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地方選挙における有権者の政治行動に関連する近接性の効果：空間統計を活用した兵庫県

赤穂市長選挙の事例研究 

Spatial statistics of proximal factors on political behavior of voters in a regional 

election: Case study of mayoral election in Akō City, Japan. 

Abstract 

This research applies spatial statistics to examine proximal factors affecting the 

political behavior of voters in a regional election in Japan, particularly, voter 

proximity to election campaigns of candidates. During the mayoral election in Akō City, 

Hyōgo Prefecture, voters’ political behaviors, attitudes, and awareness of politics were 

measured using a social survey, the spatial location information relating to candidates’ 

election campaigns was measured using GPS. Voters’ favorable perception of a certain 

candidate was positively correlated to the degree of contact with his election campaign 

of voters themselves or that of their neighborhood, but not to the spatial proximity 

with his campaign. On the other hand, both the degree of contact and the spatial 

proximity with his election campaign of voters themselves led them to cast their votes 

for him, even controlling for favorability. It was revealed that there is a possibility for 

proximal factors to be treated more precisely by applying spatial statistics. 

Keywords: regional election, spatial statistics, political behavior, election campaign 

アブストラクト和訳（和文要約原稿を兼ねる） 

本研究では、日本の地方選挙における有権者の政治行動に対する候補者による選挙運動へ

の近接性の効果を、空間統計を活用した手法で実証的に検討した。兵庫県赤穂市の市長選

挙をフィールドとして、社会調査によって有権者の政治行動や政治的態度、および政治に

対する意識を測定し、全地球測位システム(GPS)によって候補者の選挙運動の空間位置情

報を測定した。有権者の候補者への好感度には、有権者あるいは近隣の他の有権者が選挙

運動に接触した程度が正の関連を持っていたが，候補者との空間的な近接性は関連がなか

った。一方、投票行動については、好感度を統制してもなお、有権者自身が選挙運動に接

触している程度と候補者との空間的近接性の高さが、有権者をその候補者への投票に向か

わせていた。空間統計の活用により、近接性の効果をより精緻に扱うことができる可能性

が示唆された。 

キーワード：地方選挙、空間統計、政治行動、選挙運動  
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問題 

地方選挙における有権者の投票という政治行動は、選挙権をもつ個人の誰もが従事する、

なおかつ重要な意思決定であると同時に、居住地域に特異な要因や周囲の他者との相互作

用が決定に際して大きな影響を持つ、すなわち市民生活に密着したきわめて興味深い社会

心理学的事象でありながら、これまでほとんど研究がなされていない。本研究の目的は、

日本の地方選挙における有権者の政治行動と候補者による選挙運動への近接性との関連を、

空間統計を活用した手法で実証的に検討することである。具体的には、兵庫県赤穂市の市

長選挙をフィールドとして、社会調査によって有権者の政治行動や政治的態度，および政

治に対する意識を測定し、全地球測位システム(GPS)によって候補者の選挙運動の空間位

置情報を測定して、両者を関連づけて分析する。 

投票行動の社会心理学  

選挙における投票は、高度な意思決定過程を伴う社会的選択場面である（三浦・楠見 , 

2014）。投票は市民にとってその付与が保証されている社会参加の権利であるし、その集

合的な結果は有権者自身の属する社会の市民生活に直接反映されるから、個人にとって重

要度の高い意思決定である。また、政治と個人との関係を考えれば、投票という意思決定

は、社会的真空状態における孤立した個人の情報処理によるものだとは考えられず、情報

収集に際しては他者（候補者自身や他の有権者）との相互作用が欠かせない。そうである

からこそ、選挙において有権者がその中で接触した情報を多層的に測定し、それらが投票

への意思決定過程に及ぼした影響について、社会心理学的にアプローチする価値は高い。 

実際、有権者が様々な形で選挙運動に接触することが投票行動に与える影響に関する社

会心理学的研究は少なくなく、そこでは概ね接触頻度の高さが投票参加を高めることが示

されている(cf: 境家, 2009)。しかしそれらで対象とされた選挙はその多くが国政選挙であ

り、地方選挙における有権者の政治行動、特に投票行動に焦点を当てた実証的アプローチ

による研究はきわめて少ない。しかし、その数少ない例外として、三宅・木下・間場(1967)

については特筆しておく必要がある。彼らは地方選挙を「われわれの生活に密接した領域

において、民主主義政治形態の底辺を形作っている」ものと位置づけ、京都府宇治市を対

象地域として、国政選挙（衆院選、参院選）との間で投票行動を比較検討している。約 2

年の間に実施された 5 つの異なるレベルの選挙を対象にした、多数の有権者パネルを対象

とした継時的なインタビュー調査により、地域コミュニティの特徴、コミュニケーション

行動、政治的態度、そして個人の認知レベルの変数に至るまでの網羅的なデータが収集さ
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れている。あまりに綿密であるために得られた結果を要約するのは難しいが、市長選挙の

