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投票行動 1

日本の投票行動モデルにおける政党評価要因

︵神戸大学教授︶

隆
︵明治学院大学助教授︶

西 澤 由

ないかと考えられる理由がないわけではない︒政党は︑政治的

日本の選挙では︑有権者の投票選択において候補者への態度

よって異なるし︑同じレベルでも交替がある︒実証的にも︑候

本的には変わっていないのに対して︑候補者は選挙のレベルに

れることはほとんどない︒しかも︑政党は︑一九五五年以来基

のに対して︑政治家一人一人の活動が選挙区の有権者に伝えら

なアクターとして︑新聞やテレビニュースに日常的に登場する

が重要な役割を果たすといわれてきた︒そもそも欧米の政党組

一はじめに

織に比べて︑日本の政党は一般的にその組織力が弱い︒それに

補者は政党ほど有権者には知られていない︒
他方︑日本の選挙では︑政策争点もまた重要でないと指摘さ

加えて︑現行の中選挙区制のもとでは︑絶対多数の議席獲得を

れてきた︒同一政党からの候補者が争う選挙では︑候補者間の

狙う大政党は︑各選挙区で複数の候補者を立てぎるをえない︒
日本の多くの選挙区では︑政党間の争いより︑同一の候補者間

政レベルの政策争点は適さない︒しかも︑政治家の能力が︑地

個人としての違いを有権者に訴える必要がある︒それには︑国
元に対する個別な利益をどれだけ実現することができるかで判

での争いの方がしばしばより激烈となる︒党に依存できない候

断されるような実態があると︑政策争点はいきおい影を潜める

補者は︑結局︑自分自身の遠挙マシンを作らなければならない︒
高畠通敏が指摘するように︑﹁日本の選挙では︑日常的に個人的

ぼしたと考えられるのは︑一九八九年の参議院選での﹁消費税﹂

ことになる︒ところが︑全国的な争点が選挙の結果に影響を及

な接触を保つ集団や組織が︑基本的に重要な役割を果たす﹂︒そ
︵高畠︑一九八〇︑三二四頁︶︒

ところが︑﹁人﹂より﹁党﹂の方が重要な役割を果たすのでは

れは︑﹁人﹂中心の選挙である
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に影響を与えたと想像できる争点も多い︒

