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＜はじめに＞                                   

 

昨今、各種選挙における投票率の低さが指摘されているが、とりわけ若年層の投票率は

極めて低い。衆議院議員総選挙における 20 歳代の投票率1は、1993 年以降、50％を超えた

ことはない。この若年層の相対的な低投票率は、何も近年生じた問題ではなく、1969 年以

降、20 歳代の投票率は世代別で比較した場合に も低い水準となっている。そのため、日

本における政治行動の説明仮説としては、成人した後の社会環境の影響を重視する「後期

社会化説」が支持されており(石橋,2010)、投票率は加齢とともに上昇する2というのが一般

的な見解となっている。 

さて、若年層の低投票率を「加齢とともに上昇する」という言葉だけで片付けてしまっ

て良いのであろうか。確かに有権者が年齢を重ねるごとに投票参加を強める加齢効果3は見

られるが、同時に新たな世代ほど投票率が低くなる世代効果4も見られる。つまり、加齢に

よって投票率は上がるものの、投票率の低い新たな世代が参入していくことで、全体的な

投票率は低下していくことが考えられる。 

それでは、若年層の低投票率はどのような問題を引き起こすのであろうか。大きく 2 点

の問題が考えられる。1 点目は、政治の場における若年層の過少代表という問題である。選

挙は有権者が政治家を選出する場であり、同時に政治家の行動を統制する場でもある。こ

れを政治家側から見るのであれば、自分の当選可能性を高めるように行動すると考えられ

(中谷,2011)、投票参加をより行う層の政策を実現しようと考えるであろう。つまり、若年

層の投票率が低いのであれば、若年層の意見が政策に反映される機会は減少すると考えら

れ、よって政治の場における若年層の過少代表という問題が引き起こされるのである。特

に、少子高齢化社会ではそもそも若年層の人口は高齢層の人口と比べて少ないことから、

過少代表の傾向はより顕著に表れるであろう。 

2 点目は、民主主義の長期的な安定に関連する問題である。我が国は、間接民主制を採用

しているが、これは選挙における有権者の投票参加を前提とし、有権者によって選出され

た政治家が政治的な決定を行い、国民全体がその決定に従うというものである。そのため、

                                                  
1 「衆議院議員選挙年齢別投票率の推移」(財団法人明るい選挙推進協会ホームページ)を参照。 
2 加齢によって投票率が上昇するのは、「市民が組織に加入し、政治的関心が高まり、政治的義務感も強 

くなり、参加のコスト感覚も低くなり、政党支持や地域愛着度が強くなる」からだと説明され、政党支 
持態度や投票義務感も、投票を重ねるにつれて強化される可能性も示されている(三宅,1989)。 

3 加齢効果は組織率や政治関心、投票義務感の高まりから説明されている(蒲島,1988)。 
4 新しい世代ほど投票率が低くなる傾向がある(三船・中村,2009)。 
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投票参加を行わない有権者が増加することは、投票参加を行う少数者によって実質的な専

制政治が行われても、その政治に正当性を与えてしまい、 悪の場合、非民主的な国家に

変貌してしまう可能性すらはらんでいるのである。 

以上のように、若年層の低投票率を放置することは民主主義国家として重大な問題を引

き起こす可能性があり、若年層の投票参加を促進させる何らかの施策が必要である。投票

参加を行うには有権者にも相応の資質が求められ、このような資質は選挙権が付与される

と同時に獲得されるとは考えられない。そのため、選挙権を獲得する以前の未成年期にも

目を向けるべきであり、政策的に手を打てることも踏まえれば、学校教育における解決策

を考えていく必要があるだろう。 

そこで本論文は、若年層の投票参加を促進する「主権者教育」に関する具体的な提言を

行うことを目的とする。まず、第Ⅰ部では、若年層に着目したうえで、特に投票率が低い

都市部の地方選挙における投票参加について研究を行う。次に、第Ⅱ部では、政治教育カ

リキュラムの 1 つとして模擬投票を取り上げ、生徒に与える効果に関する分析を行う。第

Ⅲ部では、まず第 5 章において「大学生の情報接触等に関する調査」を用いて、第Ⅰ部と

第Ⅱ部の課題について検討を加える。そのうえで、第 6 章において、学校教育における政

治教育カリキュラムと選挙期における若年層向けの選挙啓発事業について、具体的な提言

を行うこととしたい。 
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＜第１章＞ 投票参加の現状と本研究の分析視点                   

 

本章では、投票参加の現状を整理するとともに、先行研究の問題点を指摘し、本研究(第

Ⅰ部)の目的を述べる。具体的には、まず投票参加の現状について、明るい選挙推進協会の

投票率データ等を参考に整理する。次に、選挙に関する各種意識調査を参考に、投票参加

に対する若年層の特徴を把握していく。そして、投票参加に関する先行研究を概観し、問

題点と本研究(第Ⅰ部)の分析視点を述べる。 

 

1－1．投票率の推移  

 

戦後日本の投票率について、国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)、統一地

方選挙に関して、その傾向をまとめる。 

まず、衆議院議員総選挙(以下、衆院選)についてであるが、各回で投票率の変動があるも

のの、全体としては低下傾向にある(図 1－1；表 1－1)。直近 2 回の選挙では、投票率は上

昇傾向にあるが、1990 年以前の水準には戻っていない。また、先般の第 46 回衆院選では、

過去 低の投票率となった5。この投票率とは、当該選挙の有権者を対象に算出した数値で

あり、各回の有権者の入れ替わりを考慮しておらず、世代の入れ替わりを踏まえて、投票

参加の傾向を把握する必要がある。これを検討した三船・中村(2009)は、「1961 年以降の出

生コウホートから投票率を低下させるコウホート効果6の存在」を確認しており、現在のお

よそ 50 歳代未満の有権者が、それより年齢が高い有権者に比べて選挙に行かない傾向があ

ることを明らかにした。つまり、50 歳代以上の世代が退出し、新たな世代が参入すること

で、投票率の低下傾向は続くと考えられる。 

 

 

 

 

 

                                                  
5 第 46 回衆院選(2012 年 12 月 16 日)の投票率は、59.32%で過去 低となった。 
6 三船・中村(2009)は、コウホートを「ある一定期間における重大な出来事共通に体験した人々により構 
成される集団」、コウホート効果を「コウホート成員であることを原因とした効果」と定義した。 
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【図1－1】「衆議院議員総選挙投票率の推移」

(出典：財団法人明るい選挙推進協会ホームページ,「衆議院議員総選挙投票率の推移(中選挙区・小選挙区)」)

【表1－1】「衆議院議員総選挙・5つの期間とその特徴」

西暦・(回数) 時代的背景 投票率の傾向

第1期 1946‐1958(22-28回) 戦後民主主義の成立過程 上昇・安定傾向

第2期 1958‐1972(28-33回)
高度経済成長期

(農村部から都市部への急激な人口移動)
緩やかな低下傾向

第3期 1972‐1990(33-39回)
高度経済成長期の終焉

(人口移動が減少)
安定した推移

第4期 1990-1996(39-41回)
選挙を取り巻く環境の変化

(政党再編・選挙制度の変更等)
急激な低下

第5期 1996-2005(41-44回)
有権者の投票環境の整備

(投票時間延長・不在者投票の要件緩和)

相対的な上昇・

低水準の推移

(出典：三船毅・中村隆,2009「衆議院選挙投票率の分析-1969年から2005年における年齢・時代・世代

の影響-」『選挙研究』25(2),83の記述をもとに筆者が作成)
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若年層(20 歳代)の投票率は、1969 年以降、世代別で比較した場合に も低い水準となっ

ている(図 1－2)。1983 年に 54.07％まで大きく低下し、その後やや上昇するものの、1990

年を 後に投票率が 50％を超えたことはない。この投票率が大きく低下した 1983 年は、

1961 年以降に出生した世代が有権者として初めて臨んだ選挙である。第 4 期(1990 年から

1996 年)では、全体的に投票率が低下したが、特に 20 歳代は 57.76％から 47.46％、そして

36.42％まで低下しており、その低下幅は他の世代に比べて も大きくなっている。 

 

 
 

 

 

【図1－2】「衆議院議員総選挙年齢別投票率の推移」

(出典：財団法人明るい選挙推進協会ホームページ,「衆議院議員選挙年齢別投票率の推移」)
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次に、参議院議員通常選挙(以下、参院選)であるが、衆院選と比べた場合、全体的にやや

低い水準であることと、第 3 期(1972 年から 1990 年)7にあたる時期の投票率が高いことが

特徴的である(図 1－3)。第 3 期の投票率が高いことは、1980 年、1986 年の選挙が衆参同

日選挙であり、投票率の高い衆院選と同日に選挙があったため、投票率が衆院選と同じ水

準まで上がったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
7 以下、第～期はすべて三船・中村(2009)の区分である。 

【図1－3】「参議院議員通常選挙投票率の推移(地方区・選挙区)」

(出典：財団法人明るい選挙推進協会ホームページ,「参議院議員通常選挙投票率の推移(地方区・選挙区)」)
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若年層の投票率は、第 4 期(1990 年から 1996 年)において、衆院選と同じく急激に低下し

ており、1995 年の選挙では 25.15％という 低水準を記録した。以後は、35％前後で投票

率は落ち着きを見せているが、衆院選と比べると全体と同様にやはり低い水準にある(図 1

－4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図1－4】「参議院議員通常選挙年齢別投票率の推移」

(出典：財団法人明るい選挙推進協会ホームページ,「参議院議員通常選挙年齢別投票率の推移」)
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後に、統一地方選挙(以下、統一地方選)であるが、4 種（知事選挙、都道府県議選挙、

市区町村長選挙、市区町村議選挙）の選挙における投票率が低下し続けているという共通

の動向を確認できる(図 1－5)。衆院選や参院選では投票率が安定した推移を見せた第 3 期

(1972 年から 1990 年)においても、投票率が低下している。また、2011 年の統一地方選で

はいずれの選挙でも投票率が低下しており、都道府議会議員選挙と市区町村議会議員選挙

では 50％台を下回る水準となった8。 

 

 
 

 

 

                                                  
8 知事選が 52.77%、市区町村長選が 51.54％、市区町村議会議員選が 49.86％、都道府議会議員選が 

48.15％となっている(総務省選挙部,2012「目で見る投票率」)。 

【図1－5】「統一地方選挙投票率の推移」

(出典：財団法人明るい選挙推進協会ホームページ,「統一地方選挙の投票率推移」)
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統一地方選挙については、世代別投票率に関するデータが存在しない。そこで、東京都

知事選挙の年齢別投票率を参照すれば、21～24 歳、25～29 歳の順に投票率が低いことがわ

かる(図 1－6)。20 歳に限れば、投票率は 30 歳代前半と同じ水準であるが、これは選挙権

を獲得した意識が強いことがその他の 20歳代よりも投票率が高い傾向にあることの一因か

と考えられる。 

 

 
 

戦後日本の投票率の現状について、以下の 3 点が明らかとなった。すなわち、 

1．すべての選挙において、若年層の投票率は全体の投票率より相対的に低い水準にある。 

2．現状の投票率について、統一地方選、参院選、衆院選の順に低い水準である。 

3．すべての選挙間で投票率の推移に違いはあるが、国政選挙と地方選挙の間では違いがよ 

り明確である。 

である。 

【図1－6】「都知事選挙年齢別投票率の推移」

(出典：東京都選挙管理委員会ホームページ,「年代別投票行動調査結果概要」をもとに作成)
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1－2．投票参加に対する若年層の特徴  

 

前節の世代別投票率の比較から、若年層の相対的な低投票率の状況が明らかとなったが、

若年層が棄権する理由は何であろうか。またその理由は世代間で異なるのだろうか。ここ

では、選挙に関する各種意識調査データを用いて、有権者が棄権した理由と投票参加に対

する若年層の特徴を明らかにする。 

 まず、有権者が棄権した理由であるが、明るい選挙推進協会(以下、明推協)が行った「第

45 回衆議院議員総選挙の実態」と「第 17 回統一地方選挙全国意識調査」によれば、以下の

通りである。すなわち、棄権理由の回答割合が多い項目は、類似傾向にあり、「用があった」、

「病気だった」というやむを得ない事情が上位項目としてあがっている(図 1－7)。他方、

衆院選と統一地方選で異なる点としては、統一地方選において「選挙にあまり関心が持て

なかった」、「政策や候補者の人物などについて、事情がよくわからなかった」という選挙

に対する無関心や、候補者情報の不足をあげる割合が多い点である。 

 

 

【図1‐7】「有権者の棄権理由(衆院選と統一地方選)」

(出典：財団法人明るい選挙推進協会,「第45回衆議院議員総選挙の実態」、「第17回統一地方選挙全国意識調査」

を参考に筆者が作成)
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 次に世代間の比較であるが、上記の調査では世代別の比較を行っていないため、横浜市

選挙管理委員会が行った「第 14 回投票参加状況調査」の結果概要を参照する。他の世代と

比べ、若年層に特徴的な回答が見られたものは、「市政関心」、「選挙肯定感」、「選挙を知っ

た方法」の 3 つである。 

まず、「市政関心」（「あなたは、横浜市政(横浜市の政治や行政)に、どの程度関心をお持

ちですか」）は、「関心がある(計)」との回答割合は、20 歳代男性が 41.7％、女性が 41.7％

であり、他の世代と比較した場合に低い水準となっている。また、「関心がない(計)」と回

答した割合も 20 歳代男性で 44.4％、女性で 41.7％であり、全体(18.1％)と比較して高水準

となっており、若年層が市政に対して関心が低いことがうかがえる(図 1－8、1－9)。 

次に、「選挙肯定感」（選挙があるからこそ、有権者の声が政治に反映されるようになる」）

では、「そう思わない(計)」と回答割合が 5 割を超えるのは 20 歳代の男女と 30 歳代の女性

のみであり、若年層の選挙肯定感が低いことがうかがえる(図 1－10、1－11)。 

後に、「選挙を知った方法」（「あなたは、今回の選挙が行われることを何で知りました

か」）は、11 の選択肢9から複数回答を行うものであるが、若年層では「家族・友人・知人

に聞いて」との回答割合が高く、20 歳代男性は 34.7％、女性は 21.2％が「家族・友人・知

人に聞いて」と回答しており、全体(9.9％)と比較して高水準となっている(図 1－12)。この

ことから、若年層は選挙情報に対する接触が受動的であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
9 選択肢は、「テレビ・ラジオの報道」、「新聞・雑誌等の報道」、「候補者や政党のポスター」、「候補者の 

選挙運動」、「投票のご案内」、「選挙公報」、「広報よこはま」、「家族・友人・知人に聞いて」、「選挙管理 
委員会実施の啓発事業」、「明るい選挙推進協議会の街頭啓発や配布物品」、「その他」である。 
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【図1‐8】「市政関心の世代間比較(男性)」

(出典：横浜市選挙管理委員会,2011『第14回「投票参加状況調査」(平成23年4月10日執行　横浜市議会議員選

挙)』,図表3‐1‐3を参考に筆者が作成)

【図1‐9】「市政関心の世代間比較(女性)」

(出典：横浜市選挙管理委員会,2011『第14回「投票参加状況調査」(平成23年4月10日執行　横浜市議会議員選

挙)』,図表3‐1‐3を参考に筆者が作成)
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【図1‐10】「選挙に対する肯定感の世代間比較(男性)」

(出典：横浜市選挙管理委員会,2011『第14回「投票参加状況調査」(平成23年4月10日執行　横浜市議会議員選

挙)』,図表3‐4‐3を参考に筆者が作成)

【図1‐11】「選挙に対する肯定感の世代間比較(女性)」

(出典：横浜市選挙管理委員会,2011『第14回「投票参加状況調査」(平成23年4月10日執行　横浜市議会議員選

挙)』,図表3‐4‐3を参考に筆者が作成)
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有権者が棄権する理由と投票参加における若年層の特徴について、選挙に関する各種意

識調査から、以下の 3 点が明らかとなった。すなわち、 

1． やむを得ない事情を除いた場合、選挙に対する無関心や候補者等の情報不足を棄権の理

由として回答するものが多い。 

2． 棄権の理由として、選挙に対する無関心や候補者等の情報不足を回答した割合は、国政 

選挙よりも地方選挙において高い傾向にある。 

3． 投票参加をめぐる若年層の特徴として、政治関心の低さ、選挙肯定感の低さ、選挙情報

に対する接触が受動的であることがあげられる。 

である。 

 

 

 

 

 

 

【図1‐12】「選挙を知った方法(家族・友人・知人に聞いて)」

(出典：横浜市選挙管理委員会,2011『第14回「投票参加状況調査」(平成23年4月10日執行　横浜市議会議員選

挙)』,図表4‐1‐2を参考に筆者が作成)
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1－3．投票参加に関する先行研究  

 

 前節では、若年層が相対的に低投票率であることに加え、地方選挙における投票率の低

下傾向に歯止めがかかっていないこと、ならびに有権者の棄権理由として、やむを得ない

事情10を除いた場合に、選挙に対する無関心や候補者等の情報不足をあげるものが多いこと

が判明した。また、それらの棄権理由は地方選挙において回答割合が高く、地方選挙を対

象にした意識調査の結果として、市政関心の低さ、選挙肯定感の低さ、選挙情報に対する

接触が受動的であることが若年層の特徴として明らかとなった。 

ここでは、投票参加に関する先行研究を概観する。まず、投票‐棄権の要因分析を行っ

たものとして蒲島(1998)の研究がある。蒲島(1998)は、「投票‐棄権モデルの構造」(図 1‐

13)を示したうえで、衆院選(93 年、96 年)と参院選(95 年)を対象に投票‐棄権を従属変数、

具体的な要因(表 1‐2)を独立変数とする二項ロジット分析を行った。結果として、3 つの選

挙すべてで有意な水準を満たしたのは、「政治的関心」、「投票義務感」、「政党支持強度」、「候

補者接触」であり、政治に対する関心が高く、投票に対する義務感が強く、支持政党があ

り、かつその強度が強く、候補者との接触が多い人ほど投票参加を行うということを明ら

かにしている。つまり、統計的な分析においても、政治関心や候補者情報が投票参加と関

連していることを見出すことができる。 

 

 

                                                  
10 「用があった」、「病気だった」をやむを得ない事情とした。 

【図1‐13】「投票‐棄権モデルの構造(蒲島)」

(出典：蒲島郁夫,1998「投票‐棄権の要因分析」『政権交代と有権者の態度変容』木鐸社,223,図10－1「投票‐棄権モ

デルの構造」を参考に筆者が作成)
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先に参照した意識調査の集計結果では、有権者の棄権理由として、候補者情報の不足が

上位に挙がっていたが、「選挙情報」に対する接触と投票参加の関連については、境家

(2006a；2006b)の研究がある。境家(2006a)は、衆院選(00 年)を対象にした明推協の調査を

もとに、36 種類の情報チャンネルを「直接キャンペーン」、「マスメディア」、「パーソナル」

の 3 つの情報ルート(図 1‐14；表 1‐3)に分類したうえで、選挙期において情報に接触す

る有権者の特性を分析した。ここでは、相対的に政治関心が高く、教育程度の高い人ほど、

選挙期間中に多くの政治情報を得ており、また教育程度による情報格差は「マスメディア」

ルートを通じて生じていることを明らかにした。 

 

【表1‐2】「具体的な変数一覧(蒲島)」

具体的な変数

社会的属性 年齢

性別

所得

教育

職業

居住年数

都市規模

農業ダミー

自営業ダミー

政治的ネットワーク 候補者との近接度

候補者接触

メディア接触

政治的議論

組織加入 非政治的組織

後援会

政治心理的要因 内閣評価

政治的信頼

政治的シニシズム

政治的関心

伝統的価値

制度信頼

政治的有効性感覚

投票義務感

争点認識

政党支持強度

(出典：蒲島郁夫,1998「投票‐棄権の要因分析」『政権交代と有権者

の態度変容』木鐸社,240,図10－1「投票‐棄権モデルの構造」を参考

に筆者が作成)
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また、選挙情報フロー11が有権者の投票参加や投票意図に与える効果についても分析して

いる(境家,2006b)。ここでは、選挙情報に対する接触が、投票参加を促進すること、候補者

要因を重視した投票を促進すること、政策争点をより多く考慮した投票を促進することを

明らかにした。加えて、政治関心の高い人ほど選挙情報に対する接触により、候補者要因

を重視し、政策争点をより多く考慮した投票参加を促進することや、投票参加の促進それ

自体に対する選挙情報への接触は低関心層において効果が強いことも明らかにしている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
11 境家(2006b)は、ある期間において有権者が接触する新しい情報の量を「政治情報のフロー」、ある時

点において各有権者が保有している政治情報量を「政治情報のストック」と分類したうえで、選挙期に

流通する政治情報のことを特に「選挙フロー」と定義している。 

【図1‐14】「選挙情報ルートのモデル(境家)」

Ⅰ　直接キャンペーン

Ⅱ　マスメディア

Ⅲ　パーソナル

(出典：境家史郎,2006「選挙過程における情報フロー構造」『政治的情報と選挙過程』木鐸社,48,図3.1「選挙情報

ルートのモデル」を参考に筆者が作成)

候補者・政党

組織・ネットワーク

マスメディア

有権者

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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若年層の投票決定要因については、築山・小林(2011)の研究がある。築山・小林(2011)

は、参院選(10 年)を対象に、投票‐棄権を従属変数、「社会的属性」などの項目12を独立変

数として投入したうえで、すべての世代を投入したモデル、若年層(ここでは 20-30 歳代)

