの報道

番組」などがある。

データを収集したパネル調査は、 年参院

選に関して公示期間におけるメディアとの接触

が有権者の政治的な意識・行動におよぼす影響

を解明する目的で筆者が行った「平成 年度参

議院議員選挙に関する有権者インターネット調

査」である。公示日直前の 月 日より 日

まで事前調査を、投票日直後の 月 日より

日まで事後調査を行った。 コム オンライ

ン・マーケティング・ソリューションに対して、

インターネットでの全国調査を委託した。標本

抽出の対象者は、同社の世論調査一般に対象者

として登録した 歳以上の有権者のうち、アク

ティブモニター（最近 年間に回答実績ある登

録者）に該当する男性 名と女性

名の計 名である。標本抽出の際、地域

に関して北海道・東北・関東・中部・近畿・中

国・四国・九州の 地域へ、年代に関して

歳より 歳、 代、 代、 代、 代以上の

層へ区分し、性別での区分とあわせて のセ

グメントを設けた。セグメントに基づき、人口

比例抽出を行う。 度の調査の両方で信頼性を

備えた回答を行う調査対象者に関して、計画標

本規模を とする。事前調査の配信数は

、回収数は である。この 件

のうち、形式的に問題ある回答を削除した

件を事後調査の配信数とする。事後調査

の回収数は だが、事前調査と同様の理由

に基づきデータを削除するので、最終的な標本

規模は である。本稿本文に報告する値は、

事後調査に応じた 名に関する。

放送法 条に定める政治的公平性の解釈につ

いては、特に放送免許の許諾と関わる近年の議

論がある。通説によると、政治権力を含めた外

部からの干渉を拒む放送局の中立性こそ制定過

程の議論に鑑みた同法の趣旨であり、倫理規範

に過ぎない同法に基づく行政処分は不当である

（山田 放送倫理検証委員会

）。また、公職選挙法 条に関する放送倫

理検証委員会（ ）の意見によると、事実に

基づく報道・評論である限り特定の政党・候補

者に有利または不利となる結果が生じたとして

も政治的公平性を害しない。

回答者総数は、新聞・報道番組の各々につき

・ である。

回答者総数は、新聞・報道番組の各々につき

・ である。なお、「わからない」という

選択肢は設けていない。また、各メディアが批

判的な政党に関しては尋ねていない。

安倍首相は 年 月のトランプ大統領と

の会見時、ニューヨークタイムズを敵視する大

統領と自身の共通点として自身が朝日新聞を敵

視しているとの趣旨の発言を行った（青木・倉

重・田﨑・薬師寺・渡辺 ）。

無論、扱われる争点の選択に関してもメディ

アの党派性が作用しうる（谷口 ）。

但し、小林らは左右のイデオロギーの意味を

読者が正確に理解していない可能性を指摘する。

（ ）も公示日から投票日

の間における選挙関連の投稿状況を

と について報告する。だが内容は各

話題の順位のみであり、投稿数は不明である。

母集団の地域属性に関して、関東地方が

を占める点で実際の割合を 程度上回る。他の

地域に関しては、ほぼ実際の有権者の在住比率

に沿う。年齢に関して、実際は 近くを占め

る 歳以上が母集団の にとどまる点はイン

ターネット調査の限界である。翻って、 代・

代・ 代が母集団に占める割合は各々 ・

・ であり、実際の有権者の割合を各々

・ ・ 程度上回る。 歳未満と 代が

母集団に占める割合は各々 ・ であり、ほぼ

実際の有権者の年齢割合に沿う。

このうち 名が日本以外の国籍である。こ

の 名に関しては第 回調査票を配信せず、ま

た分析に用いない。

改正の具体的な内容を明記せず、単に「 条

の改正」の是非を問う質問文の妥当性には限界

がある（境家 ）。だが安倍首相の

改憲姿勢に鑑みて、当争点を重視する回答者で

あれば自衛隊を明記する改正である旨を了解す

ると考えた（小此木 ）。

「 番目に重要な争点」に関しても分析可能

な規模に達しない争点を選択する場合、分析よ

り省く。

新潟県は中部地方に含む。

表・参考資料では、各 「々非認知」・「非接触」

と表記する。

最も重要な争点として「改憲」・「福祉」・
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「税」・「景気」以外を挙げた回答者が分析可能

な規模でなかったため、上記 点以外の争点を

選択した回答者については「 番目に重要だと

思う争点」を独立変数として投入した。この措

置は、「 同系列の報道番組との接触」・「

同系列の報道番組および新聞との接触」に関し

ても妥当する。

「読売」・「朝日」・「毎日」・「産経」の各紙に

ついて、同系列の放送局は「日本テレビ」・

「テレビ朝日」・「 」・「フジテレビ」が対応する。

視聴頻度が最も高かった報道番組と 番目

に視聴頻度が高い報道番組が異系列であっても、

の条件を満たせば特定の系列のメディアに

対する選択性が大きいと考え、「系列に偏重があ

る場合」に含める。この場合、 番目に視聴頻

度が高い報道番組は「 」と「その他の報道番

組」を含む。

報道番組または新聞に関して、これらのメデ

ィアを利用したが参院選の情報と接触しなかっ

た場合と、最初からこれらのメディアへ接触し

なかった場合を区別するために必要な回答者数

を得なかった。

計算の際、ロングらの配布する のモジ

ュールを用いる 。

考察対象より省く列に関しては「＊」を付さ

ない。また「 結果」では、詳細な事情を考察

しがたい居住地域に関して言及しない。

「性」に関しては、男性の回答者数を記す。

年参院選においても、「報道ステーショ

ン」など一部の番組を除き、ほぼすべての地上

波ニュースは改憲問題をとり上げなかった（津
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〔資料〕埼玉大学社会調査研究センター・毎日新聞社
共同世論調査「日本の世論 」結果