特徴としては、多くの変数の影響の方向や強さにおいて他の選挙と共通性を持ちつつも、

例えば友人との話し合いや知人からの投票依頼などの対人コミュニケーションネットワー

クが重要な情報網として投票行動に影響すること、一般的には選挙に対する関心が低い有

権者でも「身近な選挙」として関心を持っていることなどが示されている。しかし、以降

は地方選挙をターゲットにし、有権者を対象とした調査研究をベースとした研究が続くこ

とはほとんどなく、後年に三宅自身が当時のデータを使った再分析による論考を加えたも

の（三宅, 1990）以外は、沖縄米軍基地問題が存在していた沖縄県名護市長選挙において

も国政レベルの変数の影響が限定的であったことを示した塩沢(2016)、あるいは「明るい

選挙推進協会」の調査データを用いて市議会議員選挙と衆議院選挙における投票参加と政

治関心の関係を比較検討した研究（中條, 2003）などが目立つ程度である。 

有権者の政治行動に対する近接性の効果：空間位置情報の活用  

本研究では、三宅ら(1967)の先駆的な知見をふまえて、地方選挙における有権者の政治

行動と関連する社会心理学的な諸変数のうち、選挙に際する他者との相互作用に関わるも

のに注目し、有権者が 2 つのルート―(1)候補者あるいは(2)他の有権者―を介して選挙に

関する情報に接触した程度をその指標とする。特にその際、有権者と情報との空間的な位

置関係、つまり、2 つのルートで有権者が選挙に関する情報にどの程度物理的に近接した

かを重視する。 

まず、有権者と候補者の相互作用、すなわち有権者が候補者を介して選挙に関する情報

に接触した程度を検討する意義と、本研究におけるその測定方法について説明する。

Richardson, Flanagan, Watanuki, Miyake, & Kohei(1991)は、日本の国政選挙を対象と

した研究で、投票先に影響を与えると考えられる説明変数として「候補者のイメージ」「候

補者の選挙運動との直接的接触の有無」「特定の候補者を支持するグループへの接近の有無」

「投票依頼の有無」を設定して分析した結果、候補者イメージと選挙運動との直接的接触

が重要だという結論に至っている。つまり、有権者が候補者の選挙運動とより近接してい

れば、その候補者に票を投じようとすると考えられる。 

選挙運動との直接的接触の測定には、候補者が展開する様々な運動（ポスター掲示や選

挙カーでの連呼、街頭演説や個人演説会など）をリストアップし、それらを目にしたり参

加したかどうかを尋ねて合計数を指標とする方法がある。この方法で得られたデータは、

有権者が選挙運動に自ら注意を払った程度を測定しているので、選挙運動への接近につい
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て敏感な指標となることが期待できる。これに加えて、本研究では、日本の有権者の政治

参加の程度がおしなべて低い（cf: 山田, 2016, p.41-51）ことを考慮して、選挙運動への受

動的な接触として、選挙運動を展開する候補者が市内を巡回する経路を空間位置情報とし

て計測することによって、物理的な意味でそれが有権者の居住地にどの程度接近していた

かを指標化することを試みる。選挙運動は候補者から有権者への一方向的な情報提示であ

り、有権者はそれらに意図せず接触している。よって、この方法により、候補者の選挙運

動と有権者の受動的な近接性が表現できると考える。こうした受動的な選挙運動との接触

の程度もまた、候補者への投票意図を高めるかどうかを検討する。 

次に、ある有権者と他の有権者の相互作用、すなわちある有権者が他の有権者を介して

選挙に関する情報に接触した程度を検討する意義と、本研究におけるその測定方法を説明

する。ここでは相互作用の対象として、ある有権者の近隣に居住する他の有権者を想定す

る。三宅ら(1967)の宇治市調査において示された市長選挙の特徴は、友人との話し合いや

知人からの投票依頼など対人コミュニケーションネットワークが重要な情報網となり、有

権者の意思決定に影響を及ぼすことであった。彼らの研究は 50 年以上前（1961～62 年）

に実施されたものであるが、山田(2016, p.60-62)がレビューするとおり、有権者を取り巻

く社会的ネットワークが投票の意思決定に及ぼす影響の強さは繰り返し示されてきており、

現在に至ってもこうした対人コミュニケーションを通じた他者から影響が有権者の政治行

動に果たす役割は大きいと考えられる。 

さて、前田(2003)のレビューによれば、日本の選挙を対象として他の有権者との相互作

用のような水平的な社会ネットワークがもつ効果を扱った研究では、ネームジェネレータ

ー（「あなたや社会にとっての大切なことがらを話し合った人」を想定させる）を用いてエ

ゴセントリックネットワークを測定したものが多い。この手法はそもそも党派性がきわめ

て明確なアメリカの有権者を対象とした社会調査に由来しており、地理的には離れている

が党派性の似た有権者同士が形成するネットワークを析出し、その影響が検討できるとこ

ろにメリットがある。しかし、そもそも有権者の党派性が明確でなく、そもそも党派性自

体を持たない有権者も多い日本（cf: 稲増・三浦, 2016）の、しかも脱政党化が顕著な地方

選挙（平野, 2012b）においては、党派性由来のネットワークの影響はごく小さく、こうし

た手法は本来想定されたような威力を発揮しない可能性がある。 

次善の策として、同じくネームジェネレーターを用いて「あなたの近隣に住む人」を想

定させた上で、市長選挙について話し合った程度を尋ねることもできるかもしれない。日
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常的な場面において交わされている幅広い政治的関連性を伴ったトピックに関する対人的

相互作用として定義される政治的会話（Eveland, Morey, & Hutchens, 2011; Wyatt, Kim, 

& Katz, 2000）は、主に自分と親密な人物との間において交わされることが多く

（Huckfeldt, & Sprague, 1995）、政治に対する心理的距離感を縮め、それにより統治政治

参加（選挙参加以外の政治参加）が促進されるという媒介効果が示されてもいる（横山・

稲葉, 2016）。しかし一方で、横山(2014)によれば、JGSS-2003（Japanese General Social 

Survey-2003；日本版総合的社会調査）の「日頃、政治について友人や同僚と話す」とい

う項目への回答は「ほとんどしない」が 45.5%に達し、「ほぼ毎日する」「時々する」を合

わせても 23.9%しかいない。これも前述の選挙運動との近接性を接触数で問うのと同様に、

活発な政治的会話の指標としてしか有効に機能しない可能性がある。また、政治的会話の

多くが日常の何気ない対人コミュニケーションに付随して（副産物的に）生じるという指

摘（木村, 2000）をふまえれば、「政治について話す」と明示して能動的かつ意識的な会話

の頻度を収集するだけでは、他の有権者からの影響の程度の指標とするのに十分ではない。 

そこで本研究では、市長選挙に関する対人コミュニケーションの頻度を明示的に尋ねる

代わりに、他の有権者からの影響を同定することを試みる。具体的には、空間回帰分析を

用いて、ある有権者と隣接して居住している別の有権者の候補者の選挙運動との近接性が、

ある有権者の政治行動に及ぼす影響を同定できる分析モデルを検討する。その際、居住地

情報を用いて有権者同士の空間的な隣接の程度を考慮する。もちろん「ある有権者と隣接

して居住している別の有権者の候補者の選挙運動との近接性」が高いからといって，必ず

ある有権者と別の有権者との間に（選挙に関する）対人コミュニケーションが生じている

とは限らない。しかし，一般に対人コミュニケーションで話題にのぼりやすいのは互いに

共有しうる関心事であり，自らの居住する自治体の首長選挙は（それが政治的であるかど

うかによらず）双方にとって身近な出来事という意味でまずその条件を満たす上に，それ

ぞれが選挙運動に近接していることは，相手との対人コミュニケーション場面により持ち

出しやすくさせると考えられる。 

本研究では、こうした研究を実現する地方選挙のフィールドとして、2015 年 1 月に実

施された兵庫県赤穂市の市長選挙を選定し、当該選挙の有権者を対象とした社会調査によ

って一般的な社会心理学的データを収集すると共に、回答者の居住地と候補者の選挙運動

に関わる空間位置情報を収集した。当該選挙を研究対象として適切だと判断したのは、赤

穂市のように地方の、しかも郊外に位置する自治体の市長選挙では、候補者と有権者の距
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離が近く、また政策が市民生活に及ぼす即時的あるいは直接的な影響が大きいため、空間