じて︑スキャンダル・公害問題・インフレーションなど︑選挙

が初めてというわけではない︒一九七〇年代・八〇年代をつう
要因とその他の二つの要因との関係についても︑これまで確認

その規走力がそろって小さく評価されているばかりか︑候補者

候補者要因の重要性がこれほど指摘されながら︑投票に対する

な分野であるが︑投票を最終的な従属変数として各要因間の因
稿の課題である︒ただし︑われわれの目標は単なる﹁なぞとき﹂

そこで︑これらのパズルにメスを入れてみようというのが本

うか︒

ではいったい︑﹁人﹂・﹁党﹂・﹁争点﹂のいずれが相対的に重要 されたことがないことである︒それには何か理由があるのだろ
なのだろうか︒

果関係を明らかにしようとする試みはまだそれほどない︒われ
の過程でわれわれなりのモデルを提案することになるが︑その

よりは少しばかり野心的である︒当然のことながら︑この説明

日本人の投票行動の研究は︑実証的な研究の中でも最も盛ん

われの知るかぎりでは︑一九七六年一二月の衆議院選挙前後の

し詳しく議論することになるが︑政党・候補者・政策争点の三

ない非逐次モデルによる推定を試みる予定である︒後にもう少

パネル調査データ︵JABISS︶を使っての三宅︵一九八五︶・リチ際には︑日本の投票行動モデルについてはまだ誰も手懸けてい

つの要因は︑それぞれが個別に投票に影響を及ぼすだけではな

の三つと︑

一九八三年六月の参議院選挙後と同年一二月の衆議院選前後の

ャードソン ︵一九八八︶・リチャードソン

く︑相互にも影響を及ぼしあっていることが十分予測できる︒

︵一九九一︶

三ウエーブのパネル調査データ︵JES︶を使っての蒲島︵一九八
したがって︑それらの相互作用を考慮に入れずに個々の影響力

者要因の重要性を認めつつも︑やはり政党要因が最も重要であ
らかにする︒そこでは︑それらのモデルが基本的には同じ構造

まず︑第二節で先の四つの投票行動モデルの構造の遠いを明

次節以下︑次のような順で議論を進めていく︒

ーワードであるとわれわれは自負している︒

ここでの報告は︑日本の投票行動研究の新しいステップ＝フォ

を推定したところで︑正しい理解は得られない︒その意味で︑

六︶の四つの報告しかない︒そのうえ︑投票を規定する要因の相
も一致していない︒

対的な影響力についてのこれら四つのモデルの結論は︑必ずし
︵1︶

三宅モデルでは︑政党評価の圧倒的な影響力が確認され︑リ

ることが示された︒一方蒲島モデルは︑もともと日本の選挙に
をとり︑しかも候補者要因と政策要因についての概念規定・作

チャードソン＝モデルでも︑選挙運動などを含んだ広義の候補

ではあるが︑政策争点が他の要因に対して圧倒的ということは

おける政策争点の役割に焦点をおいた議論という文脈において

以外﹂として一つにまとめることで︑投票モデルの重要な部分

ても︑その内容は多様である︒それをこのように﹁自民党投票

な違いのあることが指摘される︒第三節ではその政党要因の捉

業定義はほぼ同じであるのに対して︑政党要因については重大

いての理論的な考察を行い︑非逐次モデルの必要性について考

えかたについて︑そして第四節で三要因間の相互の関連性につ

な↑へ稲でよりることま否わなバ︒たドJし︑d日民党が一九五五＃T以

を捨象してしまうことは︑技術的な制約とはいえ︑それが大き

もう一つこれらのモデルの推定結果から疑問に思えることは︑

ないまでも︑他を上回る影響力を持つことを明らかにした︒

モデルを置介し︑第﹂○印で一hごへ三たT乃↓刀刀データを弔ハてモ

あるといえる︒リチャードソンの二つのモデルは︑選挙運動と

つづいて︑候補者要因だが︑これもまた四モデルとも同じで

える︒そして︑それらの議論を受けて︑第五節ではわれわれの

作業定義のあり方次第で︑要因間の影響の現れ方に違いのでて

の接触や個人的な投票依頼を受けたかどうかといった選挙区要
因を含めて候補者要因をいずれも広義に捉えようとしている点

くることが指摘される︒

二 三宅・蒲島・リチャードソンのモデルの比較

イメージであることに変りない︒しかもそれが﹁道路や補助金
同じ考︑え﹂・﹁この地域の出身﹂÷同じ職業の問題にとり組む﹂

の獲得﹂・﹁就職／入学の世話﹂・﹁清潔／新鮮﹂・﹁大切な問題で

で他の二つのモデルと異なる︒ただし︑中心的な変数は候補者
そこでまず︑ここでの議論のベースとなる四つのモデルの構
造を簡単に比較・整理しておこう︒

の六つのイメージ項目について︑特定の候補者が︑それに該当

図1をご覧になっていただきたい︒これは︑上記の四つのモ
デルのパス＝ダイヤグラムを︑共通点と相違点が分かりやすく

三宅の場合とまったく同じである︒浦島モデルは︑上記の六項
に限定することで︑利益供与の側面を強調しよう

目のうち︑﹁道路や補助金の獲得﹂・﹁就職／入学の世話﹂・﹁この

するとして言及を受けた項目数で測定しており︑作業定義上も

六項目相互の相関は高いから︑実質的には同じと考

リチャードソンの一九九一年モデルは︑政党要因・候補者要因・
政策争点要因の三つの変数群をさらに規定するような変数まで

とするが1

地域の出身﹂

なるようにフォーマットを揃えてかき直したものである︒なお︑

も含んだ包括的なモデルであるが︑比較がしやすいように中心

性から一ステップ離れた要因を考庫に入れている︒ただし︑推

政策争点要因については︑三宅と蒲島が政策意見という党派

えてよい︒

的な項目についてのみ掲載した︒
個々の変数の捉えかたから見てみよう︒

定に用いられた最終モデルからは︑いずれもこの変数が脱落し

まず貴初に指摘しておかなければならないことは︑いずれの
どうかという点になっていることである︒野党への投票といっ

場合も︑最終的な従属変数である投票変数が自民党への投票か

66

がある︒

ている︒そして︑投票に直接影響を及ぼすと考えられる例変
の数
変間の直接の相互関係を想定していないので︑基本的にはや
はり
数は︑政策争点について自分の意見に近い政党を尋ねた質問
項逐次モデルである︒
モデル内の変数定義上の一貫性に関して︑ここで一つ指摘し
目があるが︑それを中心に変数を加工している⁚その意味で︑ ；土
ておかなければならないのは︑蒲島が︑政党評価については好
意度を指標にしているのに︑候補者要因を上記のように候補者
四モ デ ル と も 実 質 的 に は 同 じ だ と い え る ︒

㌘い

対する好意度データは欠けているが︑JESにはそれがある︒も

イメージを用いている点である︒JABISSデータには︑候補者に

注）ただし、政策イメージが「金権政治改革」の場合こ三宅19弧p・272・図74を加工

最後の政党評価については四モデルの間に重

政党評価については︑次節でもう一度取り上げゥをrへとりあ
は︑政党要因の内容を二つ︑あるいは三つの要因に分解し︑そ

三

政党支持の捉え方

し︑両者を定義上揃えていたら︑推定結果が変っていたかもし
れない︒
このように整理すると︑結局のところ︑四つのモデルの政党
要因・候補者要因・政策争点要因の相対的な重要度に対する見
解の違いが︑政党支持要因の概念定義・作業定義の違いに起因
するところが大きいのではないかとの仮説が浮かび上がる︒そ
こで︑その点を具体的なモデルの推定をつうじて以下で検証す
るわけであるが︑その前に整理しておかなければならないこと
が二点ある︒政党支持要因をどのように捉えるかということと︑
三要因の相互作用についてである︒順に検討することにしよう︒

えずその遠いを指摘するとすると︑リチャードソンのモデルで
の内答が多様な日本の政党支持の実態に沿わせることに重点が
おかれているのに対して︑三宅・蒲島両モデルは︑政党支持態

