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特集

のすすめ

COmp琶a−i扁StudyOfE−ectOr已Sys

研究を本稿では紹介したい︒

2

lnternatiOna−COmmitteeぎ二紆seaRFintOE−ectiOn

csESは︑国際比較として選挙研究を展開することを目的に︑

1︶

pa邑i完S−udyOfE−ec−○邑Sys−ems︵CSES︶と称する国際共同 ︵

はながろうか︒そこで︑そのような試みの一つである︑cOm・

選挙研究がある一定の﹁閉塞感﹂に悩まされていると感じるの
は私だけではないだろう︒そのような状況を打開してくれる次
のステップは︑国境を越えた﹁比較選挙研究﹂だろう︒文化や
政治制度の枠組みを考慮した上で有権者の行動を説明する︑そ
の意味においてより普遍的な理論と実証が求められているので

政治分析・日本政治研究におけるアプローチのフロンティア

由隆

﹁比較 選 挙 研 究 ﹂
西洋

l はじめに
se
﹁比較選挙研究﹂などというタイトルを掲げたものの︑その
よngiくe DemOCraCy︵︻CORE︶とpヨeユ8n Nati
Study︵妄ES︶の呼びかけで一九九四年にスタートした国際共 す■︶
うなジャンルが政治学のサブカテゴリーとして確立されている
とは思えない︒にもかかわらず︑ここでこのような用語を使同
っ研究である︒
たのは︑選挙研究の今後を考えるとき︑それが一つの重要なアその主な特徴としては︑Ⅲ﹁主催国﹂のない共同研究体制︑
プローチとなることは間違いないと考えているからである︒㈲標準化された調査︑㈹マクロデータの整備︑㈲制限なしのデ
実証研究のアプローチ・方法論・理論の発展にともなってー
︑タ共有の四点を挙げることができる︒
それぞれの国の有権者を分析対象とした︑いわば地域研究としこの研究のもっとも特徴的なことは︑いわゆる﹁主催国﹂が
しないことである︒−CO呂と宅ESは︑共同研究への呼び
ての選挙研究は︑その業績の蓄積がかなり進んでいると言え存
る在︒
かけという意味で中心的な役割を演じたが︑研究テーマの決定・
調査票の設計などは︑参加者で構成される全体会諌と︑そこで