的な位置関係のように、より身近な選挙運動への近接性の効果が、国政選挙よりも強く働

くと考えられるからである。さらに言えば、米軍基地問題が重要な争点となった沖縄県名

護市長選挙など(e.g. 塩沢, 2016)のように国政レベルの問題が争点になったわけではない

地方選挙を扱うことで、地方選挙研究としてより一般性が高い知見を導出することを試み

る。 

赤穂市と赤穂市長選挙  

赤穂市は、兵庫県西播地域の西南端、岡山県との県境に位置する播磨灘に面した地域

であり、行政上の地区は 9 つに分けられている（Figure1）。市の行政機関や住宅の多く

は赤穂地区に立地しており、市北部の高雄地区や有年地区の多くは山間部である。市制施

行は 1951 年、その後何度かの町村合併を経て 1963 年に現在の赤穂市となった。

人口は 49,769 人（人口密度 390 人；2015 年 3 月末現在）で近年漸減傾向にあり、65 歳

以上人口が 16.5%から 25.5%に増大する一方で、20 歳未満人口が 23.6%から 18.7%に減少

する（平成 7 年と 22 年の国勢調査による）といういわゆる典型的少子高齢化の機序をた

どりつつある。なお、地方政治の環境は、「平成の大合併」と称される、政府によって強力

に推進された市町村合併の中で劇的に変化したとの指摘（白鳥, 2013）があり、それが市

長選挙の投票率を高めているという知見（平野, 2008）もある。しかし、赤穂市は隣接町

との間で合併協議を行ったものの、住民投票で合併反対票が賛成票を大きく上回り、合併

は断念されている。 

任期満了に伴う 2015 年赤穂市長選挙は、1 月 11 日に告示され同 18 日に投票された。

有権者数 40,501 名、投票者数 24,704 名、投票率 61.0％であった。立候補者は現職を含ま

ない 3 名で、当選したのは前副市長で元市職員の明石元秀氏（64 歳・男性）で得票数（得

票率）は 9,061 票（37.0%）であった。元県職員の牟礼正稔氏（60 歳・男性）は 8,858 票

（36.1%）、元会社社長の矢野英樹氏（44 歳・男性）は 6,579 票（26.9%）を獲得した。 

歴代の赤穂市長は、初代を除く 5 名が市職員出身であった。全国的にも近畿でも、また

人口規模 5 万人程度の市では市職員が市長となる事例が相対的に多数であったこと（田村, 

2003）を考えれば、ごく標準的な地方自治体の市政であった 1。市長選挙は、現職あるい

はその後継候補と革新系候補者の「一騎打ち」、ないしは無投票（2 回）とほぼ「無風」が

続いており、また、初代と在職中に死去した 1 名を除いた 4 名は 3 期以上の長期にわたり

その任期にあった（赤穂民報 2118 号（平成 27 年 1 月 1 日））。しかし、2015 年の選挙は

Figure 1 

Final Draft



最終稿：有権者の政治行動に関連する近接性の効果 

 

これまでとはやや様相を異にしていた。2014 年 2 月 28 日に矢野氏、8 月 1 日に牟礼氏の

立候補予定が報道された後、8 月 25 日に当時の現職市長（3 期目）が立候補せず退任する

意向であること、そして翌日副市長を務めていた明石氏が立候補の意思を固めたことが報

道された。現職市長は後継指名をしないことを表明し、いわゆる「三つどもえ」の選挙と

なった。争点は、人口減対策、地域活性化策、産廃処分場計画への対応、学校給食費無償

化、隣接市境の峠道のトンネル化、市役所改革などが挙がったが、各候補者の主張は、具

体的な施策には異なる点があるとはいえ、目指すところには大きな差異は見られなかった

（赤穂民報 2118 号（平成 27 年 1 月 1 日））。また、昨今の市長選挙で顕著な脱政党化傾向

（平野, 2012b）はこの選挙にも当てはまり、明示的に政党の推薦・支持を受けた候補者は

いなかった。しかし、候補者たちが政党やその関連組織と無縁だったわけではない。明石

氏は現職市議の半数（9 名）の支援と連合の推薦を受けており、牟礼氏は地元選出の自民

党系衆議院議員（当時は無所属）の全面的支援と現職市議 4 名の支援を受けて選挙活動を

展開した。矢野氏は小学校から高校までの同級生を核とするボランティアたちによって組

織された後援会が選挙運動の中心的存在であったが、複数の自民党衆議院議員からの個人

的支援を受けていた。つまり、各候補者の政党や労組の推薦・支援関係は「ない」わけで

はなく、ただし、ある特定の党が特定の候補者と結びつく、というような単純な関係でも

なく、複雑に入り組んでいた。そのため、党派性を明確にもつ有権者がいたとしても、そ

れが政治行動に及ぼす影響についての単純な予測は困難だと考えられる。 

まとめとリサーチ・クエスチョン 

最後に、本研究のテーマをまとめ、リサーチ・クエスチョンを提示する。本研究の中心

的な関心は、地方選挙における有権者の政治行動に対する選挙運動への近接性の効果を検

討するところにあり、それを 2 つのルート―(1)候補者あるいは(2)他の有権者―によって

測定する。従来の政治行動研究の主たる方法であった有権者個人を対象とした社会調査デ

ータに加えて、候補者が展開する選挙運動の移動経路と有権者の居住地という 2 種類の空

間位置情報を用いて分析する。先行知見をふまえれば、関連情報への接触の指標としての

候補者の選挙運動に対する 2 つのルートによる近接性は、いずれも候補者への好感度の高

さにつながり、投票意図を高めると予想される。 

方法 

本研究では、有権者個人を対象とした社会調査と、特定の候補者を対象とした選挙運動
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の移動経路と内容の記録という 2 つの手段でデータを収集した。以下では、収集時期の早

