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はじめに

政党は，票，政権，政策を追求する（MüllerandStrøm1999;Strøm1990）。
これらの目標は多くの場合，政党は選挙でより多くの議席を得ることで，
政権を獲得し，理想とする政策を実行することが可能となる。それゆえ，
政党の行動は議席増加を目標としたものとしてとらえることができる。

９９

―――――――――――――――――――――――――――――――
* 神戸大学大学院法学研究科准教授 比較政治，議会政治

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
要旨：政党は，政治資金，政府・議会・党の役職，選挙区への利益誘導な
ど，所属議員の当選に資する複数の資源をもっている。本稿は，政党資源
として，党首の選挙期間中の候補者訪問に焦点を当て，政党執行部が党の
議席を増加させるために，どのように党内の資源を所属議員に配分するの
かを検討する。日本の参議院議員選挙における内閣総理大臣の候補者訪問
の分析から，政党執行部は，制度や文脈に応じて議席を増大させられるよ
うに資源を配分していることを明らかにする。より具体的には，政党執行
部は，政党投票に依存している候補者や，当落線上にある候補者に対して，
より頻繁に総理大臣を訪問させていることを示す。本稿の知見は，制度や
文脈のもとで，政党が合理的な選挙戦略を採用し，かつ総理大臣の人気が
所属候補者を当選に導く重要な資源であることを提示する。
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「田中直紀って，娘の亭主が，そいつが今，副社長ほったらかしてね
え，福島で選挙運動してやがんですよ。落ちればいいと思ったら，
今日の新聞には，当選しそうなんて書いてあった』（田中角栄）



それでは，政党はどのようにして議席を増加させようとしているのだろ
うか。議席追求の手段は様々であり，例えば，有権者の望む政策を実施す
ることで，彼らからの支持を高めようとするだろう。加えて，政党は，選
挙資金，選挙区への利益誘導，政府・議会・党内の役職など，選挙や立法
の結果を改善する様々な資源を持っている。多くの先行研究が，政党は，
議席を増大できるように，戦略的に資源を議員に配分していることを明ら
かにしている。アメリカにおいて，政党指導部は，再選可能性の高い候補
者や現職よりも，当落線上にある候補者や新人に選挙資金を配分している

（DamoreandHansford1999;Herrnson1989;Jacobson1985-1986;Medvic
2001）。また，多くの国において，政党指導部は，議員が有権者利益を充足
できるように，政府・議会・党の役職を配分するか，あるいは議員の自由
選択を認めている（AdlerandLapinski1997;Crispetal2009;Pekkanenetal.
2006;Shepsle1978;StratmannandBaur2002;WeingastandMarshall1988）１。
このように，党内の資源配分は，党の議員・候補者の当選可能性を高め，
その結果，党の議席を増やすうえで重要な役割を果たしている。
政治資金，役職と並んで，党首の選挙期間中における選挙区訪問は党の

候補者にとって貴重な資源の１つである。党首が候補者を訪問し，選挙活
動を行うことは，候補者の得票を増大させ，当選可能性を高める効果をも
つ。特に，他の資源と比較して，党首の候補者訪問は，選挙に際して候補
者の得票を直接ふやすために，候補者の当選を支援するもっとも効率的で
直接的な資源である。アメリカをケースとして，大統領の候補者訪問に関
する研究が行われている。大統領の訪問は，党の候補者の得票率や当選確
率，選挙資金の獲得を高めること（Cohenetal.1991;HerrnsonandMorris
2007;SellersandDenton2006），さらに，訪問は，党の議席を最大化するよ
うに戦略的に行われていることが明らかにされている（HerrnsonandMor-
ris2007;HoddieandRouth2004;Langetal.2011;MellenandSearles2013;

SellersandDenton2006）。加えて，カナダにおいても，党首は，接戦候補
者を優先的に訪問し，党首の訪問は党の候補者の得票率を高めることが示
されている（Bélangeretal.2003）。

こうした研究成果の一方で，政党内の資源配分に関する従来の先行研究
で欠けているのは，制度の影響への視角である。資源配分の研究が積極的
に行われてきたアメリカは，小選挙区制度を採用しており，選挙制度が政
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党の資源配分にどのような影響を与えるかを検証する制度配置ではない。
少ない例外は，異なる選挙制度を用いている国をケースとした研究である
２。
本稿は，党内の資源配分という観点から，政党がどのように議席を増加

させようとしているのかを分析する。より具体的には，政党の資源として
党首の候補者訪問に焦点を当て，政党は，議席を最大化するために，どの
ように資源を党の議員・候補者に配分し，それは制度によってどのように
構造づけられるのかを検討する。その際に，注目するのは，選挙制度とそ
れが議員に与える選挙誘因である。議員・候補者は，当選のために，個人
の評価と政党の評価を高めることが必要であり（Cainetal.1987），そのい
ずれをより高める誘因を持つかは選挙制度に拠る（CareyandShugart1995）。
日本，特に参議院は，以下の３点の理由から，党首の候補者訪問を分析

する上で理想的なケースである。第１に，日本では，１９８０年代前半以降，
参議院に拘束名簿式比例代表制が採用されたことと，政治におけるテレビ
の影響が増大したことにより，選挙における総理大臣の公的イメージが所
属議員の再選に与える影響が増している（KraussandPekkanen2004）。第
２に，参議院の都道府県選挙区は，１から６の異なる定数から成るため，
国家間比較に対して，国固有の社会・政治・経済的要因を統制したうえで，
選挙区定数の違いが党の資源配分に与える影響を分析することが可能であ
る。第３に，日本では，いつ，どこで，誰と，何をしたかという前日の総
理大臣の行動を主要新聞が報じる。これにより，他国に類を見ないほど，
総理大臣の行動をほぼ完全に把握することが可能となる。
本稿は，日本の参議院議員選挙における内閣総理大臣の候補者訪問の分