のモデル、40-50 歳代のモデル、60 歳以上のモデルの 4 つでそれぞれ分析を行った。結果

として、若年層のモデルにおいて、「教育程度」、「政治関心」、「政治的有効性感覚」、「投票

コスト」が統計的に有意な結果を示し、特に「政治関心」は 40-50 歳代と 60 歳以上のモデ

ルで有意な結果を示しておらず、若年層特有の投票決定要因であることが明らかとなった。 

                                                  
12 具体的な項目については、「社会的属性」(性別・教育程度・居住年数・都市規模)、「価値観」(脱物質

主義観)、「生活状態感」(生活満足感)、「景気状態感」(景気状態感)、「業績評価」、「将来期待」、「政治意

識」(政治信頼度(国政)・政治関心・政治的満足感・政治的有効性感覚・投票義務感)、「投票コスト」、「内

閣・政党支持」(内閣支持・政党支持)、「ネットワーク」(団体加入数・政治的会話頻度平均)、「政治的情

報」(新聞購読数・テレビ視聴数)である。詳細は、築山・小林(2011)を参照。 

【表1‐3】「情報チャンネルの分類(境家)」

情報チャンネル 情報ルート 情報チャンネル 情報ルート

直接キャンペーン 候補者ポスター パーソナル 家族の話し合い

候補者ビラ 友人・親戚のすすめ

選挙公報 熱心な人の勧誘

連呼 職場での話し合い

街頭演説 仕事関係団体の推薦

政党ビラ・ポスター 近所の評判

候補者ハガキ 町内会等の推薦

個人演説会 労組の推薦

政党ハガキ その他の団体の推薦

後援会の推薦・依頼 上役・有力者のすすめ

政党機関紙

政党街頭演説 分類不能 電話勧誘

政党演説会 インターネット

どれも見聞きしない

マスメディア 候補者経歴放送(テレビ)

候補者新聞広告

政党政見放送(テレビ)

テレビ選挙報道

新聞選挙報道

政党新聞広告

党首討論会

候補者経歴放送(ラジオ)

政党政見放送(ラジオ)

ラジオ選挙報道

雑誌選挙報道

(出典：境家史郎,2006「選挙過程における情報フロー構造」『政治的情報と選挙過程』木鐸

社,51,表3.1「情報チャンネルの分類と接触率」を参考に筆者が作成)
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国政選挙と地方選挙における投票‐棄権のメカニズムの違いについては、中條(2003)の研

究がある。中條(2003)は、統一地方選(99 年)、衆院選(00 年)における明推協のデータを用い

て、衆院選では教育程度が投票義務感と選挙関心を経由して投票参加に対する間接効果を

持つ一方で、市区町村議会議員選挙では投票義務感は間接効果を持つが、選挙関心が間接

効果を持たないことを明らかにした。 

以上、投票参加の先行研究について「選挙情報」と投票参加の関係、若年層の投票参加

要因、国政選挙と地方選挙における投票‐棄権のメカニズムの違いに着目して概観してき

たが、以下の 4 点が明らかとなった。すなわち、 

1．「政治的関心」が高く、「投票義務感」が強く、「政党支持強度」が強く、「候補者接触」

が多い人ほど、投票参加を行う。 

2．「選挙情報」に対する接触は、投票参加を促進する。 

3．若年層(20‐30 歳代)の投票決定要因として、「政治関心」が特徴的である。 

4．国政選挙と地方選挙における投票‐棄権のメカニズムは、共通の傾向もあるが、異なる 

傾向もみられる。 

である。 
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1－4．先行研究の問題点と本研究の分析視点  

 

前節では、投票参加の先行研究を概観したが、地方選挙における若年層の投票参加を考

える上で、以下の 3 点が十分ではないと考える。1 点目は、地方選挙における投票‐棄権の

メカニズムを明らかにする研究の蓄積が少ないことである。日本の投票行動研究は、個別

の選挙結果を説明することから、各選挙の投票行動における共通要素の抽出に比重が移っ

てきている(小林,2005)が、地方選挙に関する研究の蓄積は十分とはいえない。国政選挙と

地方選挙の投票率の推移には異なる傾向がみられており、また中條(2003)が、地方選挙（市

区町村議会議員選挙）と衆院選の投票参加プロセスに違いがあることを明らかにしている

ことから、地方選挙における投票参加の規定要因を分析する必要があるだろう。 

2 点目は、若年層の投票‐棄権のメカニズムを明らかにする研究が少ないことである。こ

れまで、投票参加の加齢効果は指摘されてきたが、若年層と他の世代の投票要因の違いを

明らかにする研究は十分に行われてこなかった。唯一例外として、築山・小林(2011)の研究

があるが、ここでは 20‐30 歳代をまとめて若年層と定義して分析されている。しかし、20

歳代と 30 歳代の投票率の違いを踏まえれば、分けて考える必要があるだろう。また、有権

者の投票参加を促進する要因が世代によって異なることは十分に考えられ、この視点こそ

が若年層に対象を絞って投票率の向上を考える際に必要となってくるのではなかろうか。

こうした点を踏まえれば、世代ごとのモデルを作成し、投票‐棄権の規定要因を分析して

いく必要があるだろう。 

3 点目は、地方選挙を対象に、「選挙情報」に対する接触と投票参加に関する研究が行わ

れていないことである。境家(2006b)は、選挙情報に対する接触が投票参加を促進すること

を明らかにしたが、国政選挙と地方選挙では流通する選挙情報が異なることを考慮すれば、

地方選挙を対象に選挙情報に対する接触と投票参加の関連を分析していく必要がある。 

本章では、地方選挙において投票率が低い状況、とりわけ若年層の投票率が低い状況を

示すとともに、政治関心が低いことや候補者情報が不足していることが有権者の棄権理由

として提示されていることをまとめた。また、先行研究においては、地方選挙を対象に、

投票‐棄権のメカニズムの分析、若年層の投票‐棄権要因の分析、「選挙情報」と投票参加

の関連の分析、以上の 3 点が十分ではないことを示してきた。 

そこで、第Ⅰ部では、「選挙情報」に着目したうえで、地方選挙における若年層の投票参

加に関する研究を進めていくこととしたい。 
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＜第 2 章＞ 地方選挙における投票参加規定要因の分析                

 

前章では、候補者等の情報不足から棄権する有権者が多く存在するが、先行研究では、

地方選挙の「選挙情報」に対する接触と投票参加に関する研究が十分ではないことを指摘

した。そこで本章では、「選挙情報」に対する接触に着目しながら、地方選挙における若年

層の投票‐棄権のメカニズムを明らかにする。 

 

2－1．使用データの概要  

 

分析にあたって使用したデータは、横浜市選挙管理委員会が行った「第 14 回投票参加状

況調査」(以下、第 14 回調査)である。「投票参加状況調査」は、横浜市選挙管理委員会が有

権者の投票参加行動や政治・選挙への意識等の実態を把握し、今後の選挙行政や啓発活動

等を行っていくうえでの基礎資料とするために、市長選挙及び統一地方選挙を対象に 1980

年より実施しているものである。調査項目は、「市民生活」、「政治意識」、「該当選挙での投

票行動」、「投票率や制度の改善に関する意識」、「選挙意識」の 5 つに分類することができ

る。 

第 14 回調査データを使用する理由は、対象とする選挙が 2011 年の統一地方選であり、

直近では も新しい調査データであること、また立候補者要因によって投票率が左右され

る傾向にある市長選挙よりも、そうした要因に左右されにくい市議会議員選挙を対象にし

ていることである。 

 

2－2．仮説の提示  

 

分析にあたっては、以下の 3 点に着目する。1 点目は、「選挙情報」に対する接触が世代

間で異なるのか、投票者と棄権者の間で異なるのかということである。選挙情報に対する

接触が投票参加を促すのであれば、より情報に接触している有権者の方が投票を行うこと

になり、とくに投票先を決定する際に役立つ情報に接触することは、より投票参加を促進

することになる。そのため、投票率の低い若年層と他の世代において、選挙情報に対する

接触度に違いがあるのか、また投票者と棄権者では違いがあるのかを明らかにする。 
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 2 点目は、「選挙情報」に対する接触が、投票‐棄権を規定するのかということである。

従来の投票参加研究では、「社会的属性」や「政治意識」が投票‐棄権を規定しており、こ

れらの変数の効果も考慮しながら、選挙情報に対する接触が投票参加を促進するのか否か

を明らかにする。 

 3 点目は、どのような有権者が「選挙情報」に対して接触するのかということである。選

挙情報に対する接触が投票‐棄権を規定した場合、次はその選挙情報に対する接触を規定

する要因を明らかにする。 

 したがって、「選挙情報」に対する接触について世代間、投票者‐棄権者間で比較を行い、

「選挙情報」が投票‐棄権を規定するか否かを分析し、「選挙情報」に対する接触を規定す

る要因を分析することが、本章における課題である。 

 

2－2－1．仮説 1 ＜選挙情報媒体に対する接触に関する仮説＞  

 

まずは、選挙情報に対する接触が世代間で異なるのか、投票者‐棄権者間で異なるのか

という点を明らかにする。第 14 回調査には、選挙にあたって「見聞きした」、もしくは「す

すめられた」選挙運動に関する質問項目があり、「投票した」と回答した有権者は、「候補

者選定に役に立ったもの」を回答する項目がある。回答項目では 15 の選挙運動があげられ

ているが、有効率という指標に着目する。有効率とは、役に立った(効果度)/見聞きした(接

触度)の割合であり、この割合が高い選挙情報媒体ほど候補者選定に役立つと考えることが

できる。尚、本研究では第 14 回調査における有効率が 80%を超えた「選挙公報」(98.0%)、

「候補者ホームページ」(89.4%)、「候補者の新聞広告」(83.2%)の 3 つを有効率の高い情報

媒体と定義したうえ、以下の仮説を立てる。 

 

仮説 1－1．「若年層は他の世代と比較して、有効率の高い情報媒体に接触する割合が低い」 

仮説 1－2．「棄権者は投票者と比較して、有効率の高い情報媒体に接触する割合が低い」 

 

 投票者が「役に立った」と回答した選挙情報媒体は、接触が投票参加につながることが

考えられる。特に、有効率の高い媒体であれば、その傾向もより顕著にあらわれると考え

られ、棄権者はもちろんのこと、投票率の低い若年層も接触度が低いと考えられる。 
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2－2－2．仮説 2 ＜投票‐棄権を規定する要因に関する仮説＞  

 

国政選挙を対象にした先行研究では、「選挙情報」に対する接触は有権者の投票参加を促

す効果を持つことが指摘されており、地方選挙においても投票‐棄権を規定する要因とな

り得ると考えられる。特に有効率の高い選挙情報媒体に対する接触が投票参加につながる

と考え、以下の仮説を立てる。 

 

仮説 2－1．「選挙公報への接触は、投票参加を促進する」 

仮説 2－2．「候補者のホームページへの接触は、投票参加を促進する」 

仮説 2－3．「候補者の新聞広告への接触は、投票参加を促進する」 

 

2－2－3．仮説 3 ＜選挙情報媒体に対する接触を規定する要因に関する仮説＞  

 

選挙情報に対する接触が投票参加を促すことが検証された場合、どのような有権者が選

挙情報に接触しているのかを検討することが必要となる。蒲島(1998)の「投票‐棄権モデル

の構造」(図 1－13)では、「選挙情報」は「政治的ネットワーク」に該当し、「社会的属性」

や「組織加入」を通じて規定されると考えられており、その後「政治心理的要因」を経由

して投票‐棄権を規定するとされている。つまり、選挙情報に対する接触が政治意識を高

めて投票につながると考えられている。ところが、候補者等の情報不足から棄権する有権

者が多く存在することは、政治意識が高くても十分な選挙情報を得ることができずに、棄

権している可能性もある。すなわち、蒲島(1998)のモデル（図 1－13）とは反対に、政治意

識が高いことが「選挙情報」に対する接触を規定することも考えられる。そこで、以下の

仮説を立てる。 

 

仮説 3－1．「政治意識が高いほど、選挙公報に接触する」 

仮説 3－2．「政治意識が高いほど、候補者のホームページに接触する」 

仮説 3－3．「政治意識が高いほど、候補者の新聞広告に接触する」 
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2－3．仮説の検証  

 

 仮説の検証にあたって使用した変数は、表の通りである(表 2－1、2－2)。 

 

 

 

【表2‐1】「変数表(仮説2)」

選挙公報 選択：1、非選択：0

候補者のHP 選択：1、非選択：0

候補者の新聞広告 選択：1、非選択：0

性別 男性：1、女性：0

年齢 20歳代：1、30歳代：2、40歳代：3、50歳代：4、60歳代：5、70歳代以上：6

居住年数 10年未満：1、10～19年：2、20～29年：3、30年以上：4

投票所までの所要時間 5分以内：1、10分以内：2、20分以内：3、20分超：4

生活満足度
不満がある：1、やや不満がある：2、どちらともいえない：3、まあ満足して

いる：4、満足している：5

市政関心
まったく関心がない：1、あまり関心がない：2、どちらともいえない：3、多

少関心がある：4、非常に関心がある：5

政党支持 支持政党あり：1、なし：0

政治肯定感「政治はわれわれの日常とは切り離

せない」

全然そうは思わない：1、あまりそうは思わない：2、まあそう思う：3、非常

にそう思う：4

選挙肯定感「選挙があるからこそ、有権者の声が

政治に反映するようになる」

全然そうは思わない：1、あまりそうは思わない：2、まあそう思う：3、非常

にそう思う：4

政治的有効性感覚「われわれが努力したところ

で、政治はよくなるものではない」

非常にそう思う：1、まあそう思う：2、あまりそうは思わない：3、全然そうは

思わない：4

街頭演説・個人演説会 選択：1、非選択：0

候補者のポスター 選択：1、非選択：0

選挙運動用はがき 選択：1、非選択：0

連呼 選択：1、非選択：0

政党・後援会の推せん 選択：1、非選択：0

労働組合関係の推せん 選択：1、非選択：0

仕事関係の推せん 選択：1、非選択：0

その他の団体の推せん 選択：1、非選択：0

友人・知人・親類の勧め 選択：1、非選択：0

家族との話し合い 選択：1、非選択：0

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの選挙報道・評論 選択：1、非選択：0

電話による勧誘 選択：1、非選択：0

接触しなかった 選択：1、非選択：0

【表2‐2】「変数表(仮説3)」

市政関心
まったく関心がない：1、あまり関心がない：2、どちらともいえない：3、多

少関心がある：4、非常に関心がある：5

政治肯定感「政治はわれわれの日常とは切り離

せない」

全然そうは思わない：1、あまりそうは思わない：2、まあそう思う：3、非常

にそう思う：4

選挙肯定感「選挙があるからこそ、有権者の声が

政治に反映するようになる」

全然そうは思わない：1、あまりそうは思わない：2、まあそう思う：3、非常

にそう思う：4

政治的有効性感覚「われわれが努力したところ

で、政治はよくなるものではない」

非常にそう思う：1、まあそう思う：2、あまりそうは思わない：3、全然そうは

思わない：4

積極的政治態度「投票にはい行くがそれ以上政

治にかかわりたくない」

非常にそう思う：1、まあそう思う：2、あまりそうは思わない：3、全然そうは

思わない：4

政党支持 支持政党あり：1、なし：0

性別 男性：1、女性：0

年齢 20歳代：1、30歳代：2、40歳代：3、50歳代：4、60歳代：5、70歳代以上：6

居住年数 10年未満：1、10～19年：2、20～29年：3、30年以上：4

投票所までの所要時間 5分以内：1、10分以内：2、20分以内：3、20分超：4

生活満足度
不満がある：1、やや不満がある：2、どちらともいえない：3、まあ満足して

いる：2、満足している：1
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2－3－1．仮説 1 の検証  

 

 ここでは、仮説 1「選挙情報媒体に対する接触に関する仮説」を検証する。まず、仮説 1

－1 の検証にあたって、有効率の高い選挙情報媒体として、「選挙公報」「候補者ホームペー

ジ」「候補者新聞広告」を取り上げ、世代別に接触の有無を比較した(図 2－1)。 

「選挙公報」については、20 歳代の接触率(17.0％)が全体の接触率(30.5％)を下回ってい

る(表 2－3)。また、20 歳代から 60 歳代までは年齢を重ねるごとに接触率が増加している

ことが特徴的である。 

「候補者ホームページ」については、20 歳代の接触率(3.6％)は全体の接触率(2.7％)を上

回っている(表 2－4)。全体的に接触率は低水準なものの、世代間で傾向がやや異なってお

り、20 歳代から 40 歳代の世代が 50 歳代以上の世代に比べて接触率が高い傾向にある。 

「候補者の新聞広告」については、20 歳代の接触率(28.7％)は全体の接触率(28.7％)と同

じであった(表 2－5)。特徴としては、70 歳代以上の接触率(20.5％)が他の世代と比較して

低い傾向にあること、20 歳代から 50 歳代までは年齢を重ねるごとに接触率が増加している

ことが挙げられる。 

 以上の結果、3 つの選挙情報媒体に対する接触率の傾向はそれぞれ異なっていることから、

仮説 1－1．「若年層は他の世代と比較して、有効率の高い情報媒体に接触した割合が低い」

とは一概に言えないことが明らかとなった。 
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【図2－1】「有効率の高い選挙情報媒体に対する世代別接触率」

(出典：表2－3,2－4,2－5をもとに筆者が作成)

【表2－3】「世代・選挙公報に対する接触(有無)のクロス集計」

接触あり 接触なし

20歳代 17.0(38) 83.0(185) 100(223)
30歳代 20.2(90) 79.8(355) 100(445)
40歳代 28.9(146) 71.1(360) 100(506)
50歳代 33.4(151) 66.6(301) 100(452)
60歳代 40.3(248) 59.7(368) 100(616)

70歳代以上 32.3(196) 67.7(410) 100(606)
30.5(869) 69.5(1979) 100(2848)

%(人数)

値 自由度 漸近有意確率 (両側)
72.307 5 .000

(出典：第14回「投票参加状況調査」をもとに筆者が作成)

世代

合計

合計

選挙公報

カイ  2  乗検定

Pearson のカイ 2 乗
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次に、仮説 1－2 の検証にあたって、有効率の高い選挙情報媒体として、「選挙公報」「候

補者ホームページ」「候補者新聞広告」を取り上げ、投票参加の有無と 3 つの選挙情報に対

する接触の有無を検討した(図 2－2)。 

結果としては、3 つの選挙情報媒体すべての接触率について、投票者が棄権者を上回って

おり、特に「選挙公報」と「候補者のホームページ」では接触率の差が大きかった(表 2－6

～2－8)。したがって、仮説 1－2．「棄権者は投票者と比較して、有効率の高い情報媒体に

接触した割合が低い」ということができる。 

 

 

【表2－4】「世代・候補者HPに対する接触(有無)のクロス集計」

接触あり 接触なし

20歳代 3.6(8) 96.4(215) 100(223)
30歳代 5.4(24) 94.6(421) 100(445)
40歳代 4.0(20) 96.0(486) 100(506)
50歳代 1.8(8) 98.2(444) 100(452)
60歳代 2.1(13) 97.9(603) 100(616)

70歳代以上 0.7(4) 99.3(602) 100(606)
2.7(77) 97.3(2771) 100(2848)

%(人数)

値 自由度 漸近有意確率 (両側)
27.843 5 .000

(出典：第14回「投票参加状況調査」をもとに筆者が作成)

世代

合計

合計
候補者のホームページ

カイ  2  乗検定

Pearson のカイ 2 乗

【表2－5】「世代・候補者の新聞広告に対する(有無)のクロス集計」

接触あり 接触なし

20歳代 28.7(64) 71.3(159) 100(223)
30歳代 31.2(139) 68.8(306) 100(445)
40歳代 31.2(158) 68.8(348) 100(506)
50歳代 33.8(153) 66.2(299) 100(452)
60歳代 29.1(179) 70.9(437) 100(616)

70歳代以上 20.5(124) 79.5(482) 100(606)
28.7(817) 71.3(2031) 100(2848)

%(人数)

値 自由度 漸近有意確率 (両側)
28.977 5 .000

(出典：第14回「投票参加状況調査」をもとに筆者が作成)

合計

世代

合計

候補者の新聞広告

カイ  2  乗検定

Pearson のカイ 2 乗
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【図2－2】「有効率の高い選挙情報媒体に対する投票者‐棄権者別接触率」

(出典：表2－6,2－7,2－8をもとに筆者が作成)
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【表2－6】「投票-棄権・選挙公報に対する接触(有無)のクロス集計」

接触あり 接触なし

投票 35.4(737) 64.6(1344) 100(2081)
棄権 17.6(138) 82.4(648) 100(786)

30.5(875) 69.5(1992) 100(2867)
%(人数)

値 自由度 漸近有意確率 (両側)
85.805 1 .000

(出典：第14回「投票参加状況調査」をもとに筆者が作成)
Pearson のカイ 2 乗

選挙公報

カイ  2  乗検定

合計

投票の有無

合計

【表2－7】「投票‐棄権・候補者HPに対する接触(有無)のクロス集計」

接触あり 接触なし

投票 3.2(66) 96.8(2015) 100(2081)
棄権 1.5(12) 98.5(774) 100(786)

2.7(78) 97.3(2789) 100(2867)
%(人数)

値 自由度 漸近有意確率 (両側)
5.832 1 .016

(出典：第14回「投票参加状況調査」をもとに筆者が作成)

合計

投票の有無

合計

Pearson のカイ 2 乗

候補者のホームページ

カイ  2  乗検定

【表2－8】「投票‐棄権・候補者の新聞広告に対する(有無)のクロス集計」

接触あり 接触なし

投票 31.4(653) 68.6(1428) 100(2081)
棄権 21.2(167) 78.8(619) 100(786)

28.6(820) 71.4(2047) 100(2867)
%(人数)

値 自由度 漸近有意確率 (両側)
28.682 1 .000

(出典：第14回「投票参加状況調査」をもとに筆者が作成)

候補者の新聞広告

Pearson のカイ 2 乗

カイ  2  乗検定

合計

投票の有無

合計
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2－3－2．仮説 2 の検証  

① 全体モデル 

 

