投票行動と合理性
―空間的な差異を考慮した統計モデルを利用して―
中島有希大*

（指導教員

古谷知之**）

*

慶應義塾大学 総合政策学部４年 （2017 年 3 月卒業予定）
**
慶應義塾大学 総合政策学部
*
s13611yn@sfc.keio.ac.jp, **maunz@sfc.keio.ac.jp
キーワード：第 47 回衆議院議員総選挙、マルチレベルモデル、空間計量経済
1 はじめに
現在、多くの国や地域で採用されている間接（代
議制）民主主義は、参政権を持つ有権者による選挙
が大きな役割を担っている。そして選挙は、有権者
の（一定以上の）合理性を前提としている。選挙の
際に行われる政党や候補者間での競争は、有権者が
適切に選択しうることを前提にしなければ、成立し
えないであろう。
ただし、有権者は本来仕事をはじめとした日常生
活があり、政治について検討する時間の割合はわず
かな場合が多いと考えられる。そのような有権者に
合理的な投票行動は可能なのか、また、有権者に合
理性があるとすればその合理性はいかほどなのか
を把握することは、民主政治の発展において重要な
意味がある。福澤諭吉が愚民の上に過酷な政府が、
良民の上に良い政府があり、今の人民によって今の
政府があると述べている(福澤 2013)。今の有権者
が合理的に選挙において投票をしていれば、それだ
け政府は合理的な政治運営を行い、有権者が非合理
的に投票を行っていれば、政府は非合理的な政策決
定を行ってしまう可能性が大きく高まる。有権者の
合理性は代議制民主主義を考察するうえで、非常に
重要なファクターなのである。
本研究では、1 都 3 県における第 47 回衆議院議
員総選挙の際の有権者の投票行動、および投票行動
の合理性について、アグリゲートデータ（集計デー
タ）を用いて分析を行う。なお、従来の研究では全
国一律に効果量などを求める研究がなされてきた
が、有権者の合理性が全国一律であるという前提は
疑わしく、地域による差が存在していると仮定する
ほうが自然である。そのため、マルチレベルモデル
を用いて、空間的な地域差を考慮して分析を行う。
2 先行研究
有権者の合理性を前提とした研究は数多い。まず、
最も有名なものとして、アメリカの政治学者である
ライカーとオードシュックによる投票参加モデル
がある(Riker and Ordeshook 1968)。彼らのモデル
は式(1)である。
(1)
R = P× B −C + D
自分の１票により選挙結果が変わる可能性(P)と
各選択肢（政党・候補者）から得られると期待する
効用の差(B)を乗算したものから投票に参加するこ

とで失われるコスト及び機会費用(C)を除き、投票
に参加することで得られる民主主義の維持に貢献
できる満足感など(D)を加えた合計が、投票に参加
することで得られると期待する効用(R)となり、そ
れが正の値をとれば投票に参加し、負の値をとれば
棄権をするというものである。
このモデルは、有権者の投票に至る過程をよく表
現したものである。しかしながら、自らの 1 票によ
り選挙が左右される可能性(P)は著しく低く、ほと
んどが投票に行かなくなってしまう。合理的に考え
れば考えるほど、投票に参加しなくなるのである。
有権者の限られた時間と能力を投票のために多く
を割くことは非合理的な行動となるため、合理的に
政治に対して無知となる合理的無知の状況をも生
み出す。
投票の際に、どのように投票先を選択しているか
について、様々な研究がある。非常に理想的だと思
われる投票行動モデルは、争点投票モデルである。
政策争点に関する評価によって投票をするという
モデルである。代表的なのが、アメリカの政治学者
であり経済学者でもあるダウンズによる空間モデ
ルである(Downs 1980)。有権者が自分の立場に最も
近い政党（候補者）に投票をするというモデルであ
る。しかし、ミシガン大学によるアメリカ大統領選
挙に関する分析では、3％しか争点投票をしておら
ず、最大でも 12％の有権者しか争点投票に基づく
投票をしていないことが示された(Converse 1968)。
争点投票モデルの限界に対して、有権者の限定的
な合理性を前提としたモデルがフィオリーナによ
る業績投票モデルである(Fiorina 1978)。業績投票
モデルとは、経済をはじめ現政権の業績に基づいて
投票をするモデルである。業績投票であれば、争点
投票モデルに比べて少ない情報量で投票先を判断
できる。ただし、現政権に対して信任するような投
票行動は説明できたとしても、現政権に不信任する
ような投票をしようとした際、二大政党制でない日
本においてどこに投票するのかを説明することは
できない。
さらに、有権者は合理的でないとする一連の研究
も存在する。例えば、エイカンとバテルズによる研
究である(Achen and Bartels 2004)。彼らの研究で
は、干ばつやインフルエンザの流行、サメによる人
への襲撃といった本来であれば、政府の責任を問う

