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︵明治学院大学助教授︶

西 澤 由 隆

たが︑イリノイ州のロステンコフスキー議員︵一八期︶やテキ

一九九四年アメリカ中間選挙−共和党の勝因−

再出馬しなかった選挙区︵オープン区︶

がニーあったが︑その

施した世論調査の回答者の五〇％がクリントン大統領の業績に

は︑共和党の下院での勝利の原因について︑CNNと共同で実

今回の選挙結果はアメリカの有碓頂の支持構造の変化によるこ
とを示唆する論評を掲載している︒また︑﹁タイム﹂ マガジン

は︑﹁ゆっくりではあるが確実に進行しっつある有権者のイデ
オロギー上の変化が︑共和党への支持として大きなうねりを生
み出そうとしている﹂との共和党の戦略家のコメントを引用し︑

はいくつかの論説を載せている︒たとえば︑﹁USニューズ﹂

一九九四年のアメリカ中間選挙では︑当初から共和党の躍進 サス州のブルックス議月︵二一期︶といった長老組も落選して
が予測されていた︒とりわけ︑上院では︑選挙戦の早い時期で︑いるので︑ただ新人議月が選挙区を固めることができなかった
共和党︵過半数を獲得する勢いであるとの報道が日本でも盛ん
というような単純な問題ではないことが分かる︒﹁歴史的﹂と
形容されるのは︑このような勝利の内容も含めてのことである︒
ところで︑この共和党の勝利の理由について︑マスメディア

であった︒ところが︑ひとたび蓋を開けてみると︑上院だけで
はなく︑下院および州知事選においても共和党が過半数を奪回
するという﹁歴史的﹂な結果となった︒下院において共和党が
多数を占めるのは︑四〇年ぶりのことであり︑この地滑り的と
もいうべき勝利に驚かなかった者はない︒
共和党の勝利の内容をより詳しく見るとき︑それがいかに一
方的な勝利であったかが鮮明となる︒たとえば︑上・下院およ
び州知事のいずれの選挙においても︑共和党の現職候補者が負
けるということは一件もなかった︒また︑共和党の現職議月が
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対する批判を挙げていることを指摘して︑クリントン大統領の交上の業績によるところが大きく︑選挙への影響がむしろ
大きいと考えられる内政問題では︑芳ばしい成果がみられ

支持率の低迷が大きく影響したとの議論を展開している8とこ

共和党の勝因についての仮税

与党への批判票となったとの仮説である︒当時︑国として
経済状態は︑決して悪くはなかった︒景気は順調に回復し
ていたし︑財政赤字削減についてもそれなりの成果を上げ
ていた︒ところが︑その波及効果が個人レベルで実感でき

ろが︑これらの論評は︑論評者の経験や﹁勘﹂︑あるいは一部なかった︒とりわけ︑クリントン大統領が積極的に進めて
の有権者の﹁声﹂や﹁印象﹂をもとに善かれたものばかりであいた健康保険制度の改革の失敗や︑深刻化する犯罪に対し
る︒﹁タイム﹂のそれは世論調査データに依っているとはいえても有効な手だてが用意できないことなどに対する不満の
単純クロスであるので︑他の要因の影響を考慮していないので は多かった︒民主党大統領の業績に対する不満を︑共和
声
決定的な根拠とはなり得ない︒そこで︑単なる印象論ではなく党
︑候補者への支持として有権者が表明したという説明であ
より科学的なデータと分析手法をもとに︑共和党に勝利をもたる︒
らした要因を実証的に検討しようというのが︑本稿の目的で②
あ 経済要因仮説−個人レベルでの経済的不満・不安感が︑

る︒
二

③

再編成仮説・−・−−有権者の支持構造が変化し︑従来の民主

共和党の勝因についてのこれまでに紹介された議論は︑次のないとの批判が多かった︒このことが︑与党である民主党 ︵
五つの仮説に整理することができるだろう︒
5︶
に不利に働いたとの説明である︒
① 大統領評価仮説−低迷するクリントン大統領個人に対

する評判が民主党候補者の足を引いたとする仮説である︒ 党支持者が共和党陣営に移動したと説明する︑いわゆる
そもそも︑中間選挙が現職の大統領の仕事ぶりに対する信 ︵6︶ ﹁支持構造の再編成︵rea−ignment︶﹂の議論である︒今回