埼玉大学社会調査研究センターと毎日新聞社が

毎年定例で実施する全国世論調査「日本の世論」は、

年で 回目を迎えた。

今回の調査では、消費税や社会保障、あるいは天

皇の男系、女系など、若い人と中高年の人の間で違

いが出そうな質問を多く採用した。ところが、回答

結果を見ると年齢差は相対化され、通常あるべきラ

イフステージに応じた相違は確認できなかった。わ

ずかに違いが見受けられたのは、外国人労働者の増

加や選択的夫婦別姓の評価に関する、 歳以上と

代以下の間の相違に過ぎなかった。「意識の均質

化」が示唆される。ただ、若年と中高年との意見の

対立や価値観の相克があることの方が、社会として

は当たり前なはずだ。

今回の調査では 代でも 割がスマートフォン

を持っていると回答した。スマホを通じて得た情報

に依拠するがゆえに、社会に対する認識の画一化が

生じているのだろうか。

調査結果におけるもう一つの特徴は、内閣支持率

や外国人の受け入れ、さらに生活満足度などに関し

て、世帯年収別での相違がほとんど存在しない点で

ある。生活満足度は、年収の低い人でも「ある程度

満足」が 割を超えている。「格差なれ」が広がっ

ているのかもしれない。

継続質問の回答結果を確認すると、意識や態度の

推移よりも実態の変容、わけても、人々の日常にお

ける情報・コミュニケーションの有様に注目せざる

を得ない。例えば、手持ちの通信・通話・情報ツー

ル でのスマートフォンのシェアは、第 回調

査 年 の から、わずか 年で 年

へと増大している。その背景には、中高年層での急

速な一般化が存在する。一方、通話手段として固定

電話を用いる人の割合 は減少し続け、 年に

は にとどまった（調査の質問票・単純集計結果、

および、継続質問に関する経年結果は、後掲の一覧

を参照されたい）。

「日本の世論」調査は、第１回から、謝礼相当分

を寄付してもらう「寄付つき方式」を続けている。

回答者に謝礼を 円の図書カード を贈る代わ

りに、同額を社会事情団体に寄付してもらっている。

報道機関の世論調査では、昨今、あらかじめ対象者

全員に謝礼を送る「先渡し謝礼」が主流となってい

る。先渡しはおろか、謝礼すらない方式にもかかわ

らず、半数を超える方に協力いただけるのはとても

ありがたい。

今回、インターネットについては、 （パソコ

ン）を取りやめ、スマートフォンのみで回答を受け

付けた。ネット回答数は 件と、 年に比べて

件近く増加した。今後、スマートフォンを活用

した世論調査がより有効になる可能性があるだろ

う。

〈調査の方法〉 全国 地点の選挙人名簿から層

別 段無作為抽出法で選んだ有権者 人を対

象に，郵送法をメインに実施した。 月 日に告

知はがきを発送し，スマートフォンによるインター

ネットも同日から回答を受け付けた。郵送による質

問票は 日に発送し、 月 日までに回答を得

た。代理回答などを除いた有効回答は 人（有

効回答率 ％）。内訳は、郵送 人、ネット

人。

本調査の結果は、『毎日新聞』 年 月 日

付朝刊に「日本の世論 ：毎日・埼玉大共同調

査」特集記事として掲載された。

（文責：松本 正生）
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毎日新聞社
埼玉大学社会調査研究センター

時事問題調査「日本の世論 」（寄付つき） 

毎日新聞社は、埼玉大学社会調査研究センターと共同で、くらしや価値観の変化などについて世論調査を実施
します。

全国の選挙人名簿から、選挙管理委員会の承認を得て無作為に 人の方を選びましたところ、あなた様にご
協力をお願いすることになりました。ぜひご意見をお聞かせください。お答えは統計的に処理し、「賛成○％」と
いった形で分析しますので、お名前や回答内容が外部に出ることはありません。個人情報は、調査終了後速やか
に廃棄します。

月４日（月）までに同封の封筒（切手不要）でご返送ください。

お問い合わせ先：毎日新聞社 世論調査室 Tel：03-3212-1339／E-mail：yoron1920@mainichi.co.jp 
 
 

 
 
 
 
 
 

この調査はお答えくださった方お一人につき 円を、毎日新聞社が社会事業団体へ寄付する「寄付つき世

論調査」です（寄付のかわりに 円の図書カードをお選びいただくこともできます）。寄付先の団体を下よ

り選んでください。選ばれなかった方の分は、あしなが育英会と日本赤十字社へ分割して寄付します。

（１つだけ番号に○）

 

１．あ し な が 育 英 会 （ ）

災害や病気などで親を失った遺児への奨学金貸与、遺児の心のケア、遺児が住める学生寮の運営、アフリカ遺児

の教育支援などの活動をしています。 

 

２．日 本 赤 十 字 社 （ ）

国内外の人々の命と健康・尊厳を守るために、災害救護や国際活動をはじめ、救急法などの講習普及・医療・献

血・社会福祉事業など幅広い活動をしています。

 

３．毎 日 新 聞 東 京 社 会 事 業 団 ６（ ）

児童福祉、高齢者福祉、身障者福祉のほか、災害救援金、海外難民救援金、小児がん征圧募金、 毎日希

望奨学金などの募金・助成活動をしています。

 

４．寄 付 で は な く 謝 礼 （ ）

寄付のかわりに、回答された方に500円の図書カードをお送りします。

この調査はスマートフォン（iPhoneやAndroid）でも 
ご回答いただけます。 
QRコードをかざすか、下のURLに 
アクセスしてください。 
https://enqsrv.mainichi.co.jp/poll/
右の10桁の数字を入力し、「回答入力に進む」 
をタッチすると調査が始まります。 
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必ず封筒の宛名のご本人様がお答えください

当てはまる番号に○をおつけください

問１ あなたは安倍内閣を支持しますか、支持しませ
んか、それとも関心がありませんか。
（１つだけ番号に○）

１．支持する

２．支持しない

３．関心がない

問２ あなたはどの政党を支持していますか。
（１つだけ番号に○）

１ 自民党 （ ）

２ 立憲民主党 ９（７）

３ 国民民主党 １（１）

４ 公明党 ４（２）

５ 共産党 ３（３）

６ 日本維新の会 ４（２）

７ 社民党 ０（０）

８ れいわ新選組 ２

９ ＮＨＫから国民を守る党 １

その他の政治団体 １

支持政党はない （ ）

問３ あなたは今の生活に満足していますか。
（１つだけ番号に○）

１．大いに満足している ５

２．ある程度満足している （ ）

３．あまり満足していない （ ）

４．全く満足していない ７（３）

問４ 今の日本社会を以下に挙げる五つの層に分けた
とすると、あなた自身はどれに入ると思いますか。
（１つだけ番号に○）

１．上 １（１）

２．中の上 （ ）

３．中の下 （ ）

４．下の上 （ ）

５．下の下 ６（７）

６．わからない （ ）

問５ あなたが今、住んでいる場所は次のどちらです
か。（１つだけ番号に○）

１ あなたが生まれた都道府県

２ それ以外の都道府県

問６ あなたが今、住んでいる場所は都会だと思いま
すか。（１つだけ番号に○）

１ 都会だと思う

２ 都会とは思わない

問７ あなたは、これからもずっと、今、住んでいる
土地で暮らしたいと思いますか｡（１つだけ番号に○）

１ 暮らしたいと思う

２ 暮らしたいとは思わない

３ まだわからない

問８ 年後の日本は今より住みやすい国になってい
ると思いますか、思いませんか。（１つだけ番号に○）

１．思う ９（ ）

２．思わない （ ）

３．わからない （ ）

問９ あなたが今、最も不安に思うことは何ですか。
（１つだけ番号に○）

１ 老後の生活

２ 自分や家族の健康

３ 就職や雇用 ４

４ 出産や子育て ４

５ 地震などの災害

６ テロや戦争 ４

７ 景気 ６

８ その他 ３

次のページの問10に進んでください 
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問 米国、中国、韓国、ロシア各国との関係について