析から，政党は制度や文脈のもとで，議席を最大化できるように資源を配
分していることを示す。特に，政党は，政党投票に依存している候補者や，
当落線上にある候補者に対して，より総理大臣を訪問させていることを明
らかにする。この主張を検証するために，総理大臣の選挙訪問と，選挙期
間中の候補者の当選可能性に関する独自のデータセットを構築する。２００７
年，２０１０年，２０１３年，２０１６年の参議院議員選挙をケースとした実証分析は，
本稿の主張を支持する。
本稿は，４節からなる。第１節では，日本における総理大臣の選挙期間

中の候補者訪問を記述する。第２節では，政党はどのように総理大臣の候
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補者訪問を配分しているかについて，仮説を提示する。第３節は，仮説を
検証するためのデータと分析方法を用意する。第４節では，総理大臣の各
候補者への訪問回数を従属変数とする分析を行うことで，仮説を検証する。

１．参議院議員選挙における選挙活動と選挙制度

２００７年に，参議院議員選挙で自民党が大敗し，参議院での過半数の議席
を失って以降，参議院が政権運営や政策形成に強い影響を及ぼす機会が増
加した（ThiesandYanai2013,2014）。福田康夫政権では，道路整備事業特
別措置法やテロ対策特別措置法などの重要法案が参議院で否決され，衆議
院で再可決をするまでの期間，法の効果が失効した。また，日本銀行の総
裁人事も参議院で２度否決され，総裁が空席となった。その結果，福田総
理大臣は，参議院での多数派を欠くことによる政権運営の困難を理由に，
辞職した。さらに，民主党政権でも，２０１０年の選挙で過半数の議席を失っ
たことで，参議院での問責決議を受けた大臣が事実上退任するなど，困難
な政権運営に直面した。野田佳彦総理大臣は，消費税率引き上げを中心と
する社会保障と税の一体改革関連法案について，参議院での可決のために
自民党からの賛成を取り付けることと引き換えに衆議院の解散を確約し，
民主党政権は終焉を迎えた。
日本の国会は，衆議院が可決した法案を参議院が否決した場合，成立さ

せるために衆議院は出席数の３分の２以上の賛成が必要であり，国際的に
見ても，参議院の影響力は非常に強い（Lijphart1999;大山 ２００３;Vatter
2005）。２００７年以降与党が参議院で過半数の議席を欠く状況を経験するな
かで，参議院の制度的影響力の強さが，政治家の間にも国民の間にも強く
認識されることとなり，その結果，与野党ともに参議院議員選挙を極めて
重要視するようになった。
総理大臣の候補者訪問は，党の候補者の得票率を引き上げることは実証

的に確認されており（McElwain2009），政党も訪問の効果を期待している
（KraussandNyblade2005）。公職選挙法により，参議院議員選挙の選挙期
間は，公示日から投票日前日までの期間となる（第３２条）。選挙期間のみ，
候補者と政党は選挙運動を行うことができ，事前運動は厳しく禁止されて
いる（同第１２９条）。したがって，総理大臣の候補者訪問は，候補者の当選
可能性を高める重要な手段の１つである。総理大臣は，各選挙区において，
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主として，街頭演説をする。総理大臣の訪問と演説は，有権者を直接動員
すると同時にメディアにとりあげられることで，有権者の候補者への支持
の拡大に貢献する。また，参議院選挙は都道府県連単位の選挙となるため

（白鳥２０１１），衆議院議員，都道府県議会議員，市区町村議員を含めた組織
の引き締めにもつながる。
それゆえ，政党は，各候補者に総理大臣を戦略的に派遣する。自民党と

民主党は，選挙運動の実務を担当する類似した党内機関を持つ。両党とも
に，選挙対策委員会が，メディアおよび独自の選挙情勢調査・分析，総理
大臣の意思，候補者からの要請をもとに，総理大臣の遊説日程を策定して
いる（『読売新聞』２０１０年６月３０日，『毎日新聞』２０１３年６月２７日，『共同通
信』２０１３年７月１０日）。
参議院の選挙制度は，都道府県選挙区と非拘束名簿式比例代表制からな

る。参議院議員の任期は６年であり，解散はない。２００４年以降，参議院の
総議席は２４２であり，半数の１２１の議席が３年ごとに改選される。１４６議席

（３年ごとに７３議席）が都道府県選挙区から，残りの９６議席（３年ごとに４８
議席）が比例代表から選出される。候補者は，都道府県選挙区と比例代表
の一方からしか立候補できない。有権者は，２票を投票することができ，都
道府県区では候補者名を書き，比例代表では候補者名と政党名のいずれか
を書くことが可能である。都道府県区は異なる定数からなる。２００７年と
２０１０年の選挙では，小選挙区２９，２人区１２，３人区５，５人区１，２０１３年
の選挙では，小選挙区３１，２人区１０，３人区３，５人区１，２０１６年の選挙
では，小選挙区３２，２人区４，３人区５，４人区３，６人区１によって構
成された。比例代表は全国を１つの単位とするため，特定の地域を訪問す
ることが候補者の得票増加につながる効果は小さい。そのため，総理大臣
の選挙区訪問は，都道府県区から立候補している党候補者への支援のため
に行われている。
日本を事例に選挙期間中の党首の候補者訪問を分析した研究として，梅

田（２０１５）があげられる。梅田は，党首の選挙区訪問を希少な選挙資源と
してとらえ，１９９８年から２０１３年までの参議院議員選挙において，自民党と
民主党は，２人区よりも，両党が１議席をめぐって激しく競争する小選挙
区や，より接戦の選挙区に優先的に党首を訪問させていることを示してい
る。
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２．理論と仮説

党首の時間や労力は有限であるため，政党は，どの候補者に党首を派遣
するかを決めるにあたって，戦略的な選択を迫られる。アメリカをケース
として，大統領選挙は行われない一方，下院の全議席，上院の３分の１の
議席，複数の知事職が改選される中間選挙における大統領の候補者訪問が
分析されてきた。まず，大統領の訪問は，党の候補者の得票率や当選確率，
選挙資金の獲得を高めることが示される（Cohenetal.1991;Herrnsonand
Morris2007;SellersandDenton2006）。そのうえで，大統領の候補者訪問
は，下院議員選挙・上院議員選挙においては党の議席を最大化するように，
知事選挙においては党の知事の数を最大化するように，戦略的に行われて
いるとされる。具体的には，大統領は，接戦の候補者や，自身の人気の高
い選挙区を優先的に訪問しているという（HerrnsonandMorris2007;Hod-
dieandRouth2004;Langetal.2011;MellenandSearles2013;Sellersand