現職批判仮説

−

ここ数年高まりつつある現職議月に対

％︵3モー遥盟が九二年選挙調査のパネルとなっている︒一連

④

任投票の性格を有することは︑これまでもたびたび議論さ ︵3︶
の共和党の勝利は︑有権者全体が保守化したことに依ると
れてきた︒各種の世論調査によると︑選挙戦の終盤になっするのだが︑そもそも政党支持は短期的には動かないこと
て︑大統領に対する支持率はややもち直す︒十月下旬のワを前提としているので︑この仮説は︑長期的な視野での説
明であるといえる︒その点で︑今回の選挙の特殊情況に原
因をもとめる他の四つの説明とは性格を異にする︒
ずかに上回っている︒それでも︑その中身は︑大統領の外

シントン＝ポスト紙とABCテレビの調査では︑大統領の

仕事ぶりを﹁評畑叶る﹂が四九％で︑﹁評価しない﹂をわ

と説明するのが︑現職批判説である︒再選を重ねることが

の投票行動の変化の︵あるいは︑変化のないことの︶理由を検証

の政治的な行動に合わせて︑政党支持などの政治的態度につい
て︑同一の回答者に二つの時点で質問をしているので︑有権者

する不信感が︑多数党の民主党に対してより不利に働いた
権力との癒着を生み︑政治の腐敗を助長するとの理由で︑
い︑これまでにすでに一五の州で下院議員の任期に上限を

①一九九四年のNESデータを用いて︑共和党への投票を

することを可能にして︿れる︒上記の仮説を検討するに当たっ
ては︑最適のデータといえる︒
さて︑本稿での仮説検証の手順は次のとおり︒

議眉の任期に上限をつけることが検討されている︒じつさ
認めているし︑今回の直接投票でも︑さらに七つの州で上
限をつけることが承認きれた︒この議論の延長が︑現職批
判の投票パターンで︑現職の多い民主党に不利に働いたと
共和党による選挙動員が効果を上げ︑共和

の説明がこれである︒
党支持者の間での投票率が高かったとするのが動員説であ

⑤ 動員仮説 −

説明するモデルを推定する︒この段階では︑パネルおよび
新規サンプルを合わせた︑全サンプルを利用する︒
② そのモデルを用いて︑一九九二年と一九九四年の二つ時
点での共和党の得票率をシミュレーションし︑一九九四年
の共和党の勝利に対する各要因の貢献度を推定する︒
ここで想定した投票モデルは︑図1のようになる︒説明変数

は︑﹁クリントン大統領に対する評価﹂﹁個人レベルでの主観
経済状況﹂﹁政党支持﹂﹁現職議眉に対する不信感﹂﹁政党に
る動員﹂の五つである︒それぞれが︑第二節で紹介した仮説に
対応する︒それらに加えて︑﹁南部の州の住民であるかどうか
﹁人種﹂﹁性別﹂の三変数をコントロール群としてモデルに加
えた︒今回の選挙では︑南部での白人男性の﹁保守化﹂が一つ
の特徴的な現象として注目を浴びたからである︒
作a
業−
定義は︑図2に整理したとおりである︒共和党候補への
PO≡ic

のク

る︒今回の選挙では︑クリントン大統領と肩を並べて撮っ
た写真などを引き合いに出して︑相手候補︵民主党︶

リントン大統領への﹁近さ﹂を宣伝する︑共和党のネガテ
ィブ＝キャンペーンが目立った︒現職大統領の評判の悪さ
る︒

を巧みに利用した選挙戟略が効を奏したと説明するのであ

三 モデルと作業定義

fOr

以上の仮説を︑世論調査データを用いて検討してみょう︒分
析に使用するデータは︑ミシガン大学のCeコter

民主党への投票を0とコードした︒したがって︑分析の対象者

説一
明九
しよ
Study︵NE投
S票
︶をの
︵うとするモデルなので︑共和党への投票を1︑

7︶
九四年中間選挙世論調査である︒本調査は︑仝サンプルの四一

Studiesが行った︑NatiOna︻E−ectiOn
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説明変数