おたずねします。

ａ）四つの国に対し、どの程度「親しみ」を感じます

か。それぞれの国について５点満点でお答えくださ

い。（１つだけ番号に○）

 

 米国 中国 韓国 ロシア

感じる ５ ５ ５ ５

↑ ４ ４ ４ ４

３ ３ ３ ３

↓ ２ ２ ２ ２

感じない １ １ １ １

米国 （ ） 中国 （ ）

韓国 （ ） ロシア （ ） 
ｂ）四つの国と日本との 年後の関係は、現在と比べ

てどう変化していると思いますか。それぞれの国につ

いて５点満点でお答えください。（１つだけ番号に○）

 米国 中国 韓国 ロシア

良くなっている ５ ５ ５ ５

↑ ４ ４ ４ ４

３ ３ ３ ３

↓ ２ ２ ２ ２

悪くなっている １ １ １ １

米国 （ ） 中国 （ ）

韓国 （ ） ロシア （ ）

問 今年４月に改正入管法が施行され、特別な能力

がある外国人労働者の受け入れが緩和されました。あ

なたは、日本で働く外国人が増えることについて、ど

う思いますか。（１つだけ番号に○）

１．よいと思う

２．どちらかといえばよいと思う

３．どちらかといえばよいと思わない

４．よいと思わない ９

５．わからない １

問 あなたは、自分が住んでいる地域で、多くの外

国人が生活するようになったら、一緒に地域社会をつ

くることができると思いますか。あなたの考えに最も

近いものを選んでください。（１つだけ番号に○）

１ 外国人が日本語を話し、地域のルールを守って
くれるならできる

２ 日本人と外国人がお互いの気持ちを理解すれば
できる

３ 言葉の壁があり、価値観も違うからできない

４ この中に自分の考えと近いものはない ７

問 特定の国や民族に対して攻撃や侮辱に当たるよ

うな言動をするヘイトスピーチについて、あなたの考

えに最も近いものを選んでください。

（１つだけ番号に○）

１ 法律で罰則を設けて、一切のヘイトスピーチを
取り締まればよい

２ ヘイトスピーチを繰り返し行う団体や個人のみ規
制すればよい

３ 法律などで規制するより、特定の国や民族に対す
る誤った認識を正す方がよい

４ この中に自分の考えと近いものはない

問 あなたは、直近の知事選や市区町村長選で投票
しましたか。（１つだけ番号に○）

１．投票した

２．投票しなかった

３．選挙権がなかった １

４．わからない １

問 あなたは、直近の都道府県議選や市区町村議選
で投票しましたか。（１つだけ番号に○）

１．投票した

２．投票しなかった

３．選挙権がなかった １

４．わからない ２

次のページの問16に進んでください 
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問 あなたは、今年７月の参議院選挙で投票しまし
たか。（１つだけ番号に○）

１．投票した

２．投票しなかった

３．選挙権がなかった ０

 

問 ａ）参院選の比例代表選挙で、あなたが投票した
のは何党でしたか。（１つだけ番号に○）

１ 自民党

２ 立憲民主党

３ 国民民主党 ３

４ 公明党 ８

５ 共産党 ７

６ 日本維新の会 ９

７ 社民党 １

８ れいわ新選組 ３

９ ＮＨＫから国民を守る党 １

その他の政治団体 ３

問 ｂ）あなたが投票した政党を選んだ理由は何です
か。（いくつでも番号に○）

１ 政治や暮らしを大きく変えたかったから

２ 政治や暮らしを大きく変えたくはなかったから

３ 政策や主張に賛同・共感したから

４ 党員、もしくは支持者だから ７

５ 他に良い政党がないから

６ 知っていたのがそれしかなかったから ２

７ 他の人や団体などにすすめられたから ６

８ 党名やポスターのデザインなどを気に入ったから

０

９ ＣＭや動画、政見放送などを気に入ったから ０

この中にはない ７

問 あなたは、来年の東京オリンピックで楽しみに
している競技がありますか。（１つだけ番号に○）

１ ある

２ ない

 
 

問 ａ）あなたが楽しみにしている競技を選んでくだ
さい。（いくつでも番号に○）

１ 水泳 柔道

２ 陸上競技（ﾄﾗｯｸ種目） 空手 ７

３ マラソン 近代五種 ２

４ アーチェリー ２ ボート １

５ バドミントン ラグビー

６ 野球・ソフトボール セーリング ２

７ バスケットボール 射撃 ２

８ ボクシング ４ スケートボード

８

９ カヌー ３ スポーツクライ
ミング ９

自転車競技 ４ サーフィン ４

馬術 ２ 卓球

フェンシング ３ テコンドー １

サッカー テニス

ゴルフ トライアスロン

３

体操 バレーボール

ハンドボール １ 重量挙げ ２

ホッケー １ レスリング

「１ 投票した」と答えた方へ 
「１ ある」と答えた方へ 

次のページの問18に進んでください 
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問 今年 月から消費税率が ％に引き上げられ

ました。あなたは、この税率引き上げに賛成ですか、

反対ですか。（１つだけ番号に○）

１ 賛成

２ 反対

問 年金や医療、介護、子育てといった社会保障制

度の維持が難しくなっています。政府は消費税を社会

保障制度の充実にあてる方針です。以下のうち、あな

たの考えに最も近いものを選んでください。

（１つだけ番号に○）

１ 消費税を上げて制度を維持すべきだ

２ 給付水準が下がっても消費税を上げるべきでは
ない

３ 所得税や法人税など、他の税を引き上げて制度
を維持すべきだ

問 夫婦の老後資金として、 公的年金だけでは「約

２０００万円不足する」と試算した金融庁の審議会の報

告書がまとまりました。あなたが、老後の生活費として、

公的年金以外で最も頼りにしているものは何ですか。

（１つだけ番号に○）

１ 預貯金

２ 家族からの援助 ３

３ 退職金 ６

４ 投資信託など資産運用の収入 ４

５ 民間の年金（個人年金や確定拠出年金）

６ 財産相続 １

７ 仕事で得る収入

８ 生活保護 １

９ 頼れるものはない

問 現在、夫婦は同じ姓（名字）を名乗ることにな

っていますが、結婚しても夫婦お互いが今までの姓を名

乗れる「選択的夫婦別姓」にすべきだという意見があり

ます。あなたはどう思いますか。（１つだけ番号に○）

１ 戸籍上も通称も、夫婦は同じ姓を名乗る方がよい

２ 戸籍上は夫婦で同じ姓を名乗り、旧姓を通称とし
て使えるようにした方がよい

３ それぞれが、戸籍上でどちらの姓を名乗るか、選
べるようにすればよい

  
 