ここでは仮説 2「投票‐棄権を規定する要因に関する仮説」を検証する。検証にあたって

は、「投票‐棄権」を従属変数に、「選挙公報」、「候補者ホームページ」、「候補者の新聞広

告」を独立変数に投入した二項ロジット分析を行った。その結果、「選挙公報」、「候補者の

新聞広告」が統計的に有意な結果となった(表 2－9)。つまり、他の条件が同じであれば、

選挙公報を見た人ほど、また候補者の新聞広告を見た人ほど、投票に行くことが判明した。

ただし、「候補者のホームページ」は有意な結果とはならなかった。 

 したがって、仮説 2－1．「選挙公報への接触は、投票参加を促進する」、仮説 2－3．「候

補者の新聞広告への接触は、投票参加を促進する」ことは明らかとなり、仮説 2－2．「候

補者のホームページへの接触は、投票参加を促進する」傾向は見出されなかった。 

 他の変数（統制変数）の結果に触れると、「性別」、「居住年数」、「投票所までの所要時間

(－)」、「生活満足度」、「市政関心」、「政党支持」、「選挙肯定感」、「街頭演説・個人演説会(－)」、

「候補者のポスター(－)」、「連呼(－)」、「政党・後援会の推せん」、「知人・友人・親類から

の勧め」、「家族との話し合い」、「新聞・テレビ・ラジオ・雑誌の選挙報道・評論(－)」、「電

話による勧誘(－)」、「接触しなかった(－)」が統計的に有意であった。つまり、男性であり、

居住年数が長く、投票所までの所要時間が短く、生活満足度が高く、市政関心が高く、支

持政党があり、選挙肯定感が高い人ほど投票に行くといえる。また、選挙運動のなかでは、

「政党・後援会の推せん」、「知人・友人・親類からの勧め」、「家族との話し合い」が投票

参加につながり、「街頭演説・個人演説会」、「候補者のポスター」、「連呼」、「新聞・テレビ・

ラジオ・雑誌の選挙報道・評論」、「電話による勧誘」については、接触することが投票参

加につながらず、むしろ棄権につながるということが明らかとなった。 
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【表2－9】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析」

係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.033 .384 .000 ＊＊＊

選挙公報 .672 .128 .000 ＊＊＊

候補者のHP .603 .376 .109
候補者の新聞広告 .409 .124 .001 ＊＊

社会的属性 性別 .312 .108 .004 ＊＊

年齢 .031 .040 .445
居住年数 .115 .049 .019 ＊

物理的コスト 投票所までの所要時間 -.340 .059 .000 ＊＊＊

生活状態感 生活満足度 .145 .045 .001 ＊＊

政治意識 市政関心 .194 .054 .000 ＊＊＊

政党支持 .881 .129 .000 ＊＊＊

政治肯定感 .116 .081 .152
選挙肯定感 .417 .073 .000 ＊＊＊

政治的有効性感覚 .100 .063 .110
選挙運動への接触 直接キャンペーン 街頭演説・個人演説会 -.300 .127 .018 ＊

候補者のポスター -.276 .120 .021 ＊

選挙運動用はがき -.172 .170 .311
連呼 -.278 .130 .033 ＊

政党・後援会の推せん .449 .208 .031 ＊

パーソナル 労働組合関係の推せん .078 .307 .799
友人・知人・親類の勧め .373 .164 .023 ＊

家族との話し合い .980 .233 .000 ＊＊＊

マスメディア
新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
-.331 .127 .009 ＊＊

分類不可 電話による勧誘 -.517 .216 .017 ＊

接触しなかった -.888 .227 .000 ＊＊＊

N 2472(人)

‐2対数尤度
2346.936

Cox-Snell R2 乗 .194

Nagelkerke R2 乗 .282
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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② 世代別モデル 

 

次に、若年層の特徴を明らかにするため、世代別のモデルを用いて検証を行った(表 2－

10～2－15)。20 歳代のモデルでは、「選挙公報」、「候補者の新聞広告」、「政治肯定感」、「街

頭演説・個人演説会(－)」が統計的に有意な水準であった(表 2－10)。すなわち、「選挙公報」

や「候補者の新聞広告」に接触することが投票につながり、「政治肯定感」が高い人ほど投

票参加を行い、「街頭演説・個人演説会」に接触することが棄権につながるということであ

る。 

 すべての世代の特徴をまとめたものが、表 2－16 である。分析の結果、「選挙公報」は 20

～50 歳代のモデルで、「候補者の新聞広告」は 20、30、50 歳代のモデルでそれぞれ統計的

に有意な水準であった。次に、統制変数では、「性別」が 30 歳代、「居住年数」が 50、70

歳代以上、「投票所までの所要時間(－)」が 30、40、60、70 歳代以上、「生活満足度」が 50

歳代のモデルでそれぞれ有意な水準であった。政治意識では、「市政関心」が 50～70 歳代

以上、「政党支持」が 30、50～70 歳代以上、「政治肯定感」が 20 歳代、「選挙肯定感」が

30～70 歳代以上のモデルでそれぞれ有意な水準であった。 

 選挙運動のなかでは、「街頭演説・個人演説会(－)」が 20、30 歳代、「候補者のポスター(－)」

が 50 歳代、「連呼(－)」が 60、70 歳代以上、「政党・後援会の推せん」と「友人・知人・

親類の勧め」が 30 歳代、「家族との話し合い」が 40、60、70 歳代以上、「新聞・テレビ・

ラジオ・雑誌などの選挙報道・評論(－)」が 40 歳代、「電話による勧誘(－)」が 30 歳代、「接

触しなかった(－)」が 40 歳以上のモデルでそれぞれ有意な水準であった。 

 以上の点を踏まえると、「選挙公報」、「候補者の新聞広告」への接触は 20 歳代の投票参

加にプラスの効果があり、「街頭演説・個人演説会」はマイナスの効果があることが判明し

た。また、「政治肯定感」は 20 歳代のみで統計的に有意な水準であり、政治肯定感が高い

ことが投票参加につながるのは、若年層の特徴といえる。 
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【表2－10】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析(20歳代)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.817 1.399 .044 ＊

選挙公報 1.081 .515 .036 ＊

候補者のHP 1.159 1.196 .333
候補者の新聞広告 .813 .408 .047 ＊

性別 .045 .373 .904
居住年数 -.087 .205 .671
投票所までの所要時間 -.151 .182 .408
生活満足度 .159 .154 .300
市政関心 -.004 .180 .982
政党支持 .640 .475 .177
政治肯定感 .567 .272 .037 ＊

選挙肯定感 .119 .232 .607
政治的有効性感覚 .325 .216 .133
街頭演説・個人演説会 -1.048 .409 .010 ＊＊

候補者のポスター .088 .417 .832
選挙運動用はがき .832 .787 .290
連呼 -.644 .403 .110
政党・後援会の推せん -.208 1.208 .863
労働組合関係の推せん .505 1.100 .646
友人・知人・親類の勧め .719 .736 .329
家族との話し合い 1.186 .658 .072
新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
.532 .464 .252

電話による勧誘 1.532 1.264 .225
接触しなかった -1.101 .646 .088
N 216(人)

‐2対数尤度
224.147

Cox-Snell R2 乗 .282
Nagelkerke R2 乗 .379
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001



36 
 

【表2－11】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析(30歳代)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) -.870 .879 .322
選挙公報 .876 .349 .012 ＊

候補者のHP .247 .594 .678
候補者の新聞広告 .747 .276 .007 ＊＊

性別 .566 .252 .025 ＊

居住年数 .075 .094 .425
投票所までの所要時間 -.519 .139 .000 ＊＊＊

生活満足度 .088 .109 .416
市政関心 .039 .123 .754
政党支持 .949 .342 .006 ＊＊

政治肯定感 .099 .185 .594
選挙肯定感 .428 .169 .011 ＊

政治的有効性感覚 .052 .143 .716
街頭演説・個人演説会 -.726 .270 .007 ＊＊

候補者のポスター -.474 .283 .094
選挙運動用はがき .583 .486 .230
連呼 -.198 .287 .490
政党・後援会の推せん 1.138 .545 .037 ＊

労働組合関係の推せん -.390 .570 .494
友人・知人・親類の勧め 1.113 .418 .008 ＊＊

家族との話し合い .887 .539 .100
新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
-.200 .291 .493

電話による勧誘 -1.362 .618 .028 ＊

接触しなかった -.522 .483 .280
N 423(人)

‐2対数尤度 446.219

Cox-Snell R2 乗 .230
Nagelkerke R2 乗 .315
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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【表2－12】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析(40歳代)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) -1.239 .846 .143
選挙公報 .910 .295 .002 ＊＊

候補者のHP 1.265 .820 .123
候補者の新聞広告 .368 .271 .175
性別 .148 .245 .545
居住年数 .039 .102 .701
投票所までの所要時間 -.379 .138 .006 ＊＊

生活満足度 .129 .094 .169
市政関心 .151 .121 .210
政党支持 .492 .299 .100
政治肯定感 .018 .181 .920
選挙肯定感 .534 .159 .001 ＊＊

政治的有効性感覚 .042 .139 .763
街頭演説・個人演説会 .076 .279 .786
候補者のポスター -.310 .264 .242
選挙運動用はがき .001 .403 .998
連呼 .257 .287 .371
政党・後援会の推せん .177 .493 .719
労働組合関係の推せん -.296 .623 .635
友人・知人・親類の勧め -.272 .334 .415
家族との話し合い 2.658 1.040 .011 ＊

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
-.668 .270 .013 ＊

電話による勧誘 -.853 .587 .146
接触しなかった -1.187 .507 .019 ＊

N 486(人)
‐2対数尤度 482.975

Cox-Snell R2 乗 .199
Nagelkerke R2 乗 .283
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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【表2－13】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析(50歳代)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) -3.257 1.053 .002 ＊＊

選挙公報 .835 .320 .009 ＊＊

候補者のHP .123 1.272 .923
候補者の新聞広告 .674 .319 .035 ＊

性別 .267 .280 .340
居住年数 .345 .134 .010 ＊

投票所までの所要時間 -.192 .159 .226
生活満足度 .239 .116 .038 ＊

市政関心 .391 .148 .008 ＊＊

政党支持 1.050 .330 .001 ＊＊

政治肯定感 -.078 .222 .727
選挙肯定感 .452 .203 .026 ＊

政治的有効性感覚 .212 .178 .235
街頭演説・個人演説会 -.185 .320 .564
候補者のポスター -.601 .300 .045 ＊

選挙運動用はがき -.671 .385 .081
連呼 -.335 .327 .306
政党・後援会の推せん .098 .443 .825
労働組合関係の推せん 1.040 .867 .230
友人・知人・親類の勧め .432 .418 .301
家族との話し合い -.373 .471 .429
新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
-.437 .337 .195

電話による勧誘 -.517 .507 .308
接触しなかった -.750 .752 .319
N 418(人)

‐2対数尤度
367.508

Cox-Snell R2 乗 .198
Nagelkerke R2 乗 .297
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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【表2－14】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析(60歳代)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.071 1.110 .062
選挙公報 .492 .282 .082
候補者のHP .295 1.171 .801
候補者の新聞広告 -.199 .306 .515
性別 .414 .273 .130
居住年数 .048 .156 .757
投票所までの所要時間 -.411 .155 .008 ＊＊

生活満足度 .189 .115 .102
市政関心 .313 .151 .039 ＊

政党支持 .752 .310 .015 ＊

政治肯定感 .029 .209 .892
選挙肯定感 .483 .184 .009 ＊＊

政治的有効性感覚 .206 .154 .181
街頭演説・個人演説会 .196 .398 .623
候補者のポスター .094 .305 .757
選挙運動用はがき -.205 .383 .593
連呼 -.843 .339 .013 ＊

政党・後援会の推せん .934 .548 .088
労働組合関係の推せん -.182 .852 .831
友人・知人・親類の勧め .177 .383 .644
家族との話し合い 1.295 .641 .043 ＊

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
-.155 .315 .622

電話による勧誘 -.169 .443 .703
接触しなかった -.365 .589 .536
N 528(人)

‐2対数尤度
402.101

Cox-Snell R2 乗 .161
Nagelkerke R2 乗 .264
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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【表2－15】「投票-棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析(70歳代以上)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) -4.093 1.249 .001 ＊＊

選挙公報 .526 .372 .158
候補者のHP 18.030 26170.859 .999
候補者の新聞広告 .397 .413 .336
性別 .244 .312 .433
居住年数 .421 .167 .012 ＊

投票所までの所要時間 -.381 .168 .023 ＊

生活満足度 .136 .150 .366
市政関心 .348 .177 .049 ＊

政党支持 1.301 .332 .000 ＊＊＊

政治肯定感 .239 .243 .326
選挙肯定感 .673 .237 .004 ＊＊

政治的有効性感覚 -.126 .185 .496
街頭演説・個人演説会 -.157 .479 .743
候補者のポスター -.372 .390 .340
選挙運動用はがき -.805 .476 .091
連呼 -1.257 .534 .019 ＊

政党・後援会の推せん -.043 .537 .936
労働組合関係の推せん 1.927 1.497 .198
友人・知人・親類の勧め .165 .532 .757
家族との話し合い 2.273 1.074 .034 ＊

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
-.094 .403 .815

電話による勧誘 -.100 .606 .869
接触しなかった -1.440 .776 .063
N 401(人)
‐2対数尤度 292.757

Cox-Snell R2 乗 .225
Nagelkerke R2 乗 .360
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表2－16】「投票‐棄権を規定する要因に関する二項ロジット分析の世代間比較表」

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

選挙公報 ＊ ＊ ＊＊ ＊＊

候補者のHP
候補者の新聞広告 ＊ ＊＊ ＊

性別 ＊

居住年数 ＊ ＊

投票所までの所要時間 ＊＊＊(－) ＊＊(－) ＊＊(－) ＊(－)

生活満足度 ＊

市政関心 ＊＊ ＊ ＊

政党支持 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊＊

政治肯定感 ＊

選挙肯定感 ＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊

政治的有効性感覚

街頭演説・個人演説会 ＊＊(－) ＊＊(－)

候補者のポスター ＊(－)

選挙運動用はがき

連呼 ＊(－) ＊(－)

政党・後援会の推せん ＊

労働組合関係の推せん

友人・知人・親類の勧め ＊＊

家族との話し合い ＊ ＊ ＊

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの

選挙報道・評論
＊(－)

電話による勧誘 ＊(－)

接触しなかった ＊(－)

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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2－3－3．仮説 3 の検証  

① 全体モデル 

 

ここでは仮説 3「選挙情報媒体に対する接触を規定する要因に関する仮説」を検証する。

検証にあたって、「選挙公報」、「候補者の新聞広告」を従属変数に、「政治意識」の諸変数

を独立変数に投入した二項ロジット分析を行った。 

分析の結果、「選挙公報」については「市政関心」、「政治的有効性感覚」が統計的に有意

な結果となった(表 2－17)。つまり、他の条件が同じであれば、市政関心や政治的有効性感

覚が高い人ほど、選挙公報に接触することが判明した。 

また、「候補者の新聞広告」については「市政関心」、「積極的政治態度(－)」が統計的に

有意な結果となった(表 2－18)。つまり、他の条件が同じであれば、市政関心が高く、政治

に対して積極的でない人ほど、候補者の新聞広告に接触することが判明した。 

したがって、仮説 3‐1．「政治意識が高いほど、選挙公報に接触する」、仮説 3－3．「政

治意識が高いほど、候補者の新聞広告に接触する」は一部の変数で立証され、一部の変数

で棄却された。 

尚、仮説 3－2．「政治意識が高いほど、候補者のホームページに接触する」は、「候補者

のホームページ」が「投票‐棄権」を規定しないことから、検証を行わなかった。 

他の変数（統制変数）の結果に触れると、「選挙公報」では「年齢」、「投票所までの所要

時間(－)」、「生活満足度」が有意な水準であり、「候補者の新聞広告」では「性別(－)」、「年

齢(－)」、「居住年数」、「生活満足度」が有意な水準であった。すなわち、年齢が高く、投票

所までの距離が近く(投票コストが少なく)、生活に満足している人ほど「選挙公報」に接触

し、女性であり、年齢が低く、居住年数が長く、生活に満足している人ほど「候補者の新

聞広告」に接触していることが明らかとなった。 
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【表2－17】「選挙公報に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析」

係数 標準誤差 有意確率

(定数) -3.379 .365 .000 ＊＊＊

政治意識 市政関心 .279 .054 .000 ＊＊＊

政治肯定感 -.032 .078 .682
選挙肯定感 .115 .065 .079
政治的有効性感覚 .197 .057 .001 ＊＊

積極的政治態度 -.032 .062 .602
政党支持 -.147 .100 .141

社会的属性 性別 -.018 .093 .843
年齢 .187 .034 .000 ＊＊＊

居住年数 .068 .045 .130
物理的コスト 投票所までの所要時間 -.143 .053 .007 ＊＊

生活状態感 生活満足度 .111 .040 .006 ＊＊

N 2460(人)
‐2対数尤度 2914.011
Cox-Snell R2 乗 .068
Nagelkerke R2 乗 .095

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

【表2－18】「候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析」

係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.230 .361 .000 ＊＊＊

政治意識 市政関心 .253 .053 .000 ＊＊＊

政治肯定感 .131 .078 .092
選挙肯定感 .065 .065 .316
政治的有効性感覚 .060 .057 .292
積極的政治態度 -.153 .062 .014 ＊

政党支持 -.027 .101 .789
社会的属性 性別 -.339 .094 .000 ＊＊＊

年齢 -.137 .034 .000 ＊＊＊

居住年数 .098 .044 .027 ＊

物理的コスト 投票所までの所要時間 -.014 .052 .790
生活状態感 生活満足度 .135 .040 .001 ＊＊

N 2460(人)
‐2対数尤度 2926.493
Cox-Snell R2 乗 .033
Nagelkerke R2 乗 .047

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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② 世代別モデル 

 

次に、若年層の特徴を明らかにするため、世代別のモデルを用いて検証を行った(表 2－

19～2－24)。20 歳代のモデルでは、「選挙公報」は「市政関心」と「政治的有効性感覚」が

有意な水準であり、「候補者の新聞広告」は「性別(－)」が有意な水準であった(表 2－19)。

すなわち、「市政関心」や「政治的有効性感覚」が高い人ほど「選挙公報」に接触し、女性

のほうが「候補者の新聞広告」に接触しているということである。 

すべての世代の特徴をまとめたが、「選挙公報」と「候補者の新聞広告」に分けてみてい

くと以下のことがいえる(表 2－25)。まず、「選挙公報」では「市政関心」が 20～40 歳代、

「政治的有効性感覚」が 20～50 歳代のモデルで有意な水準であった。また、30 歳代で「政

党支持(－)」、70 歳代以上で「性別」と「生活満足度」が有意な水準であった。 

 「候補者の新聞広告」では「市政関心」が 40、50 歳代で有意な水準であった。また、20、

60 歳代で「性別(－)」、40 歳代で「生活満足度」、50 歳代で「積極的政治態度(－)」が有意

な水準であった。 

以上の点を踏まえると、市政関心があり、政治的有効性感覚が高い人ほど、選挙公報に

接触することが、若年層の特徴といえるだろう。 
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【表2－19】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析(20歳代)」

係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率

(定数) -3.369 1.575 .032 ＊ -2.948 1.324 .026 ＊

市政関心 .456 .225 .043 ＊ .170 .171 .318
政治肯定感 -.064 .303 .832 -.167 .245 .495
選挙肯定感 -.204 .265 .443 -.095 .216 .660
政治的有効性感覚 .563 .251 .025 ＊ .131 .201 .516
積極的政治態度 -.365 .289 .207 .255 .229 .265
政党支持 .502 .462 .277 .629 .400 .116
性別 .280 .405 .489 -.904 .376 .016 ＊

居住年数 -.174 .224 .437 .142 .189 .453
投票所までの所要時間 .126 .198 .525 .062 .166 .709
生活満足度 .174 .175 .322 .268 .144 .063
N 216(人) 216(人)
‐2対数尤度 182.748 243.176
Cox-Snell R2 乗 .081 .086
Nagelkerke R2 乗 .133 .122
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

【表2－20】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析(30歳代)」

係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率

(定数) -4.281 1.062 .000 ＊＊＊ -3.089 .870 .000 ＊＊＊

市政関心 .573 .162 .000 ＊＊＊ .226 .118 .055
政治肯定感 -.138 .218 .528 .286 .179 .109
選挙肯定感 .263 .188 .162 .088 .152 .562
政治的有効性感覚 .350 .167 .036 ＊ .003 .135 .980
積極的政治態度 .053 .182 .769 .068 .149 .646
政党支持 -.896 .361 .013 ＊ -.131 .269 .625
性別 -.307 .276 .267 -.303 .226 .180
居住年数 .096 .103 .352 .089 .085 .296
投票所までの所要時間 -.268 .157 .087 -.107 .125 .391
生活満足度 .026 .119 .828 .078 .099 .432
N 423(人) 423(人)
‐2対数尤度 377.895 511.603
Cox-Snell R2 乗 .098 .039
Nagelkerke R2 乗 .156 .054
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

【表2－21】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析(40歳代)」

係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.854 .850 .001 ＊＊ -2.393 .823 .004 ＊＊

市政関心 .532 .131 .000 ＊＊＊ .235 .117 .046 ＊

政治肯定感 -.214 .185 .247 .143 .180 .425
選挙肯定感 .223 .150 .136 -.005 .142 .972
政治的有効性感覚 .265 .132 .045 ＊ .206 .128 .107
積極的政治態度 -.237 .153 .121 -.284 .146 .051
政党支持 -.256 .243 .292 -.078 .233 .738
性別 .046 .220 .834 -.342 .213 .109
居住年数 -.072 .092 .432 .080 .088 .368
投票所までの所要時間 -.076 .130 .559 -.099 .125 .427
生活満足度 .139 .090 .124 .201 .087 .021 ＊

N 482(人) 482(人)
‐2対数尤度 544.764 579.649
Cox-Snell R2 乗 .076 .049
Nagelkerke R2 乗 .108 .069
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

選挙公報 候補者の新聞広告

選挙公報 候補者の新聞広告

選挙公報 候補者の新聞広告
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【表2－22】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析(50歳代)」

係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.542 .891 .004 ＊＊ -1.827 .882 .038 ＊

市政関心 .203 .129 .117 .489 .138 .000 ＊＊＊

政治肯定感 .238 .199 .233 -.053 .196 .788
選挙肯定感 -.078 .169 .644 .003 .168 .984
政治的有効性感覚 .275 .138 .047 ＊ -.004 .137 .977
積極的政治態度 .097 .157 .536 -.330 .159 .038 ＊

政党支持 -.030 .232 .897 -.090 .232 .699
性別 -.397 .221 .072 -.300 .220 .173
居住年数 .112 .108 .299 .204 .109 .061
投票所までの所要時間 -.245 .133 .065 -.032 .131 .805
生活満足度 -.030 .092 .742 .006 .092 .946
N 419(人) 419(人)
‐2対数尤度 515.58 514.106
Cox-Snell R2 乗 .055 .052
Nagelkerke R2 乗 .076 .072
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

