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要旨 
 

 近年、SNSを利用した政治家がブームを起こして当選し、現職が落選するような現象が見られ、政治家の

間でSNS活用への関心が高まってきている。一方で、政治家が投稿内容に国民とのズレが生じて炎上を招く

ケースも多発し政治家がSNSとの付き合い方に困惑している現状がある。本研究はこうした現場の課題解決

を志しつつ、現状、政治家がどのような動機でSNSを活用しているかを混合的に研究した。まず、全国会議

員を対象にインターネットメディア利用度調査を定量的に行い、一般的な傾向と議員のSNS利用率と関係し

ている説明変数を特定した。そして、定量結果を元に、国会議員11名、首長経験者2名に半構造化インタビ

ューを定性的に行った。分析の結果、議員がSNS活用に至る背景には、(1) 同調意識・減点主義、(2) 社会的

な風潮、(3) 経済的理由、(4) 浮動票の獲得のため、の4つが要因として浮かび上がり、SNSの活用動機には、

議員の立場（在職年数）の違いが関係していた。結論として、政治家にとってSNSとの付き合い方を示唆す

る場合には、議員のキャリアステージ別にメディアの特性を使い分ける必要があることが分かった。 
 
キーワード: 政治とインターネット、SNS、政治家、インタビュー、議員行動 
 
1 背景と問題意識・目的 
 政治のオンライン化が進み、政治家と有権者との

コミュニケーションツールであるSNS活用の有益性

は、新たな政治活動のあり方として広がりを見せて

いる。しかし、活用が進む一方で、政治家の投稿し

た内容に国民とのズレが生じて炎上を招く問題ケー

スも多発し、政治家がSNSとの付き合い方に困惑し

ている実情がある。しかし、こうした状況下におい

ても、議員のSNS利用率は増加傾向にある。そこで

本研究では、彼ら・彼女らは、(1) なぜSNSを使用

するのか、また使用せざるを得ないのか、(2) 議員

のSNS活用動機に、なにがどのように影響を与えて

いるのか、(3) 今後どのように活用していくべきな

のだろうか、という３つの問題意識に立ち、現在、

国会議員はSNSを、どのような背景や目的を持って

活用しているのかという点を踏まえ、議員のSNS活
用の動機分析を行うことで、現場の困惑・悩みに対

して答を出すことを目的とする。 
 
2 先行研究 
 本研究は大きくは「政治家のインターネット利用」

という領域に属する。これまでの先行研究において、

政治とインターネットを分析する研究は、総体的に

は蓄積が少ない領域でありながらも、2000年代初期
には、ウェイブサイト、その後ブログ、メールマガ

ジンを対象として研究され、現在のSNSへ変遷し、

主に統計的手法を主とした定量的調査が主流を占め

てきた。その中で、SNS利用を議員の観点から調査

した本研究の直接的な先行研究として、宮澤の研究

が挙げられる。宮澤は、議員のSNS利用の実態を探

るために、Fennoの議員行動理論の観点から分析し

ている。この理論は、議員は、「再選」、「昇進」、

「理想とする政策の実現」の3つの目標をもち、そ

れら目標を達成するために合理目的かつ戦略的に行

動するという行動理論である。これは米国議会研究

における議員行動理論であるが、建林によって日本

的文脈にも援用された。宮澤は、この議員行動理論

のうち再選に注目し、SNSは再選に寄与するのか、

その効果について7人の国会議員へ半構造化インタ

ビュー調査を行った。そして、政治家の個々の置か

れた立場・属性等の違いによって、SNS活用に求め

る目的・議員行動が異なることを、インタビュー調

査から明らかにしている。 
 
3 リサーチクエスチョン (RQ) 
 本研究では、宮澤の先行研究に基づいて、説明変

数（議員の属性・立場等）が目的変数（議員のSNS
活用動機）に影響していると仮定した上で、以下4
つのリサーチクエスチョンを導入する。 
 
【RQ0】国会議員のSNS利用率に、なにが（説明変

数：属性等）影響しているのか 
【RQ1】国会議員は立場によって、どのような背景

と動機を持ってSNS活用しているのか 
【RQ2】国会議員の立場によって、SNS活用目的に

どのような違いがあるのか 
【RQ3】国会議員のSNS発信には、情報発信として

どのような役割があるのか 
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（RQ3は、RQ1と2に対して、サブ的役割として設