い順にその具体的内容について述べる。 

選挙運動の移動経路と内容の記録  

対象者と実施手続き 

本研究では、赤穂市長選挙の立候補者 3 名のうち、矢野英樹氏による選挙運動の移動経

路と内容を記録した 2。第 3 著者が随行者として参与観察を行い、選挙期間（2015 年 1 月

11～17 日）中の矢野氏の行動を可能な限り詳細に記録した。具体的には、(1)選挙運動中

の空間位置情報と(2)選挙運動の内容である。空間位置情報は、随行者が携帯したスマート

フォンにインストールしたGPSアプリケーション(GPS-Trk for iPhone)により 10 秒間隔

でGPSデータ（現在地の緯度、経度、標高）を記録した。選挙運動は、随行者の観察によ

り逐一記録した。ある選挙運動（例えば、街頭演説）の開始時刻と終了時間を分単位で記

録し、その際に特定の場所に滞留していたならばその場所を、移動中ならばその旨を記録

した。そして、事後にこれらをGPSデータと対応づけた。具体的な記録カテゴリは、運動

の種類（Table 1 参照）に加えて、演説の場合は重点的に話題にした政策の種類、移動手

段、同行人数、接触した有権者数、接触のパターン（握手、言葉を交わす、手を振る、な

ど）、有権者の反応（ポジティブ、ネガティブ、どちらでもない）、受け手の反応の強さ（1. 

まったく反応がない～5. 非常に反応がある）、その他観察者が気づいたこと、である。な

お、参与観察対象として矢野氏を選んだ理由は，矢野氏が第 1 著者の旧知であったことで

ある。こうしたデータ収集が選挙運動中の大きな負担となることは想像に難くなく、面識

のない他の 2 名の候補者に依頼を行うことは現実的ではないと判断した。 

社会調査  

対象者と実施手続き 

社会調査の対象者は、赤穂市の選挙人名簿から市内に 22 カ所ある投票所ごとの有権者

数により抽出人数を比例配分し、2 段無作為抽出法で抽出した、20 歳から 75 歳までの市

民 2,000 名（男性 1,072 名、女性 919 名、不明 9 名）である。2014 年 9 月に抽出作業を

行い、調査票は 2015 年 1 月 19 日以降到着指定の「クロネコメール便」で送付した。 

調査項目 

調査票は「社会意識に関するアンケート」と題して、主に以下の 5 カテゴリの設問によ

って構成した。本研究で中心的に扱う変数は有権者の政治行動と選挙運動への接触だが、

市長選挙が市民生活に密着したものであることを考慮して、候補者との関係や地域に対す

Table 1 
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る考え方に関する項目を含め、また、政治行動に関する従来の社会調査でよく扱われてき

た変数に関する項目も問うた。以下では本論文で記述する分析に用いた変数に関する設問

の概略を示し、各変数の算出方法は「結果」で述べる。調査票全体の詳細はオンライン資

料を参照されたい（URL: https://osf.io/9ycbx/）。 

1. 投票行動（投票の有無と、投票した場合は投票した候補者）。 

2. 各候補者への好感度（感情温度）。 

3. 候補者の選挙運動（12 種類）への接触の有無（選挙期間前あるいは選挙期間中） 

4. 候補者との関係：各候補者との立候補表明前の関係 

5. 地域に対する考え方：地域への愛着（Karasawa(1991)の Identification Scale を参考

に作成した「赤穂に愛着を感じている」「自分以外の赤穂市民に親近感を感じる」など

6 項目）、現在の赤穂市の景気評価と活気評価。 

6. 政治行動に関する社会調査でよく扱われてきた変数 

(ア) 政治的態度など政治関連の変数 3：政治関心「政治上のできごとに、どれくらい注意

を払っていますか」、政治有効性感覚（「選挙では大勢の人が投票するのだから自分一

人くらい投票しなくても構わない」「自分には政府のすることに対してそれを左右する

力はない」など 4 項目）、政治知識（4 択＋「わからない」の 2 問）、支持政党（「自由

民主党」「民主党」「維新の党」「公明党」「日本共産党」「社会民主党」「生活の党」「次

世代の党」「その他」「とくに支持している政党はない」から 1 肢選択）。 

(イ) 一般的な社会的態度：組織信頼（日本政府・赤穂市役所・警察）、メディア信頼（NHK、

民放テレビ局、全国紙の新聞社、地方紙の新聞社、地域紙の新聞社） 

7. 個人属性：赤穂市居住年数、積極的・消極的組織参加（13 団体）、性別、年齢。 

結果 

ここでは、まず選挙運動の移動経路の記録と社会調査で得られたデータを順に概観した

上でリサーチ・クエスチョンを検証する統計モデルを説明し、分析結果を述べる。 

選挙運動の移動経路の記録：データのあらまし 

選挙運動中の移動経路に関する空間位置情報として、2015 年 1 月 11 日午前 7 時 27 分

49 秒から同 17 日 20 時 7 分 22 秒まで（ただし日ごとの選挙運動の開始から終了まで）の

31,617 時点（総計 87 時間 49 分 30 秒間）の GPS データを取得した。候補者の移動は選

挙カーによるものが中心だが、随時降車して徒歩で路地を巡る場合もあった。全データを
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赤穂市の地図上にプロットしたのが Figure 2 である。赤穂市内のうち住宅が存在する地域