の程度として捉えようと

たせていることがその特徴である︒さらに︑蒲島モデルが二つ

度がダイナミックなものであることに重点をおき︑時間差を持
の政党支持変数を自民党への﹁好意﹂
しているのに対して︑リチャードソンの二つのモデルは︑自民
党を支持するか不支持か︑あるいは過去に自民党に投票した経
験があるかないかという︑二者択一︵コンピュータ用語で表現する
なら○−この選択を強要する方法で測定しているのも︑作業定
支持のうち︑時間的に前の方を﹁好意﹂の程度で指標化してい

義上の重要な遠いである︒三宅は︑時間差をとった二つの政党

政党への評価が重要な投票決定要因であることは︑著者の一

i一・争点評価

るが︑投票に直接影響を及ぼすと考︑えられる後ろの方の政党支
人三宅が前著︵一九八五︑一九八九︶で示したところである︒ま

（頭目㈹■査）
候補者評価／利益供与

次に︑要因間の関連性についてであるが︑四モデルとも変数

√・・政党評価・・一一一一一一・・…一一一一一一￣

た︑そこでは政党支持の概念についても詳細な議論をしている
ので︑一般的な議論は︑そちらを参考にしていただきたいが︑

．・候補者評価・・−……・・…‥＝…‥・・

持は︑データが存在しないことから択一型の変数を使っている︒

・候補者評価

モデルが要因群として部分的に相互関係を考慮しているものの︑

図1−b 蒲島（1986）の投票決定因モデル

間の相互関係を想定しない逐次モデルである︒三宅・蒲島の両

注）ただし．蒲島1986，p．258，図8−6を加工。

ル
l六r
図卜a 三宅（1985）の轡
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r・候補者評価…・……・t・…………………；

注）ただL．Rjchardson1988，p．712，Fig−∂を加工＝

●一一争点評価

までの温度を答えてもらうわけである︒

五一度から一〇〇度まで︑反感を持っていれば四九度から○度

持たない場合を五〇度とし︑好意的であればその強さに応じて

うというものである︒すなわち︑特に好意も寄せないが反感も

対する好意度を○度から一〇〇度までの温度で表現してもらお

による政党評価を利用すればよい︒感情温度計とは︑各政党に

可能である︒三宅・蒲島の両モデルが用いている︑感情温度計

それに対して︑﹁好意の差﹂としての支持態度を捉えることが

には選択型のものであるといえる︒

を問うことで測定しょうとしているから︑その定義は︑基本的

すると考えられる八つの項目についてそれぞれ最も優れた政党

は︑ある特定の政党への支持の安定と︑政党のイメージを代表

業定義をそのまま優ったものはない︒ただし︑リチャードソン

上記に紹介した四つのモデルには︑この従来の支持政党の作

択﹂することを強要した結果であることには変りない︒

場合もあるが︑いずれも︑複数の選択肢︵政党︶から一つを﹁選

支持の強度を考慮し︑支持の方向と強さから党派性を定義する

る答えが︑作業定義上用いられてきた︒場合によってほ︑その

する政党がありますか︒それはどれですか︒﹂という質問に対す

従来︑政党支持は︑ワーディングに多少の差はあるが︑﹁支持

みることにする︒

と﹁好意の差﹂としての指標化の二つについて︑すこし考えて

っていると考︑えられる︑﹁選択﹂としての政党支持態度の指標化

ここでは︑上記の四つのモデルの違いを理解する上でキーとな

図トcリチャードソン（1988）の投票決定因モデル

・・候補者評価・・‥・・……＝・‥・・・．……・・・．．．

政党イメージ

（8項目和一凛事後■査）

安定的政見支持

（遇夢前後★査とも同じ支持）

（近い政策＜ゆ点＞一道拳社■董）

文化的政治争点

度を測定することができる︒その上で︑好意も反感も持たない
場合も一つの評価として好意のゾーンと反感のゾーンの中間に
べての政党をこの広義の好意の尺度上に位置づけることができ

位置するものとすると︑有権者は︑ある特定の基準に従ってす

九七

る︒そのうえで︑最も好意的に評価された政党と最も低く評価
された政党の評点の差をとるわけである︒三宅が前著

に比べて︑﹁好意﹂の方は︑より自由に動けるのではないかと考

村してより敏感に反応するのではないだろうか︒選択型の変数

だろう︒一方で︑支持の差型の指標は︑モデル内の他の変数に

のだから︑投票変数ととりわけ強い相関関係を示すことになる

きる︒選択型の指標は︑投票という行為がそもそも選択である

で︑そのモデルが捉える側面が違ってくるだろうことが想像で

して︑選択型の指標を用いるか︑好意の差型の指標を用いるか

このように考えると︑投票決定のモデルでの政党支持要因と

コアを得た党ということになる︒

して︑いわゆる選択型の﹁政党支持﹂は︑その中で最も高いス

られるが︑ちょうどそれとパラレルに考えることができる︒そ

﹁一九入五︶で指摘したように︑政党支持には幅があると考え

●一一争点評価

政党支持要因・候補者要因・政策争点要因の相互作用

えるからである︒
四

さて︑政党支持・候補者・政策争点の三要因の相互作用を考

注）ただし、Flanagan，etal，19gl，P，407，Fig．10・6。
k

〜仲立

？・桝駆−れ阜

候補者イメージ
（頑8刑事役■壬）
√一▲政党評価

「芸≡芸芸㌫
＿

この方式だと︑選択型の指標と違って︑各政党に対する好意

図トdリチャードソン（1991）の投票決定因モデル
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因間ずつ因果関係の可能性を整理しておこう︒