定し、補足インタビュー調査から明らかにする。） 
 
4 研究方法 
4.1 アプローチ手法 
 先行研究の限界と不足点を補うために本研究では、

混合的アプローチ手法をとる。その理由として、

「政治家のインターネット利用」の先行研究には、

SNSのデータを採取して、SNSを持って議員・候補

者の投稿分析を行う量的アプローチが主であり、そ

の研究観点としては、SNSを通じて、候補者や議員

のSNSを分析するものであった。しかし、量的アプ

ローチでは、各Twitter議員の発言の「量」を対象と

している一方で、発言の「質」に注目されていない。

SNSの投稿分析においては、あくまで発信されたデ

ータの解釈にとどまっているために、情報の送り手

である議員・候補者への分析までには限界が生じる

可能性がある。また、こうした先行研究の領域にお

いて、「量」と「質」は別々に研究され、理解され

てきた。この点は、SNSの活用主体は現場の政治家

である点から、政治家のSNS活用において理解を促

進するためには、定量的調査から導き出された全体

の利用傾向やパターンの分析だけでなく、そこに実

際の政治家の行動に基づいた定性的結果を組み合わ

せて推論する必要がある。 
 これらの点から現場の議員による観点を合わせた

SNSを分析する必要性は高いと考える。先行して行

う、定量調査では、「国会議員のSNS利用率に、な

に（変数：属性等）が影響しているのか」を明らか

にするために、国会議員全体のSNS利用傾向を分析

し、その利用傾向を元に、本研究における立場（説

明変数）の定義を行う。そして、「定量調査から導

き出した説明変数が、実際の現場議員のSNS活用に

どのように影響を与えているのか」を探るために、

インタビュー対象・質問を設定し、定性調査と連結

する。定性調査では、情報の送り手である議員から

直接語られる「言葉」に注目し、国会議員11人を対

象に半構造化インタビューを行うことによって、比

較可能な情報を入手しつつ、各議員の主観的な認識

にまで踏み込んでデータを取得し、議員行動理論を

もとにSNSの分析を行う。このように本研究では、

量と質における「統合」の架橋を試みることで、政

治家のSNS活用における理解を促進する。 
 
4.2 本研究の理論的枠組みと分析観点 
 本研究では、議員の行動枠組みにおいてSNS活用

を分析するため、Fennoの米国議会研究における議

員行動目的理論の立場をとる。議員の立場によって

国会議員のSNS活用目的は、議員行動理論の「再

選・昇進・政策実現」のいずれかに位置付けられて

いるのか、それとも別の目的に位置付けられている

のか、既存の議員行動の理論を本研究の考察で検証

する。 
 

4.3 定量調査の概要 
 定量調査では、【RQ0】を明らかにするために、

国会議員全体のSNS利用傾向を分析する。そして、

国会議員のSNS利用率に最も関連性が高かった説明

変数を、本研究における議員の立場の定義（説明変

数）と設定する。具体的には、5つのメディア (1) 
個人ウェブサイト、(2) Twitter、(3) Facebook、(4) 
Instagram、(5) YouTubeデータを対象に国会議員710
人が利用しているアカウントデータを収集する。集

めた定量データをもとにχ二乗検定を行う。導き出

した説明変数を元に立場の定義を行い、インタビュ

ー対象・質問を設定し、定性調査と連結する。 
 
4.4 定性調査の概要 
 国会議員を対象に、対面またはオンラインによる

半構造化インタビュー調査を行う。インタビュー質

問は、定量調査の結果より以下の6つの構造化を行

った。(1) SNS導入きっかけ、(2) 日常活用時、(3) 選
挙活用時、(4) コロナ社会におけるSNS活用、(5) 政
治家のSNSにおける課題・問題点、(6) 政治家の