問 ａ）選択的夫婦別姓が実現した場合、戸籍上でど

ちらの姓を選びますか。（１つだけ番号に○）

１ 相手方の姓

２ 自分の姓

問 天皇は、現在の制度では父方が天皇の血筋であ

る男子の皇族が継承できます。天皇の子どもであって

も女子は皇位を継承できません。皇位継承についてあ

なたはどう思いますか。（１つだけ番号に○）

１ 男子の継承を維持すべきだ

２ 男子がいない場合のみ女子の継承を認める

３ 男女にかかわらず、天皇の第１子の継承を優先する

４ わからない

 
 
 
 

問 ａ）女性皇族の天皇即位が可能になった場合、そ

の子どもが天皇の位を継承すると､父方が天皇の血筋の

「男系」ではなく、母方が天皇の血筋の「女系」とな

ります。日本の歴史上、女系の皇位継承はありませ

ん。あなたはどう思いますか。（１つだけ番号に○）

１ 男系による継承を維持すべきだ ６

２ 女系による継承を認めてもよい

３ わからない

「３ それぞれが、戸籍上でどちらの姓を名乗るか、選べ

るようにすればよい」と答えた方へ

「２  男子がいない場合のみ女子の継承を認める」「３  
男女にかかわらず、天皇の第１子の継承を優先する」と答
えた方へ 
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問 あなたは日本国憲法の改正についてどう思いま
すか。（１つだけ番号に○）

１ 前文を含めて全面的に改正する方がよい

２ 特定の条文のみ改正、追加すればよい

３ 改正する必要はない

問 憲法９条について、あなたの考えに最も近いも
のはどれですか。（１つだけ番号に○）

１ 戦力不保持を掲げた９条２項を削除して、国防軍

の存在を明記する改正を行う

２ 戦争放棄を掲げた９条１項と２項をそのままにし

て、自衛隊の存在を明記する改正を行う

３ 上の１ ２ 以外の改正を行う ６

４ 改正の必要はない

《参考情報》

○野党時代の自民党改憲草案（ 年）より抜粋

第９条の２
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保する
ため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持す
る。

○政権復帰後の自民党改憲案（ 年）より抜粋

第９条の２
前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民
の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げ
ず、そのための実力組織として、法律の定めるところに
より、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者
とする自衛隊を保持する。

問 あなたは、安倍政権下での憲法改正に賛成です
か、反対ですか。（１つだけ番号に○）

１ 賛成

２ 反対

◆最後に、今回の調査結果を統計的に処理するために
いくつかお伺いします。

Ｆ１ あなたは男性ですか、女性ですか。

（１つだけ番号に○）

１．男性 （ ）

２．女性 （ ）

３．答えない １（２）

 

Ｆ２ あなたは何十代ですか。（１つだけ番号に○）

１． ・ 歳 ２

２． 代 ９

３． 代

４． 代

５． 代

６． 代

７． 代

８． 代 ７

９． 代 １

． 歳以上

 

Ｆ３ あなたの主たるご職業は何ですか。

（１つだけ番号に○）

１．お勤め （ ）

２．自営業主、自由業者 ７（８）

３．家族従業 １（１）

４．農業・林業・漁業 ２（２）

５．専業主婦（夫） （ ）

６．学生 ４（３）

７．その他［ ］ ３（３）

８．仕事をしていない （ ）

 
 
Ｆ３ａ）あなたは次のどれにあてはまりますか。

（１つだけ番号に○）

１．経営者、役員、管理職 （ ）

２．正社員、正職員 （ ）

３．パート、アルバイト、契約社員、

臨時社員、嘱託社員 （ ）

４．派遣社員 ２（２）

５．その他 ［ ］３（３）

「１．お勤め」「２．自営業主、自由業者」「３．家族

従業」「４．農業・林業・漁業」と答えた方へ

下
の
質
問
に
進
ん
で
く
だ
さ
い 

次のページのF4に進んでください 
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Ｆ４ あなたにはお子さんがいますか。過去にいた方

は「いる」とお答えください。（１つだけ番号に○）

１．いる （ ）

２．いない （ ）

Ｆ５ あなたのご自宅にある通信・通話・情報機器は

どれですか。（いくつでも番号に○）

固定 （ ） 携帯 （ ）

スマートフォン （ ） タブレット （ ）

パソコン （ ）

 

 

Ｆ６ あなたは家から電話をかける時、主に固定電話

を使いますか、携帯電話やスマートフォンを使います

か。（１つだけ番号に○）

１．固定電話 （ ）

２．携帯電話・スマートフォン （ ）

３．電話をかけない １（１）

Ｆ７ あなたは普段、パソコンやスマートフォンでイ

ンターネットを使用する際に、何をしますか。

（いくつでも番号に○）

１．メールなどのコミュニケーション （ ）

２．情報の検索や収集 （ ）

３．映像や音楽の視聴 （ ）

４．買い物 （ ）

５．ゲーム （ ）

６．インターネットは使用しない （ ）

 

 

Ｆ７ａ）コミュニケーションには何を利用しますか。

（いくつでも番号に○）

１．メール （ ）

２．フェイスブック （ ）

３．ツイッター （ ）

４．ライン（ ） （ ）

５．インスタグラム （ ）

６．ミクシィ ２（２）

７． その他［ ］ ２（２）

 

 

Ｆ８ あなたの世帯の年収合計（昨年１年間分）につ

いてお答えください。（１つだけ番号に○）

１． 万円未満 （ ）

２． 万円以上、 万円未満 （ ）

３． 万円以上、 万円未満 （ ）

４． 万円以上、 万円未満 ７（７）

５． 万円以上 （９）

「１．メールなどのコミュニケーション」と答えた方へ

 

次のページのF9に進んでください 
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Ｆ９ あなたのお住まいの形態についてお答えくださ

い。（１つだけ番号に○）

１．賃貸 （ ）

２．持ち家 （ ）

３．それ以外 ３（３）

Ｆ あなたが最後に在籍した（または今、在籍して

いる）学校を選んでください。（１つだけ番号に○）

１．中学校（旧制高等小学校含む） ８（ ）

２．高校（旧制中学含む） （ ）

３．高専・短大・専修学校 （ ）

４．大学（旧制高専含む） （ ）

５．大学院（修士・博士） ４（３）

６．わからない ０（０）

 