Denton2006）。
本稿は，政党は議席を最大化し，それによって政権を獲得し，理想とす

る政策を実施しようとすると想定する（MüllerandStrøm1999;Strøm1990）。
さらに，政党は，利得を最大化できるように，限られた資源を投資すると
想定する（DamoreandHansford1999;Herrnson1989;HerrnsonandMorris
2007;HoddieandRouth2004;Jacobson1985-1986;Medvic2001;Mellenand

Searles2013;SellersandDenton2006）。政党は，党首の候補者訪問が党の
候補者の得票率や当選可能性を高めることを期待している（Cohenetal.
1991;HerrnsonandMorris2007;KraussandNyblade2005）。したがって，
政党は議会での議席を最大化するように，どの候補者に党首を訪問させる
かを決定するだろう。特に，政党は，党首の訪問がより候補者の当選に結
びつきやすい候補者に党首を送ると予測される。党首の候補者訪問による
党の候補者の当選可能性への寄与度は，以下の２つの要素から決定される。
メカニズムを図１に示した。
第１の要素は，党首の訪問によって増加する得票率の規模である。特に，

得票増加は，候補者の当選が政党投票と個人投票のいずれにより依存して
いるかに基づく。議員・候補者は，当選のために，個人の評価と政党の評
価を高めることが必要である（Cainetal.1987）。党首の訪問は，政党や総
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理大臣の人気やイメージによって有権者を動員する効果を持つ。したがっ
て，当選が政党投票に依存するほど，党首の訪問による得票増加は大きい。
候補者が政党投票と個人投票のどちらに依拠しているかは，まず選挙制度
によって規定される（CareyandShugart1995）。政党中心の選挙制度ほど
候補者は政党投票に依拠し，逆に個人中心の選挙制度ほど候補者は個人投
票に依拠する。したがって，政党は個人中心よりも政党中心の選挙区から
立候補している候補者に対して，党首を訪問させようとする。Careyand
Shugart(1995)によれば，各国で一般的に用いられている選挙制度のうち，
もっとも政党中心からもっとも個人中心の順に，拘束名簿式比例代表制，
小選挙区制（１人区制），非拘束名簿式比例代表制，複数人区単記非移譲投
票制（SNTV，中選挙区制）となる３。参議院の都道府県選挙区は，区によ
って定数が１から６と異なる。定数１の選挙区は小選挙区であり，個人投
票と政党投票の中間の制度である。それに対して，定数２以上の選挙区は
SNTVであり，もっとも個人中心の選挙制度となる。政党は個人中心より
も政党中心の選挙制度に立候補している候補者に対して，党首を訪問させ
ようとするという予測を日本の参議院議員選挙に当てはめることで，以下
の仮説が導かれる。

仮説１：政党は，個人中心のSNTVから立候補している候補者よりも，
政党中心の小選挙区から立候補している候補者に，総理大臣
を訪問させやすい４。
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図１ 党首の訪問が候補者の当選確率を高める程度の決定要因



候補者が政党投票と個人投票のどちらに依拠しているかは，選挙制度に
加えて，選挙区の有権者の特徴にも規定される。有権者は，概ね組織化さ
れた有権者と，組織化されない有権者に分けられる。組織化された有権者
は，公共事業，補助金，産業保護などの特殊利益を政党・議員から受ける
代わりに，政党・議員を支持する。彼らの投票行動は，党・議員がどの程
度利益を分配するかによって決定される傾向にあるため，党首が訪問して
遊説を行い党の評判を高めようとしても，応答度は低い。一方，組織化さ
れない有権者とは，特定の政策分野における特定の利益とは関係の弱い，
一般有権者が該当する。彼らは，党や党首のイメージに左右されやすく，
党首の訪問に応答的である。したがって，以下の仮説が導かれる。

仮説２：政党は，組織化された有権者の多い選挙区の候補者よりも，
組織化されない有権者の多い選挙区の候補者に，総理大臣を
訪問させやすい。

候補者が政党投票と個人投票のどちらに依拠しているかは，候補者個人
の属性によっても決定されるだろう。特に，現職議員は，当選回数を重ね
ることで個人による集票組織をもつ。また，彼らは既に国会議員としての
評判や業績をもつため，有権者も個人への評価をもとに投票の有無を決め
る。それに対して，新人候補者は，現職議員と比べれば，個人の集票組織
は脆弱で，さらに，国政での経験がないため，有権者も個人の評価を定め
にくい。それゆえ，当選のためには，政党の評判に依拠する部分が多く，
党首の訪問は党の評判を高める。したがって，以下の仮説が導かれる。

仮説３：政党は，個人としての評判をもつ現職よりも，政党の評判に
依拠する新人に，総理大臣を訪問させやすい

党首の候補者訪問による党の候補者の当選可能性への寄与度を規定する
第２の要因は，候補者の接戦度である。党首の訪問が候補者の得票率をあ
げるのであれば，党首の訪問がより当選のために必要な得票率と予想得票
率の近い候補者を訪問する方が，候補者を当選に導きやすい。逆に，当選
可能性の高い候補者を訪問しても，党首の訪問は当選への寄与という点で
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は無駄であるし，逆に落選可能性の高い候補者を訪問しても，予想得票率
と必要な得票率のギャップは埋まりにくい。したがって，以下の仮説が導
かれる。

仮説４：政党は，当選もしくは落選可能性の高い候補者よりも，当落
線上の候補者に，総理大臣を訪問させやすい。

仮説１－３を提示・検証することで，本稿は従来の政党内の資源配分の
研究に対して，政党の目標が議席最大化であるのは一定であっても，その
ためにどのように資源配分をすることが必要かは，選挙制度などの公的な
制度や，選挙区・候補者の特徴などの文脈によって異なることを主張しよ
うとする。すなわち，政党組織や党内の資源配分を制度的分析におく。仮
説４では，従来アメリカ議会研究で示された知見を議院内閣制の日本のケ
ースで検証することで，その妥当性や一般化可能性を高めることを意図し
ている。