コントロール変数

クリントン大統領に対する評価

クリントン大統領に対する評価

個人レベルでの主観的経済状況

■◆
政党支持

（A）業蕪評価：

0：南部州外

0：まった＜不満である
1：たいへん満足である
（B）温度計評価二

1：南部州

現職議員に対する不信感

0：黒人外
1：黒人

政党による動員

個人レベルでの主観的擢済状況

コントロール変数

0：男性

1：女性

■■l
政党支持

南部州住民

0：強い民主党支持

1：強い共和党支持

現隋議員に対する不信感

被説明変数

︵8︶

もよくなるように定義されている︒﹁個人レベルでの主観的経

価の基準は︑人によって異なると考えられる上に︑この仮説が
想定しているのは︑特定の争点とは離れた次元でのより漠然と
した評価であると考えたからである︒評価が高ければ︑スコア

︵9︶

ティブな評価ほどスコアが高い︒政党支持は︑支持なしを中心

済状況﹂は︑過去一年間を振り返っての現在の回答者自身の暮
らし向きについての評価である︒﹁業績評価﹂と同様に︑ポジ

にした7段階スコアで︑共和党への強い支持の場合に﹁1﹂︑
民主党への強い支持を﹁0﹂とした︒

投票
8：民主党への投票
1：共和党への投票
0：なかった

共和党による投票依頼が：
1ニあった

0：なかった

1：あった

説明変数

0：非好意的

100二好意的

1年前に比べて：
0：たいへん悪＜なった
1：たいへん良＜なった

回答者の選挙区の候補者に：
0：現職共和党員がいる
1：現職民主党員がいる

政党による動員

民主矧こよる投票依頼が：

︵10︶

した︒

︵現職度は最小︶

﹁政党による動月﹂

の

を出馬させているか

の政党から依頼があれば1と︑さもなけれ

それぞれを個別のダミー変数とした︒当該

両方の政党からの接近の可能性があるので︑

話で︑投票依頼を受けたかどうかである︒

は︑直接あるいは電

挑戦者のなかった選挙区は︑分析から除外

る不信感﹂についての変数とした︒なお︑

コアーをあてたものを﹁現職の議月に対す

な選挙区の順に並べて︑0から1までのス

に︑共和党候補者に不利な選挙区から有利

候補の場合である︵パターン2︶︒このよう

のは︑同様の理由でそれが再選を狙う現職

一方︑共和党議員が貴も苦戦を強いられる

可能性があるので︑現職度がゼロではない︒

低いが︑現職の政治的組織を継承している

3︒候補者自身は新人であるから現職度は

が民主党議長であったオープンのパターン

らである︒そして︑それに続くのが︑現職

議員︵現職度が貴大︶

挑戦者を立てたのに対して︑民主党は現職

である︒共和党が新人

で︑共和党の得票率が最も伸びているはず

和党の新人が挑戦する選挙区︵パターン1︶

現職の議員に対する不信感についての作業定義には︑若干の
説明がいる︒それぞれの選挙区での対戦状況は︑ごく少数の特
殊な選挙区を除くと︑現職議月の所属政党とその現職議長が再
選を狙って出馬するかどうかで︑次の四つのパターンに分けら
れる︒
① 民主党の現職議月対共和党の挑戦者
② 共和党の現職議月対民主党の挑戦者
③ 現職譲月は民主党だが︑現職が不出馬で︑両党ともに新
人の候補者
④ 現職議眉は共和党だが︑現職が不出馬で︑両党ともに新
人の候補者
は︑投票政党を明らかにした回答者に限られる8
③・④が︑いわゆる﹁オープン﹂と呼ばれる選挙区である︒
NESでは︑﹁大統領に対する業凍評価﹂として︑争点ごと
そこで﹁現職﹂の影響を指標化するために︑これらの対戦パ
に大統領の政策を容認するかどうかを詳しく聞いているが︑こンを﹁現職度﹂の強さで整理してみた︒もし︑この現職批
タ
ー
こでは全体としての評価の項目を採用した︒大統領に対す判
るの
評仮説が働いているとすると︑民主党の現職候補に対して共

国11，，4年アメリカ中間遺草：下院醸員選挙での投票モデル

図21朋4年アメリカ中同選挙：下院農具選挙での投票モデルの作＃定義
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その効果（全サンプル）