ない一︶ たとえば︑先に紹介した三宅︵一九八五︶

や蒲島︵一九八

研究者がこの点についてこれまで注意を払わなかったわけでは
す必要はないだろう︒支持政党の候補者に好意的な評価をする

政党支持から候補者評価への影響についてここで特に繰り返

その逆は︑どういうメカニズムを指すのだろうか︒もしこの

のは十分考えられることである︒
方向の因果関係があるとすれば︑﹁これまで好意を寄せていた候

両要因群の間に相互作用があることを想定して

いるわけである︒ただし︑係数値の推定にあたっては︑政党支
か00党に対する評価もよ︿なってきた﹂ということであろう

補者が︑いずれも00政党の候補であったために︑いつのまに
か︒ところが︑候補者は選挙のレベルによっても異なるし︑時

持要因群内に時間的ラグをもった二つの変数を用意することで︑

間的にも変化する︒そもそも︑﹁社会化﹂とでもいえるこの説明

p．コ声fn．は
望︑
︒時間的に中・長期的なもので︑ここでのモデルが捉︑えられ

一方︑リチャードソンは︑非逐次モデルの必要性を認めつつ︑
︵RichardsOn−諾00J

るケースが考えられる︒つまり︑ある選挙で個人として好感の

より短期的な説明としては︑特定の候補者が政党の看板とな

るような変化ではない︒

持てる候補者があったときに︑﹁こんな候補者がいるのなら︑そ

で係数の推定がなされてきたわけであ

であるとの前提条件が満たされていない以上︑上記の四モデル

る︒推定しようとする方程式の誤差項と説明変数が互いに独立
の政党もまんぎら捨てたものでない﹂と︑党に対する評価を変
えるような場合である︒実際︑個人後援会に入っている人は︑
政党支持の強度が強い傾向にある︒もちろんこの逆の場合もあ
ルなどの問題を起こした場合でも︑その候補者の所属政党へ影