３．データと方法

上記の４つの仮説を検証するために，総理大臣の候補者訪問を分析する。
分析単位は，各選挙における都道府県選挙区に立候補した与党候補者であ
る。分析期間は，２００７年，２０１０年，２０１３年，２０１６年の参議院議員選挙であ
る。２００７年以降を分析期間とする理由は，本分析で用いる『朝日新聞』に
よる選挙期間中の候補者の選挙情勢分析が，２００７年以降統一された方法で
行われているからである。
参議院の選挙運動期間は少なくとも１７日である。分析対象のうち，２００７

年，２０１０年，２０１３年の選挙では１７日間，２０１６年の選挙では１８日間であった。
選挙情勢は１７，１８日の間に変動する。実際，『朝日新聞』は，選挙期間の前
半と後半それぞれで，情勢分析を報じている。また，総理大臣の訪問が候
補者の集票に与える影響も投票日までの日数によって異なることも予想さ
れる。それゆえ，１７日の選挙期間のうち，前半９日と後半８日を別々に分
析する。１８日の選挙期間は，前半９日と後半９日を別々に分析する５。
従属変数は，総理大臣の各候補者への訪問である６。『朝日新聞』の「首

相動静」をもとに，総理大臣が選挙期間中にどの候補者を訪問したかに関
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する独自のデータセットを作成
した。他の主要誌と同様，『朝
日新聞』では，「首相動静」の項
目で，いつ，どこで，誰と，何
をしたかなど，前日の総理大臣
の行動が詳細に報じられている。
この情報は，共同通信社と時事
通信社が常に総理大臣に同行し

て得られるものであり，他の新聞社に提供している。したがって，どの新
聞社もほぼ同じ内容を報じている。総理大臣の行動を逐一把握できるのは，
世界的にも例がなく，非常に重要なデータである７。表１に総理大臣によ
る党公認の各候補者への訪問回数を示した。いずれの年も，前半は総理大
臣の訪問は最大でも１回であり，政党は総理大臣を訪問させるか否かの選
択をしている。一方，後半は総理大臣が２回さらには３回訪問している候
補者も存在する。政党は，何回訪問させるかの選択をしている。以上より，
選挙期間前半の分析での従属変数は「訪問（前半）」であり，総理大臣が候
補者を訪問すれば１，しなければ０をとるダミー変数である。従属変数が
二値変数であるため，推定にはロジット回帰モデルを用いる。それに対し
て，選挙期間後半の従属変数は「訪問（後半）」であり，総理大臣の候補者
への訪問回数を表す。従属変数がカウントデータであるため，推定には負
の二項回帰モデルを用いる。
次に独立変数に移る。仮説１を検証するための独立変数は「小選挙区」

であり，候補者が小選挙区から立候補していれば１，そうでなければ
（SNTVから立候補していれば）０をとるダミー変数である。仮説１は，「小
選挙区」は，従属変数と正の関係になることを予測する。
仮説２を検証するための独立変数は「人口密度」であり，候補者の立候

補している選挙区の人口密度（人／㎢）の自然対数を表す８。日本では，
農村部の経済ほど政府からの公共事業，補助金，産業保護などに依存する
傾向があり，そうした分野での農業，建設，商工業従事者の利益は組織化
されている（Jou2009;Reedetal.2012;Schiner2006）。一方，都市部には
そうした個別利益とは関係の弱い一般有権者がより多く存在する。仮説２
は，「人口密度」は，従属変数と正の関係になることを予測する。
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表１ 参議院議員選挙期間中の総理大臣の
各候補者の訪問回数

後半８日間（９日間）前半９日間
３回２回１回０回１回０回訪問回数
０３１４３１１８３０２００７年
４２１４４１１２４９２０１０年
０４９３６２８２１２０１３年
０２１１３５１２３６２０１６年

（注）２０１６年のみ，後半が９日間である。



仮説３を検証するための独立変数は「新人」であり，候補者が新人であ
れば１，そうでなければ０をとるダミー変数である９。仮説３は，「新人」
が，従属変数と正の関係になることを予測する。
仮説４を検証するためには，政党による候補者の選挙情勢の認識をとら

えることが必要となる。既に述べたように，政党は独自の調査とメディア
の情勢分析をもとに，候補者の当選可能性を判断している。したがって，
新聞社による情勢分析を，政党の情勢判断の代理指標とする。『朝日新聞』
は，参議院議員選挙の期間中に２度の各選挙区の候補者の当選可能性に関
する情勢分析を報じている。２００７年選挙は，７月１２日に公示され，２９日に
開票された。『朝日新聞』は，７月２０日と２７日に情勢分析を報道している。
２０１０年選挙は，６月２４日に公示され，７月１１日に開票された。『朝日新聞』
は，６月２７日と７月９日に情勢分析を報道している。２０１３年選挙は，７月
４日に公示され，２１日に開票された。『朝日新聞』は，７月６日と１９日に情
勢分析を報道している。２０１６年選挙は，６月２２日に公示され，７月１０日に
開票された。『朝日新聞』は，６月２４日と７月８日に情勢分析を報道してい
る。『朝日新聞』の情勢分析は，電話調査，過去の調査結果と選挙結果の関
係，取材に基づいている１０。本稿は，『朝日新聞』の選挙情勢分析に基づき，
候補者の当選可能性に関するデータセットを構築する。『朝日新聞』は，表
現には違いがあるものの，概ね候補者の当選可能性を，有利，やや有利，
接戦，やや不利，不利の５段階で評価している。具体的には，「独走」，「水
をあけている」，「優位」，「安定」，「万全」，「他候補を引き離し」，「堅い」
などの表現は有利，「やや先行」，「わずかにリード」「リード（対立候補が「懸
命に追い上げ」などと表現されている場合）」，「一歩リード」，「一歩抜け出
す」，「有利な情勢になりつつある」などの表現はやや有利，「競り合ってい
る」，「互角」，「激戦」，「激しい戦い」，「横一線」，「横並び」，「当落線上」，
「予断を許さない」などの表現は接戦，「懸命に追い上げ」などの表現はや
や不利，「勢いが見られない」，「出遅れている」，「苦しい」，「伸び悩んでい
る」などの表現は不利とコーディングした。選挙期間の前半，後半それぞ
れに変数を用意する。「有利（前半）」，「やや有利（前半）」，「接戦（前半）」，
「やや不利（前半）」，「不利（前半）」，「有利（後半）」，「やや有利（後半）」，
「接戦（後半）」，「やや不利（後半）」，「不利（後半）」は，候補者が当該の
評価を受けた場合１，そうでない場合０をとるダミー変数である。候補者