SNS活用の有用性である。 
 インタビュー対象の選定には2つの条件下で行っ

た、一つ目は、 (1) 議員個人ウェブサイト、 (2) 
Twitter、(3) Facebook、(4) YouTube 等の動画の4つの

インターネットメディアを所有している議員を選定

条件とした。なお以上のインターネットメディアを

所持している条件として選定した理由は、Twitterと
Facebookは本研究のSNSの対象であるからである。

それ以外のウェブサイト、ブログ、Instagramについ

ては議員全体で利用率が低すぎずインターネット利

用に消極的でない議員は最低限所有するメディアと

判断したため除外した。二つめに、前述の定量調査

において議員の立場の定義である、在職年数を条件

として選定した。具体的には、立場の違いによって

活用動機への影響を具体的に探るために、在職年数

1−10年から3名、11−20年から4名、20年以上3名を

各政党からバランスを重視し、各議員にインタビュ

ーを依頼した。依頼した結果、11名の議員よりイン

タビューの承諾を得た。 
 また、補足インタビュー調査も、上記の手順と同

様に質問を6つの構造化に設定する。(1) SNS導入き

っかけ、(2) 首長活動としての活用、(3) 政治活動と

しての活用、(4) コロナ社会におけるSNS活用、(5) 
政治家のSNSにおける課題・問題点、(6) 政治家の

SNS活用の有用性である。補足調査は、国会議員の

立場における情報発信の役割をより明確に区別し定

義する目的として行う。方法としては、首長経験を

持つ２名への半構造化インタビューを試みる。選定

理由としては、選挙では国会議員と同じ候補者（政

治家）という立場でありながらも、情報発信部分に

おいては行政と政治の情報発信の役割は違う点にあ

るからである。 
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5 結果と考察 
5.1 定量調査の結果 
 χ二乗検定の結果から、国会議員のSNS利用率に

与える変数は、以下の順であることが明らかになっ

た：年代 > 在職年数 > 期数（当選回数） > 都市化度

（人口・人口密度） > 性別 > 衆・参。 
 しかし、国会議員にはシニオリティルール（当選

回数主義）の存在があり、年齢だけでは立場の条件

としては不適当であるため、本研究における議員の

立場は、“在職年数”として定義した。 
 
5.2 定性調査の結果と考察 
5.2.1 なぜ政治家はSNSを使わざるを得ないのか 
 【RQ1】の回答として、SNS活用に至る背景とし

て、(1) 先行者が使っている同調意識・減点方式、

(2) 新型コロナや社会的な要因で使わざる得ない環

境変化、(3) 経済的理由、(4) 組織コミュニティが薄

くなったことにより浮動票の獲得に力を注ぐという

4つの要因が浮かび上がってきた。 

 
図1：浮動票を掘り起こすためのSNS活用 

 また、各国会議員のSNS活用の目的には、(1) 情
報発信、(2) 情報収集、(3) 支持者の拡大、の主に3
つの動機に分類された。具体的には、 
(1) 情報発信（再選・政策実現への要素）: 活動報

告・告知、双方向型の政策発信、誤報の鎮静化、政

治家としてのブランディング・イメージ形成、マス

コミを挟まない生情報を届ける、公約実現度の公開

（ネット政治） 
(2) 情報収集（政策実現への要素）: 有権者の関心分

野の調査、政策提言に向けた現場の実態調査、デー

ターベースとしての活用 
(3) 支持者の拡大（再選への要素）: 支援者を掘り起

こすツール、ネットどぶ板、支援者・アンバサダー

を育てる である。 
 
5.2.2 議員のSNS活用動機に、なにがどのように影

響を与えているのか 
 【RQ2】の回答として、以下の表に要約した。縦

軸は、「量」から導き出した立場として定義した在

職年数、横軸は、議員行動理論の分析観点として３

つの目的と設定した“再選・昇進・政策実現”と、今

回のインタビュー調査によって浮かび上がってきた

新しい行動目的である。 
表1：議員の立場とSNS活用目的の関係性  
議員行動目的におけるSNS活用動機の位置づけ 
これまでの議員行動理論 新たに浮かび上がってきた行動 

議

員 
在職年

数 
再

選 
議会での昇

進 
理想とする政策の

実現 
政治的発言力の

向上 
政党の支持者

拡大 
A 1–10 ○ 

    

B 1–10 ○ 
  

○ 
 

C 1–10 
  

○ 
  

D 1–10 
  

○ 
  

E 11–20 ○ 
 

○ 
 

○ 
F 11–20 ○ 

 
○ 

  