最大効果 危険率
効栗比 （％）
（％）

21．g
3．3
1．29

22．7
−6．1

．59

44．5
2．0
1．20

コントロール変数
南部州住民
黒人
女性

44．4
−1．8

．82

7．6
4．9
1．55

．0
−23．6
．12

．0
88．2
50．65

．0
−21．0

．28

11．8
7．9
1．91

説明変数
クリントン大統領に対する業績評価
個人レベルの主観的縫済状況
孜党支持
現職議員の孜党
政矧こよる動員
民主党の動員
共和偶の動員

注1：効栗比とは、説明変数の桓が1単位増加したときの投票確率の変動比。たとえば、
「クリントン大統領に対する評価」の倭が0（まった＜不満）から1（たいへん満足）に
変わった時、民主党への投票確率に対する共和党への投票確率（比）が0．28倍（約1／3）

︑‖︑

分析結果Ⅰ︵クロスセクション︶

ば0とコードした︒

四
第三節で定義した説明変数を用いて︑共和党候
補への投票を予測する回帰モデルを推定しようと
いうのである︒推定には︑ロジスティック回帰分
率の変動比

︵12︶

析を用いた︒分析結果は︑表1のとおりである︒

5つの説明変数について︑その共和党候への投
票確率への影響を検討していこう︒
まず︑クリントン大統領の業績に対する評価の
とおり︑クリントン大統領に対して評価の﹁甘

影響力であるが︑﹁大統領評価仮説﹂が予測する

︵たいへん満足︶

︵まったく不

へに変わったとする

の値が︑0

い﹂人ほど︑共和党候補者への投票確率が低くな
から1

っている︒﹁業績評価﹂
満︶

と︑民主党への投票確率に対する共和党への投票
〇・二八倍︵約三分の一︶

になると推定される︒

確率︵ミb⊥⁚ただし︑bは共和党への投票率︶ が
あるいは︑クリントン大統領に﹁まったく不満﹂
﹁たいへん満足﹂の評価を下した場合とでは︑共

との評価を有権者の仝月が下した場合と︑全月が

の︑有力な仮説であるといえる︒
現職議員の政党は︑統計的に有為な効果を示している︒ただ
し︑効果の方向が︑﹁現職批判仮説一が想定したものとは反対

になると推定される。また、最大効果とは、当該の変軌こついて、全サンプルがその変数
の最小倭を取った（代入した）時の共和党の得票率と、全サンプルがその変数の最大倭を
取った時の得票率の差をさす。したがって、同様の倒では、有権者の全員のク1」ントン大
統領に対する業績評価が0ポイントの場合と1ポイントの場合の全体の共和慨の推定得票
率の差は21パーセントで、それだけ共和党への投票率が下がることになる。なお、ここで
の「得票率」とは、共和党への投票確率の推定嗟か0．5以上となるサンプルの全音効サン
プル中に占める割合。
注2：これらの推定値は、付表1のロジスティック匝帰係数より算出した。