るわけで︑ある候補者がまったく個人的なレベルでスキャンダ

の原則で︑とりあえず三要因問に

は相互作用があるという立場から︑われわれはモデルの組み立

ては︑その立場をあいまいにすることが︑むしろ﹁合理的﹂で

いずれにしても︑純粋に候補者を個人として政党のラベルを

響が及ぶケースが考︑ろられる︒

付けずに評価するのは乾しい︒まったくこの方向の影響がない

︵政策争点要因から候補者要

ある︒とすれば︑有権者が︑自らの政策立場を基準にして候補
者を評価するわけにはいかないし

権者が自らの政策立場を認知し︑それに近い政策立場を取る政

して推定せぎるをえないことになる︒ところが︑これは政党支

報が不十分なときには︑候補者の政策立場は所属政党を基準に

ない︵候補者要因から政策争点要因︶︒また︑候補者についての情

らの政策立場を形成するというような﹁教育効果﹂は期待でき

因︶︑ましてや好意を寄せる候補者の政策立場から︑有権者が自

しければ︑政策争点要因から政党支持要因への矢印が効いてく

持を介しての影響関係になってしまう︒

分析モデルの構造と変数の定義
われわれの分析モデルは︑したがって上記の三変数と︑最終

五

いわぎるをえない︒そこで考︑ろられるのがその逆で︑政党支持

的な従属変数である投票の︑それぞれについての次の四つの方

＝bひ×淳神韻音

＋u⁝⊥N︶

⁝人里

＋bか×素養餌半音＋u⁝⁝声

＋u＝⁝

＋b釦×満載劃虫壷
＋bり×や︑鼎鞘諒

＝b↓×浮沖囲碁

＋b▲×や丸型壷

＝b−×満載餌鞘裔＋bNX㊥丸型壷 ＋u⁚⁚⁚こ︶

程式から構成される︒

鯛

ただし︑このままでは推定されるべき四本の方程式がすべて

帯

や和戦諒

満義餌虫轟＝buX淳沖判畠

罫沖判壷

が政策評価のガイドラインとなる場合である︒﹁好意を寄せてい

ばかりか︑明らかに自分にとって不利になるような争点につい

点について︑候補者が立場を大きく異にすることはない︒それ

うに︑そもそもここで議論しているような国政レベルの政策争

因の間の関連性が最も弱いと思われる︒﹁はじめに﹂で触れたよ

日本の選挙では︑ここでの三組の組み合せの中で︑この二要

3 候補者要因と政策争点要因

ば︑政党評価から政策争古川への因果関係が成立することになる︒

考える有権者はけっこう多いのかもしれない︒後者が正しけれ

る政党は︑きっと自分の利害を代弁してくれているだろう﹂と

る︒ところが︑一般的な有権者には︑それはなかなか難しいと

のもとでという条件を満たしている場合に︑起りうることであ

策立場や各政党の政策の違いを認知するのに十分な情報のある環境︶

ることになる︒ただし︑これは完全情報︵少なくとも︑自らの政

党に対して好意的になる︑という図式が考︑ろられる︒これが正

政党要因と政策争点要因の関係については︑まず第一に︑有

2 政党要因と政策争点要因

とはいえないまでも︑その道の方が圧倒的に強いと考︑えられる︒

が等しく有効であると考えているわけではない︒そこで︑二要

てを始めた︒ただし︑三要因間に考えられる計六本の矢印全部

また﹁疑わしきは排除せず﹂

そこで︑これまでのアメリカでの研究成果を参考にしつつ︑

ヽ0

の推定値はいずれもバイヤスを含んでいる可能性を否定できな

の重回帰分析︵OLSQ︶

つまり︑これまでのモデルはすべて逐次モデルとして︑通常

ては考慮しないとしている

技術的な推定の困難さから︑あえて三要因間の相互作用につい

変数間での直接の相互作用を考えない逐次モデルにしている︒

引かれているト﹀

六︶は︑政党支持要因群と政策争点要因群の間に両方向に矢印が

−雪ごMark亡S紆COn＜erSe−当讐︒もちろん︑日本の投票行動の

早︿から指摘していたことである︵JanksOn−雪ごPage紆JOneS
1 政党支持要因と候補者要因

膚することの必要性については︑アメリカの投票行動研究者が
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未知数︵内生変数︶のみで構成されていることになり︑推定する
民党に投票した人を﹁

投票

作業定義は︑次のとおりである︒

︵3︶

ことができない︒そこで︑これらの内生変数を規定するだろう
回答拒否・﹁忘れた﹂は欠損値とした︒

野党に投票した人を○とした︒棄権・

投票は一九八三年の衆議院選挙における投票政党で︑自

と考えられる変数を外生変数としてモデルに追加した︒外生変
数の選択にあたっては︑二つの基準を設けた︒川理論的にも︑
による自民への好意度から︑野党への好意度の内で最も評価の

政党評価

従属変数が自民党への投票であるので︑感情温度計

また実証的にも特定の内生変数への規定力が大きく︑しかし残
高かったものの差を取った︒差をとるのは︑政党支持が投票に

二の内生変数への規定力がとくに大きい

りの内生変数とはできるだけ相関の低いもの︑榔右の基準には
あてはまらないが﹁
影響を及ぼすとすれば︑それは政党に対する好意の幅がある程

×汚渾3浮沖囲碁

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝窒

杢

⁝⁝⁝⁝⁝⁝ヘコ

︵DOWnS−誤ゴ︒

候補者についても感情温度計の評価を指標とし︑

政党評価と形式を揃えるために︑これまでの四つのモデルで使

も高い評価を得た野党候補者のスコアの差を取ることにした︒

さらに自民党候補者︵複数あれば最も高い得点をえた候補者︶と最

候補者評価

ス一〇〇の範囲の値をとる︒

として︑五〇点を与えた︒理論的にはマイナス一〇〇からプラ

なお︑﹁わからない﹂・回答拒否については中立の評価である

とした︑ダウンズのロジックと同じである

政党間期待効用差が十分大きいとき有権者は投票にいくだろう

度大きい場合に限られるだろうと考えたからである︒ちょうど︑

もの︒その結果︑上記の四つの方程式は次のようになる︒

＋b−○×皿栗東淋＋b

淳抽鞘諒 ＝b−×素案餌韻書＋bNXせ．井判蒜
＋b−NX＼斗．斗q堆−十u
＋b−い×皿蟄轟淋＋bl−×索義舶エゝ−℃

素義郎異音＝buX淳神聖壷＋b−×せ加増壷
＋b︼∽×個牽＋u

謁預薄氷判音＋b−00×藤堂＋u

＋bl￠×訂罫＼崇高茜雲彗申野＋b−↓×淳頚3

せ丸型壷 ＝b∽×洋神聖壷＋b小×南義郎鞘嘉

落

九八五︶

と同じく︑一九八三年の
推定結果の解釈に注意がいる︒

〇・四五と必ずしも高いとはいえない︒ただし︑モデルの予測

用いた︒四つの決定係数は︑〇二二七︑○∴四二︑〇二ニ﹁

なお︑﹁わからない﹂・回答拒否については︑理論的には政党

Tこ

だから﹂という政党に対する評価を含んでいる可能性がある点︑

潮 ＝b↓×淳沖擁立＋bpX斎義加地毒＋b￠×㊥知鞘轟 われてきた候補者イメージではな︿︑感情温度計を用いること
＋b；×壷＞冨簿鯛溶着＋
にしたが︑この場合候補者のパーソナリティ・経歴・個人的業
⁝⁝⁝⁝⁚⁝⁚⁝⁝⊥望 績という個人に属するものへの評価の他に︑﹁支持政党の候補者
bNOX砧髄副替茄穿＋u