【表2－23】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析(60歳代)」

係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率

(定数) -1.425 .809 .078 -2.619 .919 .004 ＊＊

市政関心 -.057 .114 .617 .150 .133 .262
政治肯定感 .072 .158 .647 .209 .182 .251
選挙肯定感 .054 .130 .677 .142 .145 .328
政治的有効性感覚 .058 .110 .601 .074 .123 .547
積極的政治態度 .031 .120 .796 -.219 .135 .105
政党支持 -.211 .194 .275 .120 .213 .574
性別 -.046 .184 .803 -.539 .207 .009 ＊＊

居住年数 .198 .111 .075 -.007 .119 .954
投票所までの所要時間 -.087 .110 .426 .012 .122 .920
生活満足度 .092 .081 .254 .159 .092 .085
N 527(人) 527(人)
‐2対数尤度 712.906 612.341
Cox-Snell R2 乗 .015 .039
Nagelkerke R2 乗 .020 .055
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

【表2－24】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触を規定する要因に関する二項ロジット分析(70歳代以上)」

係数 標準誤差 有意確率 係数 標準誤差 有意確率

(定数) -2.646 .960 .006 ＊＊ -3.701 1.102 .001 ＊＊

市政関心 .258 .139 .064 .227 .157 .147
政治肯定感 -.155 .191 .417 .194 .217 .372
選挙肯定感 .214 .168 .204 .077 .186 .681
政治的有効性感覚 .086 .147 .559 -.059 .161 .717
積極的政治態度 -.001 .146 .996 -.190 .162 .240
政党支持 .259 .227 .252 -.199 .251 .426
性別 .528 .226 .019 ＊ .037 .251 .884
居住年数 -.122 .132 .353 .068 .151 .655
投票所までの所要時間 -.202 .124 .104 .159 .134 .235
生活満足度 .339 .112 .003 ＊＊ .241 .126 .056
N 393(人) 393(人)
‐2対数尤度 492.287 420.269
Cox-Snell R2 乗 .083 .030
Nagelkerke R2 乗 .112 .046
＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001

選挙公報 候補者の新聞広告

選挙公報 候補者の新聞広告

選挙公報 候補者の新聞広告
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2－3－4．検証結果の小括  

 

 本章では、3 つの仮説の検証を行ったが、検証結果をまとめると以下の通りとなる。 

 

1． 若年層の「候補者ホームページ」、「候補者の新聞広告」に対する接触率は全体の水準 

と同等かそれ以上であるのに対し、「選挙公報」に対する接触率は全体の水準より低い。 

2．棄権者は投票者と比較した場合、有効率の高い選挙情報媒体に対する接触率が低い。 

3．若年層は、「選挙公報」、「候補者の新聞広告」に接触することが投票参加につながる。 

4．若年層の投票‐棄権に関する規定要因として、「政治肯定感」が特徴的である。 

5．若年層は、「市政関心」、「政治的有効性感覚」が高いほど、「選挙公報」に接触する。 

 

 

 

【表2－25】「選挙公報・候補者の新聞広告に対する接触の規定要因に関する分析の世代間比較表」

選挙公報

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

市政関心 ＊ ＊＊＊ ＊＊＊

政治肯定感

選挙肯定感

政治的有効性感覚 ＊ ＊ ＊ ＊

積極的政治態度

政党支持 ＊(－)
性別 ＊

居住年数

投票所までの所要時間

生活満足度 ＊＊

候補者の新聞広告

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

市政関心 ＊ ＊＊＊

政治肯定感

選挙肯定感

政治的有効性感覚

積極的政治態度 ＊(－)
政党支持

性別 ＊(－) ＊＊(－)
居住年数

投票所までの所要時間

生活満足度 ＊

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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2－4．考察  

 

以上、仮説 1 から 3 までの検証結果を整理すると、地方選挙における若年層について、

以下のような投票‐棄権のメカニズムが考えられる(図 2－3)。すなわち、「政治肯定感」が

高いこと、「候補者の新聞広告」に接触することが、直接的に投票参加につながっており、

また、「市政関心」と「政治的有効性感覚」が高いことが、「選挙公報」に対する接触を媒

介し、間接的に投票参加につながっているということである。 

 

 
 

さて、若年層の投票参加を促進するためには、当然ながらそれ以前の未成年期に目を向

けるべきである。なぜなら、投票参加するには有権者にも相応の資質が求められるからで

あり、このような資質は選挙権が付与される年齢になったと同時に獲得されるとは到底考

えられないからである。政治的社会化とは、「政治に対する態度や価値観の形成過程」と定

義されるが(中谷,2011)、若年層の投票参加を促進させるためには、未成年期における政治

的社会化において投票参加に対する意識を高める必要性があることはいうまでもない。ま

た、未成年期において、このような意識が高められていないからこそ、若年層の投票率が

低水準であるともいえるのではないだろうか。未成年期の政治的社会化に影響を与える媒

体としては、家庭、メディアそして教育などが存在するが、政策的に手を打つことができ

るものは学校が担う教育である(中谷,2011)。しかしながら、学校教育において政治教育が

十分に行われてこなかったとの指摘は少なからず存在し、このような現状を把握するとと

もに適切に政治教育が行われる環境を整備していく必要もあるだろう。 

【図2－3】「地方選挙における若年層の投票‐棄権のメカニズム」

政治肯定感

市政関心

政治的有効性感覚

選挙公報

候補者の新聞広告

投票‐棄権
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したがって、第Ⅱ部では、日本の政治教育を概観するとともに、近年の新しい政治教育

の取り組みである模擬投票に注目し、その効果について検討する。 

また、「選挙情報」の接触に関する若年層の現状を把握することも課題である。今回使用

した「投票参加状況調査」は、選挙期における有権者の行動に着目しており、日常におけ

る情報接触に関する質問項目が少なかった。そのため、日常における情報接触について、

若年層の特徴を明らかにしていくことで、効果的な選挙啓発事業や政治教育を考えるうえ

での材料にしたい。また、「選挙公報」の認知度を明らかにする必要性もある。「投票参加

状況調査」では、選挙情報媒体に対する接触についての質問項目しか存在しない。ところ

が、「選挙公報」など日常生活において馴染みの薄いと思われる情報媒体については、回答

者が認知していて接触しない、もしくは接触する機会がなかったという「認知・非接触」

型と、そもそも「選挙公報」の存在を知らないという「非認知・非接触」型に二分される

可能性がある。 

そこで、日常における情報接触と「選挙公報」の認知度について、詳細な検証を行うが、

これは第 5 章に委ねることとしたい。 
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＜第 3 章＞ 政治教育の現状と本研究の分析視点                   

 

本章では、政治教育の現状を整理するとともに、先行研究の問題点を指摘し、本研究(第

Ⅱ部)の目的を述べる。具体的には、まず政治教育の定義を行い、戦後日本における政治教

育の歴史を概観し、政治教育が適切に行われてこなかった原因を探る。次に、近年の政治

教育カリキュラムの取り組みを紹介するとともに、政治教育に関する先行研究を概観し、

問題点と本研究(第Ⅱ部)の分析視点を述べる。 

 

3－1．政治教育の定義  

 

教育基本法第 14 条(旧法第 8 条)では、「政治教育」を以下のように規定している。まず、

第 1 項では「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」

とあり、教育において政治的教養を尊重することが謳われている。次に、第 2 項では「法

律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政

治的活動をしてはならない」とあり、党派教育の禁止、ならびに政治的中立性の必要性が

規定されている。 

立法者の意思を整理した『教育基本法の解説』では、「政治教育」を独立した条項で規定

した理由について、「民主的で平和的な国家を建設するためには、国民一人ひとりが政治的

教養をもつことが望ましいとの考え方にもとづく」(同上,p46)とされている。また、2 項に

おいて党派教育を禁止したのは、もし禁止しないのであれば、「学校が政治的闘争の場とし

て利用され、教育が政争の具に供せられ且つ良識ある公民の育成を妨げ、学校教育の真の

目的を達成することができなくなるからである」(同上,p47)とされている。 

さて、条文中の用語については抽象的なものがある。たとえば、「良識ある公民」、「政治

的教養」である。これらの用語について、『教育基本法の解説』では、「良識ある」とは、「十

分な知識をもち、健全な批判力を備えた」(同上,p114)としており、単に知識をもつことで

はなく、それを活用する能力も含まれていると考えられる。また「公民」とは、「社会団体

の一員として、積極的に社会を形成していく場合の国民」(同上,p114)、とくに「政治上の

能動的地位における国民」(同上,p114)の意味があるとされる。 

次に、「政治的教養」であるが、『教育基本法の解説』では、大きく 3 つの資質が具体的

に提示されている(表 3－1)。1 つ目は、現代の民主政治に関する政治的知識、2 つ目は、現
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実政治の理解力、判断力、3 つ目は、政治道徳、政治的信念である。これらをすべて含めて

「政治的教養」と解釈されている。 

以上により、『教育基本法の解説』では、政治教育とは「国民に政治的知識を与え、政治

的批判力を養い、もって政治道徳の向上を目的として行われる教育」(同上,p110-111)と解

説している。 

 

 
 

次に『政治学事典』における「政治教育」の概念であるが13、「公式、非公式を問わず、

政治意識や関心を形成していくための知識や技能を伝達する過程」のうち、「特に公的な場

で行われる政治学習」(同上,p596-597)のこととされている。佐々木(2011)は、「特に公的な

場で行われる」という点に着目し、これを「学校教育」と解釈したうえで、政治教育を「学

校でおこなわれる政治意識や関心を形成していくための知識や技能を伝達する過程」(佐々

木,2011,p4)と定義した。 

本研究で使用する「政治教育」の定義については、教育基本法の立法者意思を尊重し、「学

校教育において、政治的知識を与え、政治的批判力を養い、政治道徳の向上を目的として

行われる教育」と定義する。尚、本研究では学校教育の対象を小中学校と高等学校とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
13 猪口ほか(2000)を参照。 

【表3－1】「良識ある公民として必要な政治的教養」

1
2
3

(出典：教育法令研究会,1947『教育基本法の解説』における記述をもとに筆者が作成)

民主政治、政党、憲法、地方自治等、現代政治上の各種の制度についての知識

現実政治の理解力、これに対する公正な判断力

民主国家の公民として必要な政治道徳及び政治的信念
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3－2．戦後日本における政治教育の実践と問題点  

 

戦後日本の政治教育は、十分に行われてこなかったとの指摘がある。政治教育は、本来

学校全体で取り組むものと考えられていたが、社会科の一部門である公民科だけに押し付

けられ(杉浦正和,2010)、現在では主として社会科科目において取り扱われている。小学校

では、4 年生の地方自治関係、6 年生の政治、中学校では 3 年生の『公民』(1969 年導入)

における政治、高等学校では『現代社会』、『政治・経済』によって担われている14。 

中学校『公民』では、選挙が主権をもつ国民の意思を反映させるための主要な方法であ

り、議会制民主主義を支えるものであることを理解させ、良識ある主権者として主体的に

政治に参加することの意義を考えさせることを目的としている15。すなわち、政治教育には

制度に関する知識を習得させることと、現実の政治に目を向けされる役割が期待されてい

ると考えられる。ところが、教育現場では制度や理念の記述を中心とした教科書を用いた

学習方法が広く定着しており、制度に関する知識の習得に重点が置かれている。このよう

に、政治教育は現実の政治問題を取り上げられることが少なくなり、生徒にとっては単な

る暗記科目になってしまった(杉浦,2010)。尚、現実の政治に目を向けさせるための取り組

みとしては国会議事堂の見学や、各地域の選挙管理委員会や明るい選挙推進協議会が、小

中学校に出向いて選挙に関連する授業を行う出前授業があるが、どちらも義務ではないた

め、画一的なプログラムとはなっていない。 

それでは、なぜ政治教育は十分に行われてこなかったのか。ここでは、その原因に言及

している 3 つの主張を取り上げる。 

1 点目は、「政治的教養」の内容が曖昧であったことに原因を求める主張である。上原

(2004)は、旧教育基本法第 8 条(現第 14 条)の成立過程における教育刷新委員会内での議論

において、早くから「政治的識見」、「政治的教養」、「政治的知識」などが教育上必要にな

ることは説かれていたものの、重きを置かれていたのが「公民教育」か「政治教育」かと

いうような名称に関する議論であったことを踏まえて、「政治的教養」の内容に関する議論

の不徹底が、教育現場における政治教育の不徹底や忌避傾向を生み出した一因であると指

摘している。 

2 点目は、文部省を中心にする政府体制側と日教組を中心にする労組「反体制」側という

                                                  
14 磯崎(2011)を参照。 
15 文部科学省,2008「中学校学習指導要領解説 社会編(平成 20 年 9 月)」を参照。 
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左右両派の対立に原因を求める主張である。杉浦正和(2010)は、左右両派が旧教育基本法第

8 条の精神、政治的中立性確保を実質的に軽視し、自らの政治的立場を学校現場に押し付け

ようとしたがために、元々政治教育の扱いを困難視していた学校現場の政治的忌避傾向を

強めるようになったと指摘している。 

 3 点目は、保守政党の圧力を背景に文科省が旧教育基本法第 8 条(現第 14 条)の 1 項と 2

項の解釈を逆転させたことに原因を求める主張である。高元(2004)は、旧教育基本法第 8

条の主旨を「政治的教養」が尊重されるべきことであるとし、2 項は党派教育を禁止する教

育上の注意規定に過ぎないとしたうえで、文科省が保守政党の圧力を背景に 1 項と 2 項の

主客を転倒させ、政治教育とは党派教育であるという図式を定着させたために、政治教育

が事実上タブー視されてしまったと指摘している。 

 以上を踏まえると、政治的教養の内容が曖昧であり、どのように政治的中立性を確保す

るのか、また、政治的中立性とはそもそも何であるのかという点が明確でなかったことが

学校現場において政治教育が十分に機能しなかった原因であるといえる。しかしながら、

これらは歴史の経過とともに解決された問題が多い。たとえば、冷戦の終焉により、学校

現場における左右両派によるイデオロギー対立が沈静化した。左右のイデオロギー対立が

沈静化したことで、政治的中立性イコール現実の政治を扱わないことという学校現場の認

識は変わりつつあり、加えて、総務省の「常時啓発事業のあり方等研究会」16が、社会参加

や政治的リテラシーを子どものうちから育てていくことに肯定的な見解を示したことも、

学校現場で政治教育を取り組んでいくことに対するハードルを下げたといえるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
16 総務省は、常時啓発事業の現状と課題を明らかにし、時代に即した常時啓発事業のあり方を研究・検 
討するため、2011 年 4 月から「常時啓発事業のあり方等研究会」を開催し、同年 12 月に 終報告を行 
った。 
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3－3．近年における政治教育カリキュラムの実践  

 

総務省の「常時啓発事業のあり方等研究会」が「主権者教育」の必要性を提唱したのは、

2011 年のことであるが、日本ではそれ以前からからシティズンシップ教育や有権者教育の

必要性が論じられるとともに、2000 年代に入ってからは具体的な実践が見られるようにな

ってきた。 

政治教育について、「学校教育において、政治的知識を与え、政治的批判力を養い、政治

道徳の向上を目的として行われる教育」と定義したが、このうち政治的知識は座学によっ

て獲得することができるものの、政治的批判力を養うことや政治道徳の向上を促すことは

従来の座学によって身につけることは困難である。そのため、これらの意識については、

様々な体験の中で本人自身が獲得していく必要がある。本研究では、こうした取り組みを

参加体験型学習と定義し、具体的な取り組みについて以下 3 つの事例を参照していく。 

 

3－3－1．模擬投票  

 

まず、1 つ目は「模擬投票」である。模擬投票とは、「実際の選挙日程に合わせて、選挙

権を有しない未成年者が投票参加を模擬体験するという取り組み」であり、海外において

は、実際の選挙において未来の有権者である児童や生徒を対象に、公的な機関による支援

のもとで大規模な模擬投票が行われてきた経緯がある17。日本では、古くは松田隆夫教諭が

1989 年に東京都立武蔵高等学校において実践した事例があるが18、横断的な広がりを見せ

るのは 2000 年代に入ってからである。2002 年、模擬選挙推進ネットワーク(2006 年まで

は NPO ライツ)が模擬投票の呼びかけを開始し、2003 年以降の国政選挙において「未成年

『模擬』選挙」を実施している。また、神奈川県は 2010 年度より、「シチズンシップ教育」

19における政治参加教育の 1 つの取り組みとして、自治体としては初めて県内すべての県立

高等学校において、模擬投票を実施した。 

 

                                                  
17 たとえば、コスタリカでは 20 年以上の歴史があり、アメリカの模擬投票の先例になっている。他にも 
ドイツやスウェーデンなどが模擬投票を実施している。 

18 松田(2002)を参照。 
19 シチズンシップ教育では、①責任ある社会的な行動、②地域社会への積極的な参加、③社会や経済の 
仕組みについての理解と諸課題の解決、以上 3 つの能力・態度を育成することを目的に、「政治参加教育」、 
「司法参加教育」、「消費者教育」、「道徳教育」が実践されている。 
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実施校数20の推移については、2003 年には 7 校であったが、年々増加傾向21にあり、2010

年には神奈川県のシチズンシップ教育が実施されたこともあり、実施校数は 166 校となっ

た(図 3－1)。 

 

 
 

模擬選挙推進ネットワークは、実施のノウハウの紹介、グッズの提供などを行っている

が、模擬投票の方法や模擬投票の前に行われる事前学習の方法は各学校の裁量に委ねられ

ている。学習方法については、事前学習に重点を置く形態と重点を置かない形態に分類で

きる22。事前学習に重点を置く形態としては、後藤雅彦教諭による新潟県立五十嵐中学校の

取り組み23、杉浦真理教諭による立命館宇治中学高等学校の取り組み24、硤合宗隆教諭によ

                                                  
20 本研究が、小中学校・高等学校における政治教育を対象としていることから、大学での実践例は実施 
校数に含んでいない。 

21 2009 年は選挙が夏休みに行われたことから、模擬投票の実施を取りやめる学校が多かったが、新規の 
実施校も増えている(模擬選挙推進ネットワーク,2010b)。また、2012 年においても公立学校を含めて新 
規の実施校も増加した(模擬選挙推進ネットワーク,2012)。 

22 模擬選挙推進ネットワーク(2010a)を参照。 
23 後藤(2007)を参照。 
24 杉浦真理(2008)を参照。 

【図3－1】「模擬投票実施校数の推移」

(出典：山崎武昭,2008「国内の未成年模擬投票②　多様な取り組みとその意義」,図表＜参加校・参加者の推移

＞、「未成年『模擬』参議院選挙2010実施報告」、「未成年『模擬』衆議院総選挙2012実施報告(速報版)」、「シチ

ズンシップ教育」実施校数をもとに筆者が作成)
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る玉川学園中学部高等部の取り組み25がある。これらの特徴は、事前学習のカリキュラムを

設けて、積極的に現実の政治にアプローチしていく点である。神奈川県の取り組み26も、全

体の約 70％の学校で教科として扱われている点、神奈川県教育委員会が示す一般的なフロ

ー・チャートにおいて現実の政治をテーマに扱うことになっている点から、事前学習に重

点を置く形態に含まれると考える。 

事前学習に重点を置かない形態としては、松田隆夫教諭による東京都立武蔵高等学校の

取り組み、杉浦正和教諭による芝浦工業大学柏中学高等学校の取り組み27、大嶽学教諭によ

る郁文館中学高等学校の取り組み28がある。これらの特徴は、事前学習のカリキュラムとし

て選挙制度等の説明は行うものの、現実の政治に関する調べ学習等は生徒の裁量に委ねて

いる点である。 

 模擬選挙ネットワークは、模擬投票の効果として、国や地域について学ぶきっかけとな

ること、政治に対する継続的関心を呼び起こせること、投票の仕方を学び、自身をつける

こと、政治についての対話を家庭や地域で生み出すこと、未成年の声を社会に発信できる

ことの 5 つをあげている(山崎武昭,2008)。 

 

3－3－2．模擬議会  

 

 次に、2 つ目は「模擬議会」である。本研究では、模擬議会を「現実の社会問題のなかか

ら身近な課題を議論のテーマに取り上げ、実際の議会運営の流れに沿って議論・採決を行

う取り組み」と定義するが、これを学校単位で取り組んだ事例としては、神奈川県立湘南

台高等学校(以下、湘南台高校)の「湘南台ハイスクール議会」が存在する29。 

 湘南台高校は、2011 年度において模擬投票を行うための適当な国政選挙が実施されなか

ったことから、1 年生の全クラスを対象に「湘南台ハイスクール」の開発と授業の実践を行

った。この取り組みは、「総合的な学習の時間」の中から 4 コマ程度で実践できるカリキュ

ラムであり、具体的には政治参加の意義や議会のしくみを学び(第 1 時限)、身近な課題につ

いてグループ討議を行い(第 2 時限)、常任委員会のロールプレイングを行い(第 3 時限)、本

                                                  
25 硤合(2008)を参照。 
26 田中(2010)を参照。 
27 杉浦正和(2007)を参照。 
28 大嶽(2010)を参照。 
29 神奈川県立湘南台高等学校(2012)を参照。 
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会議のロールプレイングを行う(第 4 時限)。2011 年度の取り組みでは、身近な課題として、

太陽光発電の推進、消費税 10％への増税、ごみ袋の有料化(県内全域)の 3 つを取り上げ、

それぞれ賛否の立場から議論・採決を行った。 

 模擬議会の効果については、事前と事後に実施したアンケート結果の比較から、「政治を

身近に感じているか」、「政治に関して興味や関心があるか」、「自分の意見を政治に反映さ

せることができるか」という質問項目に対する肯定的な回答が増加しており、政治意識を

高める効果がうかがえる30。ただし、時間の経過とともに徐々に政治意識が薄れていく可能

性を指摘する声もある(西野,2011)。 

 

3－3－3．サービス・ラーニング  

 