ければ︑それが共和党の勝利の要因であったとはいえないから は︑やはり共和党の現職候補が立候補している選挙区というこ
である︒つまり︑今回の中間選挙での共和党の歴史的勝利の説 とになる︒選挙では一般的に現職候補が強い︒とりわけアメリ
明としての﹁大統領評価仮説﹂が有効であるかいなかの判断は︑カではその傾向が強いと指摘されている︒実は︑﹁現職批判仮
次の節でのシミュレーションの結果を待たなければならない︒ 説﹂は︑この現職優位説と対立するメカニズムである︒現職優
位の傾向に押され︑﹁現職批判仮説﹂の方が検出されなかった
次は︑個人レベルでの主観的経済状況だが︑これは﹁危険
率﹂が示すように︑統計的に有為な差が認められなかった︒経 ようである︒
政党の動員はどうだろうか︒これについては︑政党によって
済要因仮説は︑それなりに納得のいく説明ではあるが︑大統領
に対する給合的な評価や政党支持を考慮にいれたときその影響 事情が違うようである︒﹁危険率﹂のコラムが示すように︑民
力が見えなくなるようである︒したがって︑次のシミュレーシ 主党の動眉に効果があるとは統計的には認められない︒最大効
ョンの結果を見るまでもなく︑この主観的経済要因が﹁歴史 果でマイナス一・八の効果が推定されているが︑それが偶然で
ある確率が四四％である︒一方の共和党はというと︑こちらも
的﹂勝利の原因である可能性は低いことになる︒
政党支持の影響力は︑想像したとおり大きい︒有権者の全員 従来から慣習的に用いられている危険率五％の棄却基準よりは
大きな値︵七二ハ︶なので︑慎重に解釈する必要があるが︑共
が一方の政党の﹁強い支持者﹂から他方の政党の﹁強い支持
和党の動眉は効果的であったことがうかがえる︒そして︑全有
者﹂に変わったとしたら︑得票率が八八％の幅で移動するとい
う推定結果が出た︒これほど大きな規定力を持つのだから︑有 権者が共和党の投票依頼を受けていたとすると︑共和党の得票
権者の支持構造の少しの変動でも︑選挙結果にはかなり大きな 率が五％近くも上昇していた勘定になる︒共和党の勝利は︑そ
影響を及ぼすことが推測できる︒今回の共和党の勝利について の選挙戦術の成功による可能性が有力だといえる︒

する評価がこの2年間に大幅に落ちたということが確認できな

の必要条件であったとしても︑十分条件ではない︒大統領に対 であった︒ところが︑ここでの推定結果はマイナスの値となっ
ている︒つまり︑共和党の候補者がより高い得票をしているの

㌧h﹂二レ二こhよ7p︒

する信任投票であるというこれまでの認識は︑ここでも確認さ

和党への投票率がニー％下がる︒中間選挙が︑現職大統領に対

表1柑94年アメリカ中間選挙：下院議員での共和党への投票説明要因と

30
31 1994年アメリカ中間選挙一共和党の勝因−

（パネルサンプル）（％）

49．4

1992年の推定得票率

・1．9

47．5

1．3
50．7

−2．3

47．1

51．7

2．3
48．9

注1：1992年・1994年の推定得票率（49．4％■50．8％）は、全サンプルを対象とし
て推定したロジスティック固持係数を用いて、パ和しサンプルに対する1gg2年・
1994年のそれぞれの調査データで、共和党投票確率をシミュレーションしたもの。
ただし、転居や選挙区割り変更により選挙区に変動のあったサンプルは除＜。

注2：変数の差レ替えによる結果は、当該の変数を除いては1992年調査のデータを、
そして当該の変数についてのみは19鋸年調査のデータを用いて、共和党投票確率を
シミュレーションしたもの。各推定得票率と19g2年の推定得票率との善が、当該の
変数の変動に起因する共和餞の得票増滅幅となる。
注3：有効サンプル数：327〜糾3。

．9
50．3

−．5

クリントン大統領に対する温度計評価
個人レベルの主観的軽済状況
政党支持
現職議員の政党
政党による動員
民主党の動員
共和党の動員

1．4
50．8

1994年の推定得票率

1994年のデータに差し替えた変数

最後に︑共和党の動月効果である︒このシミュレーションの

ホゴ丁侶鶴川 ︹厩

のクリントン大統領への﹁近さ﹂を攻撃材料とする︑共

匡菜の俳伺票率オーボイント退く轟くろ′．た

まとめ

た︒その結果︑クロスセクショナルな分析では︑大統領への業

判︐政党の選挙運動の五つを︑世論調査データを用いて検証し

この小論では︑アメリカの一九九四年の中間選挙での共和党
の﹁歴史的﹂勝利の説明要因として︑クリントン大統領への業
績評価・個人的な経済状況・政党支持・現職議員に対する批

