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2020 年 11 月 10 日 

株式会社 社会調査研究センター 

報道関係者各位 

 

＜ 11月 7日実施の全国世論調査 速報 ＞ 
 

続く菅内閣への高支持率 

若年層の支持が突出するのは 政権の政治姿勢の肯定か？ 
 

世論調査をおこなう（株）社会調査研究センター（本社：さいたま市、代表取締役社長：松本正生）は、2020 年 11

月 7 日(土)に、RDD 方式による全国世論調査を実施しました。 

 

調査の方法は、携帯電話(スマートフォン)を対象とするショートメールと固定電話を対象とするオートコールとを複

合させた、新しいミックス・モード手法 = 「ノン・スポークン (Non-spoken) 方式」を採用しています 。(調査方法につ

いては、「社会調査研究センターの『新ミックス・モード調査』」https://ssrc.jp 参照)  

ノン・スポークン方式による世論調査は 4 月から開始し、今回は 9 回目に相当します。 

 

■ 突出する若年層（18～29歳）の支持率 

今月の菅内閣支持率は 57％で、発足直後の 9 月調査

の 64％から 7 ポイントの減少となりました。トータルの支持

率の減少度合いはそれほど大きくありませんが、年齢別に

みると、明確な変化が存在しています。〔図 1〕の実線は、

今回の調査における菅内閣の年齢別支持率を示していま

す。9 月調査の結果(点線)と比較すると、40 代以上の中高

年層では支持率が減少しているのに対し、30 代は横ば

い、19～29 歳の若年層については逆に上昇しています。

グラフの形状も、9 月の結果がほぼフラットであるのとは対

照的に、11 月調査の結果は顕著な右肩下がりの「若高 ↘ 

老低」型を示しています。18～29 歳と 70 歳以上との比率

の絶対値の差は 32 ポイントと非常に大きく、若者の高支

持率に支えられていた安倍内閣当時と比べても、右肩下

がりの急傾斜の角度が大きくなっています。 

若年層での突出傾向は、自民党支持率をみると、さらに際立ちます。図中の 2 点鎖線は、今月の自民党支持率

を年齢別にブレークダウンした結果です。30 代以上は年齢による相違が存在しないフラットな構造にある中で、18～

29 歳のみが顕著に高くなっています。絶対値にも 20 ポイント以上という大きな開きが存在しています。 

若者における、他の年代と異なるこの傾向は、意識やメンタリティの次元に該当することなのか、はたまた、調査に

対する反応レベルに起因することなのか。彼らが菅内閣を「支持する」ことや「自民党」を支持することには、単なるデ

フォルト＝正解回答の選択を越えた政治的志向が込められているのでしょうか。それとも、スマートフォンが身体化し

た若者にとって、「支持する」も「自民党」も、最初の選択肢を条件反射的にタップしているに過ぎないのでしょうか。 

 

〔図１〕菅内閣および自民党の支持率（年齢別）
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■ 年層差：意識の亀裂の反映か ?  