１０９政党の選挙戦略と党内の資源配分（２０１６－Ⅱ）



はいずれか１つのみで１をとる。参照カテゴ
リは，それぞれ「有利（前半）」，「有利（後
半）」である。仮説４は，「やや有利」，「接戦」，
「やや不利」が正であることを予測する。

加えて，６つの統制変数を投入する。第１
に，政党は総理大臣の候補者訪問を決定する
際には，官邸から各選挙区への距離が影響を
与えると考えられる。距離が遠いほど，総理
大臣の時間を消費する。したがって，官邸と
各都道府県庁所在地の間の直線距離（km）の
自然対数を表す「距離」を投入する１１。第２
に候補者の属性として，候補者の年齢である
「年齢」と，候補者が男性の場合１をとるダミ
ー変数である「男性」を投入する。第３に，

政党の党派性（２００７年，２０１３年，
２０１６年は自民党，２０１０年は民主
党），衆議院・参議院の議席率，経
済社会状況，選挙の争点などの選

挙年固有の効果を統制するために，候補者が当該選挙年に該当する場合１，
そうでない場合０をとるダミー変数である「２０１０年」，「２０１３年」，「２０１６年」
を投入する。参照カテゴリは「２００７年」である。表２に，独立変数の記述
統計を示した。

４．分析結果

分析結果を表３に示した。同一政党の同一選挙区の間での相関が考えら
れるため，標準誤差は政党ごとの選挙区でクラスター化している。モデル
１は，選挙期間の前半９日に総理大臣が訪問するか否かをロジットモデル
で推定している。モデル２は，選挙期間の後半８日（２０１６年選挙では９日）
に総理大臣が訪問した回数を負の二項モデルで推定している。
仮説１について，「小選挙区」は，モデル１で統計的に有意であり，係数

は正である。仮説２について，「人口密度」は，モデル１で正に有意である。
仮説３について，「新人」は，モデル１で正に有意である。仮説４について，

１１０

最大値最小値標準偏差平均連続変数
８.７０１.８４１.７３５.１３人口密度
７４３１１０.８８５２.３７年齢

７.３５０.７０１.７５４.８５距離

表２ 変数の記述統計
値二項変数 １０
１１９８７小選挙区
９１１１５新人

１０９９７有利（前半）
２０１８６やや有利（前半）
３５１７１接戦（前半）
３０１７６やや不利（前半）
１２１９４不利（前半）

１０５１０１有利（後半）
２０１８６やや有利（後半）
３１１７５接戦（後半）
２２１８４やや不利（後半）
２８１７８不利（後半）

１７２３４男性
１５８４８２００７年
１４５６１２０１０年
１５７４９２０１３年
１５８４８２０１６年



モデル１では「やや不
利」のみが正に有意で，
モデル２では「やや有
利」，「接戦」，「やや不
利」が正に有意である。
各変数の実質的効果

を計算した。はじめに，
表３のモデル１に基づ
き，各変数が選挙期間
の前半９日に総理大臣
が訪問する可能性に与
える効果を推定する。
図２－１は，従属変数
と有意な関係が確認で
きたダミー変数である

「小選挙区」，「新人」，
「やや不利」の効果を検
証している。すなわち，
任意の特徴を持つ議員
を想定し，その議員に対して選挙期間前半に総理大臣が訪問する確率を推
定している。まず，「小選挙区」については，その他の変数の値を平均値に
固定したうえで，その値が１と０それぞれをとる際に，従属変数が１をと
る予測確率を求めた。総理大臣の訪問確率は，小選挙区の候補者が４２.４％
（「小選挙区」が１をとる際に従属変数が１をとる確率）であるのに対し，
SNTVの候補者は１６.１％（「小選挙区」が０をとる際に従属変数が１をとる
確率）である。政党はSNTV候補者より小選挙区候補者を明確に優先して
いる。仮説１は，支持される。次に，候補者の経験について，その他の変
数の値を平均値に固定したうえで，「新人」の値が１と０それぞれをとる際
に，従属変数が１をとる予測確率を求めた。総理大臣の訪問確率は，新人
候補者が３８.７％（「新人」が１をとる際に従属変数が１をとる確率）である
のに対し，現職候補者は２３.１％（「新人」が０をとる際に従属変数が１をと
る確率）である。政党は現職より新人を明確に優先している。仮説３は支
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表３ 総理大臣の候補者訪問の決定要因
モデル２モデル１

訪問（後半）訪問（前半）従属変数
負の二項回帰ロジット回帰推定モデル

係数（標準誤差）
－０.０９２ （０.２９）１.３５**（０.４９）小選挙区
－０.０８５ （０.１８）１.０６**（０.３６）人口密度

０.２７ （０.２５）０.７４*（０.３７）新人
－０.４４ （０.６４）やや有利（前半）
０.５９ （０.５５）接戦（前半）
１.２９*（０.６４）やや不利（前半）

－０.２９ （１.０４）不利（前半）
１.３２*（０.５２）やや有利（後半）
１.５２**（０.４９）接戦（後半）
１.８５**（０.６１）やや不利（後半）

－０.９０ （１.１２）不利（後半）
－０.００３４（０.００９５）０.００９３（０.０１５）年齢
－０.２８ （０.２１）０.７５ （０.５２）男性
－０.３８**（０.１２）０.１４ （０.２６）距離
０.８７ （１.６８）－１０.４０**（３.５９）定数
－１２９.５９－１０６.１０LogPseudolikelihood
０.２４０.２０PseudoR2