モデルの推定には蒲島

評価の場合と同じく五〇点を中立点として与えるべきところで

能力をテストするために︑ランダムに選ばれた九〇パーセント

JES調査データを用いた︒なお︑従属変数および各内生変数の

ついては答えないことが必ずしも中立ではなく︑むしろ非好意

ー〇パーセントのサンプルの投票を予測してみたところ︑自民

のサンプルでモデルの推定を再度行い︑その結果をもとに残リ

あるが︑データのある他のサンプルとの比較の結果︑候補者に
的な評価であることが判明したので︑ネガティブな評点の平均

ることができた︒第一段階での推定の良し悪しに敏感なNSLS

投票かそうでないかについて八六パーセントまで正しく判別す

値である三〇点を与えた︒同じく︑理論的にはマイナス一〇〇
からプラス一〇〇の範囲の値をとる︒

組み合せについても︑政党評価の影響力の方が相対的には強い

間にはやはり相互方向の影響が確認された︒ただし︑いずれの

政党評価と候補者評価・政党評価と争点評価の二組みの要因

の推定結果にしては︑成績のよい方である︒

争点評価 まず︑防衛・減税・行革・政治倫理・日米安保の五
争点のそれぞれについて︑自民党を自己の意見に最も近い政党
その他の場合は○を与え︑これを争点評価指数とする︒さらに︑

としたときプラス一︑野党を近接政党としたときマイナス﹁
これに争点の個人的重要性の程度によってウェイトづけしたも

バランスが目立つ︒ただし︑候補者要因が多少なりとも有効で
あることが確認されたことは︑特筆に催することである︒候補

ようである︒特に︑政党評価と候補者評価との間ではそのイン

者要因を好意度をもって作業定義したことによる結果ではなか

のを個々の争点に対する争点評価とし︑その五つの争点評価の

︵﹁まったく重要でな

の三段階としたので︑マイ

平均値を用いることにした︒なお︑重要性の程度は︑﹁非常に重
ナス三からプラス三までの七点尺度となる

要﹂・﹁重要﹂・﹁あまり重要でない﹂

候補者評価と争点評価の間には︑関連が認められなかった︒

ろうか︒

レベルの問題であることに注意しなければならない︒もし︑こ

予測していたとおりではあるが︑ここで取り上げた争点が国政

とうぜんのことながら︑投票は︑衆議院選挙後調査のデータ

い﹂・﹁分からない﹂は﹁あまり重要でない﹂と合わせた︶︒

である︒その他の三つの変数はすべて衆議院選挙前調査のデー

争点を介してではないだろうか︒

の二変数間に関連性が認められるとすると︑それはローカルな

タを用いた︒
六 モデルの推定結果

もう一つの可能性としては︑候補者と政策争点認知の関係は
し︑しかも五つの争点評価の平均値をもって﹁争点評価﹂とし

多様であるのに︑われわれの分析モデルでは争点を五つに限定

による推定結果は︑表1のとおり

で︑四つの推定結果を一つのパス＝ダイヤグラムに整理したの

NSLS︵二段階最小二乗法︶

が図2である︒図の方では︑標準化偏回帰係数︵べきタ係数︶を

ヤー∵
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75 日本の投票行動モデルにおける政党評価要因
表2 投票行動モデルの鶴要因の効果

表1投票行動モデルの諸要因の効果（政党評価：好意度）

（政党評価し事象尺度×強度）

従属変数
政党評価

偏回帰 t値の 偏回帰 t値の 偏回帰 t値の 偏回帰
係 数 危険率 係 数 危険率 係 数 危険率 係 数

5．90
．12

．01 ．14 ．002
．027

政肝の経済政策評価
性別

．08
．12

．05
．00

．19

．00

説明変数 個人的投票依頼
選挙運動接触

．059

．00

．042

．00

∴05

−5．42

−．06

．41
注）ただし，投票はOLSQによる確定結果で．他は外生変

．ダ

1 ・・々■、、夕決定係数（R2）

．52

・35

を仲介しての2SLSによる

内生変数 政党評価
候補者評価

．68

，00

．28 ．02

争点評価

13．91 ．00 −4．42

もの。

．03 ．00
．01 、19

．43

．03
．10
∴20

．49
．02
．00

説明変数 個人的投案依綿
選挙運動接触
定数項

・50

■
イil

争点評価

3．91 ．03 2．93 ．09
外生変数 自前職業
2、35 、11
父親の政党支持
イデオロギー
2．78 ．01
候補者イメージ
6．71 ．00
年齢
．14 ．01
伝統／非伝統価値観
政冊の経済政策評価
性別

．00
．01

伝統／非伝統価値観

級項

O

．43 ・00 −4・32 ・02
．23 ．01
．19 ．00

．00 ．110

爪U

外生変数 自前職業
父親の政党支持
イデオロギー
候補者イメージ
年齢

．42

∧U

9・76 ・00
．03 ．00
．53 ．04 −1．30 ・78

＜U O O

内生変数 政党評価
候補者評価
争点評価

候補者評価

偏回帰 t値の 偏回帰 t値の 偏回帰 t値の
係 数 危険率 係 数 危険率 係 数 危険率

−5．16

．00

．050

．00

．13

−2．69

決定係数（R2）

．068

．37

．54 ‥
．31

．41

■

．45

注） ただL．投票はOLSQによる推定結果で．他は外生変数を仲介しての2SLSによるもの＝
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図2 投票モデルのパス＝ダイヤグラム（政党評価：好意度）