をほぼ網羅的に移動している。 

随行者が記録した選挙運動の内容とその所要時間および比率を Table 1 にまとめる。記

録中であっても、特定の選挙運動に従事していない時間帯のデータは欠落しており、また、

随行者が候補者と離れざるを得なかった時間帯もあるため、GPS データが存在する時間帯

全体のうち運動内容が記録できたのは 57.2%（50 時間 13 分 30 秒間）であった。 

そして、各回答者の矢野氏への選挙運動への物理的な近接性の指標を算出した。まず、

地理情報システムソフトウェアArcGIS for Desktopを用いて、矢野氏の選挙運動の位置情

報GPSデータから選挙カー移動（連呼なし）と運動内容が記録されていないものを除いて

もっとも居住地点に近いものとの距離をメートル単位で求めた（平均  109.30m、SD 

226.16m、最大値 2185.84m、最小値 2.68m）。これらのデータの逆数を対数変換し、値が

大きいほど矢野氏の選挙運動への受動的な近接性が高いことを示す変数を作成した 4。 

社会調査：データのあらまし 

送付した調査票のうち、転居等で返送されてきた調査票が 48 件あった。2 月 27 日まで

に回収された回答済の調査票は 908 件で、有効回収率は 46.5％であった。回収された調査

票の中に、抽出された市民とは異なる人物（妻や息子などの家族）による回答とみられる

ものが 22件含まれていたが、回答された内容を正とみなして有効回答に含むこととした 5。 

まず、当初対象者として抽出した 2,000 名からのサンプル脱落によって生じる共変量バ

ランス毀損の有無を確認するため、抽出の際に把握できているすべての変数（性別・年齢

および抽出の際の居住地点に対応する行政区と投票所）について、回答群と非回答群で比

較を行った。年齢については、Ho, Imai, King, & Stuart(2007)を参考にして群間で標準化

された平均値の差を求め、性別、行政区と投票所についてはクロス集計による独立性の検

定を行った。年齢は、群間の有意差があり(Welch’s t(1973.727) = -12.71, p < .001)、回答

群（55.50 歳）が非回答群（47.19 歳）よりも高年齢であった。性別については女性の回

答率の方が高かったが(χ2(1) = 7.28, p < .01)、行政区(χ2(7) = 3.65, ns)と投票所(χ2(21) = 

22.17, ns)による回答・非回答の偏りは見られなかった。そこで、以降の主要な分析では、

共変量バランスが毀損している性別と年齢を共変量として推定に含めることによって、生

じうるバイアスに対処する。 

次に、分析に用いる変数とそれを構成する項目について回答者の特徴を概観すると共に、

合成変数を作成した場合はその方法を示す。基本的な記述統計量（平均と SD）を Table 2 Table 2 

Figure 2 
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にまとめる。 

1. 投票行動：回答者の投票率は 84.9%で、実際の投票率 61.0%より高かった。投票した

候補者は、明石氏 33.3%、牟礼氏 28.1%、矢野氏 19.3%、「答えたくない」19.4%で、

投票先を明示した回答（41.3%, 34.8%, 23.9%）と実際の選挙結果の得票率（37.0%, 

36.1%, 26.9%）のずれはあまりなかった。 

2. 各候補者に対する感情温度（0 嫌い～5 中立～10 好き）：平均値は、被験者内 1 要因分

散分析(F (2, 1194) = 4.55, p < .05, ηp2 = .008)と多重比較によれば、明石氏に対する

ものが他の 2 氏より有意に低かった(調整 ps<.05)が、効果サイズはごく小さく、いず

れもほぼ中間値付近であった。 

3. 候補者の選挙運動（12 種類）への接触の有無：各候補者の選挙運動への接触率を Table 

3 にまとめた。矢野氏による選挙運動への接触率が他の 2 候補者よりも少ないことが

特徴的である。矢野氏の選挙運動はボランティアによる後援会を基盤としており、連

合加盟の地元企業労組や地元選出国会議員、市議などの組織的支援を受けた他の 2 名

と比べると弱いものであったことがこの数値につながっている可能性が高い。それぞ

れの選挙運動への接触数を合計して選挙運動への接触の指標として用いた。上述した

受動的な近接性との単相関は .10 であった。 

4. 各候補者との立候補表明前の関係：「答えたくない」を欠損値とし、回答値を逆転して

大きな数値ほど密接な関係にあったことを示す変数を作成した（範囲：1～6）。被験者

内 1 要因分散分析(F (2, 1274) = 38.32, p < .001, ηp2 = .057)と多重比較によれば牟礼

氏に対するものが他の 2 氏より有意に低かった(調整 ps < .001)が、いずれも絶対値は

小さかった。 

5. 地域に対する考え方：地域への愛着は、6 項目が 1 因子構造（α = .86）をなすと見な

すのが妥当だと判断して、回答値の平均を算出した（範囲：1～4）。年代（10 歳刻み）

に応じて徐々に高い値となる傾向はあったが、もっとも平均値の低い 20 代でも 2.61

で、どの年代においても赤穂という土地に愛着は比較的強かった。現在の赤穂市の景

気と活気の評価は、回答値をそのまま変数の値とした（範囲：1～5）。 

6. 政治行動に関する社会調査でよく扱われてきた変数 

(ア) 政治的態度など政治関連の変数：政治関心（範囲：1～4）は回答値を逆転したものを

変数の値とした。また、政治的有効性感覚は、4 項目（α = .57）に対する回答値を平

均して変数の値とした（範囲：1～4）。政治知識は 2 問（4 選択肢＋「分からない」）
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に対する正答数（範囲：0～2）を変数の値とした。正答率は、議決の効力における衆