２０６２０６観察数
（注）標準誤差は政党ごとの選挙区でクラスター化されている。

選挙年固定効果は投入したが，表示していない。
***p<０.００１，**p<０.０１，*p<０.０５。



持される。さらに，「やや不利」については，「やや有利」，「接戦」，「不利」
の４変数全ての値を０に，４変数以外の変数の値を平均値に固定したうえ
で，「やや不利」が１の値をとった際の従属変数が１をとる予測確率を求め
た。やや不利な候補者への総理大臣の訪問確率は５４.７％である。それ以外
の当選可能性を表す変数が有意でないため，仮説４は部分的に支持される。
図３は，モデル１に関して，「人口密度」と総理大臣の訪問の関係を推定
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図２ 変数の限界効果
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している。その他の変数を平均値に固定したうえで，「人口密度」を最小値
から最大値まで変化させたうえでの，従属変数が１をとる予測確率を求め
ている。「人口密度」が平均値の５.１３をとるときの訪問確率は２９.４％，平均
値から１標準偏差（１.７３）増加させたときの確率は７２.４％であり，政党は
明確に都市部を優先している。仮説２は支持される。
続いて，選挙期間後半の総理大臣の訪問に移る。図２－２は，表３のモ

デル２に基づき，ダミー変数のうち，表３において従属変数と有意な関係
が確認できたダミー変数である「やや有利」，「接戦」，「やや不利」に加え
て，参照カテゴリである「有利」の効果を検証している。投入した「やや
有利」，「接戦」，「やや不利」，「不利」の４変数全ての値を０に，４変数以
外の変数の値を平均値に固定したうえで，当該変数が１の値をとった際の
訪問回数の予測値とその９５％信頼区間を求めた。訪問回数は，多い順に，
やや不利な候補０.９９回，接戦候補０.７１回，やや有利な候補０.５８回，有利な候
補０.１６回と予測される。政党指導部はやや不利な候補を最優先し，次に接
戦候補者に総理大臣を派遣している。仮説４は支持される。
分析結果は表４の通り，まとめられる。まず，仮説１，２，３は，選挙

期間の前半においてのみ支持される。選挙期間の前半は，政党指導部は小
選挙区の候補者，都市部の候補者，新人候補者という当選をより政党の評
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図３ 選挙期間前半に総理大臣が候補者を訪問する予測確率

（注）実線は予測確率，破線はその95％信頼区間である
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判に依拠している候補者を重視し，総理大臣を送っている。仮説４は，選
挙期間前半については部分的に支持される一方，後半については強く支持
される。以上より，政党は，選挙序盤は候補者の当選可能性よりも，まず
は政党の評判を必要とする候補者を支援することに集中している。一方，
後半になると，各候補者の当選可能性に基づいて戦略的に総理大臣を訪問
させている。

結論と含意

本稿は，党内の資源配分という観点から，政党がどのように議席を増加
させようとしているのかを検討してきた。特に，政党の資源として党首の
候補者訪問に焦点を当て，政党は，議席を増加するために，どのように資
源を党の議員・候補者に配分し，それは制度によってどのように構造づけ
られるのかを分析した。本稿の知見は，以下の２点にまとめられる。第１
に，政党は，議席を増大するために戦略的に資源を配分していることを確
認した。党は，資源配分がより得票率を伸ばしやすい候補者や，資源配分
による得票増加が当選につながりやすい候補者により資源を配分している。
第２に，議席を増加させるための合理的行動は，制度や文脈によって規定
され，政党はそうした制度や文脈に応じて資源配分の仕方を変化させてい
ることを示した。政党は，政党中心の選挙制度から立候補している候補者，
組織化されない有権者の多い選挙区の候補者，新人候補者など，当選を政
党の評判に依存している候補者により党首や政党の人気を配分している。
本稿は，政党組織の研究に対して，特に以下の３点の貢献を提示してい

る。第１は，党内の資源配分の観点から，政党がどのように議席を最大化
し，組織を運営しているのかを解明した。第２に，日本では，１９９０年代以
降の政治改革・行政改革により，政権運営や政策決定と並んで，選挙にお
ける日本の内閣総理大臣の影響が強くなった。総理大臣の人気をどう配分
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表４ 分析結果のまとめ
選挙期間後半選挙期間前半

支持仮説１：SNTVより小選挙区の候補者を訪問
支持仮説２：組織化されない選挙区の候補者を訪問
支持仮説３：現職より新人を訪問

支持一部支持仮説４：当落線上の候補者を訪問



するかは個々の議員の選挙結果も左右し，総理大臣の人気は党の議員や候
補者の当選可能性を高める重要な資源であることを明らかにした。第３に，
本稿は，総理大臣の活動を数量化した分析を行うことで，政治アクターの
行動を数値化した研究の発展可能性を示している。特に，本稿における総
理大臣の候補者への訪問についてのデータセットは，政治地理学から党首
の活動について，より詳細な研究を行うことが可能である。

［謝辞］ 本稿の草稿段階において，日本政治学会編集委員会の委員長待鳥聡
史先生，委員岡崎晴輝先生，清水唯一朗先生，善教将大先生，中島晶子先
生，西川賢先生，舟木律子先生から貴重なコメントをいただいた。ありが
とうございます。また，本論文は，日本学術振興会科学研究費補助金・若
手研究（B）「政党指導部による所属議員への政治資金，政府支出，役職の
配分と政党の一体性維持研究課題」（研究代表者：藤村直史，課題番号：
１５K１６９７８）による成果の一部である。

（１） 日本でも，内閣の大臣，副大臣，政務官，政務次官，国会委員会の委
員長，理事，自由民主党政務調査会部会の部会長，副部会長などの役職を
当選回数と派閥均衡によって分配することで，政党の一体性を維持してい
ることが多くの研究によって明らかにされている（濱本２０１１，２０１５；猪口
・岩井１９８７；川人１９９６；Kohno1992;Nemotoetal.2008;佐藤・松崎１９８６）。