3 つ目は、「サービス・ラーニング」である。サービス・ラーニングは「地域社会のニー

ズを前提とし、教科学習と関連した内容のサービス活動(ボランティア活動)を通して地域貢

献を果たし、自己肯定感(セルフエスティーム)・知識(リテラシー)・技術(スキル)を身につ

けることを目的とする学習方法」(山田明,2007)や、「地域社会の課題解決を目指した社会的

活動(サービス活動)に生徒を積極的に関与させ、生徒の市民性(シティズンシップ)を発達さ

せることをねらいとした一つの教育方法」(唐木,2009)と、定義されている。つまり、生徒

が行う教科学習と地域における社会的活動を結びつける学習方法といえる。この取り組み

は、アメリカにおいて青少年の学力向上や市民性涵養に学習効果があるとされ、主体的な

社会参加の資質・能力を身につけ、自己形成を促進する方法として評価されている(山

田,2007)。 

サービス・ラーニングでは、教科学習の知識を活用しながら社会活動を展開する「統合

(integration)」と、自身の活動を振り返る「振り返り(reflection)」という 2 つの観点が重要

視されている。日本におけるサービス・ラーニングの実践例は、大学教育では多く存在す

る31が、高等学校までの取り組みではボランティア活動との境界線が曖昧であり、学校単位

での取り組みを見ることはできなかった。そうした中でも、山田（2007）は、サービス・

                                                  
30 神奈川県立湘南台高等学校ホームページを参照。 
31 日本のでは、21 世紀に入ってから、立命館大学、関西国際大学、筑波大学、国際基督教大学などで実 
践されている(磯岡哲也,2011「サービスラーニングと見学の精神」『淑徳大学研究紀要』(総合福祉学部・ 
コミュニティ政策学部)45,7)。他にも、淑徳大学(磯岡,前掲論文)や、プール学院大学(森定玲子,2010「サ 
ービス・ラーニングにおける「ふり返り」の視点と方法に関する一考察」『プール学院大学研究紀要』 
50,117-128)などの取り組みがある。 
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ラーニング宗像が主催した「サマープログラム 2004」の実践32を紹介し、参加を通じた効

果について、体験した生徒が地域への関心を高めるということを指摘している33。 

 

3－4．政治教育に関する先行研究  

 

以上、本章の第 1 節から第 3 節において、政治教育の定義を行うとともに、日本の政治

教育が十分行われてこなかった原因として、教育基本法第 14 条(旧第 8 条)の「政治的教養」

の主旨が曖昧であったこと、また第 2 項の「政治的中立性」をめぐる左右両派のイデオロ

ギー対立が学校現場に持ち込まれたことを述べた。さらに、こうした問題点は時代の経過

とともに解消され、総務省の「常時啓発事業のあり方等研究会」が「主権者教育」と学校

教育との連携の必要性に言及したことで、学校現場において政治教育に取り組んでいく環

境は整備されていったこと、また、2000 年代より一足先に参加体験型学習に取り組んでい

る民間団体、学校、自治体があることと、その主な実践事例をまとめた。 

 それでは、学問レベルでは、政治教育に関してどのような知見が蓄積されてきたのだろ

うか。政治教育に関する研究については、上原(2004)が学問アプローチに基づき 5 つに分類

し(表 3－2)、それを参考に佐々木(2011)が 2 つに区分している(表 3－3)。蓮見(2000b)は、

政治学的アプローチによる規範研究が少ないことを指摘し、佐々木(2011)はすべてのアプロ

ーチを対象に、実証的な研究が少ないことを指摘した。しかしながら、これらは学問領域

に基づく分類に過ぎず、学校現場で実践していくにはどのような研究が必要かという点が

欠けている。したがって、ここでは今後学校現場において政治教育を推進するために必要

な研究を考えるべく、「政治教育の価値・規範に関する研究」、「政治教育の具体的な内容(カ

リキュラム)に関する研究」、「政治教育の具体的カリキュラムが生徒に与える効果に関する

研究」の 3 つに分類したうえで、政治教育に関する先行研究を整理する(表 3－4)。 

 

 

 

 

 

                                                  
32 参加した高校生が宗像市民のニーズ調査を行い、その結果をもとに宗像市に提言を行った。 
33 実施前と後のアンケートの回答について、比較を行った。 
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まず、1 つ目は「政治教育の価値・規範に関する研究」である。これが必要とされる理由

は教育現場において「政治教育」とは何か、どのような教育を行うものであるのかを明確

にすべきと考えるからである。戦後日本の政治教育の問題点として、「政治的教養」や「政

治的中立性」という用語の解釈が曖昧であったことをあげたが、教育現場で指導するもの

がこれらの用語を身勝手に解釈することは望ましくないことはもちろん、解釈できないこ

とも教育上望ましくない。「政治教育」とは何か、どのような資質を養うものなのか、これ

らを明確にしていくことは、教育現場において、政治教育を実践する際の負担感を軽減さ

せると考えられる。 

【表3－2】「上原直人による政治教育研究の分類」

1 教育法学的アプローチ 教育法の解釈、教育立法過程、教育裁判

2 教育内容論的アプローチ 教育内容レベルの議論

3 政治学的アプローチ 政治学的な視点からの「政治教育」論の体系化

4 歴史的アプローチ 戦前の「公民教育」と戦後の「政治教育」の関連性

5 政治的社会化論的アプローチ アンケート調査等を用いた分析

(出典：上原直人,2004「『政治教育』言説をめぐる一考察」『生涯学習・社会教育学研究』29,15-24
における記述をもとに筆者が作成)

【表3－3】「佐々木研一朗による政治教育研究の分類」

教育法学的アプローチ

教育内容論的アプローチ

政治学的アプローチ

歴史的アプローチ

(出典：佐々木研一朗,2011「政治教育研究序説‐研究動向の整理と課題‐」『政治

学研究論集』33,1-11をもとに筆者が作成)

「公民」教育研究
教育実践と深く関連する

価値観的な研究

政治的社会化研究
事実としての政治教育を

対象とする実証的な研究
政治的社会化論的アプローチ

【表3－4】「政治教育を実践するために必要な研究」

教育現場の視点に基づく分類 具体的な研究内容の例示

1 政治教育の価値・規範に関する研究 教育基本法の「政治教育」条項

3 政治教育の具体的なカリキュラムが生徒に与える効果に関する研究 上記の実践法に関する効果測定

模擬投票、ディベート、模擬議会、サービス

ラーニング等の実践法
2 政治教育の具体的な内容(カリキュラム等)に関する研究
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これに該当する具体的な研究としては、古くは有倉・天城(1958)や永井(1978)による「政

治教育条項」の分析、鈴木(1970)による教育政策に関する立法過程の検証、永田(1985)によ

る「政治教育」規定の解釈の変遷に関する研究が存在する。また、山田格(1980)、小玉(2003)、

蓮見(2008)は、海外の政治に関する教育の事例として、イギリスのバーナード・クリックの

政治教育論や「クリック・レポート」の分析、紹介を行っており、近藤(2005)はドイツの政

治教育を研究している。このように、日本の政治教育はどのように規定されているのか、

海外における政治教育はどのようなものであるのかといった政治教育の価値・規範に関す

る研究は充実している。また、「常時啓発事業のあり方等研究会」が「主権者教育」を提唱

したことも、教育現場において政治教育を実践する負担感を軽減させたといえるだろう。 

2 つ目は、「政治教育の具体的な内容(カリキュラム)に関する研究」である。政治教育によ

って養う資質が明らかになった場合、次のステップとしてそれを身につけるためにはどの

ような実践方法や教材があるのかを明らかにする必要がある。こうした研究は、政治教育

への忌避感があった学校現場が政治教育を推進していくために必要であり、実践者たちが

自らの教育内容を紹介することや、それを相互に共有することで、より良い政治教育が実

践されると考えられる。 

 これに該当する具体的な研究としては、古くは阪上(1973)が「政治教育」条項の理念を教

育現場で実現するための具体的な教育内容に言及している。また、こうした研究は社会科

教育研究者や教育現場の教師によって研究の蓄積がなされており、杉浦正和(1998)による

「ディベート」、杉浦真理(2008)、硤合(2008)、林(2008)、山本・田村(2011)らによる「模

擬投票」などの実践報告が多数存在している。このように、政治教育の具体的な内容(カリ

キュラム)に関する研究は、学校現場の視点から研究が蓄積されていると考えられる。 

3 つ目は、「政治教育の具体的カリキュラムが生徒に与える効果」に関する研究である。

政治教育は実践者の自己満足で終わってしまってはならず、実践者が効果を感じていても

教育を受ける側の生徒に対する効果がなければ、その政治教育カリキュラムの社会的意義

は薄れてしまう。また、蓮見(2000a)は政治教育の有効性に対する疑問が「政治教育」研究

が重要視されてこなかった一因であると指摘している。そのため、政治教育カリキュラム

の効果を検証する研究は必要であり、実践の効果を検証することで有効性に対する疑念を

払拭していかなければならない。 

これに該当する具体的な研究としては、築山・小林(2011)が神奈川県の模擬投票の効果測

定を行ったものがある。築山・小林(2011)は、模擬投票を体験した生徒に対するアンケート
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調査をもとに、投票行動研究の知見から、計量的な手法を用いて効果の検証を行い、模擬

投票の事前学習において、選挙公報や新聞を政治情報源とするほど、政治関心を高める傾

向があり、政治関心が高まることで家族との政治的な会話機会を増加させ、投票意欲を強

める傾向があることを指摘している。ただし、このような投票行動研究の知見から、計量

的な手法を用いて、政治教育カリキュラムの効果を検証した研究は近年になって行われた

もので、研究の蓄積が豊富ではない。政治教育の具体的な内容(カリキュラム)に関する研究

では、単なる実践報告に終始せず、生徒に対するアンケートや日常の些細な行動の変化か

ら効果を考察している研究もあるが、より客観的な効果の検証が必要であると考える。 
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3－5．先行研究の問題点と本研究の分析視点  

 

前節において政治教育に関する先行研究を概観してきたが、これらの先行研究の問題点

としては、政治教育の具体的カリキュラムが生徒に与える効果に関する研究の蓄積が少な

いことをあげる。政治教育に関する先行研究は、政治教育の価値・規範に関する研究や、

政治教育の具体的な内容(カリキュラム)に関する研究が充実しており、政治教育がどのよう

なものであり、どのような実践方法が存在するのかは明らかになっている。ところが、

も肝心な教育を受ける生徒側にとって、その実践がどの程度効果を持つものなのか、客観

的に分析した研究が少ない。若年層の低投票率を問題として捉え、政治教育による解決を

目指すのであれば、政治教育カリキュラムが投票意欲に与える効果を検証することは重要

なことであり、築山・小林(2011)のように、効果測定を行う研究をさらに深めていく必要が

あるだろう。そこで、本研究では政治教育カリキュラムが生徒に与える効果に関する研究

を行うが、具体的なカリキュラムとしては「模擬投票」を取り上げる。その理由は、以下

の 2 点である。 

1 点目は、若年層の投票率が低水準である現状を踏まえた場合、政治教育に求められる

も大きな役割が投票参加を促すことだと考えるからである。模擬投票は、投票参加を題材

とするカリキュラムである。そのため、模擬投票を効果的なカリキュラムにすることが、

若年層の投票参加につながると考えられる。投票参加は、政治参加の方法のなかで、国と

地方の双方において制度化されている唯一の方法であり、間接民主制の基盤となっている。

当然ながら、ただ単に投票参加すればよいというわけではないが、まずは投票に参加して

いく意識を高めなければ、それ以上の資質を養うことに意義はないとも考えられる。 

2 点目は、先行研究との比較、検討ができることをあげる。模擬投票については、築山・

小林(2011)が研究を行っており、神奈川県の取り組みに関する効果は検証された。しかし、

模擬投票における事前学習は各学校の裁量に委ねられており、多様な実践方法が存在する。

大きく分けても、事前学習に重点を置く形態と重点を置かない形態が存在し、取り組みの

違いによって効果が異なるのか検証することは有意義なことだと考える。 

 したがって、第Ⅱ部では、政治教育カリキュラムが生徒に与える効果について、模擬投

票を題材に研究を進めていくこととしたい。 
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＜第 4 章＞ 模擬投票の効果に関する分析                      

 

前章では、先行研究において、政治教育の具体的カリキュラムが生徒に与える効果に関

する研究の蓄積が少ないことを指摘した。そこで本章では、「模擬投票」を取り上げ、生徒

に与える効果を明らかにする。 

 

4－1．使用データの概要  

 

分析にあたって使用したデータは、「模擬投票実施校調査」である。「模擬投票実施校調

査」は、2010 年の参議院議員通常選挙において模擬投票を体験した郁文館高等学校の高校

2 年生(体験時は 1 年生)の生徒 267 名を対象に、筆者が行った質問紙調査である。調査時期

は 2011 年 11 月 28 日から 12 月 3 日であり、期間内の社会(地歴・公民)科の授業内におい

て自記式無記名回答による集合調査を行った。 

郁文館中学高等学校では、2007 年の参議院議員通常選挙以降、全校生徒を対象に模擬投

票を実施している。事前学習の具体的な取り組みについては、政党ポスター・マニフェス

トの掲示、公開質問状に対する政党の回答冊子の配置、学内世論調査の実施、公民科未履

修の生徒に対する事前学習、政党比較一覧の配布、全校放送による呼びかけなどを通じて、

生徒の意識向上を図っている(表 4－1)。この取り組みは、授業のカリキュラムを設定して

事前学習に取り組んでいないこと(未履修生を除く)、生徒の意識向上を図る工夫はなされて

いるがあくまで生徒の自主的な取り組みを推奨している点から、事前学習に重点を置かな

い形態とみなすことができる。 

 

 

【表4－1】「郁文館中学高等学校の事前学習」

(出典：大嶽学,2010「我が校における模擬選挙への取り組みについて　郁文館夢学園の場合」を参考に筆者が作成)

（５）各政党政策比較一覧の実施　　
各政党のマニフェストを経済や教育・外交といった項目ごとに簡潔にまとめ、比較した

ものを生徒に配布。

（6）全校放送の実施　　
全校放送において、社会科の教員が選挙の争点や、政党のマニフェストの解説、模

擬選挙の意義などを説明。

政党、模擬選挙推進ネットワークから政党ポスターをもらい、校舎内に掲示、また、各

政党がマニフェストを発表している場合、図書館に実物を設置。

全校生徒から政党・政治家への質問を集め、10項目程度にまとめて政党に公開質問

状の形式で送付。政党からの回答後、冊子を作成し、各教室に配布。

内閣の支持率と関心がある争点について選択形式で生徒に質問し、集計後、発表。

「選挙」の学習を行っていない学年を重点として模擬選挙に関する授業を実施。

（１）政党ポスター・マニフェストの掲示　　

（２）政党への公開質問状の送付　　

（３）学内世論調査の実施　　

（４）事前授業の実施
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4－2．仮説の提示  

 

分析にあたっては、以下の 3 点に着目する。1 点目は、模擬投票実施前後において生徒の

政治関心が変化するのかということである。築山・小林(2011)は、模擬投票の取り組みが生

徒の政治関心を高めることを明らかにしたが、政治関心という定義が漠然としている感は

否めない。国と地方における政治制度や、選挙制度の違いなどを踏まえた場合、両者の関

心が同じように高まるのかは疑問である。そのため、質問項目を国と地方に分けて用意し

たうえで、異なるレベルの政治・選挙に対する生徒の政治関心の変化を明らかにする。 

 2 点目は、どのような事前学習が生徒の政治意識を高める効果を持つのかということであ

る。事前学習において、どのような教材を用意し、カリキュラムを設定する必要があるの

かを明らかにするために、どのような事前学習が効果的であるかを検証する。 

 3 点目は、生徒の有する政治知識と政治意識に関連があるかということである。これは、

模擬投票の取り組みと直接には関係ないが、生徒の有する政治知識をいくつかのカテゴリ

ーで分類し、その正答率や政治意識との関係を検討することで、どのような政治知識が政

治意識と関係があるのか、また事前学習において、どのような政治知識を定着させる必要

があるのかを検証する。 

以上をまとめると、模擬投票の実施前後における生徒の政治関心の変化を検証し、どの

ような事前学習が生徒の政治意識を高める効果を持つのかを明らかにし、生徒の有する政

治知識と政治意識の関連を検討することが、本章における課題である。 

 

4－2－1．仮説 1＜異なるレベルの政治・選挙に対する関心に与える効果に関する仮説＞  

 

築山・小林(2011)は、模擬投票が政治関心を高めることを明らかにしたが、政治関心とい

う定義が漠然としている点は否めない。国と地方における政治制度や選挙制度の違いなど

を踏まえた場合、関心が同じように高まるのかは疑問であり、また、題材とする選挙に関

心を高める効果があるとしても、題材としない選挙については関心を高める効果が薄いの

ではないかという疑問も生じる。したがって、以下の仮説を立てる。 

 

仮説 1－1．「模擬投票は、題材としないレベルの政治に対する関心を高める効果は弱い」 

仮説 1－2．「模擬投票は、題材としないレベルの選挙に対する関心を高める効果は弱い」 
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4－2－2．仮説 2 ＜事前学習の効果に関する仮説＞  

 

築山・小林(2011)は、事前学習において選挙公報や新聞を政治情報源として活用すること

が政治関心を高めることを明らかにしたが、生徒のもとの政治関心がどの程度であるか、

どのような生徒が情報媒体を活用しているのかを明らかにする必要があるだろう。もとも

と政治関心の高い層が、政治的情報源に接触しているのであれば、政治関心の低い層の関

心を高めていく方法を考えることが必要となってくる。郁文館中学高校の取り組みは、事

前学習に力を入れない形態であるが、投票に活用できる情報の提供は様々な形で行ってい

る。政策比較一覧は全生徒に配布し、政党のポスターは学内に掲示し、マニフェストは図

書館に設置する。そのため、こうした情報への接触、活用度の違いがより明確になり、こ

れらが政治意識の変化に与える効果を分析することができると考え、以下の仮説を立てる。 

 

仮説 2－1．「積極的な情報媒体の活用は、政治関心を高める」 

仮説 2－2．「積極的な情報媒体の活用は、選挙関心を高める」 

仮説 2－3．「積極的な情報媒体の活用は、政治知識を増加させる」 

 

4－2－3．仮説 3 ＜政治知識と政治意識の関連に関する仮説＞  

 

山崎新(2008)は、政治知識量が多いことが投票参加を促進することを明らかにしており、

政治教育カリキュラムによって生徒に政治知識を定着させることは重要になってくる。そ

の際、生徒はどのような政治知識を有するのか、どのような政治知識が投票参加につなが

るのかを明らかにしておくことは必要である。国の政治と地方の政治を分けて考えた場合、

選挙における有権者の投票率やメディアにおける報道量から、国の政治に関する情報量の

方が豊富であることが推測される。また、教科書に記述のある知識の方が豊富であるとも

考えられる。そこで、以下の仮説を立てる。 

 

仮説 3－1．「地方の政治に関する知識より、国の政治に関する知識の方が豊富である」 

仮説 3－2．「現実の政治に関する知識より、政治制度に関する知識が豊富である」 

仮説 3－3．「知識量の多い生徒の方が、知識量の少ない生徒に比べて政治関心が高い」 

仮説 3－4．「知識量の多い生徒の方が、知識量の少ない生徒に比べて投票意欲が高い」 
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4－3．仮説の検証  

 

 仮説の検証にあたって使用した変数は、表の通りである(表 4－2)。 

 

 

4－3－1．仮説 1 の検証  

 

ここでは、仮説１「異なるレベルの政治・選挙に対する関心に与える効果に関する仮説」

を検証する。まず、仮説 1－1 の検証にあたって、模擬投票実施前後の「国の政治」(表 4－

3)、「地方の政治」(表 4－4)に対する関心度の変化について、5 段階の回答を「関心が高ま

った」、「変わらなかった」、「関心が高まらなかった」の 3 段階に再分類したうえで、回答

を比較した(図 4－1)。 

「関心が高まった」との回答は、「国の政治」が 23.4％であり、「地方の政治」が 16.3％

である。「関心が高まらなかった」との回答は、「国の政治」が 18.1％であり、「地方の政治」

が 21.6％である。この結果から、国政選挙を題材とする模擬投票が「地方の政治」に対す

る関心を高める効果は、「国の政治」に対する効果よりも弱いことがうかがえる。したがっ

て、仮説 1－1．「模擬投票は、題材としないレベルの政治に対する関心を高める効果は弱

い」といえる。 

【表4‐2】「変数表(仮説2)」

「国の政治」に対する関心度の変化
全く高まらなかった：1、ほとんど高まらなかった：2、変わらない：3、

多少高まった：4、高まった：5

「国政選挙」に対する関心度の変化
全く高まらなかった：1、ほとんど高まらなかった：2、変わらない：3、

多少高まった：4、高まった：5

政治知識(国の現実政治)

正答：1、誤答：0

【質問】現在の国政における政権与党を全て選んでください。

【選択肢】1．共産党、2．公明党、3．国民新党、4．社民党、5．自由

民主党、6．たちあがれ日本、7．民主党、8．みんなの党、9．わから

ない

「政策比較一覧」
参考にしてない：1、どちらかといえば参考にしてない：2、どちらかと

いえば参考にした：3、参考にした：4

「マニフェスト」
閲覧していない：1、閲覧したが参考にしてない：2、閲覧して参考に

した：3

「ポスター・ビラ」
参考にしてない：1、どちらかといえば参考にしてない：2、どちらかと

いえば参考にした：3、参考にした：4

性別 男性：1、女性：0

政治関心
全く関心がない：1、ほとんど関心がない：2、多少は関心がある：3、

非常に関心がある：4

ニュースの視聴頻度
全く見ない：1、週に1日くらい：2、週に2・3日くらい：3、週に4・5日くら

い：4、毎日・ほぼ毎日：5

新聞を読む頻度
全く読まない：1、週に1日くらい：2、週に2・3日くらい：3、週に4・5日く

らい：4、毎日・ほぼ毎日：5
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【表4－3】「国の政治に対する関心の変化」

度数 パーセント

高まった 16 6.0
多少高まった 46 17.2

変化なし 155 58.1
ほとんど高まらなかった 14 5.2
まったく高まらなかった 34 12.7

無回答 2 .7
合計 267 100.0

【表4－4】「地方の政治に対する関心の変化」

度数 パーセント

高まった 13 4.9
多少高まった 30 11.2

変化なし 164 61.4
ほとんど高まらなかった 17 6.4
まったく高まらなかった 40 15.0

無回答 3 1.1
合計 267 100.0

【図4－1】「異なるレベルの政治関心の比較」

(出典：表4－3、表4－4をもとに筆者が作成(※無回答を除く))
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次に、仮説 1－2 の検証にあたって、模擬投票実施前後の「国政選挙」(表 4－5)、「地方