議院の優越に関する設問が 18.9%、集団自衛権に強く反対した政党に関する設問が

60.6%であった。支持政党は、自民党 31.8%、民主党 7.4%、維新の党 7.0%が支持率

5%以上であったが、支持政党なしが 48.2%と最多数を占めていた。 

(イ) 一般的な社会的態度：組織信頼とメディア信頼は、組織信頼 3 項目（α = .75）とメ

ディア信頼 5 項目（α = .85）に対する回答値を平均して各変数の値とした。 

7. 個人属性：性別は男性 442 名、女性 457 名、無回答 9 名で、平均年齢は 55.50 歳（SD 

= 13.98）であった。赤穂市民全体の平均年齢は 46.1 歳（2010 年国勢調査）である。

赤穂在住歴は平均 42.58 年（SD = 19.00）で、年齢との対応を見ると、生来赤穂在住

の場合が 3 割以上ともっとも多く、次に、在住歴が年齢マイナス 20 年程度、つまり

就職や結婚を機に移住したと思われる場合が多かった。組織参加の程度は、「積極的に

参加している」組織数、「メンバーになっている程度」の組織数をそれぞれ合計した値

によって、積極的組織参加と消極的組織参加の変数を作成した。  

市長選挙や市政との物理的近接性 

有権者と市長選挙や市政との物理的近接性が政治行動に及ぼす影響を考慮するために、

回答者の居住地点と指定投票所および市役所との距離を算出した。東京大学空間情報科学

研究センターが提供する号レベルアドレスマッチングサービスを用いて回答者の住所情報

を緯度経度情報に変換し、メートル単位で居住地点と市役所の距離（平均 2,435.73m, SD 

2,217.05m、最大値 10,863.86m、最小値 8.31m）および各指定投票所の距離（平均 707.45m, 

SD 376.23m、最大値 2,695.80m、最小値 8.31m）を求め、それぞれ逆数を対数変換した。 

以上の各距離の相関は、最近接の選挙運動－市役所が r = .57、最近接の選挙運動－投票

所が r = .40、市役所－投票所が r = .26 であった。 

有権者の政治行動に対する候補者の選挙運動との近接性の関連 

候補者への感情温度を従属変数とするマルチレベル分析 

まず、有権者が矢野氏の選挙運動により多く接触したことが矢野氏への好感度に結びつ

いていたかどうかを検討する。この点を検討するために、矢野氏への感情温度を従属変数

とするマルチレベル分析を行った。 

個人レベルの独立変数としては、空間位置情報データに基づく選挙運動および市政との

物理的近接性の指標となる変数、社会調査データにもとづく選挙運動への接触の程度の変

数に加えて、党派性として支持政党のダミー変数（回答者全体で支持率 5%以上だった自
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民党・民主党・維新の党に対する支持の有無）、前述のうち他の 2 候補者への感情温度を

除く諸変数を統制変数として投入した。集団レベルの独立変数としては、回答者の居住地

点の地域的な特徴を示す変数として、赤穂市選挙管理委員会から 22 ある投票所ごとの有

権者数（342～6,021 名）と期日前投票を除く投票率（31.79～58.37%）のデータを得て、

これらを投入した。なお、分析ソフトウェアは HAD15.005（清水, 2016）を用いて一般化

線形モデルによる重回帰分析を行った。モデルに含まれる変数に欠損値を含むデータはリ

ストワイズ削除した。 

分析結果は Table 2 に示してある。モデルの決定係数（近似 R2）は .25 であった。矢野

氏の選挙運動との近接性は、運動への接触数は有意な正の関連を持っていたが、自宅との

最近接距離は関連を持たなかった。統制変数のうち矢野氏への感情温度を高める方向の関

連を持っていた(ps < .05)のは、矢野氏との選挙以前の関係の密接さの他に、地域愛着の強

さ、景気判断の良さ、赤穂市在住歴の短さであった。 

候補者への投票有無を従属変数とするマルチレベル分析 

次に、投票先の決定に有権者自身と候補者の選挙運動の近接性が及ぼす影響を知るため

に、矢野氏に投票したかどうか（投票した 1、投票せず 0）を従属変数とするマルチレベ

ル分析をおこなった。「投票せず」には棄権者も含んでいる。独立変数には先ほどのモデル

に投入したものに加えて 3 名の候補者に対する感情温度を含め、一般化線形モデルによる

名義ロジスティック回帰分析を行った。 

分析結果は Table 2 に示した。モデルの決定係数（Cox-Snell’s R2）は .31 であった。

矢野氏の選挙運動との近接性は、運動への接触数と自宅－矢野氏の選挙運動の最近接距離

のいずれもが有意な正の関連を持ち、候補者の選挙運動との近接がその候補者への投票に

向かわせる傾向が示された。統制変数のうち矢野氏への投票傾向を増していていた (ps 

< .05)のは、矢野氏への感情温度の高さと他の候補者への感情温度の低さ、牟礼氏の選挙

運動への近接性の低さ、矢野氏との選挙以前の関係の密接さ、現在の赤穂市の景気判断の

良さと活気判断の悪さ、消極的組織参加数の少なさ、自民党と維新の党への不支持であっ

た。 

近隣の有権者の選挙運動への近接性の影響を検討する空間回帰分析 

有権者の投票先と候補者への態度と、ある有権者と地域で隣接する別の有権者が候補者

の選挙運動に近接した程度との関連を知るために、空間回帰分析を行った。まずこうした

観点の検討を行う際に空間回帰分析を用いる利点を、続いて具体的な手法と結果を述べる。 
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前述のマルチレベル分析では、有権者の投票先と候補者への態度に有権者数と投票率と

いった地域的な特徴が影響する可能性を考慮して、これらのデータを投票所というクラス

タ単位で投入した。別の言い方をすれば、回答者のもつ地域的特徴を「指定された投票所

が共通している」ことで操作的に定義したことになる。このように、ある行政区界を「地

域」として操作的に定義し、分析の単位として使用する場合に生起するのが「可変地域単

位問題」、すなわち操作的定義に依存して分析結果が変動しうるという問題である(Takagi, 

2013)。有権者数と投票率は投票所単位でしか集計が行われないので地域は不変とみなし

てもよいだろうが、「隣接した他の有権者の影響」といった地域的特徴の場合はこの問題が

顕在化する。そこで本研究では Takagi(2013)にならい、境界定義によるバイアスを可能な

限り除去するために、地理的境界に依存しない、住民間の距離の逆数によって近隣住民の

候補者の選挙運動との近接性を重み付けする手法を用いる。これによって「境界に関係な

く、距離が近い隣接住民から受ける影響」を統計学的にモデリングすることが可能になる。 

分析には ArcGIS for Desktop および Stata 14 を用いた。まず、ArcGIS for Desktop を

用いて緯度経度情報に変換した回答者の住所情報を地理情報システム（GIS; コンピュー

タにより空間位置情報を重ね合わせるシステム）上にプロットし、ポイントデータから成

るシェープファイルを作成した。さらに、回答者の分布に基づいて地域を分割し、各クラ

スタの代表値として郵送調査で得られた各回答者の値を格納したポリゴンデータを作成す

るために、ポイントデータにボロノイ分割を行い、ポリゴンデータに変換した。その後、

Stata14 の spmat コマンドを用いて回答者の居住地点地間の距離の逆数にもとづく空間ウ

ェイト行列を作成し、次式の空間 Durbin モデルを用いて空間回帰分析を行った。 

𝑦 = ρ𝑊𝑦 + 𝑋𝛽1 + 𝑊𝑋𝛽2 + 𝑢,𝑢 = 𝜆𝑊𝑢 + 𝜀 

W は回答者間の距離の逆数から成る空間ウェイト行列である。ρ は従属変数の空間自己

相関を表す係数、β2 は距離の逆数により重みづけられた、ある回答者と地域で隣接してい

る別の回答者と候補者の選挙運動との近接性 WX（これを空間ラグ変数と呼ぶ）が、回答

者の投票先と候補者への態度に与える影響を表している。β1 は回答者自身の候補者の選挙

運動との近接性が、回答者自身の投票先と候補者への態度に与える影響を表す。モデルの

誤差項 u の空間自己回帰の程度（空間従属性）もモデルに含まれる。この誤差項 u の空間

従属性を表す係数は λ である。 

従属変数を矢野氏への感情温度とし 6、独立変数として回答者自身の選挙運動への接触

数、統制変数として個人属性（性・年齢）および前述の矢野氏への感情温度に関するマル
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チレベル分析で有意な影響を持っていた赤穂市在住歴と選挙以前の立候補者との関係（矢