すJ︶

結果︵政党ごとの得票など︶が︑﹁選挙区﹂と﹁全国﹂

の二つ

情報も用意されている︒いずれも︑投票行動への﹁制度﹂

の影

そして最後に︑この貴重なデータセットが︑全研究者コミュ

響を検討しようとする時に不可欠な情報で揚る︒
ニティーに対して何の制約もなく︑また無償で公開されている

ータ寄託者であれば公開の前に利用可能﹂というような﹁特典﹂

︵4︶

−ムページからオンラインでデータセットを．入手できる︒﹁デ

ことを指摘する必要がある︒関心のある研究者は︑csESのホ

はない︒その意味でも︑きわめてオープンな共同研究であると

O分程度と

と︑そしてCS囲S質問票︵モジュール︶

ームページとメーリングリストなどをつうじて︑仝参加者に公

由度はきわめて高い︒また︑企画委員会での審議の状況も︑ホ

月である︒プロジェクトのアイデアがICOREと声ZESで具体

CSESモジュールⅠの完成版が公開されたのが二〇〇三年八

言える︒

に実施する全国調査の際に︑全体会議で承認されたこの﹁一〇

備が進められていると同時に︑モジュールⅢのデータ収集︵二

とである︒現在は︑モジュールⅡのデータ公開︵最終版︶ の準

的に交換され始めて以来︑一〇年近くの歳月が過ぎてからのこ

〇〇六年五月より︶

︵つまり︑

質問項目を既存の調査のあちらこちらに散りばめて配置するの

そこに蓄積されているデータ量と︑そのデザインに起因する分

が始まっている︒そして︑言うまでもなく︑

でなく︑﹁通し﹂で︶実施する土とが推奨されている︒調査の

析の可能性は膨大なものである︒だからこそ︑世界中の研究者
ている︒また︑csESのホーム▲ページによれば︑csESデータを

からも注目を受けているし︑参加者∵データ寄託国も増えてき
利用した研究業凍は︑報告されているだけでもすでに三〇〇を

クロ︶

︵大統領制であるか議院内閣制かなど︶・選挙制度︵相対多数制

付加されることである︒マクロデータには︑統治機構の形態

の調査データだけでなく︑回答者ごとにマクロデータが

標準化を保証するためである︒
CSESデータセットのもう一つの重要な特徴は︑個人単位︵ミ

当該のCSESモジュールを﹁ひとまとまり﹂として

分程度﹂のモジュールを質問票に追加して調査することになる︒

それぞれの参加チームは︑調査対象期間中の国政選挙の事後

開されており︑そのプロセスはかなり民主的である︒

の長さがl

なることといったガイドラインがあるものの︑テーマ選定の自

ることのメリットを最大限に活かすことができるものであるこ

おして放り込まれていく︒選挙調査であること︑比較研究であ

研究テーマについては︑その時々の企画委員会での議論をと

ている︒

NatiOna−E−ectiOnStudy︵国政選挙研究チーム︑岩S︶に開かの
れ レベルで付加されているし︑政党のイデオロギー位置などの

ではない︒また︑研究への参加は︑関心を持つすべての国の

なら
のか比例代表制なのか︑あるいは選挙区の大きさなど︶ につ
選出されるP−旨ningCOmmittee︵企画委貞会︶によって進め
いての情報などが含まれる︒また︑当該の選挙についての選挙
れている︒その意味では︑ICOREも喜Sも﹁主催国︵チーム︶﹂

の理解を覆すような突破口的研究︶があまり見られないことに︑

その一方で︑最近では︑大きな理論的なブレークスルー︵既存
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鉱

して︑その直前に景気がよくなってきたとしても︑それが現職
研究者の利用も増えていることが分かる︒
の大統領の経済政策のおかげであると︑その国の有権者が考え
ていなければ︑その評価が投票に結びつくとは考えられない︒
そして︑その責任帰属の明確さという点において︑制度が大

つまり︑責任帰属が明確でなくてはいけない︒
きく影響するものと想像できる︒
まず︑統治機構における大統領制と諌院内聞制の比較では︑
いずれも直接選挙で選出される大統領と諌会という複数の政府
機関が存在する国においては︑経済政策の成功・失敗に関する
責任の所在が︑この二つの機関の何れにあるのかは有権者には