六

を強いられた民主党候補者に比べて︑共和党の選挙キャンペー
ンがより効果的であったことは興味深い︒

和党のネガティブ＝キャンペーンが目立ったが︑受け身の戦い

主党︶

男

補の再選率が︑上・下院ともに上がっている︒とりわけ︑下院 ︵
15︶
では一〇ポイント近くも上がり︑その率は九二％であった︒

実際︑今回の中間選挙では︑一九九二年の選挙に比べて現職候

へ︑現職効果が働いて共和党の得票を押し上げたわけである︒

職議員が引退してオープンとなった選挙区が多くなったところ

た選挙区が一九九四年には多︿なったか︑あるいは民主党の現

くとも︑ここでのサンプルでは︶共和党の現職議員が再選を狙っ

三ポイントも高める結果となっている︒その理由は︑︵すくな

得票率の
シミュレーション紹票
差
（a） （b） （b）−（a）

五 分析篇果H︵パネル＝シミュレーション︶

第四節の大統領の評価との関連ですでに紹介したとお
り︑説明変数と被説明変数の関連性の程度についての検
討は︑クロスセクショナルな分析でできるものの︑本稿
が課題としているような︑被説明変数の側の時間的変化
の説明はできない︒前回に比べて︑今回は共和党が善戦
した︒この﹁先回に比べての善戦﹂は︑まさにそれは時
間的変動である︒したがって︑説明変数の側の時間的変
動を考慮に入れた分析が必要となってくる︒
そこで︑次のような手順でシミュレーションを行った︒
① 前節で推定したクロスセクションモデルのうち︑
﹁大統領の業績評価﹂を好意度を測定する﹁温度計
評価﹂と差し替えて︑回帰係数を再度推定す︵馳︒

② ①で推定した回帰方程式の説明変数の値に︑一九
九二年調査の回答を代入し︑共和党候補者への投票
5つの説明変数の値を︑一度に全部一九九四年調

確率を推定する︵表2のコラムa︶︒

上記の②と③の差が︑それぞれの説明変数の変動
がもたらした︑共和党候補者の得票の増減幅となる︒

推定する ︵表3のコラムb︶︒

査の値と入れ替えた場合と︑順に一つずつ入れ替え
たものとでそれぞれの共和党候補者への投票確率を

③

④

シミュレーションの結果は︑表2のとおりである︒当然︑分
ータのあるパネルサンプルのみである︒クロスセクションモデ

析の対象としたのは︑九二年調査と九四年調査のいずれにもデ
ルの分析で︑統計的な関連性の認められなかった﹁経済状況﹂
と﹁民主党による動員﹂を除き︑残る四つの説明変数のもたら
まず︑クリントン大統領に対する評価であるが︑その他の変

した共和党候補者の祷票率の増減幅を見てみよう︒

のみを一九九四年の変数備に置き換えたとき︑四九・四％だっ

数は一九九二年の値のままで固定しておいて︑﹁温度計評価﹂

響力の大きさを確認しているだけに︑意外な結果てあるか︑少
ることができないことになる︒

なくともこのシミュレーションからは︑大統領評価説を裏付け
実は︑もう一つの有力な仮説であった﹁政党支持変数﹂も︑
﹁評価変数﹂と同様に︑仮説が予測していた効果とは逆の結果
が出た︒政党支持のこの二年間の変化は︑必ずしも今回の共和
論説が︑政党支持の再編成の現れであると今回の選挙結果を分

党の﹁歴史的﹂勝利の立役者ではなかったようである︒一部の
析しているようだが︑それほど劇的でなかったといわざるを得

ない︒
クロスセクションの分析で紹介したとおり︑現職批判仮説は
予定していなかった理由でではあるが︑共和党の得票率を二・

必ずしも当てはまるとはいえない︒ただし︑この項目は︑当初

表2 下院♯1選挙での共和党の得票率−1g92年から柑91年のシミュレーション

32
33 1994年アメリカ中間違単一共和党の勝因一

績評価・政党支持■現職の政党・共和党の選挙運動などが︑投 な概念に対する態度が有効だったのかもしれない︒
票政党に関連のあることが確認された︒ところが︑パネルデー
サンプルの代表性の問題は︑データの利用段階では︑どうす
タを使ってのシミュレーションでは︑クロスセクションの分析 ることもできない︒実際︑本稿のパネルデータによるシミュレ
で有力とされた四要因の中でも︑一九九四年の共和党の得票の ーションでは︑有効サンプル数が三〇〇近くまで減っている︒
増加に寄与したのは︑現職の政党と共和党の選挙運動の二つで しかもこのサブ＝サンプルでは︑仝サンプルに比較して九二年
あるとの結果が出た︒
から九四年への説明変数の変動幅︵平均値の差︶ が小さくなっ
ただし︑残ったこれら二つ要因の中でも︑現職候補の政党は︑ている︒そのことが︑シミュレーションでの結果に少なからず
現職批判仮説が想定していたメカニズムでではなく︑現職であ 影響していると推測できる︵説明変数の変動幅が小さいと︑それ
ることがむしろ有利に働くというかたちでの効果であった︒つ ぞれの効果は過小評価される︶︒それでもあえて分析を行ったの