ことのできないような問題に関しても政府の業績
として現政権の大統領に対して懲罰的な投票を行
ってきたことを示し、有権者の業績評価に関する能
力を批判している。国政に関する選挙に対する評価
軸として天災が含まれることは有権者の合理性に
対して大きく疑問が残る。

少ない変数も説明変数の候補としている。なぜなら
ば、先行研究でもあげたように、国政に関係のない
変数が被説明変数である得票割合に影響を与えて
いれば有権者の合理性に対する疑義が強まり、影響
を与えていなければ、有権者の合理性に一定の信頼
を置くことができるからである。

3 分析
3.1 使用するデータ
本研究では、2014 年 12 月に行われた第 47 回衆
議院議員総選挙（以下、第 47 回総選挙）の結果を
分析する。中でも東京の離島部を除く 1 都 3 県（埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を対象とする。
1 都 3 県の小選挙区は 71 選挙区（対象から除外し
た離島部を選挙区とする東京 3 区を含む）である。
第 47 回総選挙より、小選挙区は全 295 選挙区とな
ったため、全選挙区の約 24.1%が分析対象となる。
本研究では、被説明変数として政権与党（自由民
主党、公明党）の有効投票数に対する相対的な得票
割合を用いる。与党に対する投票の分析は、上述の
ような業績投票などとも整合的であるからである。
また、説明変数として、投票率や有効政党数を用い
る。有効政党数は、式(2)のように計算される。

3.2 分析の方法
従来の研究では、説明変数の係数を一律に捉えら
れてきたことが多かった。分析対象は同じ行動原理
によって行動していると仮定されていたのである。
しかし、有権者の合理性がすべての地域で一律であ
ると仮定することは難しい。そこで地理空間的に異
なることを考慮する必要がある。
政治学の分野において地域的な差に着目した研
究として、小林による研究とそれの追証的研究であ
る加藤による研究がある(加藤 2002; 小林 1985)。
彼らの研究は、人口や経済、文化など様々な指標を
もとに主成分分析を行い、地域特性を導出しそれを
もとに得票割合などとの関係を示している。また、
中選挙区制の分析がメインであるが水崎と森によ
る研究では地域的偏向を扱っている(水崎・森 2007)。
また、地理学の分野では、京都市議会議員選挙の結
果を用いて、近隣において投票傾向が類似する近隣
効果を示した小長谷の研究がある(小長谷 1995)。
以上のように、地理空間的な差異に着目すること
は意味があると考えられる。地域的な差異に着目し
た学問分野として空間計量経済学がある。空間計量
経 済 学 で は 、 地 理 情 報 シ ス テ ム (Geographic
Information System)などを用いて、地理空間的な影
響を考慮した分析を行っている。日本の選挙を扱っ
た研究において GIS を利用するものは坂口と和田
の研究のようにごく一部にはあるものの(坂口・和
田 2007)、管見の限り日本の選挙の分析において空
間計量経済学の手法を用いて地理空間的な差異を
考慮したモデルを用いて分析している研究は見当
たらない。
空間計量経済学の分野において、地域的な差異を
考慮するモデルとして、マルチレベルモデルを利用
することが提案されている(古谷 2011)。そこで本研
究では、分析の方法としてマルチレベルモデル（線
形混合モデル）を用いる。中でも階層線形モデルを
用いる。有権者の合理性が一律に規定されるのでは
なく、近隣効果による影響を考慮するため、地域ご
とに独立した切片と傾きを算出する。

ENP =

1
2
∑ vi

(2)