の首長選挙」(表 4－6)、「地方議会議員選挙」(表 4－7)に対する関心度の変化について、「関

心が高まった」、「変わらなかった」、「関心が高まらなかった」の 3 段階に再分類したうえ

で、回答を比較した(図 4－2)。 

「関心が高まった」との回答は、「国政選挙」が 21.9％、「地方の首長選挙」が 14.7％、

「地方議会議員選挙」が 12.8％である。「関心が高まらなかった」との回答は、「国政選挙」

が 17.7％、「地方の首長選挙」が 21.9％、「地方議会議員選挙」が 21.5％である。この結果

から、国政選挙を題材とする模擬投票が「地方の首長選挙」や「地方議会議員選挙」に対

する関心を高める効果は、「国政選挙」に対する効果よりも弱いことがうかがえる。したが

って、仮説 1－2．「模擬投票は、題材としないレベルの選挙に対する関心を高める効果は

弱い」といえる。 

 

 

 

【表4－5】「国政選挙に対する関心の変化」

度数 パーセント

高まった 13 4.9
多少高まった 45 16.9

変化なし 160 59.9
ほとんど高まらなかった 11 4.1
まったく高まらなかった 36 13.5

無回答 2 .7
合計 267 100.0

【表4－6】「地方の首長選挙に対する関心の変化」

度数 パーセント

高まった 10 3.7
多少高まった 29 10.9

変化なし 168 62.9
ほとんど高まらなかった 16 6.0
まったく高まらなかった 42 15.7

無回答 2 .7
合計 267 100.0
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4－3－2．仮説 2 の検証  

 

ここでは、仮説 2「事前学習の効果に関する仮説」を検証する。まず、仮説 2－1 の検証

にあたって、「国の政治」に対する関心度の変化を従属変数に、「政策比較一覧」、「マニフ

ェスト」、「ポスター・ビラ」を独立変数に投入した重回帰分析を行った。統制変数には「政

治関心」を加えたものをモデル 1(表 4－8)、除いたものをモデル 2(表 4－9)とした。 

 調査の回答は、模擬投票の実施後 1 年以上経過しており、「政治関心」の変数を独立変数

に入れることは、回帰分析の条件を考慮すれば好ましくない。しかし、事前学習の効果を

【表4－7】「地方議会議員選挙に対する関心の変化」

度数 パーセント

高まった 10 3.7
多少高まった 24 9.0

変化なし 174 65.2
ほとんど高まらなかった 15 5.6
まったく高まらなかった 42 15.7

無回答 2 .7
合計 267 100.0

【図4－2】「異なるレベルの選挙関心の比較」

(出典：表4－5～4－7をもとに筆者が作成(※無回答を除く))
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コントロールする変数に回答者の政治意識が含まれないことも望ましくないと考え、2 つの

モデルを用意した。 

 分析の結果、モデル 1 では、「政策比較一覧」、「マニフェスト」が統計的に有意な結果で

あり、統制変数としては「政治関心」が有意な水準であった(表 4－8)。すなわち、他の条

件が同じであれば、政策比較一覧を活用した人ほど、マニフェストを活用した人ほど、ま

た、もともとの政治関心が高い人ほど、模擬投票によって国の政治に対する関心を高める

ことが明らかとなった。 

 

 

また、モデル 2 では、「政策比較一覧」、「マニフェスト」が統計的に有意な結果であり、

統制変数としては「ニュースの視聴頻度」が有意な水準であった(表 4－9)。すなわち、他

の条件が同じであれば、政策比較一覧を活用した人ほど、マニフェストを活用した人ほど、

またニュースをよく見る人ほど、模擬投票によって国の政治に対する関心を高めることが

明らかとなった。 

 

【表4－8】「国の政治に対する関心を高める要因に関する重回帰分析(モデル1)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) .918 .250 .000 ＊＊＊

資料活用度 「政策比較一覧」 .128 .065 .050 +
「マニフェスト」 .261 .105 .014 ＊

「ポスター・ビラ」 .077 .068 .261
属性 性別 .076 .172 .657
政治意識 政治関心 .416 .083 .000 ＊＊＊

情報接触 ニュースの視聴頻度 .041 .049 .402
新聞を読む頻度 .013 .051 .802
N 244(人)
調整済みR2乗 .293

`+p＜.1,＊p<.05,＊＊<.01,＊＊＊p<.001

【表4－9】「国の政治に対する関心を高める要因に関する重回帰分析(モデル2)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) 1.444 .237 .000 ＊＊＊

資料活用度 「政策比較一覧」 .180 .067 .008 ＊＊

「マニフェスト」 .251 .110 .024 ＊

「ポスター・ビラ」 .084 .071 .238
属性 性別 .037 .180 .836
情報接触 ニュースの視聴頻度 .130 .048 .007 ＊＊

新聞を読む頻度 .084 .052 .107
N 244(人)
調整済みR2乗 .222

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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尚、「ポスター・ビラ」は両方のモデルで有意な水準ではなかった。この結果から、「政

策比較一覧」や「マニフェスト」を活用した人ほど、「国の政治」に対する関心を高めるこ

とが明らかとなったが、「ポスター・ビラ」の活用度が「国の政治」に対する関心を高める

効果は見られなかった。したがって、仮説 2－1．「積極的な情報媒体の活用は、政治関心を

高める」とは一概にいえないことが明らかとなった。 

 

 次に、仮説 2－2 の検証にあたって、「国政選挙」に対する関心度の変化を従属変数に「政

策比較一覧」、「マニフェスト」、「ポスター・ビラ」を独立変数に投入した重回帰分析を行

った。統制変数には、「政治関心」を加えたものをモデル 1(表 4－10)、除いたものをモデル

2(表 4－11)とした。 

分析の結果、モデル 1 では、「政策比較一覧」、「マニフェスト」が統計的に有意な結果で

あり、統制変数としては「政治関心」が有意な水準であった(表 4－10)。すなわち、他の条

件が同じであれば、政策比較一覧を活用した人ほど、マニフェストを活用した人ほど、ま

た、もともとの政治関心が高い人ほど、模擬投票によって国政選挙に対する関心を高める

ことが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

【表4－10】「国政選挙に対する関心を高める要因に関する重回帰分析(モデル1)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) .930 .243 .000 ＊＊＊

資料活用度 「政策比較一覧」 .148 .063 .020 ＊

「マニフェスト」 .321 .102 .002 ＊＊

「ポスター・ビラ」 .038 .066 .563
属性 性別 .025 .167 .881
政治意識 政治関心 .457 .081 .000 ＊＊＊

情報接触 ニュースの視聴頻度 .016 .047 .735
新聞を読む頻度 -.019 .050 .712
N 244(人)
調整済みR2乗 .310

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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また、モデル 2 では、「政策比較一覧」、「マニフェスト」が統計的に有意な結果であり、

統制変数としては「ニュースの視聴頻度」が有意な水準であった(表 4－11)。すなわち、政

策比較一覧を活用した人ほど、マニフェストを活用した人ほど、またニュースをよく見る

人ほど、模擬投票によって国政選挙に対する関心を高めることが明らかとなった。 

 

 

 

尚、「ポスター・ビラ」は両方のモデルで有意な水準ではなかった。この結果から、「政

策比較一覧」や「マニフェスト」を活用した人ほど、「国政選挙」に対する関心を高めるこ

とが明らかとなったが、「ポスター・ビラ」の活用度が「国政選挙」に対する関心を高める

効果は見られなかった。したがって、仮説 2－2．「積極的な情報媒体の活用は、選挙関心を

高める」ことは一概にはいえないことが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表4－11】「国政選挙に対する関心を高める要因に関する重回帰分析(モデル2)」
係数 標準誤差 有意確率

(定数) 1.508 .234 .000 ＊＊＊

資料活用度 「政策比較一覧」 .205 .066 .002 ＊＊

「マニフェスト」 .310 .109 .005 ＊＊

「ポスター・ビラ」 .047 .070 .506
属性 性別 -.018 .177 .919
情報接触 ニュースの視聴頻度 .114 .047 .016 ＊

新聞を読む頻度 .060 .051 .245
N 244(人)
調整済みR2乗 .221

＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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後に、仮説 2－3 は検証にあたって、「政治知識(国の現実政治)」の有無を従属変数に、

「政策比較一覧」、「マニフェスト」、「ポスター・ビラ」の活用度を独立変数に投入したう

えで二項ロジット分析を行った(表 4－12)。 

分析の結果、「マニフェスト(－)」と「新聞を読む頻度」が統計的に有意な水準であった(表

4－11)。すなわち、マニフェストを活用していない人ほど、また日常において頻繁に新聞を

読む人ほど、「政治知識」を獲得することが明らかとなった。したがって、仮説 2－3．「積

極的な情報媒体の活用は、政治知識を増加させる」とはいえないことが明らかとなった。 

 

 

 

 

4－3－3．仮説 3 の検証  

 

ここでは、仮説 3「政治知識と政治意識の関連に関する仮説」を検証する。まず、仮説 3

－1 と仮説 3－2 の検証にあたって、政治知識の質問項目を「国の現実政治」、「国の政治制

度」、「地方の現実政治」、「地方の政治制度」に分類し、各質問項目に対する正答率を比較

した(図 4－3)。 

 政治知識については、それぞれの正答率は、「国の現実制度」(表 4－13)が 10.5％、「国の

政治制度」(表 4－14)が 39.7％、「地方の現実制度」(表 4－15)が 40.6％、「地方の政治制度」

(表 4－16)が 43.4％であった。 

 

【表4－12】「政治知識(国の現実政治)を増加させる要因に関する二項ロジット分析」

係数 標準誤差 有意確率

(定数) -5.431 1.317 .000 ＊＊＊

資料活用度 「政策比較一覧」 .415 .277 .133
「マニフェスト」 -.899 .458 .050 +
「ポスター・ビラ」 .195 .265 .461

属性 性別 -.659 .707 .351
政治意識 政治関心 .690 .407 .090
情報接触 ニュースの視聴頻度 .063 .257 .807

新聞を読む頻度 .610 .196 .002 ＊＊
N 244(人)

‐2対数尤度 131.586

Cox-Snell R2 乗 .131

Nagelkerke R2 乗 .266
`+p＜.1,＊p<.05,＊＊p<.01,＊＊＊p<.001
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【図4－3】「政治知識(4種)の有無の比較」

(出典：表4－13～4－16をもとに筆者が作成(※地方の現実政治は東京都のみ))

【表4－13】「国の現実政治に関する知識の有無」

度数 パーセント

あり 28 10.5
なし 239 89.5

267 100.0

【表4－14】「国の政治制度に関する知識の有無」

度数 パーセント

あり 106 39.7
なし 161 60.3

267 100.0

【表4－15】「地方の現実政治に関する知識の有無」

度数 パーセント

あり 73 40.6
なし 107 59.4

180 100.0

【表4－16】「地方の政治制度に関する知識の有無」

度数 パーセント

あり 116 43.4
なし 151 56.6

267 100.0

知識

合計

知識

合計

合計

知識

合計

知識
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この結果から、仮説 3－1．「地方の政治に関する知識より、国の政治に関する知識の方が

豊富である」とはいえないが、仮説 3－2．「現実の政治に関する知識より、政治制度に関

する知識が豊富である」といえるだろう。 

「政治知識」に関する質問項目はそれぞれ 1 問しか用意していないため、この正答率で

生徒の知識量を比較することは極めて難しい。しかし、教科書に記述の多い政治制度に関

する知識が現実の政治に対する知識より多いことは納得のいく結果であり、模擬投票等の

取り組みでこれらの知識を獲得する機会を提供する必要があるとはいえる。 

 

次に、仮説 3－3 と仮説 3－4 の検証にあたって、「国の現実政治」と「国の政治制度」の

正答数と「政治関心」、「投票意欲(参院選)」の関係を検討する(表 4－17；表 4－18)。 

「政治関心」については、「非常に関心あり」と「多少関心あり」を合わせた「関心あり」

層は 58.1％であり、「ほとんど関心なし」と「全く関心なし」を合わせた「関心なし」層が

41.9％である。これを政治知識量に従ってみていくと、政治知識量が も多い層(2 問正解)

は「関心あり」が 86.4％、中間層(1 問正解)は 68.9％、 も少ない層(正答 0)は 47.7％とな

っており、知識量の多い生徒の政治関心が高い傾向がうかがえる(表 4－17)。また、知識量

が も多い層は、「全く関心なし」の回答が存在しない。 

したがって、仮説 3－3．「知識量の多い生徒の方が、知識量の少ない生徒に比べて政治関

心が高い」傾向にあるといえる。 

 

 

投票意欲(参院選)」については、「行く」と「たぶん行く」を合わせた「投票に行く」層

は 71.6％であり、「たぶん行かない」と「行かない」を合わせた「投票に行かない」層が

28.4％である。これを政治知識量の違いに従ってみていくと、政治知識量が も多い層(2

【表4－17】「政治知識と政治関心のクロス集計表」

全く関心なし ほとんど関心なし 多少関心あり 非常に関心あり

0 17.4(27) 34.9(54) 44.5(69) 3.2(5) 100(155)
1 5.6(5) 25.5(23) 57.8(52) 11.1(10) 100(90)
2 0.0(0) 13.6(3) 59.1(13) 27.3(6) 100(22)

12.0(32) 29.9(80) 50.2(134) 7.9(21) 100(267)

値 自由度
漸近有意確

率 (両側)
31.688 6 .000

カイ  2  乗検定

Pearson のカイ 2 乗

%(人数)

政治関心
合計

「政治知識」

の正答数

合計
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問正解)は「行く」が 86.3％、中間層(1 問正解)は 81.6％、 も少ない層(正答 0)は 63.5％と

なっており、「政治関心」と比較した場合にどの層も高い値ではあるが、知識量の多い生徒

の投票意欲が高い傾向がうかがえる(表 4－18)。 

したがって、仮説 3－4．「知識量の多い生徒の方が、知識量の少ない生徒に比べて投票意

欲が高い」傾向にあるといえる。 

 

 

 

4－3－4．検証結果の小括  

 

 本章では、3 つの仮説の検証を行ったが、検証結果をまとめると以下の通りとなる。 

 

1．国政選挙を対象とする模擬投票が「地方の政治」に対する関心を高める効果は、「国の

政治」に対する効果よりも弱い傾向がうかがえる。 

2．国政選挙を対象とする模擬投票が「地方の首長選挙」や「地方議会議員選挙」に対する

関心を高める効果は、「国政選挙」に対する効果よりも弱い傾向がうかがえる。 

3．事前学習において「政策比較一覧」や「マニフェスト」を活用するほど、「国の政治」 

 に対する関心や「国政選挙」に対する投票意欲を高める。 

4．日常において新聞を頻繁に読む人ほど、国の現実政治に関する「政治知識」を獲得する

傾向がある。 

5．生徒は、現実の政治に関する知識よりも政治制度に関する知識の方が豊富である。 

6．「政治知識」量が多い生徒の方が、「政治関心」が高く、「投票意欲」が高い傾向にある。 

 

【表4－18】「政治知識と投票意欲(参院選)のクロス集計表」

行かない たぶん行かない たぶん行く 行く

0 20.2(30) 16.3(24) 37.8(56) 25.7(38) 100(148)
1 3.4(3) 15.0(13) 33.3(29) 48.3(42) 100(87)
2 4.6(1) 9.1(2) 22.7(5) 63.6(14) 100(22)

13.2(34) 15.2(39) 35.0(90) 36.6(94) 100(257)

値 自由度
漸近有意確

率 (両側)
27.561 6 .000Pearson のカイ 2 乗

投票意欲「参院選」
合計

「政治知識」

の正答数

合計

%(人数)
カイ  2  乗検定
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4－4．考察  

 

 検証結果を整理すると、模擬投票が題材としないレベルの政治や選挙に対する関心に与

える効果が相対的に弱く、事前学習において選挙に関する情報媒体を活用することが政治

関心や投票意欲を高め、日常において新聞を頻繁に読むことが政治知識の獲得につながり、

政治知識量が政治関心や投票意欲と関連があることが判明した。 

 「模擬投票実施校調査」が、1 つの高校を対象にしたものであり、また実施後 1 年以上が

経過した後に調査を行っており、実施前後の正確な政治意識を把握しているともいえない

が、異なるレベルの政治関心に与える効果に違いがあることや、政治知識と政治意識の関

連が明らかとなったことは、若年層の投票参加を促進する政治教育カリキュラムを考えて

いくことに役立つだろう。 

 さて、若年層の投票参加を促進する政治教育カリキュラムを考えていくうえで検討すべ

き点が 2 点ある。1 点目は、模擬投票の長期的な効果を検証することである。模擬投票の実

施前後の政治意識を比較することで、取り組みの短期的な効果は確認することができたが、

模擬投票の経験が後の投票参加につながるのか否かを検証していく必要がある。したがっ

て、次章において模擬投票の長期的効果について検討する。 

 また、2 点目は、地方政治に対する関心や、地方選挙に対する投票意欲を高める取り組み

を考えることである。国政選挙を対象とする模擬投票は、対象外である地方の政治や選挙

に対する関心を高める効果は弱いことが明らかとなった。そのため、現状においても投票

率がより低い地方選挙に対する関心を高めるカリキュラムを考える必要がある。この点は、

第 6 章において検討していくこととしたい。 
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＜第 5 章＞ 「大学生の情報接触等に関する調査」を用いた分析            

 

本章では、第Ⅰ部と第Ⅱ部で提示した課題を解決するため、「大学生の情報接触等に関す

る調査」を用いて分析を行う。具体的には、若年層の日常における情報接触の現状と、「選

挙公報」の認知度を明らかにし、模擬投票の長期的な効果を検証する。 

 

5－1．使用データの概要  

 

分析にあたって使用したデータは、「大学生の情報接触等に関する調査」である。「大学

生の情報接触等に関する調査」は、若年層に対する選挙啓発のあり方や政治教育を検討す

る目的で、明治学院大学・戸塚校舎において開講されている「政治学」(岡田陽介講師)の履

修者を対象に行った質問紙調査である。調査時期は 2012 年 11 月 19 日であり、自記式無記

名回答による集合調査を行った。「政治学」は、すべての学部・学科を対象に開講されてい

る一般教養科目であり、必ずしも履修者の「政治学」に対する興味、関心が高いわけでは

なく、より幅広い層からの回答を得られると考え、本授業の履修者に調査を行った。 

 

5－2．仮説の提示  

 

分析にあたっては、以下 3 点に着目する。1 点目は、若年層の日常における情報接触であ

る。第Ⅰ部で使用した「投票参加状況調査」は、選挙期の情報接触に関する質問項目が充

実していたが、日常の情報接触に関する質問項目が存在しなかった。若年層の投票参加を

促すためには、日常においてどのような情報媒体に接触しているのかを明らかにし、効果

的な情報提供を行っていくことが必要になるだろう。そのため、日常において若年層がニ

ュースを得る目的でどのような情報媒体に接触しているのか、既存のマスメディア(テレ

ビ・新聞)、ポータルサイト(Yahoo！・Google)、SNS(Twitter・Facebook)、紙媒体(行政機

関の広報誌・フリーペーパー)に分類したうえで明らかにする。 

2 点目は、「選挙公報」の認知度である。「第 14 回投票参加状況調査」では、20 歳代の選

挙公報に対する接触度が他の世代と比較して も低いことが明らかとなった。ところが、

選挙公報のように日常生活で馴染みの薄い情報媒体に対する接触は、知ってはいるが接触

しない「認知・非接触」型と、知っていないので接触できない「非認知・非接触」型に分
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類される可能性があり、この違いによっては投票参加の促進のためにとるべき対策が変わ

ってくる。そのため、若年層が選挙公報にあまり接触しない要因が、「認知・非接触」であ

るのか、「非認知・非接触」であるのかを明らかにする。 

 3 点目は、模擬投票の長期的効果である。築山・小林(2011)、ならびに第Ⅱ部の研究から

模擬投票の取り組みが生徒の政治意識を高めることが明らかにされている。しかし、理想

的な政治教育カリキュラムとは、成人した後の積極的な政治参加を可能とするものであり、

模擬投票に限って言えば、後の投票参加を促進する長期的な効果があるのか否かが重要と

なってくる。そのため、「模擬投票をした」という自身の経験に基づくエピソード記憶に着

目し、その経験が後の投票参加につながるのか否かを明らかにする。 

以上をまとめると、若年層の日常での情報接触の傾向を明らかにし、選挙公報の認知度・

接触度を検証し、模擬投票の長期的な効果を検討することが、本章における課題である。 

 

5－2－1．仮説 1 ＜大学生の情報源に関する仮説＞  

 

「投票参加状況調査」を用いて、有効率の高い情報媒体への接触について世代間の比較

を行ったが、選挙公報と候補者 HP で異なる傾向が見られた(第 2 章)。それは、選挙公報に

対する接触は、世代が高くなるにつれて接触率が高くなる傾向があるが、候補者 HP に対

する接触は、若年世代(20-40 歳代)の接触率が高かったことである。そこで、以下の仮説を

立てる。 

 

仮説 1－1．「大学生は、紙媒体よりもインターネット経由(ポータルサイト・SNS)でニュー

ス情報を取得している」 

 

尚、分析にあたっては、既存のマスメディア(テレビ・新聞)との比較も行っていきたい。 
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5－2－2．仮説 2 ＜選挙公報の認知・接触に関する仮説＞  

 

「投票参加状況調査」では、20 歳代の選挙公報に対する接触度が、他の世代と比較して、

低いことが明らかになっている。選挙公報に接触しない人は、「認知・非接触」型と「非認

知・非接触」型に分類されると考えるが、選挙公報が日常においてあまり馴染みのない情

報媒体であることを踏まえ、「非認知・非接触」型が多いと考える。したがって、以下の仮

説を立てる。 

 

仮説 2－1．「大学生の選挙公報に対する認知度は低い」 

仮説 2－2．「選挙公報への接触度は、認知度と比較した場合、より低い水準である」 

 

 尚、仮説の表現が曖昧であるため、「投票参加状況調査」における 20 歳代の選挙公報に

対する接触率(17.0％)を参照する。 

 