Ｆ あなたの世帯は、次のように分類したとすると

どれにあてはまりますか。（１つだけ番号に○）

１．１人世帯 （ ）

２．１世代世帯（夫婦のみ） （ ）

３．２世代世帯（親と子） （ ）

４．３世代世帯（親と子と孫） （ ）

５．その他の世帯 ２（３）

６．わからない ０（０）
ご協力ありがとうございました。

ご回答の日付をご記入ください。（ 月 日）

お名前やご住所などに間違いや部屋番号の抜けがご

ざいましたら、後日お礼をお送りする際に失礼のない

ように、正しいお名前やご住所をご記入いただければ

幸いです。

この回答用紙は、 月４日（月）までに

ご回答いただき、同封の封筒（切手不要）で

ご返送ください。

 

ご意見やご要望があれば、こちらにご記入ください。
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1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 大いに満足している 5 7 4 4 4 13 5

２. ある程度満足している 60 58 58 58 61 68 62

３. あまり満足していない 27 28 29 30 29 15 26

４. 全く満足していない　 7 7 8 7 6 3 7

無回答 1 0 0 0 0 1 1

（％）

1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 上 2 1 1 1 1 1

２. 中の上 18 19 17 18 21 19

３. 中の下 41 37 37 40 37 41

４. 下の上 23 24 23 22 21 22

５． 下の下　 5 6 7 7 7 6

６． わからない 10 10 12 9 13 10

無回答 2 3 3 2 1 0

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 思う 10 9 10 8 9 14 9

２. 思わない 62 67 59 61 60 56 65

３. わからない 27 23 31 30 29 29 25

無回答 1 2 1 1 1 1 1

（％）

時事問題世論調査「日本の世論」経年（2013～2019）結果

問　あなたは今の生活に満足していますか。（１つだけ番号に○）

問　今の日本社会を以下に挙げる五つの層に分けたとすると、あなた自身はどれに入ると思い
ますか。（１つだけ番号に○）
 

問　10年後の日本は今より住みやすい国になっていると思いますか、思いませんか。
（１つだけ番号に○）
 

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期
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1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. いる 73 72 71 70 71 71 68

２. いない 26 27 28 27 27 27 30

無回答 1 2 1 2 3 2 1

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 固定電話 86 82 81 82 81 80 77

２. 携帯電話 75 67 64 60 53 47 41

３. スマートフォン 48 53 61 65 70 75 79

４. タブレット端末 15 20 26 34 32 38 36

５. パソコン 67 65 66 67 66 69 67

無回答 ■ 3 4 1 1 2 1

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 固定電話 43 41 33 32 30 27 23

２. 携帯電話・スマートフォン 54 55 64 65 68 69 75

３. 電話をかけない 2 2 1 2 2 1 1

無回答 1 2 1 1 1 2 1

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 賃貸 22 21 22 22 21 20 21

２. 持ち家 75 74 75 74 75 75 75

３. それ以外 3 2 3 4 4 3 3

無回答 0 2 1 1 1 2 1

（％）

F　　あなたにはお子さんがいますか。過去にいた方は「いる」とお答えください。（１つだけ番号に
○）

F　あなたのご自宅にある通信・通話・情報機器はどれでですか。（いくつでも番号に○）

F　あなたは家から電話をかける時、主に固定電話を使いますか、携帯電話やスマートフォンを
使いますか。（１つだけ番号に○）

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

F　　あなたのお住まいの形態についてお答えください。（一つだけ番号に○）
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1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911
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（％）
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選択肢／調査時期

選択肢／調査時期
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1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. いる 73 72 71 70 71 71 68

２. いない 26 27 28 27 27 27 30

無回答 1 2 1 2 3 2 1

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 固定電話 86 82 81 82 81 80 77

２. 携帯電話 75 67 64 60 53 47 41

３. スマートフォン 48 53 61 65 70 75 79

４. タブレット端末 15 20 26 34 32 38 36

５. パソコン 67 65 66 67 66 69 67

無回答 ■ 3 4 1 1 2 1

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 固定電話 43 41 33 32 30 27 23

２. 携帯電話・スマートフォン 54 55 64 65 68 69 75

３. 電話をかけない 2 2 1 2 2 1 1

無回答 1 2 1 1 1 2 1

（％）

1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911

１. 賃貸 22 21 22 22 21 20 21

２. 持ち家 75 74 75 74 75 75 75

３. それ以外 3 2 3 4 4 3 3

無回答 0 2 1 1 1 2 1

（％）

F　　あなたにはお子さんがいますか。過去にいた方は「いる」とお答えください。（１つだけ番号に
○）

F　あなたのご自宅にある通信・通話・情報機器はどれでですか。（いくつでも番号に○）

F　あなたは家から電話をかける時、主に固定電話を使いますか、携帯電話やスマートフォンを
使いますか。（１つだけ番号に○）

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

選択肢／調査時期

F　　あなたのお住まいの形態についてお答えください。（一つだけ番号に○）
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寄付報告書 
 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

このたびは、毎日新聞社と埼玉大学社会調査研究センターが昨年秋に

共同で実施した世論調査「日本の世論 2019」にご協力いただき、誠にありがと

うございました。調査結果を 2019年 12月 30日(月）の毎日新聞朝刊に掲載し

ましたので、その記事をお送りいたします。 

 

この世論調査は、ご回答者に謝礼（５００円の図書カード）をお贈りする代わ

りに、謝礼相当額を社会事業団体に寄付する「寄付つき世論調査」という仕

組みで、2013 年から毎年実施しています。ご回答者には、「あしなが育英会」

「日本赤十字社」「毎日新聞東京社会事業団」の３団体いずれかへの寄付

か、「寄付ではなく謝礼」の選択肢から、ひとつをお選びいただきました。 

 

寄付先を選択された方の人数に応じ、調査終了後、毎日新聞社が各団

体へ寄付いたしました。寄付先を選ばれなかった方の分は「あしなが育英会」

と「日本赤十字社」に分割して寄付させていただきました。 

 

寄付先と寄付額は以下の通りです。 

「あしなが育英会」  26万 9２５０円 

「日本赤十字社」         21万１７５０円 

「毎日新聞東京社会事業団」  4万２５００円 

 

寄付先を選ばれた方にはこの寄付報告書と新聞記事を、謝礼を選ばれた

方にはさらに図書カードを同封いたしました。どうぞご確認ください。 

 

 以上、寄付のご報告とさせていただきます。この度の世論調査へのご協力に、

重ねて深くお礼申し上げます。 

 

2020年 1月 17日 

 

〒100-8051 

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 

毎日新聞社    世論調査室 
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〔資料〕埼玉大学社会調査研究センター・ 報道局共同調査
「さいたま市民の政治・選挙に関する意識調査（シニア調査）」結果