（２） StratmannandBaur(2002)は，小選挙区比例代表併用制を採用してい
るドイツにおいて，個人中心の制度である小選挙区選出の議員は，議会に
おいて選挙区利益を実現しやすい委員会に所属する一方，政党中心の選挙
制度である拘束名簿式比例代表選出の議員は政党利益を実現しやすい委員
会に所属することを示している。同様に，Pekkanenetal.(2006)は，小選挙
区比例代表並立制下の日本の自民党をケースに，小選挙区当選，比例代表
復活当選，比例代表単独立候補・当選の議員によって，分配，パイポリテ
ィックス，公共財という異なる３領域でのポストが与えられることを検証
している。しかし，Pekkanenetal.(2006)において示された分析結果から
は，比例代表単独議員は公共財ポストを与えられていないという点以外は，
小選挙区選出議員と比例代表単独議員の間で役職を得る分野に明確な違い
を確認することはできない。そもそも，自民党の場合，ほとんどの候補者
は小選挙区と比例代表両方に立候補しており，比例代表からのみ立候補す
る議員は，同一選挙区を共有する同僚議員との調整のうえで比例代表に回
った議員や，あるいは比例名簿の下位に擁立される党の職員が中心である。
彼らにとって比例代表から長期に当選するという誘因は極めて小さく，比
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例代表に起因する選挙誘因をもつ議員はほとんど存在しないはずである。
（３） 複数人区単記非移譲投票制は，multi-memberdistrictswithsinglenon-
transferablevote(SNTV)と表される。

（４） 梅田（２０１５）も，政党指導部は党首を小選挙区に優先的に訪問させて
いることを示している。その理由として，梅田は，小選挙区は接戦になり
やすいことを挙げている。一方，本稿は，小選挙区は政党投票の要素が強
くなるために，総理大臣が訪問しやすいと主張する。実証分析においても，
選挙区の接戦度を統制変数として投入し，接戦度を統制したうえでも，政
党はより小選挙区に党首を訪問させやすいことを示す。

（５） 選挙期間の前半と後半の分け方を数日前後させても，ほぼ同様の分析
結果が得られた。

（６） 大臣や与野党執行部の議員など，総理大臣以外の有力議員も分析対象
として考えられる。ただし，茨総理大臣の選挙区訪問は，他のアクターと
比較して，有権者の動員やメディアでの報道の規模においてはるかに大き
な影響をもち，候補者の当落への影響も大きいと推測できる，芋現状のデ
ータにおいて，研究者がほぼ完全に一挙手一投足を追跡できるのは総理大
臣であり，本稿はまずは総理大臣の活動についての体系的なデータセット
構築とデータ分析を行うことを目的としている，という２つの理由から，
本稿では総理大臣のみを対象とする。その他のアクターについても，今後
の研究を発展させる予定である。

（７）「首相動静」を用いて総理大臣の行動をとらえた研究の嚆矢として，待
鳥（２０１２）があげられる。総理大臣の政治アクターとの面会頻度から，総
理大臣の意思決定スタイルを分析している。

（８） 選挙区の人口密度データは，総務省統計局『統計でみる都道府県のす
がた』から得た。http://www.stat.go.jp/data/k-sugata/naiyou.htm#mokuji2
＜２０１６年８月３日最終アクセス＞

（９） 議員の属性データは各選挙における『朝日新聞』の記事による。
（１０） 詳細は，『朝日新聞』２００７年７月２０日，２７日，２０１０年６月２７日，７月

６日，２０１３年７月６日，１９日，２０１６年６月２４日と７月８日を参照。
（１１） 直線距離の算出にはGoogleMapsを用いた。https://maps.google.com
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日本経済新聞社。

梅田道生，２０１５「参院選における政党党首の選挙区訪問先の研究 不均一な
選挙制度における政党の戦略的選挙資源の配分」日本政治学会研究大会１０
月１２日，千葉大学。
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書房。

（英語参考文献）
Adler,E.Scott,andJohnS.Lapinski.1997.“Demand-SideTheoryandCongres-

sionalCommitteeComposition:AConstituencyCharacteristicsApproach.”

AmericanJournalofPoliticalScience,41(3):895-918.

Bélanger,Paul,R.KennethCarty,andMunroeEagles.2003.“TheGeographyof

CanadianParties’ElectoralCampaigns:Leaders’ToursandConstituencyElec-

tionResults.”PoliticalGeography,22(4)439-455.

Cain,Bruce,JohnFerejohn,andMorrisFiorina.1987.ThePersonalVote:Con-

stituencyServiceandElectoralIndependence.Cambridge:HarvardU.P.

Carey,JohnM.,andMatthewSobergShugart,1995.“IncentivestoCultivatea

PersonalVote:ARankOrderingofElectoralFormulas.”ElectoralStudies,14

(4):417-439.

Cohen,JeffreyE.,MichaelA.Krassa,andJohnA.Hamman.1991.“TheImpact

ofPresidentialCampaigningonMidtermU.S.SenateElections.”AmericanPo-

liticalScienceReview,85(1):165-178.

Crisp,BrianF.,MariaC.Escobar-Lemmon,BradfordS.Jones,MarkP.Jones,

andMichelleM.Taylor-Robinson.2009.“TheElectoralConnectionand

LegislativeCommittees.”JournalofLegislativeStudies,15(1):35-52.

Damore,DavidF.,andThomasG.Hansford.1999.“TheAllocationofPartyCon-

trolledCampaignResourcesintheHouseofRepresentatives,1989–1996.”Po-

liticalResearchQuarterly,52(2):371-385.

Herrnson,PaulS.1989.“NationalPartyDecisionMaking,Strategies,andRe-

sourceDistributioninCongressionalElections.”WesternPoliticalQuarterly,42

(3):301-323.