5－2－3．仮説 3 ＜模擬投票の長期的効果に関する仮説＞  

 

模擬投票は、築山・小林(2011)の研究、ならびに第Ⅱ部の研究から、生徒の政治意識を高

める効果が明らかになっており、次の課題はその効果が長期的であるかを検証することだ

と考える。岡田(2008)は、「投票した」という自身の経験に基づくエピソード記憶34が投票

参加を促進すると指摘しており、このエピソード記憶の知見に基づくアプローチによって、

模擬投票の経験と成人後の投票参加の関連性を明らかにしたい。ただし、「大学生の情報接

触等に関する調査」の回答者は、ほとんどが未成年であり、実際の選挙における投票経験

はないため、現時点での投票意図や政治関心等の政治意識について、非経験者との比較を

通じて検討する。そこで、以下の仮説を立てる。 

 

仮説 3－1．「模擬投票の経験を有するものは、有しないものより政治意識が高い」 

仮説 3－2．「模擬投票の正確な記憶を有するものは、有しないものより政治意識が高い」 

 

                                                  
34 エピソード記憶は、「個人的な出来事や経験を記憶したり思い出したりする記憶であり、時間・空間に 
関連付けられた記憶」と定義されている(岡田,2008)。 
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5－3．仮説の検証  

 

ここでは、仮説の検証に進む前に、回答者(85 人)の属性を整理する。まず、性別につい

ては、やや女性が多い傾向にある(表 5－1)。 

 

 

年齢については、19 歳を中心に分布しており、7 割が未成年にあたる(表 5－2)。つまり、

ほとんどの回答者が選挙権を得ていない、もしくは得ていても実際に選挙が行われておら

ず投票参加の機会がないということになる。 

 

 

学年については、1 年生と 2 年生で構成されているが、これは国際学部を除くすべての学

部の 1、2 年生が戸塚校舎で授業を受けているためである(表 5－3)。 

 

 

【表5－1】「性別に関する度数分布」

人数 パーセント

男性 37 43.5

女性 48 56.5

合計 85 100.0

【表5－2】「年齢に関する度数分布」

人数 パーセント

18歳 20 23.5
19歳 44 51.8
20歳 17 20.0
21歳 4 4.7

合計 85 100.0

【表5－3】「学年に関する度数分布」

人数 パーセント

1年 58 68.2

2年 27 31.8

合計 85 100.0
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学部については、半数以上が法学部に在籍しているが、社会学部を中心に他学部の受講

生も存在する(表 5－4)。履修者の半数以上が法学部であることは、一般教養科目を自身の

興味関心で履修した場合に、所属学科に関連する科目を受講するためと考えられる。 

 

 

 

5－3－1．仮説 1 の検証  

 

 ここでは、仮説 1「大学生の情報源に関する仮説」を検証する。仮説 1－1 の検証にあた

って、「テレビ」、「新聞」、「行政機関の広報誌」、「フリーペーパー」、「Twitter」、「Facebook」、

「Yahoo！」、「Google」の 8 つの情報媒体について、日常における接触度(図 5－1)と、ニュ

ースを得る目的での接触度(図 5－2)を比較した。 

まず、日常での情報接触頻度については、「ほとんど毎日」接触するとの回答は、テレビ

(77.6％)、Twitter(57.6％)、Google(41.2％)、Yahoo！(31.8％)の順に多く、インターネット

経由での情報接触が多いといえる(図 5－1)。また、「接触なし」との回答は、行政の広報誌

(74.1％)、フリーペーパー(68.2％)、Facebook(48.2％)、Twitter(24.7％)の順に多い。 

 次に、ニュースを得る目的での情報接触頻度については、「ほとんど毎日」接触するとの

回答は、テレビ(58.8％)、Yahoo！(31.8％)、Twitter、Google(ともに 24.7％)の順に多く、

ニュースを得る目的ではポータルサイトによく接触していることがわかる(図 5－2)。「接触

なし」との回答については、フリーペーパー(81.2％)、行政の広報誌(80％)、Facebook(68.2％)、

Twitter(44.7％)の順に多い。 

 これらを踏まえると、仮説 1－1．「大学生は、紙媒体よりもインターネット経由(ポータ

ルサイト・SNS)でニュース情報を取得している」といえる。 

 

 

【表5－4】「学部に関する度数分布」

人数 パーセント

文学部 6 7.1
経済学部 8 9.4
社会学部 17 20.0
法学部 49 57.6

心理学部 5 5.9

合計 85 100.0
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【図5－1】「日常における情報接触頻度の比較 」
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【図5－2】「ニュースを得る目的での情報接触頻度の比較 」
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5－3－2．仮説 2 の検証  

 

 ここでは、仮説 2「選挙公報の認知・接触に関する仮説」を検証する。まず、仮説 2－1

の検証にあたって、「選挙公報」の認知度を明らかにした。選挙公報を「知っている」と回

答したのは 15 人で、全体の 17.6％である(表 5－5)。認知度と接触度を考えた場合に、当然

ながら認知度のほうが高く考えられることを踏まえれば、「投票参加状況調査」における 20

歳代の選挙公報に対する接触率(17.0％)と同様の水準であることは低いと言わざるを得な

い。したがって、仮説 2－1．「大学生の選挙公報に対する認知度は低い」ということができ

る。 

 

 

 

 次に、仮説 2－2 の検証にあたって、「選挙公報」に対する接触度を明らかにし(表 5－6)、

「投票参加状況調査」における 20 歳代の選挙公報への接触率と比較した(図 5－3)。 

選挙公報に対する接触について、「ある」と回答したのは 8 人であり、全体の 1 割に満た

ない(表 5－6)。また、「投票参加状況調査」における 20 歳代の接触率と比較した場合、低

い水準となっている(図 5－3)。したがって、仮説 2－2．「選挙公報への接触度は、認知度と

比較した場合、より低い水準である」ということができる。 

 

 

【表5－5】「選挙公報の認知」

度数 パーセント

知っている 15 17.6

知らない

合計 85 100.0

70 82.4

【表5－6】「選挙公報への接触」

表 度数 パーセント

9.4ある 8

85 100.0

ない 77 90.6

合計
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 尚、選挙公報に接触した場所については、自宅が 5 人で も多く、その他の場所ではあ

まり接触しえない情報媒体だと推測される(表 5－7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図5－3】「選挙公報に対する接触率の比較」

【表5－7】「選挙公報に接触した場所」

自宅 投票所 役所等 その他 計

ある 5 1 2 2 10
なし 4 8 7 7 26
合計 9 9 9 9 36
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5－3－3．仮説 3 の検証  

 

ここでは、仮説 3「模擬投票の長期的効果に関する仮説」の検証を行う。尚、模擬投票の

経験が「ある」と回答したのは、19 人(男性 8 人、女性 11 人)であり、全体の 2 割強が模擬

投票の経験があるということがわかった(表 5－8)。また、経験した時期については、「中学

校」、「高等学校」が 10 人ずつとなっており、「小学校」が 2 人、「覚えていない」が 2 人と

なっている(表 5－9)。 

 

 

 

まず、仮説 3－1 の検証にあたって、模擬投票の経験の有無と政治意識を比較した(表 5－

10～5－13)。「政治関心」については、模擬投票の経験者は「あまり関心がない」と回答し

たものがおらず、「どちらともいえない」であっても 2 人しか存在しない。これを見る限り

では、経験者の方が、政治関心が高い傾向にあることがうかがえる(表 5－10)。 

 

 

 

 

 

【表5－8】「模擬投票の経験有無」

全体(女性) パーセント

ある 19(11) 22.4

ない 66(37) 77.6

合計 85(48) 100.0

【表5－9】「模擬投票を経験した時期」

小学校 中学校 高等学校 覚えていない

経験時期 2 10 10 2

【表5－10】「模擬投票の経験と政治関心のクロス集計表」

非常に関心あり 多少関心あり どちらともいえない あまり関心なし まったく関心なし

ある 2 15 2 0 0 19
ない 8 36 13 9 0 66

10 51 15 9 0 85

政治関心
合計

模擬投票

の経験

合計
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「投票意図」については、「投票しない」(1～5)と「投票する」(6～10)の 2 段階で分けて比

較を行った。「投票する」(6～10)に含まれる模擬投票の経験者は 16 人であり、経験者全体

の 84.2％であるが、非経験者は「投票する」(6～10)に 45 人が含まれており、全体の 68.1％

であり、「わからない」という回答者を除いても 76.2％である。したがって、経験者の方が、

投票意欲が高い傾向にあることがうかがえる(表 5－11)。 

 

 

「政治肯定感」については、模擬投票の経験者も非経験者も肯定的な意見が 9 割を超え

ており、あまり差異はないと考えられる(表 5－12)。 

 

 

 

「政治的有効性感覚」については、模擬投票の経験者の 5 人(26.3%)、非経験者の 22 人

(33.3％)が有効性感覚を持っているという結果であり、模擬投票の非経験者の方が有効性感

覚は高いということがいえる(表 5－13)。 

 

 

 

以上を踏まえると、仮説 3－1．「模擬投票の経験を有するものは、有しないものより政治

意識が高い」とは一概にいえないことが明らかとなった。 

 

【表5－11】「模擬投票の経験と投票意図クロス集計表」

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 わからない

ある 2 0 0 1 0 1 4 5 5 1 0 19
ない 3 0 4 3 4 5 7 10 8 15 7 66

5 0 4 4 4 6 11 15 13 16 7 85

投票意図
合計

模擬投票の

経験

合計

【表5－12】「模擬投票の経験と政治肯定感のクロス集計表」

非常にそう思う まあそう思う あまりそう思わない 全然そう思わない

ある 9 9 1 0 19
ない 34 27 4 1 66

43 36 5 1 85

政治肯定感「政治はわれわれの日常とは切り離せない」
合計

模擬投票の

経験

合計

【表5－13】「模擬投票の経験と政治的有効性感覚のクロス集計表」

全然そう思わない あまりそう思わない まあそう思う 非常にそう思う

ある 2 3 11 3 19
ない 6 16 31 13 66

8 19 42 16 85

政治的有効性感覚「われわれが努力したところで、政治はよくなるものではない」
合計

模擬投票の

経験

合計



89 
 

次に、仮説 3－2 の検証にあたって、模擬投票の経験に関する正確な記憶の有無と政治意

識を比較した(表 5－15～5－18)。尚、模擬投票の経験については、「経験の有無」、「経験時

期」、「選挙公報の活用有無」を質問項目として用いたが、ここでは「選挙公報の活用有無」

に関する質問項目を用いる。具体的には、「活用した」、「類似のものを活用した」、「活用し

なかった」と回答したものを正確な記憶を有するものとし、「覚えていない」と回答したも

のを正確な記憶を有しないものと分類し、両者の政治意識を比較する(表 5－14)。 

 

 

 

「政治関心」については、記憶の「ある」回答者は「非常に関心あり」、「多少に関心あ

り」のみに分布する一方で、記憶の「ない」回答者は「多少関心あり」、「どちらともいえ

ない」に分布しており、正確な記憶を有するものの方がやや政治関心が高いといえるだろ

う(表 5－15)。 

 

 

 

「投票意図」については、「投票しない」(1～5)と「投票する」(6～10)の 2 段階で分けて

比較を行う。記憶の「ある」回答者は「投票しない」(1～5)に 2 人含まれ、記憶の「ない」

回答者は 1 人含まれる。「投票する」(6～10)では、記憶の「ある」回答者は 9 人含まれ、記

憶の「ない」回答者は 7 人含まれる。特に、記憶の「ない」回答者は 8～10 に集中して分

布しており、投票意図と経験の記憶はあまり関連がないと考えられる(表 5－16)。 

【表5－14】「選挙公報の活用度合い」

度数

覚えていない 8

活用した 4

類似のものを活用した 2

活用しなかった 5

【表5－15】「模擬投票の記憶と政治関心のクロス集計表」

非常に関心あり 多少関心あり どちらともいえない あまり関心なし まったく関心なし

ある 2 9 0 0 0 11
ない 0 6 2 0 0 8

2 15 2 0 0 19

模擬投票

の記憶

合計

政治関心
合計
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「政治肯定感」については、記憶の「ある」回答者のうち 1 人が「あまりそう思わない」

と回答しているが、その他の回答者はすべて肯定的な意見であり、かつ「非常にそう思う」

に集中している。一方で、記憶の「ない」回答者はすべてが肯定的な意見であるが、「まあ

そう思う」に集中している。これは、記憶の「ある」回答者の方が、政治肯定感がやや強

い傾向にあることを表していると考える(表 5－17)。 

 

 

 

「政治的有効性感覚」については、記憶の「ある」回答者の方が、記憶の「ない」回答

者よりも、「全然そう思わない」、「あまりそう思わない」の回答が多い傾向にある。しなわ

ち、記憶の「ある」回答者の方が有効性感覚は高い傾向にあるといえるだろう(表 5－18)。 

 

 

 

以上を踏まえると、仮説 3－2．「模擬投票の正確な記憶を有するものは、有しないものよ

り政治意識が高い」とは一概に言えないことが明らかとなった。 

 

 

 

【表5－16】「模擬投票の記憶と投票意図クロス集計表」

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 わからない

ある 2 0 0 0 0 1 4 2 2 0 0 11
ない 0 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 8

2 0 0 1 0 1 4 5 5 1 0 19

投票意図
合計

模擬投票の

記憶

合計

【表5－17】「模擬投票の記憶と政治肯定感のクロス集計表」

非常にそう思う まあそう思う あまりそう思わない 全然そう思わない

ある 7 3 1 0 11
ない 2 6 0 0 8

9 9 1 0 19

合計

模擬投票の

記憶

政治肯定感「政治はわれわれの日常とは切り離せない」

合計

【表5－18】「模擬投票の記憶と政治的有効性感覚のクロス集計表」

全然そう思わない あまりそう思わない まあそう思う 非常にそう思う

ある 1 3 6 1 11
ない 1 0 5 2 8

2 3 11 3 19合計

政治的有効性感覚「われわれが努力したところで、政治はよくなるものではない」
合計

模擬投票の

記憶
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5－3－4．検証結果の小括  

 

本章では、3 つの仮説の検証を行ったが、検証結果をまとめると以下の通りとなる。 

 

1．大学生は、ニュースを得る目的では、紙媒体の情報源よりもインターネット媒体の情報

源に頻繁に接触している。 

2．大学生の「選挙公報」に対する認知度は低く(17.6％)、20 歳代の「選挙公報」に対する

接触率(17.0％)と同水準である。 

3．大学生の「選挙公報」に対する接触率は低く(9.4％)、20 歳代の「選挙公報」に対する

接触率(17.0％)よりも低い水準にある。 

4．「模擬投票」の経験の有無は、一部の政治意識(政治関心、投票意図)と関連がうかがえる。 

5．「模擬投票」の経験に関する正確な記憶は、一部の政治意識(政治関心、政治的有効性感 

 覚)と関連がうかがえる。 

 

5－4．考察  

 

検証結果を整理すると、日常において大学生がインターネット経由で情報に接触してい

ること、「選挙公報」の認知度・接触度が低く、「非認知・非接触」型が多く存在している

こと、模擬投票が経験者の一部の政治意識(政治関心、投票意図)に対する長期的な効果を持

つ可能性があることが明らかとなった。 

「大学生の情報接触等に関する調査」が、1 つの大学における 1 つの授業の履修者を対象

としており、若年層の一般的な傾向を説明しているとはいえない。ただし、この結果を参

考にして、若年層向けの啓発事業を提案していくことは有意義であると考える。 

そこで、第 6 章では、ここまでの研究を踏まえたうえで、学校教育における政治教育カ

リキュラムと選挙期における若年層向けの啓発事業について、具体的な提言を行っていく

こととする。 
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＜第 6 章＞ 主権者教育に関する具体的な提言                    

 

本章では、若年層の投票参加を促進する主権者教育に関する具体的な提言を行う。具体

的には、まず主権者教育の全体像を示し、養うべき資質について明らかにする。次に、学

校教育における政治教育カリキュラムの提言を行い、 後に選挙期における若年層向けの

選挙啓発事業の提言を行う。 

 

6－1．主権者教育の全体像  

 

 本論文は、若年層の低投票率に対する問題意識から、特に投票率の低い地方選挙に着目

し、若年層の投票参加規定要因を検証するとともに(第 2 章)、政治教育カリキュラムの１つ

として模擬投票に着目し、生徒に与える効果を明らかにした(第 4 章)。また、若年層の日常

での情報接触の傾向や、選挙公報の認知度、模擬投票の長期的効果についても分析を行っ

た(第 5 章)。ここでは、これらの研究を踏まえた上で、主権者教育の全体像を示し、養うべ

き資質について明らかにする。 

 まず、主権者教育の全体像を示す。「常時啓発事業のあり方等研究会」は、社会参加と政

治的リテラシーの 2 つをキーワードとし、生涯を通じてこれらの資質を養っていくことを

提言しているが、本研究では若年層の投票率向上を主として考えているため、小学校から

20 歳代を対象に、それぞれの段階に応じたカリキュラムを考えていく。具体的には、小学

校、中学校、高等学校については、社会科(公民科)、もしくは総合的な学習の時間を活用し

て取り組むことのできる授業カリキュラムを提言し、高校卒業後から 20 歳代全般に対して

は、各自治体の選管が取り組むべき選挙啓発事業を提言する。 

 次に、主権者教育によって養うべき資質を明らかにする。地方選挙では、若年層は市政

関心や政治的有効性感覚が高い人ほど、選挙公報への接触を媒介して投票参加につながる

ことが判明した(第 2 章)。また、若年層の選挙公報に対する接触率は相対的に低く(第 14 回

投票参加状況調査)、「大学生の情報接触等に関する調査」においては、そもそも選挙公報に

対する認知度が低いことが明らかとなった(第 5 章)。これらを踏まえると、市政関心と政治

的有効性感覚を高め、選挙公報の認知度を向上させることで、選挙公報への接触を促すこ

とが、地方選挙における投票参加につながると考えられる。 

 そこで、学校教育では、政治関心と政治的有効性感覚を高め、選挙公報の認知度を向上
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させることを目的としたカリキュラムを構築し、高校卒業以降は選挙公報の認知度向上と

接触機会の提供を主とした選挙啓発事業を考えていくこととする。尚、各段階で養う資質

については、表の通りである(表 6－1)。 

 

 
 

6－2．学校教育における政治教育カリキュラム  

 

 本研究では、政治教育を「学校教育において、政治的知識を与え、政治的批判力を養い、

政治道徳の向上を目的として行われる教育」と定義し、学校教育の対象を小・中学校と高

等学校とした。各段階で養う資質については、先に触れたとおりであるが(表 6－1)、政治

教育全体を通して、大切にする視点を 2 点提示する。 

 1 点目は、地方の政治に対する関心を高め、地方選挙に対する投票意欲を高めることであ

る。若年層の投票率は相対的に低水準であるが、その傾向は地方選挙においてより顕著に

表れている。そのため、地方の政治に対する関心を高め、地方選挙に対する投票意欲を高

める必要性があり、こうした視点からカリキュラムを構築していく。 

 2 点目は、単に投票参加を促すのではなく、その投票の質を高めることである。若年層の

投票率をただ単に高めるのであれば、オーストラリアのように義務投票制を導入すればよ

いわけだが、投票を半ば強制されることで望ましい投票参加が行われると考えることはで

きない。投票参加を強制すれば、投票参加に対する責任なき義務意識を醸成する可能性が

あり、むしろ投票の質が低下すると考える。そのため、投票率を高めるとともに、投票の

質を高めていく工夫をする必要があるだろう。 

 したがって、地方政治に対する関心、地方選挙に対する投票意欲を高め、また投票の質

を高める視点から、小学校、中学校、高等学校それぞれのレベルで取り組む政治教育カリ

キュラムを考えていく。 

 

【表6－1】「主権者教育によって養う資質について」

政治関心 政治的有効性感覚 選挙公報の認知 選挙公報への接触

小学校 △ ○ △
中学校 ○ △ △

高等学校 ○ △ ○ △
卒業後～20歳代 △ ○
(○は重点を置く項目、△はやや重点を置く項目)
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6－2－1．小学校におけるカリキュラム  

 

 小学校におけるカリキュラムの目標は、生徒の政治的有効性感覚を高めることである。

そのため、生徒が投票参加を行い、その結果に従って物事が決定していくことを体感し、

自身の投じた 1 票の有効性を感じ、また間接的に選挙の正当性やその有効性を感じること

ができるように配慮していく必要がある。そこで、模擬投票を活用したカリキュラムを提

言するが、身近な題材であること、多くの生徒が関心を持てる題材であること、投票の結

果が形になって表れること、以上の 3 点に留意する。 

 提言にあたって参考にした取り組みは、福岡市選挙推進グループ CECEUF の「 後の給

食議員選挙」35と、横浜市選管の「デザート選挙」36である。「 後の給食議員選挙」とは、

小学 6 年生を対象に 後の給食を決める模擬投票を行う取り組みであり、「デザート選挙」

とは、同じく 6 年生を対象に 後の給食におけるデザートを模擬投票によって決めるもの

である。これらの取り組みが有意義だと考える理由は、「給食」という身近で、かつ生徒の

多くが関心を持つ題材で投票を行っている点と、投票の結果によって実際の給食が決まる

点である。また、どちらも 1 コマ(50 分程度)、もしくは 2 コマで取り組んでおり、現場の

負担も小さいと考えられ、その点からも参考にした。 

 紹介した 2 つの取り組みは、すでに有意義な取り組みだと考える。そのため、「給食のメ

ニュー」を題材に模擬投票を行うカリキュラムを考えていく。生徒が投票を行い、その結

果に従って給食のメニューが決まることで、生徒の政治的有効性感覚を高めることはでき

るが、これだけでは現実の政治や選挙と結び付けていくことは難しい。そこで、異なる 2

つの選挙制度によって模擬投票を経験することで、現実の政治や選挙に対する関心を持て

るように工夫する。選挙制度については、以下の 2 つを想定する。1 つ目は、生徒が一斉に

投票し、その投票総数を単純集計し、得票数が も多いものを決定するものである。これ

は、「 後の給食議員選挙」や「デザート選挙」において活用されている。2 つ目は、小さ

なグループをいくつか作り、グループ内で投票を行い、そのグループの投票先を決定した

のち、グループの票を 1 票とし、グループ票の合計で 終的に決定するものである。 

 このように、2 つの制度のもとで投票を行った場合、投票結果が変わる場合もあり、むし

                                                  
35 『私たちの広場』311,20、「明るい選挙出前授業報告」、福岡市中央区ホームページを参照(URL は以下)。 
  (http://www.city.fukuoka.lg.jp/chuo-senkyo/chuo/23demaejugyo.html) 
36 「旭せんきょフォーラム」、横浜市旭区ホームページを参照(URL は以下)。 
  (http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/somu/senkyo/senkan/senkyo-forum/) 
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ろその変化を経験させることが有意義であると考える。教育を実践する側には、グループ

