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埼玉大学社会調査研究センターの研究機関誌『政策と調査 』は、第 号

を刊行するに至った。この間、『政策と調査』がどれほどの面々の目に留まり、認知していただけ

たのか。いささか心もとない。

今号では、 篇の論文を掲載した。第一論文の「世論調査でみる安倍政権 － 年以降、歴代

内閣との比較を通して－」 堀江浩 は、小泉純一郎内閣にまでさかのぼり、歴代内閣の支持理由

や年代別支持率、さらに政党支持率などを比較検討している。使用したデータは、 年 月の

小泉内閣発足時から朝日新聞社が始めた 定例電話世論調査結果に相当する。内閣支持率調査

が 件、政党支持率調査は 件におよぶ。

内閣の支持理由・不支持理由という、通常はあまり注目されることのない変数の推移を詳細に

観察すると、「政権交代の前後で内閣支持 不支持の理由に政権政党を意識した回答が増えるこ

とや、第 次以降の安倍晋三内閣を支持する理由で『他よりよさそう』が最多になる」ことから、

「 度の政権交代を経験した有権者が、政権を比べて評価できる視点を身に付けた」のではない

かと堀江氏は解釈している。「他よりよさそう」も、消極的な意味合いとは限らない。非常に興味

深い指摘であろう。

政党支持にかんしては、第 次安倍内閣は民主支持と無党派から離れた層を取り込むことによ

り自民党支持層を大きく回復させ、これが政権の安定と長期化を支えた分厚い基層となったとい

う。堀江氏はさらに、 調査では 年から従来の固定電話に携帯電話を加えたことにより、

各回の調査における若年層、とりわけ 代の数値のばらつきが収束し、安定的な結果を得られる

ようになったことを明示している。

第二論文の「ライフ・スタイルの変容と政治意識の軌跡 －『さいたま市民 政治に関する意

識調査』 ～ －」 松本正生 は、埼玉大学社会調査研究センターが、 年からアニュ

アルで実施してきた 回の調査結果のまとめである。郵送法を採用する同調査は一貫して 割台

の有効回収率を確保しており、継続質問結果の時系列推移の客観性が担保される。経年の推移で

は、「スマートフォンの保有率」に激変とも言うべき増加傾向が存在する。デバイスの変化は、単

なるツールのレベルにとどまらず、コミュニケーション・スタイルの変容、情報源の転換、延い

てはライフ・スタイルの変質も引き起こしている。

定例調査の 年間は、くしくも第 次安倍内閣の在任期間と重なる。安倍内閣支持率について

は、報道機関の調査結果と同様、ゆるやかな「若高－老低」型の支持構造を確認できる。ただ、

年齢階層間での比率の相違は、支持率よりも不支持率の方が大きく、 ～ 歳や 代の若年層

には、「『支持しない』とは答えない」という特性が存在している。

政治意識については、政治不満や政治家不信の高さが目立った。しかしながら、 ～ 歳の最

若年層だけは、政治に対する不満が低いにもかかわらず政治家不信は高いという、他の年代とは

異なる傾向が見受けられる。若年層とって、一般的な政治に関するリアリティが希薄な一方で、

メディアを通じた政治家のマイナス・イメージが政治を認知する契機となっていることを示唆し

ている。
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第三論文の「景気判断と家計行動 －世論調査からの接近―」 福地幸文 は、世論調査結果と

統計データを用いて、国民の景気判断と家計行動の関係を分析している。景気判断における最も

重要な指標は実質 の成長率 増減率 であるが、国民が日々の生活の中で、実質 を判断材

料として景気判断を行い、家計行動を選択しているとは考え難い。「国民がどのような景気判断材

料に基づき、如何なる家計行動を 消費行動や金融行動 を選択している」のか。福地氏は、年度

会計と暦年統計を用いた回帰分析を行い、「国民は賃金水準とその前提となる雇用環境を主な景気

判断材料の一つとしている」と推測している。

他方、国民生活に関する世論調査と労働力調査の分析では、完全失業率が低下して雇用が安定

すると、国民は貯蓄や投資など将来に備えようとすることが明らかとなる。とすれば、賃金が増

加しても消費は増えないことになるだろう。ところが、勤労者世帯に注目し詳細に分析すると、

勤労者世帯は可処分所得を上回る旺盛な支出をしていることが判明する。家計の購買意欲に対す

る可処分所得の不足を補っているのが、クレジット購入にほかならない。したがって、「一人当た

りの賃金の引き上げに向けた取り組みが、健全な経済成長に資する重要な課題である」と福地氏

は結論づけている。手堅い解析と言えよう。

第四論文の「『ノン・スポークン 調査』の理念と課題」 平田崇浩・大隈慎吾 は、

株 社会調査研究センターが実装する新方式の調査方法に関する解説である。ノン・スポークン

調査とは、電話 調査と 調査とをミックスさせた自記式の世論調査に相当する。オートコ

ール・システムを用いて調査への協力依頼をし、承諾が得られたら でリンク情報を送信する。

回答者がスマートフォンの画面をタップすれば 上の回答画面に転じ、質問のテキストを読ん

で回答してもらうという手順である。 調査なので、文章で回答を書いてもらう自由記述形式

の設問も可能である。

ノン・スポークン調査は、実査環境の悪化やコミュニケーション・スタイルの変容に対応すべ

く設計された手法であるが、調査に対する社会の信頼を取り戻すために、調査する側の論理から

回答する側の都合の優先へと、世論調査をめぐる主客間のルール・チェンジも提起している。平

田・大隈論文では、ノン・スポークン調査の理念の開陳に加えて、同調査のパフォーマンスに関

するデータもあまねく開示することにより、当該調査手法の課題が明らかとなる。さらなる精度

向上への模索を怠ることなく、きちんと育て上げたい手法である。

本号の巻末には、第 号から第 号までの総目次を掲載している。これらの論文については、

すべて、われわれ埼玉大学社会調査研究センターのウェブサイト上で閲覧が可能である

。ご利用に供すれば幸甚である。

年 月

埼玉大学社会調査研究センター長

松本 正生
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世論調査でみる安倍政権

－ 年以降、歴代内閣との比較を通して－

The Abe Administration through Public Opinion Polls: In Comparison with Successive Cabinets Since 2001 

堀江 浩

〈要旨〉

年 月に発足した小泉内閣までさかのぼり、歴代内閣の支持理由や年代別支持率などを比較する

ことで第 次以降の安倍政権の特徴を抽出する。内閣の支持理由からは 度の政権交代をへて、政権を比

較して見る視点を有権者が獲得した様子がうかがえる。また、年代で高低差があった自民党支持率が第

次安倍政権以降は全年代が高水準でほぼ横並びとなった。とくに男性と若年～中年層の上昇が目立つ。改

めて、 年 月の世論の転換の大きさと、それによって形成された長期政権の基層が確認できる。

A comparison of the reasons for support of successive cabinets and their approval ratings by age group, 
going back to the Koizumi cabinet of 2001, was used to extract the characteristics of the Abe 
administration since the second term. The reasons for support show that voters have acquired a 
comparative perspective after the two changes in administration. In addition, support for the Liberal 
Democratic Party, which tended to vary with age groups, has remained high across all age groups since 
the second Abe administration. A noticeable increase has been observed particularly among men and 
the young-to-middle aged group. The magnitude of the shift in public opinion in December 2012 and 
the resulting base of the long-term government can, therefore, once again be verified.
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