今回の調査で採用した他の質問に関する結果から、年層

(年功)差が目立つ回答を確認すると、11 月調査で設定した

9 つのトピック質問の中で、顕著な年層差が存在するのが

Q7 と Q8 の日本学術会議関連の回答結果です。〔表〕は、

「Q7 : 菅首相が、日本学術会議の新しい会員として推薦さ

れた学者のうち 6 人の任命を拒否したこと」に対して「問題と

は思わない」とする比率、および、「Q8 : 菅政権が日本学術

会議のあり方の見直しを検討していること」について「適切

だ」とする比率を、年齢別にまとめています。 

双方とも明確な「若高 ↘ 老低」型構 造が存在していま

す。因みに、日本学術会議関連の回答と内閣支持・不支持

とのクロス結果を算出すると、(Q7 の)任命拒否を「問題だ」とする人たちの菅内閣支持率=14％・不支持率=89％、

「問題だとは思わない」人たちの内閣支持率=78％・不支持率=8％、(Q8 の)学術会議見直しを「適切だ」とする人た

ちの内閣支持率=78％・不支持率=9％、「適切ではない」という人たちの内閣支持率=17％・不支持率=87％で、この

イシューが内閣への支持と不支持とを弁別する要素となっていることがわかります。再び〔表〕をみると、とりわけ若年

層での「(任命拒否)を問題だとは思わない」比率と「(学術会議の見直しは)適切だ」比率の高さが目立ちます。これら

を考え合わせれば、若者の菅内閣支持や自民党支持は、彼らが現政権の政治姿勢を肯定し、既成の政治を受容し

ていることの反映であると推測されます。 

それにしても、学術会議問題への賛否と菅内閣への評価との関係にみられる有権者間での意識の相違は、アメリ

カ大統領選をめぐる共和党支持者と民主党支持者間の亀裂を連想させます。 

 

■ トランプ vsバイデン、どちらが好ましいか 

米国大統領選挙ですが、なかなか当選者が確定しない中

で、「トランプ氏とバイデン氏のどちらが日本にとって好ましい

か」を聞いた結果を、年齢別にまとめたものが〔図 2〕です。こ

こにも明確な年層差が存在しています。 

トランプ氏の「若高 ↘ 老低」vs バイデン氏の「若低 ↗ 老

高」という対照的な構図で、わけても、トランプ氏に関する右

肩下がりの年層差は顕著です。ただ、この形状は、アメリカ国

民にみられる傾向とは全く逆の構図になっています。現地の

世論調査や出口調査結果によれば、アメリカ国民における支

持動向は、トランプ支持は高年層で高い「若低 ↗ 老高」型、

バイデン支持は若年層で高い「若高 ↘ 老低」型です。 

日本の若年層におけるトランプ評価の高さは、少なくともア

メリカ国民の判断とは文脈が異なるであろうことはわかりますが、何に起因しているのでしょうか。トランプ氏のパフォ

ーマンスやイメージに反応しているのでしょうか。〔図 2〕のトランプ支持の形状と先に見た〔図 1〕の菅内閣支持率の

形状が類似していることがひとつのヒントになるかもしれません。政治社会の現状を肯定し、既成事実を許容する、

言い換えるならば、変化を望まず現状の継続を望んでいるのでしょうか。とりあえずは「現状肯定・受動的態度」と定

義しておきたいと思います。 

 

 

（Q7)任命拒否について

「問題とは思わない」

（Q8)学術会議の見直し

について「適切だ」

18～29 59 71

30～39 54 68

40～49 48 64

50～59 43 58

60～69 41 54

70～ 33 44

全体 44 58

(%)

〔表〕日本学術会議問題（年齢別）

〔図２〕トランプ v.s バイデン：どちらが好ましいか（年齢別）
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【調査概要】 

調査目的： 全国世論調査 

調査日： 2020 年 11 月 7 日（土） 

調査方法： 携帯電話(スマートフォン)を対象とするショートメールと固定電話を対象とするオートコールとを 

複合させた、新しいミックス・モード手法 = 「ノン・スポークン (Non-spoken) 方式」 

 ＜参照＞ https://ssrc.jp/materials/159175689910301.pdf 

回答件数： 1,040 サンプル 

回答者属性： ＜性別＞男性 708（68％）、女性 320（31％）、答えない 12（1％） 

＜年代＞18 歳・19 歳  12（1％） 

20 代  64（6％） 

30 代  128（12％） 

40 代  235（23％） 

50 代  195（19％） 

60 代  190（18％） 

70 代  163（16％） 

80 歳以上  53（5％） 

 

 

【会社概要】 
 

会社名 ： 株式会社社会調査研究センター 

代表取締役社長 ： 松本 正生 

設立 ： 2020 年 4 月 1 日 

資本金 ： 300 万円 

従業員数 ： 5 名 

本社所在地 ： 埼玉県さいたま市桜区下大久保２５５ 埼玉大学内 

TEL. 048-714-2063 

ホームページ ： https://www.ssrc.jp 

事業内容 ： 世論調査等各種調査の受託、世論調査研究のコンサルティング 

およびコーディネートなど 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 
 

株式会社社会調査研究センター  電話：048-714-2063 

担当：若杉 （携帯：080-4757-6649） 

 