図3 投票モデルのパス＝ダイヤグラム（政党評価：名義尺度×強度）
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Tl二

たために︑個々の因果関係が相殺されているという説明が考え 差異も︑変数の指標化の速いによるものであると結論できそう
られる︒
である︒
最後に︑投票を従属変数にした推定結果であるが︑作業定義
上の構造がまったく同じ政党評価と候補者評価との比較が興味
七 まとめ
深いところであった︒ところが︑やはり政党評価要因の相対的
な規走力が一番大きい︒ただし︑このモデルでは︑政党評価要
著者の一人三宅は︑前著
九八九︶ においてリチャードソ
因がモデル全体を支配するようなことはないことをむしろ強調 ン＝モデルを紹介したときに︑本稿での二つのパズル1つま
しておきたい︒
り︑日本の選挙における候補者の重要性から見て︑候補者要因
さて︑ここでモデルの構造はそのままにしておいて︑政党評 がかなり強い効果を持つものと期待していたのに︑リチャード
価を﹁好意の差﹂型から﹁選択﹂型のものに変えてみよう︒も ソンの分析結果ではそうではなかったことと︑リチャードソ
し︑われわれの仮説が正しければ︑政党支持が他の二つの変数 ン＝モデルでは政策争点要因の効果は最も小さいのに︑涌島モ
に比べて︑投票への規走力が強くなるはずである︒新しい変数 デルでは﹁争点評価﹂の効果は﹁政党評価﹂のそれにわずかな
は︑自民支持者をプラス一︑野党支持者をマイナス一︑支持無 がら優ること − を指摘した︒そしてその際︑後者のパズルに
しと不明を○とコードしたものに︑支持強度の﹁強い﹂・﹁弱 対しては︑﹁七〇年代と八〇年代との違いを反映しているのだろ
い﹂・﹁最も弱い﹂の三段階でウェイトづけしたものである︒先
うか︒それとも︑たんに︑モデルの違い︑あるいは指標作成方
にも指摘したとおり︑これまで政党支持というと︑この作業定 の違いにすぎないのだろうか﹂との理由を示唆したものの︑
法
義が最も一般的であった︒
実際にはその点については決着を付けずにいた︒

正しくはワラサカン佃モ
九八八︶の改訂版であるので︑二こではリチャードソン＝

︵参議院選挙後︶一七六九・第二回

︵綿貫ほか︑

九八六︶

︵衆議院選挙前︶一六一九・
︵衆議院選挙後︶一七五〇であった︒綿貫ほか

全国レベルのデータを用いている︑
因果モデルであるということで︑この四つをここでの議論の
九八八︶

などがある︒

その他の外生変数の作業定義は︑次のとおり︒ただし︑w∴WN・

年齢 回答者の年齢 ︵素データ︶︒ 性別 回答者の性別︒男性を○︑
女性を一とした︒ 自前職業 回答者あるいはその家計維持者が自営

調査のデータであることを示す︒

Wuはそれぞれ参議院選挙後調査・衆議院選挙前調査・衆議院選挙後

︵3︶

︵2︶ 具体的に質問の対象となった政策争点は︑二つの調査では異なる
し︑また︑研究者によって採用する項目の組み合わせも違う︒した
がって︑厳密には﹁同じ﹂とはいえないが︑項目間の相関は高い︒

な研究には︑たとえば川人

ペースとすることにしたが︑その他︑投票を従属変数とした実証的

︵二︶

一九八九︶︒なおそれが︑︵一︶

が研究報告書であり︑コードブックもまとめられている

第三回

回

データで︑三回の全国パネル調査よりなる︒有効サンプルは︑第一

三宅一郎・猪口孝・蒲島郁夫による一九八三年参議院・衆議院調査

きれている︵綿貫ほか︑一九九〇︶︒また︑JES調査とは︑綿貫謙治・

ある︒主報告書は︑F︻anagaコ▼eta−﹂還−で︑コードブックが用意

とフラナガンによる︑一九七﹂ハ年給選挙前後の二回のパネル調査で

治二二宅一郎・公平懐策とアメリカの日本政治学者リチャードソン

モデルと呼ぶことにする︒なお︑JAB：SS調査データとは︑綿貫譲

モデル

デルと呼ばれるペきであるが︑それが︑実質的にはりチャードソン＝

︵lし貞義讐れりチ十−ドソン‖モテルとは

ずつ近づくことができるとわれわれは考えている︒

れることによって︑本来の目的である︑投票行動の理解に少し

術的に過ぎたかもしれないが︑このような詳細な吟味が重ねら

先と同じNSLSによる推定結果が表2と図3である︒投票の ここでは︑その時の自らに対する﹁宿題﹂に部分的にではあ
説明変数である三要因間の関連については︑その有意なパター るが答えることができた︒﹁争点評価﹂と﹁政党評価﹂の相対的
ンは変らないが︑予測したとおり対﹁投票﹂において政党支持 な効果の差については︑指標作成方法の違いが最も有力である
の影響力が︑圧倒的に強くなる︒
ようだ︒﹁七〇年代と八〇年代との遠い﹂については︑一九八三
以上の比較から︑政党支持の捉え方が︑モデルの構造にかな 年の衆議院選挙より︑七六年の衆議院選挙の方が︑争点の影響
り影響を及ぼすことが判明した︒だとすれば︑三宅モデル︑蒲 力は強かったのではないかと考えているが︑その点については
島モデル︑とリチャードソンの二つのモデルによる推定結果の 本稿では検討できなかった︒それは︑また次の機会にゆずるよ