（ロジスティック回帰係数）の推定値（全サンプル）

．0

．20

21．9

共和党への投票が正しく推定された割合：82．5％、
カイ自乗倭（自由度、危挨率）：498．9（g，＜．001）
有効サンプル数：830

注
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まり︑検討した五つの仮説のうち︑かろうじて最後まで残った は︑この調査データがパネルとなっている特色を生かしたかっ
のは︑共和党による動月効果だけであった︒もちろん︑他の四 たからであるが︑これは方法論上の今後の課題である︒
っの要因についても︑これらが効力がなかったことを証明した 最後に︑本文では触れられなかった点を一つ触れておきたい︒
わけではない︒ここでのシミュレーノションでは︑それらの効果 れは︑選挙制度の影響である︒このシミュレーションが示す
そ
が確認されなかったというのである︒
一般的な傾向があるとすれば︑マスメディアが取り上げている
もし︑シミュレーンヨンの側に問題があるとすれば︑二つの 各説明要因の影響が比較的小さいということである︒小さな説
可能性が考えられる︒一つはモデルの不完全性である︒そして︑明変数例の変動が︑この共和党の歴史的勝利を﹁作った﹂とし
もう一つが︑サンプルの代表性の問題である︒
たら︑小選挙区制の特徴が顕著に現れた結果だとの見方もでき
たとえば︑大統領の仕事ぶりに対する批判を一つの要因とし
る
︒
民
意の動きをダイナミックに選挙結果に反映する︑この制
たが︑今回の民主党離れは︑単にクリントン大統領個人への批
度
の
性
格を分析の視野に入れておかなければ︑勢い他の要因の
︑化し 判ではなかったのではないかとの議論がある︒そのこと過
は大
︑評
お価する危険を指摘しておきたい︒

−．458
（定数）

44．5
22．7
．25

．23
．18

．44
一．53

コントロール変数
南部州住民
黒人
女性

7．6
．25
，44

44．4
．26
一，20

．0
3．92

．25
−2．12

11．8
．41
．65

．0
．34
ー1．28

説明変数
クリントン大統領に対する評価
個人レベルの主観的経済状況
政党支持
現職議員の政党
政矧こよる動員
民主党の動員
共和党の動員

（％）

標準 危険率
誤差
回帰
係数

．37

そらくクリントンのコートテールに乗る必要のないマサチュー
セッツ州のケネディ上院議員の苦戦やニューヨーク州知事クオ
モ氏の落選などからも推測される︒したがって︑大統領個人に
対する評価ではなく︑﹁民主党的な政治﹂といったより抽象的

付表11g94年アメリカ中間遠挙：下院議員での共和党への枝葉説明要因モデル

ッピ・ノースカロライナ・サウスカロライナ⁚丁ネシー・テキサ
ス㌧ハージニアの二の州である︒
J．NOruSis−訟済∽ゝ料亭票＆

︵12︶ ロジスティック回帰係数の推定値は︑付表1に記載した︒
山荘町註c仇ぎN誘G温きSPSSinc．こ綾声Chap．Nを参照︒

︵13︶ 変動此の定義については︑Marija

︵14︶ 差し替えの理由は︑一九九二年の大統領選拳の時点ではクリント

ン候補は挑戦者であり︑その時点での業綾評価は存在しないからで
ある︒業績評価と好意度とでは理論的には違う概念でみる︒ただし︑
実証的には︑これらの二変数は相関が高い︒本調査の場合でも︑両
者の相関係数は〇・七八である︒
く01．芦N〇．葺p．︺N軍

︵ほ︶ COngresSiO邑Quar−er−ニ婆・We2k−yRepOr−︼NOく﹂N﹂望．
︵16︶ 当馬如室g奉告NOくeヨb2＝N−h・−筐F忘霊一p．uN．