G 11–20 ○ 
 

○ 
  

H 11–20 ○ 
 

○ 
 

○ 

I 20超 
  

○ 
  

J 20超 ○ 
    

K 20超   ○  ○ 

 まず各国会議員のSNS活動は、表中の○にある議

員行動目的に位置づけられていた。当選回数が多い

立場になるほど○は「再選」と「理想とする政策の

実現」の目的に対して左右に並ぶ傾向があった。一

方で、「昇進」の優先順位はそれほど高くない回答

が多かった。また、インタビューの結果からは、新

たに浮かび上がってきた行動目的としては、二つあ

ることがわかった。一つ目は、政治的発言力の向上

とは、政治の現場で世論を背景として、発言力をつ

けることを指している。党内外も含めて政治発言の

勢力をつける目標は再戦と同じレベルの優先順位だ

とインタビューからは述べられていた。二つ目の政

党の支持者拡大とは、党の幹部役職を務める議員に

とっては、自分の選挙よりも党全体の議席数の確保

を目指すために、広報活動を行なっている側面があ

るという。インタビューの結果からも、自身の政治

活動の周知と同等に、党全体の支持者拡大のために

SNSを活用し、党内の候補者や若手議員の紹介など

を自分自身のアカウントにおいて連携したPRなど

を実施し、党全体の広報も担っている行動が捉えら

れた。結論として、議員の立場（在職年数）は、そ

れぞれの行動目的の違いに影響を与えている可能性

が高いことが明らかになった。具体的な考察として

は、在職年数の多い議員と浅い議員の間での動機の

違いには、政治家としてイメージ付けたい方向性の

違いがある。 

 
図2：政治家のイメージ形成 

 当選回数の多い議員は責任の重さから派手な政策

論議を呼ぶ発言がしにくいと考えており、むしろ好

感度を持たれるように人間性のイメージが高まるよ

うな発信をしたいと思っている一方で、新人議員な

どは、議員としての実績が浅く、個人の特色（イメ

ージ定着）が浅いことから、積極的に政策を訴える

ことで、自分の政治家としての得意分野・能力をア

ピールし、議員としての得意分野・キャラクター等

の印象づけを考える傾向があった。結果として、在

職年数が多い議員にとってのSNSは「人間性のイメ

ージを高める印象づけに適した」メディアであり、

在職年数が浅い議員にとってのSNSは「得意分野・

能力を印象づけに適した」メディアとして結論づけ

た。政治家にとって意味のあるSNSとの付き合い方

を示唆する一つに、議員のキャリアステージ別に適

切な手法をとる必要があることがわかった。 
また、補足調査である【RQ3】の回答としては、

以下の表に要約できた。 
  

SNS活用

浮動票

組織票

+

−
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表2：国会議員と首長の情報発信の差異 
 国会議員としての情報発信役割 首長としての情報発信役割 
活用目的 政治活動の周知や報告・選挙の