・調査の背景－投票弱者の存在

年、埼玉県はまれにみる選挙イヤーであっ

た。 月の統一地方選挙に始まり、 月の参議院の

通常選挙、 月に知事選挙、さらには 月の参議

院の補欠選挙と、ほぼ半年の間に つの選挙が続

いた。けれども、投票率は芳しいものではなかっ

た。月の県議選が 、月の参院選は 、

月の知事選が 、そして 月の参院補選は

と、低率に終始した。

さいたま市選挙管理委員会は、国政、地方を問

わず毎回の選挙に際して、全有権者に関する投票

率を捕捉し、ウェブサイトで公開している。〔表 〕

は、 年 月に実施された参院選の投票率を、年

齢および性別にブレークダウンした結果である。

先ずは若年層、とりわけ 代の低投票率が目に入

ってくるだろう。次いで、男女別の数値を年齢に

そって見て行くと、女性の 歳以上の比率が、

と極端に低いことが判明する。同じ女性の

代と比べ約 ポイント低落している。 歳以

上を男女間で比較すると、女性の方が約 ポイン

トも低い。男性の 歳以上は、同じ男性の 代

に比べ、比率の低落度合いは女性のように大きく

はない。

同表の有権者数が、女性の 歳以上における投

票率の落ち込みの要因を示唆してくれる。 歳以

上は、男性の 人に対して女性は 人

と約 万人多い。この差からは、必然的に、単身

の高齢女性の存在が推測されよう。

引き続き、〔表 〕を参照されたい。これは、参

院選の か月前の 年 月に実施された、さいた

〔表 〕

〔表 〕

(2019.7)
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寄付報告書 
 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

このたびは、毎日新聞社と埼玉大学社会調査研究センターが昨年秋に

共同で実施した世論調査「日本の世論 2019」にご協力いただき、誠にありがと

うございました。調査結果を 2019年 12月 30日(月）の毎日新聞朝刊に掲載し

ましたので、その記事をお送りいたします。 

 

この世論調査は、ご回答者に謝礼（５００円の図書カード）をお贈りする代わ

りに、謝礼相当額を社会事業団体に寄付する「寄付つき世論調査」という仕

組みで、2013 年から毎年実施しています。ご回答者には、「あしなが育英会」

「日本赤十字社」「毎日新聞東京社会事業団」の３団体いずれかへの寄付

か、「寄付ではなく謝礼」の選択肢から、ひとつをお選びいただきました。 

 

寄付先を選択された方の人数に応じ、調査終了後、毎日新聞社が各団

体へ寄付いたしました。寄付先を選ばれなかった方の分は「あしなが育英会」

と「日本赤十字社」に分割して寄付させていただきました。 

 

寄付先と寄付額は以下の通りです。 

「あしなが育英会」  26万 9２５０円 

「日本赤十字社」         21万１７５０円 

「毎日新聞東京社会事業団」  4万２５００円 

 

寄付先を選ばれた方にはこの寄付報告書と新聞記事を、謝礼を選ばれた

方にはさらに図書カードを同封いたしました。どうぞご確認ください。 

 

 以上、寄付のご報告とさせていただきます。この度の世論調査へのご協力に、

重ねて深くお礼申し上げます。 

 

2020年 1月 17日 
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東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 

毎日新聞社    世論調査室 
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〔資料〕埼玉大学社会調査研究センター・ 報道局共同調査
「さいたま市民の政治・選挙に関する意識調査（シニア調査）」結果

・調査の背景－投票弱者の存在

年、埼玉県はまれにみる選挙イヤーであっ

た。 月の統一地方選挙に始まり、 月の参議院の

通常選挙、 月に知事選挙、さらには 月の参議

院の補欠選挙と、ほぼ半年の間に つの選挙が続

いた。けれども、投票率は芳しいものではなかっ

た。月の県議選が 、月の参院選は 、

月の知事選が 、そして 月の参院補選は

と、低率に終始した。

さいたま市選挙管理委員会は、国政、地方を問

わず毎回の選挙に際して、全有権者に関する投票

率を捕捉し、ウェブサイトで公開している。〔表 〕

は、 年 月に実施された参院選の投票率を、年

齢および性別にブレークダウンした結果である。

先ずは若年層、とりわけ 代の低投票率が目に入

ってくるだろう。次いで、男女別の数値を年齢に

そって見て行くと、女性の 歳以上の比率が、

と極端に低いことが判明する。同じ女性の

代と比べ約 ポイント低落している。 歳以

上を男女間で比較すると、女性の方が約 ポイン

トも低い。男性の 歳以上は、同じ男性の 代

に比べ、比率の低落度合いは女性のように大きく

はない。

同表の有権者数が、女性の 歳以上における投

票率の落ち込みの要因を示唆してくれる。 歳以

上は、男性の 人に対して女性は 人

と約 万人多い。この差からは、必然的に、単身

の高齢女性の存在が推測されよう。

引き続き、〔表 〕を参照されたい。これは、参

院選の か月前の 年 月に実施された、さいた
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〔表 〕
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ま市議選の投票率をまとめたものである。やはり、