各政党（候補者）の相対的得票割合を 2 乗したもの
の逆数が有効政党数である。有効政党数はそもそも
は議会における政党数を計算するものであるが、選
挙における候補に応用して利用する。また、有効政
党数は投票後にしかわからない数値であるが、候補
者数は被説明変数である得票割合を規定する重要
な変数であるものの、得票割合の少ないいわゆる泡
沫候補（政党）の影響を強く受けてしまう。有効政
党数は、式を見てわかる通り、極小政党の影響を小
さくすることができるため、有用な変数となる。
また、説明変数として、平成 22 年国勢調査小地
域集計のデータを利用する。本研究の特色の 1 つで
あるが、小地域を各自治体、各選挙区に再構成し、
集計をし直している。国勢調査からは、老年人口割
合や第三次産業割合などを用いている。なお、平成
22 年は民主党政権時のため、正確には分析に適さ
ないが、平成 27 年度調査の公開にタイムラグがあ
るため、リアルタイム性が求められにくい変数を選
択している。
そして、国勢調査の他にも平成 26 年度市町村別
決算状況調から各種財政指数や一人当たり交付税
交付金、市町村民税個人分、生活保護費などを用い
ている。さらに各種県警、警視庁から市町村別犯罪
認知件数を人口で除した犯罪発生率を利用した。市
区町村ごとに数値が公開されている変数について
は、有権者数で按分している。
変数の選択にあたっては、直接国政による影響の

3.3 分析の結果
まず、一人当たりの市町村民税個人分といった国
政とは関係がないと思われる変数については有意
な結果とならなかった。
有意な結果が出たものとして有効政党数や投票
率が挙げられる。有効政党数については、埼玉県西
部や神奈川県南部、千葉県北部などで負の係数とな

っており、埼玉県南部や神奈川県横浜市、川崎市、
千葉県東部などで正の係数が算出されている。投票
率については、埼玉県東部や北部秩父地域、横浜市、
川崎市などで負の係数となっている。埼玉県西部や
東京都城西地域、城南地域、都心部などでは正の係
数となっている。
また、老年(65 歳以上)人口割合、第三次産業人口
割合なども有意となった。ほかにも実質収支比率な
どといった財政指標も影響を与えていることがわ
かった。地域によって、影響力に大きな差異がある
のが一人当たり特別交付税交付金や一人当たり老
人福祉費である。一人当たり老人福祉費については、
埼玉県東部、横浜市、川崎市などで比較的強い正の
係数となっており、神奈川県南部、千葉県北部など
では、比較的強い負の係数となっている。
さらにわずかながら、犯罪発生率も得票割合に影
響を与えていた。
4 考察
国政と関係がない変数が有意とならなかったこ
とで、有権者の非合理性は深刻なものであるとの疑
いは晴れることとなった。また、一人当たり市町村
たばこ税も有意とはならなかったことで、個人的な
経済的な負担などに基づいて投票をする
(pocketbook voting)ということはないといえる。
有効政党数については、選択肢が増えれば与党へ
の投票割合は減少するというのは当然である。ただ
し、有効政党数の計算式上、影響が出やすいという
ことは考慮すべきであり、割引いて考えるべきであ
る。ただし、正の係数となった地域については、有
効政党数が増えたとしても与党の地盤を崩すこと
なく、野党の票が割れるような地域となっているこ
とが考えられる。投票率については、必ず投票をす
る層と投票をするかしないか不確定である層とに
は異なる選好が存在する可能性が示唆される。
各種財政指数については、有権者の合理性に若干
の疑問の余地が残ることが示唆された。国による補
助など国政が影響している面もあるであろうが、よ
りそれぞれの自治体による影響が強い分野であり、
さらなる研究の余地が残される。
一人当たり交付税交付金などは、その是非はとも
かく、有権者が合理的に行動していることが示され
る。補助金政治などと揶揄されることもあるが、有
権者としては投票をすることでそれだけの利益を
受けられるのであれば、その利益の教授のために投
票をしたとしても非合理であると批判することは
できないであろう。その補助金についてもそれに対
してより好意的に投票をする地域とそれに対して
忌避的な投票をする地域とに分かれるというのは
興味深い点であり、より一層の研究が求められる。
全体的な総評としては、有権者の合理性には一定
程度の信頼がおけるのではないかと考えられる。

5 今後の課題と結びに変えて
本研究において、1 都 3 県における有権者の合理
性には一定程度の合理性が認められるのではない
かということが示された。ただし、本研究では、業
績評価における重要な指標である経済状況につい
て示す変数が欠けており、平成 27 年国勢調査小地
域集計の結果が開示され次第、完全失業者数などと
いったデータを使用して、さらなる分析を進める必
要がある。
課題は残る本研究であるが、各小選挙区、各自治
体というより細分化された規模で分析を進め、なお
かつ空間計量経済学的な分析をするという今まで
にない分析ができたという点で価値があったもの
と考える。
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