為のネットどぶ板活動 
行政の政策広報・災害や緊急時の拡

散 
運用体制 個人・または秘書スタッフが投

稿 
行政管轄下アカウントで発信および

個人アカウントで発信 
コンテンツの

選定 
トレンドに合わせてバランスよ

く選定 
季節の圏内のイベントに合わせて発

信 
発進時に心が

け 
ネガティブチェック・政策決定

プロセスを伝える 
官民共同参加型を意識・政策決定プ

ロセスを伝える 
ユーザーへの

反応 
双方向でのコミュニケーション

を行う 
基本的にはリアクションはしない 

 上記の2つの立場におけるSNS活用の共通点には、

政策過程のプロセスを伝えることができる点である。

行政では裏付けの取れた情報発信しかできない一方

で政治家である首長は行政ができない情報発信がで

きる。相違点としては、アカウントの枝分かれであ

る。一個人のアカウントで首長の政策発信を行うか

は行政によって分かれる。一方で国会議員は、当選

すれば政治家として政治活動のみに集約される。結

論として、国会議員の情報発信の役割は、行政には

できない意思決定のプロセスなどの情報発信が担え

る立場と役割を持ち合わせていることが明らかにな

った。 
 
5.2.3 政治家は今後どのようにSNSを活用していく

べきなのだろうか 
 政治家がSNSを有効に活用する際の示唆として、

(1) 発信の前提として、政治家としての情報発信の

役割を政治家本人が認識する、(2) メディア活用に

おける目的（自分のイメージ付けたい方向性な

ど）・ターゲット（ペルソナ）」を事前に明確にす

る、(3) 目的に応じて、適切なメディアのプラット

フォームを選択する この3つがあげられる。上記

を踏まえて、それぞれのメディアの特性と目的に応

じて使い分けを具体的な活用手法を検討を行う。ま

ず、インタビューを参照に政治家の情報発信の仕方

は、主に4つの型（報告型、実況型、告知型、主張

型）に分類されていることがわかった。この４つの

政治家の情報発信の仕方をSNSメディアの特性に当

てはめると、以下の図に要約される。 

 
図3：各メディアの住み分けに応じた政治家の情報発信 

 具体的には、ブログは、コメント機能が充実して

いないこともあり、考えを読む・書くなどの主張型

が適しているため、政策を述べる場合は、ブログや

個人サイト等に投稿する。また、実名性が高く地域

同士での繋がりの特徴を持つFacebookには政治活動

の報告型が向いている。より具体的なそれぞれの目

的（局面）とメディアの特性に応じた使い分けにつ

いては、以下の表に要約した。 

表3：政治家が目的とメディアの特性に応じて使い分けた場合 
メディア Facebook Twitter Instagram LINE YouTube 
各メディ

アに対す

る議員の

活 用 目

的・期待 

政治活動を報

告する目的で

使用する、ま

たは後援会の

コミュニティ

を形成したい

場合。 

新規ユーザー

（浮動票）を

掘り起こした

い 場 合 や 告

知・動員を行

いたい場合。 

政治家以外の

一面や人柄を

PRしたい場合
や本人の理想

とする政治家

のイメージを

作り上げたい

場合。 

一対一でダ

イレクトメ

ッセージを

とりたい場

合や一気に

発信したい

場合。 

ファン・支

持者拡大し

たい場合や

SNSで伝えき
れない考え

を述べる、

動画で伝え

たい場合。 
向いてい

る投稿コ

ンテンツ 

シェアして貰

うには発見や

知性を感じさ

せる政策・活

動報告の投稿

が好まれる 
小選挙区や地

方選には適し

ている。 

日々のトレン

ドニュースや

関心事を組み

合 わ せ る 投

稿。面白い投

稿もあり。速

報性と拡散力

が高いことか

ら、実況型と

相性がいい。 

政治家のプラ

イベート・人

間味が伝わる

場面の（ゆる

いコンテンツ

でもゆるされ

る）文字で説

明せずに、写

真で説明する

ことに適して

いる。 

属性や開封

可否での地

域ごとのセ

グメント配

信。 

日々のトレ

ンドニュー

スや関心事

を組み合わ

せる投稿 
他議員との

コラボ企画

もあり。 

運用に向

いている

政治家の

立場 

真面目な人・

政策主張が得

意なベテラン

議員など。 

若手議員もし

くはキャラク

ターが面白い

議員、革新派

である野党議

員。 

真面目すぎる

政治家やSNSが
怖い政治家に

も お 勧 め の

SNS。 

ファンコミ

ュニティを

大事にした

い政治家。 

端的に自分

の言葉で話

せる人や若

手議員。 

 今後のSNS活用手法の結論として、政治家は、

SNS活用を行う際には、メディア特性×情報発信の

目的×立場を組み合わせた活用が重要であることが

本研究の知見として導き出された。 
 
6 終わりに・本研究の意義と展望 
 本研究における学術的意義は、議員のSNS活用を、

「量」と「質」の両視点から分析した点である。量

的手法の限界点を質的手法によって補完することに

よって、議員のSNS活用をより立体的に描き出した。

また、本研究は平時のSNS活用も対象としており、

平時と選挙時との結びつきをインタビューから引き

出すことで、議員のSNS活用の新たな視点を提供で

きたと考えられる。社会的意義としては、政治家の

SNS活用による影響を議員の視点からデータを採取

した点である。新型コロナ社会における政治家の

SNS活用の変革期の実態を記述する点で、今後の政

治とインターネットの同領域研究においても貴重な

データとなるだろう。今後このデータをさらに拡張

して、現場の課題解決に向けて本研究の限界点に留

意しながら、政治家のSNS活用の一般理論の構築を

目指していきたい。 
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