１１７政党の選挙戦略と党内の資源配分（２０１６－Ⅱ）



Herrnson,PaulS.,andIrwinL.Morris.1989.“PresidentialCampaigninginthe

2002CongressionalElections.”LegislativeStudiesQuarterly,32(4):629-648.

Hoddie,Matthew,andStephenR.Routh.2004.“PredictingthePresidential

Presence:ExplainingPresidentialMidtermElectionsCampaignBehavior.”Po-

liticalResearchQuarterly,57(2):257-265.

Jacobson,GaryC.1985–1986.“PartyOrganizationandDistributionofCampaign

Resources:RepublicansandDemocratsin1982.”PoliticalScienceQuarterly,

100(4):603-625.

Jou,Willy.2010.“TowardaTwo-PartySystemorTwoPartySystems?:Patterns

ofCompetitioninJapan’sSingle-MemberDistricts,1996-2005.”PartyPolitics,

16(3):370-393.

Kohno,Masaru.1992.“RationalFoundationsfortheOrganizationoftheLiberal

DemocraticPartyinJapan.”WorldPolitics,44(3):369-397.

Krauss,EllisS.,andBenjaminNyblade.2005.‘‘Presidentialization’inJapan?

ThePrimeMinister,MediaandElectioninJapan.”BritishJournalofPolitical

Science,35(2):357-368.

Krauss,EllissS.,andRobertPekkanen.2004.“ExplainingPartyAdaptationto

ElectoralReform:TheDiscreetCharmoftheLDP?”JournalofJapaneseStudi-

es,30(1):1-34.

Krauss,EllisS.andRobertJ.Pekkanen.2011.TheRiseandFallofJapan’sLDP:

PartyOrganizationasInstitutions.Ithaca,NY:CornellUniversityPress.

Lang,Matthew,BrandonRottinghaus,andGerhardPeters.2011.“Pollsand

Elections:RevisitingMidtermVisits:WhytheTypeofVisitMatters.”Presi-

dentialStudiesQuarterly,41(4):809-818.

Lijphart,Arend.1999.PatternsofDemocracies:GovernmentFormsandPerform-

anceinThirty-SixCountries.NewHaven:YaleUniversityPress.（粕谷祐子訳，
２００５『民主主義対民主主義多数決型とコンセンサス型の３６ヶ国比較研究』
勁草書房）
McElwain,KennethMori.2009.“HowLongAreKoizumi’sCoattails?Party-

LeaderVisitsinthe2005Election.”InStevenR.Reed,KennethMoriMcEl-

wain,andKayShimizu(ed.).PoliticalChangeinJapan:ElectoralBehavior,

PartyRealignment,andtheKoizumiReforms.Stanford:WalterH.Shorenstein

Asia-PacificResearchCenter:133-155.

Medvic,StephenK.2001.“TheImpactofPartyFinancialSupportontheElec-

toralSuccessofUSHouseCandidates.”PartyPolitics,7(2):191-212.

Mellen,Rob,Jr.,andKathleenSearles.2013.“PredictingPresidentialAppear-

ancesduringMidtermElections:ThePresidentandHouseCandidates,1982–

１１８



2010.”AmericanPoliticsResearch,41(2)328-347.

Müller,WolfgangC.,andKaareStrøm.1999.Policy,Office,orVotes?:HowPoliti-

calPartiesinWesternEuropeMakeHardDecisions.NewYork,NY:Cambridge

UniversityPress.

Nemoto,Kuniaki,EllisKrauss,RobertPekkanen.2008.“PolicyDissensionand

PartyDiscipline:TheJuly2005VoteonPostalPrivatizationinJapan.”British

JournalofPoliticalScience,38(3):499-525.

Pekkanen,Robert,BenjaminNyblade,andEllisS.Krauss.2006.“ElectoralIn-

centivesinMixed-MemberSystems:Party,Posts,andZombiePoliticiansin

Japan.”AmericanPoliticalScienceReview,100(2):183-193.

Reed,StevenR.,EthanScheiner,MichaelF.Thies.2012.“TheEndofLDP

DominanceandtheRiseofParty-OrientedPoliticsinJapan.”JournalofJapa-

neseStudies,38(2):353-376.

Scheiner,Ethan.2006.DemocracywithoutCompetitioninJapan:OppositionFail-

ureinaOne-PartyDominantState.Cambridge,CambridgeUniversityPress.

Sellers,PatrickJ.,andLauraM.Denton.2006.“PresidentialVisitsandMidterm

SenateElections.”PresidentialStudiesQuarterly,36(3):410-432.

Shepsle,Kenneth.A.1978.TheGiantJigsawPuzzle,Chicago:UniversityofChi-

cagoPress.

Stratmann,Thomas,andMartinBaur.2002.“PluralityRule,ProportionalRepre-

sentation,andtheGermanBundestag:HowIncentivestoPork-BarrelDiffer

acrossElectoralSystems.”AmericanJournalofPoliticalScience,46(3):506-

514.

Strøm,Kaare.1990.ABehavioralTheoryofCompetitivePoliticalParties.Ameri-

canJournalofPoliticalScience,34(2):565-598.

Thies,MichaelF.,andYukiYanai.2013.“GovernancewithaTwist:HowBicam-

eralismAffectsJapaneseLawmaking.”InRobertPekkanen,StevenReed,and

EthanScheiner(ed.).JapanDecides2012:TheJapaneseGeneralElection.

Houndmills:PalgraveMacmillan:225-244.

Thies,MichaelF.,andYukiYanai.2014.“Bicameralismvs.Parliamentarism:Les-

sonsfromJapan’sTwistedDiet.”『選挙研究』30(2):60-74.
Vatter,Adrian.2005.“BicameralismandPolicyPerformance:TheEffectsofCam-

eralStructureinComparativePerspective.”JournalofLegislativeStudies,11

(2):194-215.

Weingast,BarryR.,andWilliamJ.Marshall.1988.“TheIndustrialOrganization

ofCongress;or,WhyLegislatures,LikeFirms,AreNotOrganizedas

Markets.”JournalofPoliticalEconomy,96(1):132-163.

１１９政党の選挙戦略と党内の資源配分（２０１６－Ⅱ）