野）、地域愛着、景気判断（現在の赤穂市））、空間ラグ変数として近隣回答者の選挙運動へ

の接触数を投入した。分析結果をTable 4 に示す。距離の逆数によって重みづけられた近

隣有権者の矢野氏の選挙運動との近接性は、回答者の矢野氏への感情温度に有意な正の関

連を持っていた。ただしρは負かつ有意な値なので、矢野氏への感情温度が似た人々が多

く隣接し合っているというわけではない。 

論議 

本研究は、地方選挙における有権者の政治行動に対する選挙運動への近接性の効果に注

目し、有権者個人を対象とした社会調査データと 2 つの空間位置情報データ（特定の候補

者の選挙運動に関するものと社会調査回答者の居住地に関するもの）を併用して、近接性

を 2 つのルート―(1)候補者あるいは(2)他の有権者―によって測定し、候補者への好感度

および投票行動との関連を検討した。まず、候補者との直接の相互作用としての選挙運動

との近接性について見ると、候補者への好感度には、選挙運動への接触数で測定した近接

性のみが効果を持ち、接触数が多い有権者ほど好感度が高い一方で、候補者の選挙運動の

空間位置データに基づいて算出した受動的な近接性は関連を持たなかった。投票行動につ

いては、候補者への好感度などの影響を統制してもなお、選挙運動への接触数の多さと候

補者との空間的な近接性の高さのいずれもが候補者への投票に向かわせていることが示さ

れた。特に、候補者の選挙運動との単なる物理的な近接が、好感度には影響しない一方で

投票行動には正の影響を持っていたことは興味深い。選挙運動の実施者たちは、選挙カー

による候補者名の連呼が、有権者の候補者に対する好意を増すといういわゆる単純接触効

果(cf. Zajonc, 1968)を経て、集票効果を持つことを期待している(e.g. 週刊ポスト 2012 年

12 月 7 日号)。しかし、少なくとも本研究のデータにおいては、選挙運動が投票に影響す

るメカニズムは、「有権者に候補者を近しく接触させさえすれば好意を増すことができ、そ

の結果として投票に向かわせる」といったものであるとは言えないようである。実際、矢

野氏に投票した回答者の矢野氏への感情温度 (6.50)はそれ以外の回答者(4.70)よりも有意

に高かった(Welch’s t (174.08) = 9.33, p < .001)が、矢野氏への投票有無と感情温度の相関

係数は .38 とそれほど高いわけではなかった 7。また、本研究で好感度の変数として用い

た感情温度の素点は、各候補者への絶対評価に相当し、誰か 1 名を選ぶという意味で相対

評価である投票有無とは異なる。そこで、矢野氏への感情温度から他の 2 候補者のうち高

Table 4 
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い方の感情温度を引いた指標を作成し、これを従属変数とする同様の分析を行った 8。統

制変数の影響にはやや異なる傾向が認められたものの、矢野氏への選挙運動への接触数が

多いほど好感度が高く、受動的な近接性が関連を持たないという点では感情温度の素点を

従属変数とする分析モデルと同様の（そして、投票有無を従属変数とする分析モデルとは

異なる）結果が得られた。なお、両指標の単相関は .69 であった。 

では、選挙運動が投票に影響するメカニズムについて、単純接触効果以外の代替説明は

可能だろうか。例えば、潜在的に投票する可能性が高い有権者に、選挙期間中であること

を想起させることで、棄権させずに投票に向かわせる効果などが想定できるかもしれない。

しかし、政治関心や政治知識など、潜在的な投票可能性と関連を持つことが考えられる変

数と候補者の選挙運動との単なる物理的な近接との交互作用は、投票行動に有意な効果を

もたなかった。 

また、2 つのルートを介した他者からの影響に関する変数を同時に投入した空間回帰分

析によれば、有権者の候補者への好感度は近隣の他の有権者が選挙運動に接触した程度と

も正の関連を持ち、個人的な接触の程度ばかりではなく、地域的に隣接した住民という有

権者の居住環境に埋め込まれた要因が、好感度に一定の影響を与えることが示された。

Huckfeldt (2007)は、政治行動と関わる相互作用の要因を検討する際、個人レベルのデー

タのみを用いて測定すれば Individualistic fallacy すなわち個人間の相互作用が無視され

るという問題が、集合レベルのデータのみでは Ecological fallacy すなわち個人内変動が

無視されるという問題が生じることを指摘している。本研究で扱った有権者自身と候補者

の選挙運動との近接性は個人レベルのデータであり、地域で隣接している別の有権者と候

補者の選挙運動との近接性は集合レベルのデータである。つまり、有権者と選挙運動の近

接性に関する 2 つのルートを同時に分析したことは、近接性を手がかりとして個人レベル

と集合レベルの両方で同時に相互作用の程度を扱ったという意味でもあり、2 つの錯誤を

解消できたことも意味している。 

なお、2015 年赤穂市長選挙は、インターネット選挙解禁運動解禁後初の市長選挙であっ

た。近年では、オンラインのソーシャルメディア上で展開される政治的会話に注目が集ま

り、より広い、あるいはより密な政治に接する場としての機能をもつことが指摘されてい

る(Graham, 2015)。実際、3 名の候補者はいずれも選挙前から Web サイトやソーシャル

メディア（Facebook, Twitter）を利用して、インターネット上での選挙運動を展開してい

た。しかし、社会調査データ（オンライン資料 https://osf.io/9ycbx/ 参照）によれば選挙
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期間前および選挙期間中にそれらの情報に接触した回答者はごくわずかで、最大でも矢野