リほかない︒
﹁最終的一な結

最後に︑非逐次モデルによる分析結果についてであるが︑こ
こで紹介した推定結果は︑必ずしもわれわれの

依存する︒われわれのモデルも︑例外ではなく︑外生変数の組
み合せによって︑個々の係数値がかなり動く場合があった︒し
たがって︑ここで紹介したのは︑変数の組み合せが理論的にも
妥当で︑しかも最も一般的なパターンを示す推定結果の一つで
ある︒
その一般的なパターンとは︑政党評価を要にして︑それと候
補者評価あるいはそれと政策争点評価の二組みの変数間には相
互の影響関係が見られたことと︑候補者評価と政策争点評価の
間には統計的に有意な関連がいずれの方向についても確認でき
の一つである︒

なかったことである︒候補者評価の政党評価に対する影響が確
認されたのは︑本稿の重要な﹁発見﹂

何度も繰り返すように︑投票決定の因果モデルは︑その定義
によってかなり結果が変る︒だからといって︑因果モデルによ
る分析そのものの意義に疑問を持たれる読者があるとすれば︑
それはわれわれの意図するところではない︒日本における投票
決定の因果モデルについての研究はやっと始まったばかりであ
る︒変数間の複雑な相互関係で構成されている因果モデルの検
討には︑各要因の概念定義と作業定義との適合性あるいはその
ギャップに細心の注意が必要である︒ここでの議論は︑多少技
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菓 ︵自由業を含む︶

の場合に﹁

その他は○を与えた︒

父現の支持

政党︵WU︶ 回答者が子供の頃の父親の支持政党で︑﹁今の自民党﹂・

候補者イメージ

その他の政党︵﹁わから

については○を与えた︒

﹁昭和三〇年以前の保守政党﹂については﹁

ない﹂・回答拒否を含む︶
︵WN︶ ﹁道路や補助金の獲得﹂÷就職入学の世話﹂・﹁清潔／新鮮﹂・

候補への言及ならマイナス一として︑累

﹁大切な問題で同じ考え﹂・﹁この地域の出身﹂・﹁同じ職業の問題に取
り組む﹂ の六項目に対して︑該当する候補者名を一項目につき二名ず
つあげてもらったデータがある︒自民党候補者への言及であればプラ
ス﹁ 野党 ︵無所属を含む︶

の五項目について

積したスコア︒ イデオロギー︵WL 回答者の政治的立場につい
て︑﹁保守的﹂のプラス二点から﹁革新的﹂のマイナス二点までの五点
尺度︒ 伝統／非伝統価値観︵WL ﹁寄付への同調﹂÷長の尊重﹂・
﹁政治家への委任﹂÷議員への尊敬﹂÷科学技術﹂

政府の経済政策評価︵W−︶

回答者の今後の暮らし向きについて︑﹁か

の意見に対して﹁そう思う﹂から﹁そうとは思わない﹂までの五段階
の回答がある︒伝統的な意見への賛同がプラスの方向になるように︑
プラス二からマイナス二のスコアを当て︑五項目の平均点をとった︒

野党

︵無所属を含む︶

﹁後援会

候補への働きかけならマ

なりよくなると思う﹂ のプラス二点から﹁かなり悪︿なると思う﹂ の
マイナス二点までの五点尺度︒ 個人的投票依頼︵WL ﹁どなたか
お知り合いの方から︑この候補者に投票して欲しい︑というような働
きかけを受けましたか﹂ の質問を︑家族・親戚︑職場関係の人・地域
の人・友人について繰り返し尋ねた質問で︑自民党候補者への働きか
けであればプラス﹁

選挙運動接触︵WL

加入﹂・﹁選挙はがき受領﹂÷候補者の集会出席﹂・﹁選挙公報﹂・﹁テレ

イナス一として︑累積したスコア︒

︵無所属

ビ政見放送﹂÷新聞の紹介記事﹂のそれぞれについて︑﹁接触﹂の経験
がある場合に︑その候補者が自民党であればプラス一︑野党
を含む︶ ならマイナス一として︑累積したスコア︒

︵4︶ このため︑アメリカの大統領選のように候補者評価が比較的重要
な場合には︑この指標は︑投票に近い ﹁まとめ﹂的な態度変数となる︒
日本では︑選択型の政党支持がその役割を果たしているのではないか

︵一九八〇︶﹃民主主義の経済

∴ヨ莞さ 亀．日当裏表蔓

その点︑全国一区のアメリカの大統領選の因果モデルについての

と想像できる︒
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