歳以上の女性における顕著な落ち込みが見受

けられる。〔表 〕と〔表 〕を比較すると、女性

の 歳以上を除く他の年齢層については、いずれ

も、参院選の投票率の方が市議選よりも ポイン

ト程度高いことがわかる。国政選挙か地方選挙か

という選挙の種類や、時々の選挙戦の様相あるい

はメディアの報道の仕方などに応じて、人々の選

挙への関心度や投票への志向性に変動が生ずるの

は、極めて自然なことである。

ところが、女性の 歳以上の投票率には、参院

選－市議選間にほとんど相違が見受けられない。

すなわち、低投票率は、意識や態度、あるいは時

宜的要素と関わりのない構造的な要因に依拠して

いるのではないかという仮説が成り立つ。いわゆ

る買物弱者と同様に、個人の身体的状態や日々の

居住状況などが投票への制約となっているという、

「投票弱者」の存在が示唆されよう。

埼玉大学社会調査研究センターが、さいたま市

民を対象に 年 月に実施した意識調査では、

同年 月の市議選で「投票しなかった」と回答し

た人たちに、その理由を聞いている。「投票しなか

った」理由に「病気などの体調不良」をあげた比

率は、 歳以上で を占めており、同回答の全

体平均の だけでなく、 代の と比べても

大きく異なる。加えて、 歳以上に関する「病気

や体調不良」の比率は、 年 月の、さいたま

市長選後に実施した調査の同一質問に対する

からも、明確に上昇している（ 年調査、

年調査結果の詳細は、『政策と調査』第

号 および第 号 を参照された

い）。

・調査の方法

「投票弱者の存在とその実態の把握」のために、

埼玉大学社会調査研究センターとＮＨＫ報道局は、

検証の方法について協議を重ねた。現実的可能性

という大きなハードルに直面し試行錯誤を繰り返

す過程で、探索の第一段階として、民生委員を通

じた調査を選択するに至った。幸い、さいたま市

の大宮南地区社会福祉協議会にご理解をいただき、

同地区の民生委員の方々のご協力を頂戴すること

ができた。

「さいたま市民の政治・選挙に関する意識調査

以下、シニア調査 」は、大宮南地区の民生委員

が、各人がケアしている単身の高齢者を訪問する

際に、われわれの作成した調査票を渡し、対象者

本人が回答記入後の調査票を返信用封筒に入れ、

埼玉大学社会調査研究センター宛てに郵送すると

いう方法を採用した。社会調査の方法に即して言

えば、訪問留め置き＋郵送回収方式と定義できよ

う。調査票は、 年 ～ 月、民生委員の方々に

お願いし、担当する高齢者宅の訪問時に直接手渡

してもらった。対象者の総数は 名、郵送によ

る返信数は 通、回収率は であった。

・調査の結果

後掲の調査票と単純集計結果を参照されたい。

先ず、 の性別の構成を見ると、女性が を占

めており、多くの単身女性高齢者から回答が寄せ

られたことが確認できる。

の「選挙の際に、どの程度投票に行っている

か」に対する回答結果は、「毎回行っている」が

と 分の を占め、「どちらかといえば投票に

行くことが多い」の を合わせて と大多数に

達する。他方、「ほとんど投票には行かない」はわ

ずか 、「どちらかといえば投票に行かない」も

に過ぎない。先に〔表 〕や〔表 〕で確認した

実際の投票率とは、全く異なる回答が寄せられた。

「毎回行っている」と「どちらかといえば投票

に行くことが多い」と回答した人たちに、「ふだん、

だれと投票に行くか 」と聞くと、「１人で」

が で大多数を占め、「家族と」は にとどま

った。 年 月に一般有権者を対象に実施した「さ

いたま市民意識調査 以下、市民調査 」で、 月

の市議選に「投票した」人たちに聞いた同一質問

の結果の、「１人で」は 、「家族と」が とは

対照的な実態が明らかになる。

次いで、シニア調査で「毎回行っている」と「ど

ちらかといえば投票に行くことが多い」と回答し

た人たちに、「投票に行く際に、どのような交通手

段を利用するか 」を問うと、「徒歩」が

で大半を占めた。市民調査における同一質問での

「徒歩」の と比較しても顕著に高い比率を示

している。

これらの結果からは、投票弱者とは対極的な、

毎回の選挙に、歩いて投票所に出向き投票する人

たちの存在が浮かび上がってくる。高齢の単身女

性といっても、われわれのシニア調査に回答を寄

せてくれた 割強は、民生委員が日常的にコンタ

クトの取れる人たちで、しかも、回答記入後の調

査票を郵便で返送できる人たちに他ならない。回

答者の特性、言い換えるならば、健常者バイアス

が反映されていることは否めないであろう。
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一方、「ほとんど投票には行かない」と「どちら

かといえば投票に行かない」と回答した人たちに、

「投票に行かないのはなぜか 」を聞くと、「足

や腰が痛いから」が 、「病気などで体調が良く

ないから」の が 、 位で大半を占めた。「投

票するのが面倒だから」や「政党や政策がよくわ

からないから」の比率がゼロであることを考え合

わせれば、投票には行きたい（行く気はある）が

身体的理由でままならないという、投票弱者に相

当する人たちの存在を確認することができる。

シニア調査で「ほとんど投票には行かない」と

「どちらかといえば投票に行かない」人たちに、

再度、「どういう状況ならば投票しようと思うか」

を問うた結果では、市民意識調査で比率の高かっ

た「インターネットで投票ができたら」 や、

「駅やショッピングセンターで投票できたら」

の割合はわずかに過ぎない。わけても、「駅

やショッピングセンターで投票できたら」がゼロ

であること、「投票所までの無料バスなどが運行さ

れたら」も にとどまることなどからは、投票弱

者と買物弱者とが重なり合う存在であることが示

唆される。

今回の調査に関しては、調査の対象者となった

人たちが、単身の高齢者の中でも、民生委員がコ

ンタクト可能であるという条件が付随する。そう

した特定の人たちでさえも、回答比率が示すよう

に、半数以上は捕捉できなかった。加えて、民生

委員がリーチできない人たちが日々増加しつつあ

るという実情を考慮に入れるならば、社会の暗数

部分の把握は、今後、いっそう困難になると推測

される。われわれの研究の方法論的限界はきわめ

て高い。

＜謝辞＞

今回の調査の実施に当たっては、多くの方々の

ご理解とご協力を頂戴した。とりわけ、大宮南地
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福祉コーディネーターの長瀬真弓氏には、いろい

ろとご配慮をいただいた。調査票の配布に際して

は、大宮南地区の民生委員のみなさまにご苦労を

お掛けした。記して謝意に代えたい。最後になっ

たが、回答を寄せてくださった地域のシニアのみ

なさまに、あらためて御礼を申し述べたい。
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この下の Ｑ１ からお答えください

Ｑ１．あなたは、国や地方の政治について、ど

の程度関心を持っていますか。１つ選ん

で番号に○をつけてください。

１． 非常に関心を持っている

２． ある程度関心を持っている

３． あまり関心を持っていない

４． 全く関心を持っていない

Ｑ２．選挙についてお聞きします。あなたは国や

地方の選挙の際に、どの程度投票に行っ

ていますか。１つ選んで番号に○をつけ

てください。

１． 毎回投票に行っている ⇒ ３へ

２． どちらかといえば投票に行くことの方が多い

⇒ ３へ

３． どちらかといえば投票に行かないこと

の方が多い⇒ 次頁 ５へ

４． ほとんど投票には行かない

⇒ 次頁 ５へ

「１．毎回投票に行っている」

「２．どちらかといえば投票に行くことの方が多い」

と回答した人への質問

Ｑ３．あなたは、ふだん、どなたと投票に行き

ますか。１つ選んで番号に○をつけてく

ださい。

１． １人で

２． 家族と

３． 知人等と

４． その他 －

（具体的に ）

Ｑ４．あなたは、投票所に行く際に、どのよう

な交通手段を利用しますか。１つ選んで

番号に○をつけてください。

１． 徒歩

２． 自転車、バイク

３． 自家用車

４． タクシー －

５． 公共交通（ＪＲ・私鉄・バスなど）

６． その他 －

（具体的に ）

埼玉大学社会調査研究センター・ＮＨＫ報道局

「さいたま市民の政治・選挙に関する意識調査」 年 月

埼玉大学社会調査研究センターでは、ＮＨＫ報道局選挙プロジェクトと共同で、いまの政治への関心や選挙へ

の対応などを有権者のみなさまにお聞きし、投票環境整備や効果的な啓発手法を考えるために活用させてい

ただきたいと考えております。

ぜひ、ご意見をお聞かせください。回答結果は、統計的に処理して「非常にある△△％」といった形で分析し

ますので、お名前やご記入内容が外部に公表されることはございません。

回答の記入後は、同封のグリーンの封筒に入れ 月末をめどに返送してください。

お問い合わせ＞埼玉大学社会調査研究センター（担当・菱山＝ひしやま）
９時～１６時（月曜日から金曜日、祝日を除く）

次のページに続きます。
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「３．どちらかといえば投票に行かないことの方か