が起こりえるとして

する業績評価としての投票︵﹁経済投票﹂︶
る議院内閣制では︑その責任が与党にあることは明白である︒
そのことから︑﹁経済投票﹂を実証的に確認することができると

はっきりしない︒一方︑首相と議会の多数党が通常は一体であ

しても︑後者においてその確率が高いのではないかと推論した︒

も︑それは統治機構や選挙制度の影響を受ける﹂というもので
みた︒より具体的には︑前者においては大統領制と議院内閣制

有権者のほうが︑連立内閣の

り︑単独政党による政府を生みやすい︶相対多数制をとる国の

︵つま

また︑選挙制度における相対多数制と比例代表制の比較にお

の直前の任期において︑経済運営が適切であると有権者が評価

いても︑同様のことが言える︒多数代表を実現しやすい

するなら︑その選挙において現耽の候補に投票する確率が高く
複数となる︶
べて︑経済政策の責任者を特定しやすいということが予測され

可能性が高い比例代表制をとる国の有権者にくら

︵つまり︑政府を構成する政党が

なるだろうし︑一方︑経済政策に失敗したと評価すれば︑現職
る︒
︵ヱ

そこで︑私は︑次のようなモデルを立て︑経済評価の現職候
補への投票確率に対する制度の効果を確認した︒

確認された︒

4 比較選挙研究の可能性と限界

された各モデルが︑文化や国境を越えても成り立つのかという︑

ことは間違いない︒単独の2両Sとしてそれぞれの国で精緻化

これからの選挙研究では︑﹁比較﹂が一つのキーワードとなる

の要因で規定できると想定している︒すなわち︑川当該の国の

高次の一般化への段階に来ている︒

喜

である︒

更されたときの事前事後の比較研究も有効であるし︑模擬選挙

の異なるレベルの選挙を比較するとか︑あるいは選挙制度が変

する場合︑国際比較が不可欠である︒もちろん︑システム内で

また︑有権者の行動に対する選挙制度の影響を検討しようと

経済状況に対する評価︑㈲経済評価と制度ダミーとの積として

入される︶

アクション項に対して推定される係数が︑統計的に有意である

のような実験手法を取り入れたアプローチもありうるかもしれ

そしてここでは︑﹁経済評価﹂と﹁制度ダミー﹂
かどうかが関心の的となる︒より具体的には︑たとえば︑諌院

ない︒しかし︑制度要因の直接的な比較ということになると︑
︵9︶

内閣制の国については﹁議院内閣制ダミー﹂変数として︑その

andゴ迂ne−雪○︶︒

国際比較のアプローチが何といっでも基本である

︵przewOrSki

それと﹁経済評価﹂とのインターアクション項に対する係数が

ではないとしても︑入手可能なデータセットと

そして︑そのことを念頭において設計されているCSESデー
タは︑﹁完全﹂

きた︒そもそも︑経済状況に対する評価は︑正の関係で現職へ

のミクロデータが︑国毎に積み上げたプールド・クロスセクショ

も︑統一されたモジュール

で収集された個人単位

の投票確率に影響を及ぼすことを推定結果は示している︒しか

ナルなデータとなっている︒そのうえ︑マクロデータが変数と

従来のように︑個々の責のデータを個別に用いて︑国単位で

︵質問項目︶

しその効果は︑議院内閣制の国の有権者に対しての方が︑大統

ンターアクション項を含むようなモデルの検討が可能となる︒

して組み込まれている︒だからこそ︑ここで紹介したようなイ

してはベストな分析ツールということができるだろう︒そもそ

る国の有権者に対しての方が︑比例代表制の国の場合より大き
く見られることが︑推定結果にもとづいたシミュレーションで

領制の国の場合より大きく見られるし︑また︑相対多数制をと

分析の結果︑上記の推論がデータとしても確認することがで

の方が︑業績評価の影響が大きいことを示すことになる︒

有意に大きな数値として推定されると︑その分だけ議院内閣制

値に1を当て︑そうでない国には0を当てている︒したがって︑

のインター

を代表する国ダミー︵これは︑分析対象となった国の数だけ投

定義されるインターアクション項︑刷それぞれの国の特殊事情

つまり︑この式において︑現職候補への投票確率は︑次の三つ

f︵﹇布端鞘畠﹈一﹇商事鞘藷﹈×﹇萱掃ヽルー﹈■﹇固彗ルー﹈︶

﹇薄顛ノ3滞湘南倒﹈＝

ること﹂が前提としてあるだろう︒たとえば︑大統領選挙に際

失敗の原因が誰にあるのかということを︑有権者が認知してい

ところが︑このメカニズムが成立するには︑﹁経済政策の成功・

に失望した有権者は対立候補に投票する確率が高くなるだろう︒
富
Key︵−岩更に始まる︑いわゆる﹁賞罰理論﹂である︒

そもそも︑経済投票のメカニズムは明快である︒当該の選挙

の比較を行った︒

の比較を︑後者では︑相対多数制︵小選挙区制︶と比例代表制

ある︒そして私は︑統治機構と選挙制度の二組の制度比較を試

私は︑csESモジュールⅠを用いて︑経済投票の制度との関
言
係について検討した︒そこで検討した命題は︑﹁経済状況に対

てみたい︒

能性と限界について︑私自身の分析例を紹介しながら︑検討し

CSESプロジェクトの概要は以上のとおりであるが︑その可

3

超えている︒その中には︑博士論文も数点含まれており︑若手
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しかも︑国単位の﹁代表性﹂の問題だけに止まらず︑それぞ
れの国での選挙単位での﹁代表性﹂ の問題もある︒たとえば︑

