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研究成果の概要（和文）： 

 

 本課題では、日本の国政選挙での有権者と候補者のそれぞれの過程における地元志向（選挙

においてその地域の代表であることなどを重視する傾向）について研究を行っている。かつて

の衆院の中選挙区制では、強い地元志向が自民党の一党優位体制を生みだしていたが、参院選

挙でも SNTV の理論予測である M+1 ルールを阻害することで自民党を利していた。また、新

制度下では同一政党の公認候補同士の争いがなくなったことから選挙における地元志向は消え

ると考えられたが、政党の公認過程に地元志向の反映の場面が移動したという仮説を立てて分

析を行っている。 

 
研究成果の概要（英文）： 

 

 The purpose of this study is to analyze local factors in voting behavior and 

candidate-centered politics in Japanese election. The study shows that the factors 

strengthened LDP dominance in Lower House elections under SNTV and impeded M+1 

rule in Upper House elections. Since a party run only one candidate under single member 

district, it seems that the local factors disappear from voting in Lower House elections after 

electoral reform 1994. In this study, I examine events of each constituency on the 

hypothesis that the local factors survive in endorsing process of a party. 
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１．研究開始当初の背景 

 日本の衆議院の選挙制度が中選挙区制で
あったころには、有権者については地元志向
の投票行動が指摘され、候補者については選
挙区内の地盤分割が観察されるなど、日本の
国政選挙では地域と政治の関係が重要とさ
れてきた。 

 一方、政党本位・政策本位の政治と選挙を
実現するという目標の下、導入された衆院小
選挙区比例代表並立制においては、各政党の
公認候補が 1 人に絞られることにより、投票
選択における地元重視も、同一政党候補者の
地盤分割も観測が難しく、あるいは不能とな
った。 

 だが、これをもって地域という文脈が選挙
政治において意味を持たなくなった、政党本
位の選挙の時代が訪れたと解するのは早計
だと考えられる。すなわち、依然として政治
家と地域との繋がりは密接であることから、
地元志向は選挙競争では観測しにくくなっ
ただけであると考えることができ、この詳細
を分析することがもとめられる。 

 より具体的には、公認付与などの選挙間の
過程に地元志向が反映されていると想定さ
れる。この点は、小選挙区制における政党公
認の議論とも関連する。小選挙区制の下では、
政党リーダーは候補者を公認する、公認から
排除する権利を有するために、政党の統制、
求心力が高まるとされる。 

 しかし、政党リーダーがその選挙結果によ
って職を評価されるとすれば、選挙結果を構
成する個々の選挙区の結果において、政党リ
ーダーに従順な候補者ではなく、当該選挙区
での当選可能性を重視して公認することが
予想される。この場合、既存の公認権に関す
る議論とは異なる制度の作用が観測される
はずである。 

 ここから、選挙間の候補者選定などの選挙
区レベルの過程を追うことにより、従前の小
選挙区に関する議論、あるいは選挙制度改革
の成果を巡る議論を更新する、新たな知見を
提供できるのではないかと考えた。 

 こうした着想の下、研究代表者が行ってき
た 55 年体制下、および 55 年体制以降の国政
選挙結果の研究を延長するとともに、各回の
選挙間の過程を精査し、その中で地元志向の
政治と選挙の動態を明らかにしていくとい
うのが、本研究の背景である。 

 

２．研究の目的 

 以上の着想を元に、本研究では、日本の国
政選挙における地元志向の表出過程につい
て分析することを目的とした。 

 具体的には、選挙データの分析と選挙間過
程の情報整理を行い、①衆院の中選挙区と小
選挙区、②衆院と参院という比較の視座を設

定したうえで、選挙結果の相違、得票の地域
性の相違、選挙間過程の相違などを明らかに
することで、日本の選挙における「地域」の
役割とその変化、制度による相違を追うこと
を企図した。 

 

３．研究の方法 

（１）選挙結果データの作成・加工 
 衆院の各回の選挙については、自治体レベ
ルの集計結果を示す膨大なデータが作成さ
れ、公開されており、これを通時的に比較可
能な形に加工し分析に用いた。すなわち、新
規の選挙のデータを足し、合併等の影響を考
慮して地域を期間内で統一し、ここに国勢調
査等のデータを付加するなどの作業を行っ
た。 
 参院については、同様に利用できるデータ
が近年のものしかないため、86年以降の選挙
についてデータの完備を目指した。この際、
国会図書館等に集約されているデータを主
に利用し、不足分を全国各地の図書館、選挙
管理委員会所蔵資料に求めた。 
 
（２）選挙間過程の情報収集・整理 
 選挙に至る過程で、各党、各候補者の動向
を整理した。高度な政治的知識を有する学生
数名の協力を得て、主に地方紙と全国紙地方
版、関係機関のウェブサイトの情報を元に、
候補者の参入・交代などの事項を整理し、選
挙区における候補者の履歴や選挙戦の展開
をまとめた。 
 
（３）同時代分析 
 研究期間中に自民党等の連立政権から民
主党等の連立政権への政権交代が発生した
が、これに応じて選挙過程、結果の分析を行
った。この際、ネット世論調査も行い、研究
期間中に発生した東日本大震災で新たに浮
上した争点を題材として、地域と公共政策の
政治意識における関連についても分析を行
った。 
 
４．研究成果 
（１）選挙制度論に関するもの 
 衆院中選挙区制下の選挙に関する研究で
は、研究代表者が本研究以前に行ってきた同
一政党候補者間競争と得票の地域性の研究
に加える形で、自民党公認候補の選挙履歴の
分析を行い、早期に退出する候補と永続的に
出馬・当選する候補との二極化、それらの時
代変化、地域性の影響などについて明らかに
した。これらは、地元志向の喚起、調達が、
中選挙区における候補者の生き残りに影響
し、かつ自民党長期政権を支える要素となっ
ていたことを示すものである。 
 また参院選挙については、これまでの中選



挙区制・単記非移譲式投票（SNTV）研究の指
摘を検証する目的で選挙区結果の分析を行
った。従来デュベルジェの法則の延長として
指摘されていた M+1法則（候補者数の定数＋
1 人への収斂）は参院選挙区では基本的に成
立していないこと、その背景には衆院の選挙
制度に規定されている政党制と地域立脚型
の政党組織が、参院選挙の公認候補の擁立戦
略と選挙結果に影響を与えており、その意味
で二院制が SNTV の理論予測である M+1 法則
を阻害する要因として機能していることを
指摘した。 
 以上の成果の一部は学会等で発表済みで
あるが、全体をまとめて勁草書房より近刊の
書籍（題名未定）に収められる。 
 これらの成果は、連続する地域を分割の単
位として前提とする選挙区制が、SNTV研究の
理論予測と衝突するということを示したも
ので、この点で選挙制度論の分野に新たな知
見と論点を与えるものと思われる。 
 
（２）現代日本政治論に関するもの 
 また、政党に頼らず地域に立脚する候補者
によって形成される政党組織が、小選挙区を
中心とする選挙制度によって規定される「二
大政党制」の対決型政治の下では、政党を遠
心的にする側面があると論じた。 
 特にメディア世論調査、内閣支持率と政党
組織の相互作用について分析と議論の整理
を行い、いくつかの成果を公表した。そのほ
か、収集したデータ・資料を元に世論と選挙
の分析を行い、成果を発表した。これらは同
時代分析であり、現実政治理解に資するとい
う点で、現実政治や一般にも有益な知見を提
供したと思われる。 
 
 今後は、さらなる分析結果の刊行を目指す
とともに、収集したデータ・資料について、
逐次ウェブ等で公開する予定である。 
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