氏のブログに対する接触率の 5％程度にとどまっていたため、本研究ではネットを介した

選挙運動への接触を加味した検討を行わなかった。とはいえ、地理的な制約を超えるネッ

トの存在は本研究の知見を大きく変える可能性を持つものであり、今後はその変化を注視

すべきである。 

本研究の限界をいくつか挙げる。まず、収集した選挙運動のデータは当該市長選挙に立

候補した 3 名のうち矢野氏 1 名のものに限られているし、そのすべてでもない。矢野氏へ

の投票行動や感情温度を従属変数にしているとはいえ、有権者が他 2 名の選挙運動に接触

した程度もそれらに影響した可能性や、3 名の選挙運動自体の中で生じる相互作用につい

ては検討できていない。ただし、複数の候補者が当選を争う選挙戦において、すべての陣

営から選挙運動データの収集へ協力を取り付けることは現実問題としてはきわめて困難で

あろう。 

選挙運動との近接性についてはより精緻な指標を検討する余地がある。例えば受動的な

接触について、本研究ではごく素朴に「回答者の居住地と選挙運動が最も近づいた際の距

離」を指標とした。そのため、受動的であるにせよ実際に有権者がその際にどこにいたか

は不明であるし、候補者がその地点を何度通過したかという頻度情報を加味することもで

きなかった。さらには，中には候補者からの働きかけに有権者が応えた、つまり能動的な

接触に近い場面もあったかもしれないが、これも検討の範囲外である。今後、こうした精

緻な指標を分析に組み込むことができれば、選挙運動での訪問(visits)が得票に与える影響

を考察するような政治地理学的な研究(e.g. Middleton, 2015)にも大いに貢献できる可能

性がある。 

また、選挙運動への接触としたものの中にも、受動的な接触に近いもの（ハガキを受け

取る、ポスターを見る、など）ときわめて能動的なもの（運動を手伝う、知り合いに投票

依頼する、など）が混在しているが、区別せず合計していることに問題なしとはしない。

ただし、主成分分析では第 1 主成分に全項目が高い負荷量を持っており、主成分得点と接

触数はきわめて高い正の相関(r = .94)を持っていた。 

さらに、社会調査データに欠損値（ここでは、無回答によるものと、「わからない」が

選択されたものの両方を含む）が多く、3 つの回帰分析においてこれらをリストワイズ削

除したため、分析対象としたサンプルが回収数と比べてかなり少ない。欠損値の処理に際

するデータのリストワイズ削除は、その欠損が完全にランダムなもの(MCAR)であればそ
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うすることに問題はないが推定精度を悪化させるし、あるいは観測データに依存するもの

(MAR)や欠損データに依存するもの(MNAR)であれば推定にバイアスを生じさせることが

知られている(Allison, 2009)。本研究で用いた社会調査に含まれる項目のうち、例えば投

票先に関する項目は、秘密投票の原則が適用されている日本の選挙制度下にあっては開示

を拒む回答者が存在することが十分予測でき、データ中の欠損値が完全にランダムなもの

ばかりであるとは考えにくい。将来的には、完全情報最尤法(FIML)を用いるなどして観測

できたデータをすべて用いて欠損値を推定する方がより望ましい。 

本研究の最大の意義は、一般有権者の政治行動、特に地方選挙におけるそれには、党派

性など国政レベルの選挙で強い影響をもつ変数を統制してもなお、選挙運動との接触や対

人コミュニケーションが重要な意味をもつことが示され、三宅ら(1967)や Richardson et 

al.(1991)の知見を、空間位置情報データを用いて実証的に示すことができた点である。空

間位置情報データを用いた研究は社会心理学ではまだごく少ないが、政治行動のみならず

一般的な人間行動に環境との相互作用が影響することは自明であり、データも本研究のよ

うにごく簡便な方法で収集することが可能である。今後も手法の洗練を図りながら、発展

的研究を進めたい。 
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脚注  

                                                   
1 その後の調査（平野, 2012a）によれば、市職員出身の市長は減少し、代わりに地方議員

出身者が相対多数となっている。 
2 事務所が選挙管理委員会に届け出た運動員が候補者とは別行動で選挙運動（特に選挙カ

ーを利用した連呼）をした時間帯もあるので、ここで記録されたのは候補者が行った選挙

運動のすべてではない。 
3 オンライン資料 https://osf.io/9ycbx/ にあるとおり、イデオロギー（0 革新的～10 保守

的、わからない）についても問うているが、「わからない」が 30.6%に達していた。この

ため、本研究では分析モデルに含めることをしなかった。 
4 回答者の居住地点と全選挙運動の位置情報（選挙カー移動（連呼なし）と運動記録なし

を除く）の距離の平均も算出したが、市役所との距離との相関が r = .99 ときわめて高か

ったため、分析には用いなかった。 
5 これらのデータを省いても、分析結果に大きな差異はない。 
6 Stata 14 の空間ダービンモデルはカテゴリ変数を従属変数とすることができない。 
7 テトラコリック相関係数も .37 とほぼ同程度だった。 
8 分析結果はオンライン資料 https://osf.io/9ycbx/ から「補足分析」としてダウンロード

できる。 Final Draft


	原著論文
	三浦麻子 Asako Miura
	稲増一憲 Kazunori Inamasu
	中村早希 Saki Nakamura
	福沢愛 Ai Fukuzawa
	題目の脚注
	Abstract
	アブストラクト和訳（和文要約原稿を兼ねる）

	問題
	投票行動の社会心理学
	有権者の政治行動に対する近接性の効果：空間位置情報の活用
	赤穂市と赤穂市長選挙
	まとめとリサーチ・クエスチョン

	方法
	選挙運動の移動経路と内容の記録
	対象者と実施手続き

	社会調査
	対象者と実施手続き
	調査項目


	結果
	選挙運動の移動経路の記録：データのあらまし
	社会調査：データのあらまし
	市長選挙や市政との物理的近接性
	有権者の政治行動に対する候補者の選挙運動との近接性の関連
	候補者への感情温度を従属変数とするマルチレベル分析
	候補者への投票有無を従属変数とするマルチレベル分析
	近隣の有権者の選挙運動への近接性の影響を検討する空間回帰分析


	論議
	引用文献
	脚注