モデルを推定し︑その推定結果を比較するアプローチとは︑ま

つたく次元を異にした分析が可能となったわけである曾nes

の選挙が調査対象となっていた︒したがって︑分析上は﹁比例
代表制国﹂と私は扱っているが︑有権者の投票行動は︑制度改
正前の行動パターンを引きずっていると考えるのが安当である︒
選挙単位の特殊事情をどう考慮するのかという問題は常につき
まと︑つ︒
第三の問題は︑﹁分析概念﹂が国境を越えられるのかという問

のもとでの最初

私が利用したモジュールⅠのサンプル国のうち︑ニュージーラ

題である︒csESモジュールには︑政治的イデオロギーの尺度

ンドについては︑新しい選挙制度︵比例代表︶

andSteenbe毒en−況や∽tee註e局en呂dJO完SN暮N︶︒

に︑﹁経験﹂の浅い国が混在している︒両グループの研究関心に

ただし︑このような共同研究にも︑制約がないわけではない︒

は少なからず温度差があることをしばしば感じた︒新体制と旧
として︑﹁右−左﹂という用語で構成された質問文を用いている︒

が比較的長い国々と︑旧ソ連から独立したばかりの国々のよう

いである︒これまでのデータ寄託国には︑民主主義の﹁経験﹂

について︑参加者の ﹁合意﹂がほんとうに可能なのかという問

まず︑第一は︑国境を越えた共通の﹁研究関心﹂ということ

体制の比較を最優先課題としている新興民主主義国からの研究

少なくとも三つの点で︑克服されなければならない課題がある︒

者にとっては︑私がここで紹介したような研究課題は︑﹁将来の

問文は用いずに︑﹁近く感じる政党︵訂e−c−OSetO︶﹂を政党帰属

ュールⅠの企画委貞会では︑議論の末︑いわゆる声ZES流の質

同様の問題は︑政党帰属意識概念にも当てはまる︒csESモジ

しかし︑この質問文がどの訂でも同じように理解されると考え
るのは︑やはりあまりにもナイーブであると言わざるをえない︒

性︵あるいは︑逆にセレクションバイヤス︶の問題である︵Ged・

第二の課題もそのことと関連する︒それは︑サンプルの代表

課題﹂なのではないだろうか︒

des−箋○︶︒先にCSESの特徴として紹介したが︑データを寄託
る︒したがって︑プロジェクトチームとしては︑最終的にデー

するかどうかは︑それぞれの国の研究者の主体性に任されてい
タが公開となった時点で︑分析対象国としてどの国が含まれる
かは最後までコントロールできない︒現在実施されている世界

きているものの︑モジュールⅠ・Ⅲがそうであったのと同じく︑
資金獲得・調査の実施・マクロデータの整備・データの寄託のす
べてにおいて︑きわめて個人的な努力に依存していると言わざる
をえない︒グローバルなレベルでの﹁公共財﹂の捷供であるとい
ぅことを考えると︑組織的なコミットメントについて学会等で検
討する必要があるだろう︒

ていただきたいし︑データを積極的に利用していただきたい︒

できない︒ぜひ︑csESのホームページを読者にはご覧になっ

意識概念の作業定義とすることを決めた︒この安当性について
も︑今後︑検討が必要であろう︒
このように︑制約も多いプロジェクトではあるが︑モジュー
ルを繰り返すごとに蓄積される各データセットに秘められた
﹁可能性﹂は︑この短いエッセイではとうてい語り尽くすことは

﹁達成

中のすべての2出SにCSESモジュールが採用され︑そのすべて
が寄託されるのが理想であるが︑それはなかなか厳しい
︵lnU
である︒

目榛﹂

徽那徽

そして︑その﹁CSESによる研究リスト﹂に︑日本の若手研究
者の業績が一つでも多く︑近い将来に追加されることを願うも
のである︒

としてCSESに係わることとなった︒たまたま︑そのプロジェク

︵1︶一九九四年に︑私は︑p−amningCOmmi霹eeのメンバーの一人

にわたって委員を続けることと

やShi一色y︵N00∽︶参照︒
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︵5︶

Stee旨gCOmmittee︵−盟主
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