多い」 「４．ほとんど投票には行かない」と回答した

人への質問

Ｑ５．投票に行かないのは、なぜですか。あては

まるものすべての番号に○をつけてくださ

い。

１． 足や腰が痛いから

２． 病気などで体調が良くないから

３． 投票するのが面倒だから －

４． 投票所が遠いから

５． 政治や選挙に関心がないから

６． 投票したいと思う候補者がいないから

７． 政党や政策がよくわからないから －

８． 自分が投票しなくても結果は同じだから

なんとなく －

．その他

（具体的に ）

Ｑ６．あなたは、どういう状況ならば投票しよ

うと思いますか。あてはまるものすべて

の番号に〇をつけてください。

１． 投票所がもっと近かったら

２． 投票所までの無料バスなどが運行されたら

３． タクシーチケットが配布されたら

４． 駅やショッピングセンターで投票できたら －

５． 郵送による投票ができたら

６． インターネットによる投票ができたら

７． 投票所で無料の健康診断ができたら －

８． 投票所で地域のイベントがあったら －

９． 投票すると景品がもらえたら

１０． その他 －

（具体的に ）

１１． もう投票に行くことはないと思う

ここからは全員への質問です。

Ｑ７．最近の選挙では、８０歳以上になると投
票率が下がる傾向があります。それにつ
いて、あなたは、下記のどちらの影響が
大きいと思いますか。あてはまるものを
１つ選んで番号に〇をつけてください。

１． 体力や気力の低下

２． 関心の低下

３． わからない

Ｑ８．あなたは、選挙の投票について、下記の
どれに近い考えを持っていますか。
１つ選んで番号に○をつけてください。

１． 投票することは国民の義務である

２． 投票することは国民の権利である

３． 投票する、しないは個人の自由である

４． わからない

Ｑ９．あなたは、次のＡ～Ｆについてどの程度あ
てはまりますか。それぞれ１つずつ選んで番
号に〇をつけてください。

Ａ 私はいまの生活に「満足」である。

１． そう思う

２． ある程度そう思う

３． あまりそう思わない

４． そう思わない

５． わからない

Ｂ 私はいま「健康」である。

１． そう思う

２． ある程度そう思う

３． あまりそう思わない

４． そう思わない

５． わからない －
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Ｃ 私は近所づきあいがある。

１． そう思う

２． ある程度そう思う

３． あまりそう思わない

４． そう思わない

５． わからない －

Ｄ 私は住んでいる地域の交通事情に満足である。

１． そう思う

２． ある程度そう思う

３． あまりそう思わない

４． そう思わない

５． わからない

Ｅ 私は住んでいる地域の医療施設に満足である。

１． そう思う

２． ある程度そう思う

３． あまりそう思わない

４． そう思わない

５． わからない

私は地域に貢献している。

１． そう思う

２． ある程度そう思う

３． あまりそう思わない

４． そう思わない

５． わからない

◆最後に、あなた自身について、おうかが
いします。

Ｑ１０．あなたは男性ですか、女性ですか。

１． 男性 ２． 女性

Ｑ１１．あなたの年齢は、おいくつですか。

満 歳

Ｑ１２．あなたには、日常的に連絡を取り合う

親族の方がいますか。

１． いる ２． いない

Ｑ１３．あなたのご自宅から投票所へ行くのに

は、何分くらいかかりますか。１つ選

んで番号に○をつけてください。

１． ５分未満

２． ５分以上～１０分未満

３． １０分以上～２０分未満

４． ２０分以上

５． わからない －

Ｑ１４．あなたは、今の住所に住んでどのくらい

になりますか。１つ選んで番号に○をつ

けてください。

１． ３年未満 －

２． ３年以上～１０年未満

３． １０年以上～２０年未満

４． ２０年以上～３０年未満

５． ３０年以上～５０年未満

６． ５０年以上

次のページに続きます。

 

代 ％

代 ％

代 ％

代 ％

歳以上 ％
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Ｑ１５．あなたは、下のような団体に加入していますか。あてはまるものすべての番号に〇をつけて

ください。

１． 政治家の後援会

２． 自治会

３． 婦人会

４． 消防団 －

５． 老人クラブ（老人会）

６． 農協・その他の農林漁業団体 －

７． 労働組合 －

８． 商工業関係の経済団体 －

９． 宗教団体

． 同好会・趣味のグループ

． 住民運動・消費者運動・

市民運動の団体

． ＮＰＯ・地域づくり団体

． その他（具体的に ）

． どれにも加入していない

・ あなたが選挙や政治について日頃感じていることがありましたら、ご自由にご記入ください。

・ あなたの回答について、埼玉大学やＮＨＫから後日あらためてお話をうかがうことは可能でし

ょうか。可能でしたら、お名前とご連絡先をご記入ください。

（お名前 ）

（ご連絡先 ）

ご協力ありがとうございました。
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■投 稿 規 定■ 
１．（ジャンルと枚数）投稿をお願いするのは、次のものです。 

・論文 

・研究ノート、判例研究、ケース 

・資料、翻訳 

・海外事情 

・書評 

・その他 

以上の投稿原稿の枚数は、論文より翻訳までは 400 字詰原稿用紙 80 枚を、海外事情よりその他までは

同 50 枚を限度とします。投稿原稿には、投稿者名を記入せず、「拙稿」「拙著」など投稿者を特定出来る

ような表現は使用しないでください。 

投稿の際はコピーと要約を各一部付けて下さい。 

２．（投稿回数）原稿受付は年１回、原則として 12 月末日とします。 

３．（レフリー制）投稿原稿は、編集委員会の審査を経て採用を決定します。 

４．（投稿資格）投稿は原則として自由です。 

５．（著作権）掲載された論文等の著作権（著作権法第 21 条—第 28 条）は埼玉大学社会調査研究センタ

ーに帰属し、投稿者はその電子化による学内外への公開を許諾するものとします。 

  編集委員会 
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外山 公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授） 
堀江 浩 （朝日新聞社編集委員） 
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