を作る際、投票結果が変わるように意図的にグループ分けを行うことも求められる。尚、

結果に公正さを持たせる観点から、生徒に対してはあらかじめどちらかのパターンによる

結果、もしくは 2 つの選挙制度による結果を反映することを伝えておくことが必要である。 

 また、「選挙公報」の認知度を向上させるために、模擬投票用の選挙公報を作成すること

も推奨する。「 後の給食議員選挙」や「デザート選挙」では、給食のメニューを候補者に

見立てた選挙公報を活用しており、ホームページ上で公開している。このように選挙公報

を活用することで、選挙公報の認知度が高まることに加え、投票の質を高めることにつな

がると考える。 

 尚、取り組みの概要については表にまとめた通りである(表 6－2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表6－2】「小学校におけるカリキュラム」

目標 政治的有効性感覚を高める

手法 模擬投票

①身近な題材であること

②生徒が関心を持つ題材であること

③投票の結果が形になって表れること

「給食のメニュー」を題材に模擬投票を行う

・現実の政治や選挙に対する関心を高める⇒2つの異なる選挙制度で投票参加を体験

・選挙公報の認知度向上⇒模擬投票用の選挙制度の作成し、生徒が活用

授業時間数 1コマ(50分程度)もしくは2コマ

教科・科目 社会科(公民分野)、総合的な学習の時間

留意点

具体的な内容
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6－2－2．中学校におけるカリキュラム  

 

 中学校におけるカリキュラムの目標は、生徒自身が住む地域の政治に対する関心を高め

ることである。そのため、生徒自身が住む地域にどのような問題が存在するのか認識し、

その解決策について考えていくことが必要となるだろう。そこで、主としてサービス・ラ

ーニングを活用するカリキュラムを提言するが、生徒が住む地域に実在する問題を題材に

すること、フィールドワークを行うこと、生徒が考えた解決策を題材に模擬投票を行うこ

と、以上の 3 点に留意する。 

 今回提言するカリキュラムは、2 年生の総合的な学習の時間( 低 6 コマ)と、3 年生の社

会科(2 コマ)の授業時間を活用して取り組む。具体的には、まず 2 年生の総合的な学習の時

間を活用してサービス・ラーニングに取り組む。大まかな流れとしては、少人数のグルー

プを作ったうえで、自身の住む地域にどのような問題が存在するのか認識し(1 コマ目)、そ

の問題に対する住民のニーズを調査する目的でフィールドワークを行い(2 コマ目)、フィー

ルドワークの調査結果を踏まえて解決策を考え(3・4 コマ目)、具体的な提言について発表

を行い(5 コマ目)、学習全体の振り返りを行う(6 コマ目)。次に、3 年生の社会科(公民分野)

の時間を活用して模擬投票に取り組む。その際、2 年生の発表する提言を題材に投票を行う。

つまり、2 年時にサービス・ラーニングに取り組み、3 年生に向けて提言を発表し、3 年時

に 2 年生の提言を題材に模擬投票を行うということである。また、発表の際に、模擬投票

用の選挙公報を作成することで、より良い取り組みとなるだろう。 

 これらの取り組みが生徒に与える効果については以下が考えられる。すなわち、サービ

ス・ラーニングを通じて、自身の住む地域の政治関心が高まること、模擬投票を通じて、

地方の選挙に対する投票意欲が高まり、選挙公報に対する認知度が向上することである。

模擬投票は、題材としないレベルの政治や選挙に対する関心度を高める効果が相対的に弱

い傾向にあり(第 4 章)、投票率の低い地方選挙に対する関心を何らかの形で高めることが課

題であった。地方選挙が基本的には 4 年に 1 度であることを考えれば、在学中に必ず経験

できるとは限らず、このカリキュラムは地方の政治関心を高める点では有意義なものとい

えるだろう。また、発表の資料として模擬投票用の選挙公報を作成するという経験を通し

て、生徒の選挙公報に対する認知度は飛躍的に向上すると考えられる。 

 尚、取り組みの概要については表にまとめた通りである(表 6－3)。 
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【表6－3】「中学校におけるカリキュラム」

目標 生徒自身が住む地域の政治に対する関心を高める

手法 Ⅰサービスラーニング・Ⅱ模擬投票

①生徒が住む地域に実在する問題を題材にすること

②フィールドワークを行うこと

③生徒が考えた解決策を題材に模擬投票を行うこと

少人数のグループでサービス・ラーニングを行う

・自身の住む地域にどのような問題が存在するのか認識する

・問題に対する住民のニーズを知る⇒フィールドワークを行う

・フィールドワークを踏まえて解決策を考える⇒発表資料として「選挙公報」を作成

・具体的な提言を発表★

・学習全体の振り返り

授業時間数 最低6コマ(50分程度×6)

教科・科目 総合的な学習の時間(中学2年時)

2年生のサービス・ラーニングにおける提言を題材に模擬投票を行う

・2年生の発表を聞く★

・模擬投票用の「選挙公報」を活用し、投票先を選定する

授業時間数 2コマ(50分程度×2)

教科・科目 社会科(中学3年時)

★は同時限に合同で行うもの

具体的な内容Ⅱ

留意点

具体的な内容Ⅰ
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6－2－3．高等学校におけるカリキュラム  

 

 高等学校におけるカリキュラムの目標は、国の政治に対する関心を高めることである。

そのため、少子高齢化のような日本社会が抱えている問題や、地球温暖化のような地球規

模の問題について認識し、それらに対する考えを深め、解決策を考えていくことが必要と

なってくる。そこで、主として模擬議会を活用するカリキュラムを提言するが、現実の国

政選挙で争点となりそうな問題を題材にすること、生徒同士が議論する機会を十分に提供

すること、現実の国政選挙を題材に模擬投票を行うこと、以上の 3 点に留意する。 

 今回提言するカリキュラムは、1 年生の総合的な学習の時間( 低 4 コマ)と、参議院議員

通常選挙が実施される年度の公民科の授業( 低 2 コマ)37を活用する。具体的には、1 年生

の総合的な学習の時間に模擬議会に取り組み、参議院議員通常選挙に合わせて模擬投票を

行う。そのため、模擬議会と模擬投票の実施パターンが 3 つ(1 年時‐1 年時、1－2 年時、1

－3 年時)生じてしまうが、取り組みそのものに大きな問題はないと考える。 

 模擬議会については、湘南台高校が授業開発・実践を行った「湘南台ハイスクール」を

参考にする。ここで活用されている議会制度は、地方議会をモデルとしながらも、首長(行

政)側が存在しないものである。これは、議会運営のプロセスを単純化するという意味では

すぐれているが、より現実に即した議会制度を体感させることが、政治に対する関心や政

治不信の払拭につながると考え、首長(行政)側を置くこととする。具体的には、クラス担任

が首長となり、題材とする問題に関する簡単な政策提言を行い、それをもとに議会である

クラスが賛成と反対の双方に分かれて議論を行うという方法である。尚、議論を活性化す

るため、双方の立場に資料を提供すること、調べ学習の時間を十分に確保することが必要

である。また、政治的中立性を確保する観点から、首長であるクラス担任の行う政策提言

が、教員自身の立場によるものではなく、これが問題解決のための絶対的な答えではない

ことを適切に共有することが重要である。大まかな流れとしては、議会制度を理解し(1 コ

マ目)、題材とする問題について議論を行い(2・3 コマ目)、採決を行う(4 コマ目)。 

 次に、模擬投票については、築山・小林(2011)、ならびに第 4 章の検証結果を踏まえて、

投票先の選定にあたって、選挙情報媒体の活用を促すことを提言する。具体的には、「選挙

公報」、「マニフェスト」の現物や、生徒が理解しやすいように作成した「政策比較一覧」

                                                  
37 該当する公民科の授業がない学年、クラスについては、総合的な学習の時間や地歴科の授業を活用す 
 ることを提言する。 
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を生徒に配布し、それらの活用を促す。特に、授業時間を割いて活用機会を提供すれば、

生徒の情報媒体の活用度が高まると考えられる。そのため、情報媒体を活用して投票先の

選定を行う時間を設けたうえで模擬投票を行い(1 コマ目)、選挙が終了したのちに投票結果

の振り返りを行う(2 コマ目)。 

 これらの取り組みが生徒に与える効果については以下が考えられる。すなわち、模擬議

会を通じて、国の政治に対する関心が高まること、模擬投票を通じて、選挙情報媒体の活

用方法を体得し、また選挙公報に対する認知度が向上することである。また、情報媒体を

活用することで、投票の質を高める効果もあるだろう。 

 尚、取り組みの概要については表にまとめた通りである(表 6－4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表6－4】「高等学校におけるカリキュラム」

目標 国の政治に対する関心を高める

手法 Ⅰ模擬議会・Ⅱ模擬投票

①現実の国政選挙で争点になりそうな問題を題材とすること

②生徒同士が議論する機会を十分に提供すること

③現実の国政選挙を題材に模擬投票を行うこと

地方議会をモデルに模擬議会を行う

・議会制度を理解する

・首長(クラス担任)が政策を提案し、議会(クラスの生徒)は賛否に分かれて議論を行う

・議会制度のルールに従い、採決を行う

授業時間数 最低4コマ(50分程度×4)

教科・科目 総合的な学習の時間(高校1年時)

参議院選挙を題材に模擬投票を行う

・選挙情報媒体を活用し投票先を選定し、投票を行う

・投票結果について振り返りを行う

授業時間数 2コマ(50分程度×2)

教科・科目 公民科(該当する科目がない場合は総合・地歴科など)

留意点

具体的な内容Ⅱ

具体的な内容Ⅰ
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6－3．選挙期における若年層向けの選挙啓発事業  

 

 ここでは、選挙期における若年層向けの選挙啓発事業について、インターネット媒体に

着目したうえで、具体的な提言を行う。尚、この取り組みの目的は、選挙公報の認知度、

ならびに接触度を向上させることである。 

 「大学生の情報接触等に関する調査」の結果から、回答者が日常において紙媒体よりも

インターネット経由でニュースに接触していることが明らかになった(第 5 章)。特に、マス

メディアとして代表的な情報媒体である「新聞」との比較においても、ポータルサイト

(Yahoo！、Google)や Twitter は、接触頻度が高い傾向にあり、「インターネット」の存在を

無視して選挙啓発事業を行っていくことは、若年層の投票参加を促進する観点からは望ま

しくない。したがって、インターネットを活用して「選挙公報」に対する認知度を高め、

接触を促進する方法を考えていく。具体的な方法としては、インターネット上で「選挙公

報」を閲覧できるようにすること、その URL を積極的にインターネット上で拡散していく

ことがあげられる。従来、総務省は選挙公報のインターネット上における掲載について、

内容の改ざんなどに対する恐れから認めていなかったが、2011 年に発生した東日本大震災

後、転居した有権者に選挙公報を届ける手段として、被災 3 県において特例で認めた。そ

の後、内容の改ざんについて対策が講じられたことから、2012 年 3 月 29 日、総務省は「選

挙公報」について、これまでの印刷物の戸別配布に加え、自治体のホームページへの掲載

を認める通知を出し、選挙ごとに各自治体が判断したうえで、掲載することが認められた。

そのため、選挙公報のインターネット上における閲覧は、事実上可能となった。しかし、

そもそも選挙公報を知らない層にとっては、ただ単にインターネット上に掲載されようと

接触する可能性が高まるわけではなく、ましてや各自治体の選挙管理委員会(以下、選管)

のホームページに偶発的にアクセスすることは考えられない。そこで、「選挙公報」が掲載

されているホームページに対して様々な所からアクセスできるようにする必要があると考

え、以下 2 点の方法を提言する。 

 まず、選挙期においてポータルサイトのトップページ上に各自治体の選挙公報にアクセ

スできる特設ページを設けることを提言する。国政選挙や統一地方選挙では、全国的にニ

ーズがあると考えられ、各自治体の選管が協力し、選挙期に特設ページを設置することは

効果的な施策であると考える。 

次に、各自治体の選管が Twitter のアカウントを取得し、有権者に対して積極的に情報を
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発信していくことを提言する。SNS のなかで、Twitter と Facebook の接触頻度を比較した

場合、Twitter の接触頻度が高く、「接触なし」層が少ないことから、若年層の利用者が多

い傾向がうかがえた。そのため、Twitter を積極的に活用して、若年層が選挙公報に接触で

きる機会を提供していく必要がある。また、発信していく際には、選挙公報が掲載されて

いるページの URL を添付するとともに、そもそも選挙公報とはどのようなものであるか、

情報を提供していくことで、選挙公報を知らない層にもアプローチすることができるだろ

う。ただし、これらの取り組みは選挙公報を知らない層に対しては効果が薄いと考えられ、

前節で提言した学校教育における取り組みが充実することで初めて効果があると考える。

そのため、学校教育における取り組みと並行して取り組んでいく必要があるだろう。 
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＜おわりに＞                                   

 

 本論文は、若年層の相対的な低投票率が、政治の場における若年層の過少代表を引き起

こし、民主主義の長期的な安定を揺るがす危険性があると考え、地方選挙における投票参

加に関する研究(第Ⅰ部)と、政治教育カリキュラムに関する研究(第Ⅱ部)を行ったうえで、

主権者教育に関する具体的な提言(第Ⅲ部)を行った。 

 第Ⅰ部では、まず地方選挙における若年層の投票率が相対的に低い状況を明らかにし、

先行研究として、地方選挙を対象に、投票‐棄権のメカニズムの分析、若年層の投票参加

規定要因の分析、「選挙情報」と投票参加の関連の分析が不十分であることを問題として取

り上げた(第 1 章)。次に、地方選挙における若年層の投票参加規定要因を分析し、若年層は

市政関心や政治的有効性感覚が高い人ほど、選挙公報への接触を媒介し、投票参加を行う

ことを明らかにした(第 2 章)。 

 第Ⅱ部では、まず戦後日本において政治教育が不十分であったことを明らかにし、政治

教育の具体的カリキュラムが生徒に与える効果に関する研究の蓄積が少ないことを問題と

して取りあげた(第 3 章)。次に、模擬投票が生徒に与える効果を分析し、異なるレベルの政

治や選挙に対する関心を高める効果が相対的に弱い傾向にあること、事前学習において選

挙情報媒体を積極的に活用した生徒ほど、政治や選挙に対する関心を高めること、政治知

識量の多い生徒ほど、政治関心や投票意欲が高い傾向にあることを明らかにした(第 4 章)。 

 第Ⅲ部では、まず第Ⅰ部と第Ⅱ部で課題として提示した若年層の日常での情報接触の傾

向、選挙公報の認知度、模擬投票の長期的な効果を検証した。結果として、若年層が日常

においてインターネット経由でニュースに接触していること、選挙公報の認知度が低いこ

と、模擬投票の経験がある人ほど、政治関心や投票意欲が高い傾向にあることを明らかに

した(第 5 章)。次に、第 5 章までの研究を踏まえたうえで、学校教育における政治教育カリ

キュラムについて、社会科や総合的な学習の時間を活用して取り組める授業を提案し、選

挙期における若年層の選挙啓発事業として、インターネット媒体を活用した取り組みを提

言した(第 6 章)。 

 さて、残念ながら本研究は完全なものには仕上がっていない。たとえば、第 2 章におけ

る研究は、あくまで横浜市議会議員選挙の投票参加規定要因を分析したに過ぎず、地方選

挙における投票行動を一般化したとは到底言えない。また、第 4 章では 1 つの高校の生徒

を対象にした意識調査をもとに分析を行い、第 5 章の研究も 1 つの大学における 1 つの授
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業の履修者を対象に行った意識調査をもとに分析を行っているため、「模擬投票の効果」、

「大学生の傾向」とは言っても、あくまで特定の集団を対象に行った研究に過ぎない。加

えて、提言を行った政治教育カリキュラムや啓発事業は、その効果が確認されたものでは

ない。そのため、これらを踏まえれば、本研究が完全なものに仕上がっていないというこ

とは明らかである。しかしながら、研究の蓄積が少なかった地方選挙における投票参加規

定要因について、若年層に着目して研究を行った点や、政治教育カリキュラムが生徒に与

える効果について研究を行う際、計量的な手法を用いた点は、評価に値するだろう。 

 後に、今後の課題を 2 点述べる。1 点目は、地方選挙における投票参加規定要因の分析

と、模擬投票の効果に関する分析について、その研究を一般化していくことである。先に

も述べた通り、本研究の結果は、ある特定地域もしくはある特定集団を対象に行った研究

に過ぎない。そのため、横浜市以外の地域を対象とした意識調査をもとに、地方選挙にお

ける投票参加規定要因を分析していくことや、郁文館中学高等学校以外の模擬投票実践校

における取り組みについて、生徒に与える効果を分析していくことが必要となるだろう。 

2 点目は、政治教育を取り巻く現状について、より詳細な研究を行っていくことである。

教育現場で積極的な政治教育が行われる状況を作り出すためには、カリキュラムの効果を

検証するだけではなく、現場の教員が政治教育に対してどのような考えを持っているのか、

また参加体験型学習のような取り組みを拡大させるためにはどのようなことが必要である

のか、こうした視点で研究を行うことが必要となるだろう。 

以上の 2 点について、研究する機会があるかはわからないが、もし機会に恵まれれば、

研究を行いたい。 
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＜あとがき＞                                   

 

 本研究の原点は、高校 2 年生の時に体験した模擬投票にあるといえるだろう。2007 年の

参議院議員通常選挙にあたって、自身の母校(郁文館高等学校)では模擬投票が行われた。私

は、授業で配布された「政策比較一覧」や自宅にあった新聞記事を参考に、安倍晋三氏が

代表を務めていた自由民主党に投票したことを覚えている。当時、教師を目指していた私

にとって、この経験は政治教育のあり方を考えるきっかけとなった。なぜ、学校教育にお

いて、このような取り組みが行われていないのか、そもそも若い人はなぜ投票に行かない

のか、こうした疑問の数々が、教師を目指していながらも、教育学部ではなく政治学科を

志望するようになった理由である。 

 2009 年 4 月、明治学院大学法学部政治学科に進学し、2011 年 5 月からは「選挙と政治

参加」をテーマとする中谷ゼミに所属した。高校生の時に疑問を抱いた若年層の低投票率

の原因や、政治教育が積極的に行われていない要因を明らかにするため、ゼミに所属した

わけだが、興味があるテーマとはいえ、研究を進めることは大変であった。疑問を抱いて

も、先行研究においてすでにその疑問が解決されていることが多く、いつしか先行研究の

補完に終始し、自身が抱いたはずの問題意識が置き去りになっていた。自分自身ではなか

なか気付くことができなかったが、ゼミの指導教授である中谷先生から「研究は社会への

貢献であってほしい」との言葉をいただき、研究の原点を思い出し、卒業論文に取り掛か

ることができた。先にも述べたが、本研究は完全なものには仕上がっていない。しかし、

自身が抱いた問題意識をきっかけに、その原因を分析し、解決策を考えていった過程は無

駄にはならないだろう。そのため、この卒業論文に誇りを持ちたいと思う。 

 後に、執筆にあたって、ご協力いただいたすべての方々に感謝の意を表します。特に、

終始熱心に、かつ的確なご指導をいただいた中谷美穂先生、アンケート調査の実施を快く

引き受けてくださるとともに、調査票作成にあたってご助言をくださった岡田陽介先生、

ここまで共に頑張ってきた 3 人のゼミ同期に対し、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

(47,536 字) 
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＜参考資料＞                                   
 
＜資料 1＞「模擬投票実施校調査」調査票 
 
性別(男性・女性) 
 
(1) あなたは普段、国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか。 

 
1． 非常に関心がある 
2． 多少は関心がある 
3． ほとんど関心がない 
4． 全く関心がない 

 
(2) あなたは普段、どれくらい政治に関するテレビニュースを見ますか。 

 
1． 毎日、ほぼ毎日 
2． 週に 4～5 日くらい 
3． 週に 2～3 日くらい 
4． 週に 1 日くらい 
5． まったく見ない 

 
(3) 普段、どれくらい政治に関する新聞記事を読みますか。 

 
1． 毎日、ほぼ毎日 
2． 週に 4～5 日くらい 
3． 週に 2～3 日くらい 
4． 週に 1 日くらい 
5． まったく読まない 

 
(4) 2010 年にあなたの高校で実施された模擬選挙の前と現在で、次のア）からオ）の各項

目に対する関心に変化はありましたか。それぞれお答えください。 
 

関心が高まっ

た 
多少関心が高

まった 
変わらない 

ほとんど関心

が高まらなか

った 

全く関心が高ま

らなかった 

ア）国の政治 1 2 3 4 5 
イ）国政選挙 1 2 3 4 5 
ウ）地方の政治 1 2 3 4 5 
エ)地方の首長選挙 1 2 3 4 5 
オ)地方議会議員選挙 1 2 3 4 5 
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(5) 現在の国政における政権与党を全て選んでください。 
 

1．共産党 
2．公明党 
3．国民新党 
4．社民党 
5．自由民主党 
6．たちあがれ日本 
7．民主党 
8．みんなの党 
9．わからない 

 
(6) 次のうち、衆議院で採用されている選挙制度を選んでください。 

 
1． 中選挙区制度 
2． 小選挙区比例代表並立制 
3． 小選挙区比例代表併用制 
4． 大選挙区制 

  5．わからない 
 
(7) あなたの住んでいる都道府県を選んだうえで、その都道府県の第 1 党（注）を選択肢

から選んでください。 
  注：議会において も議員数の多い政党、会派のことを指します。 
 
お住まいの都道府県：  東京都 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 神奈川県 ・ その他 
  
第一党 
 (東京都)  1．共産党 2．公明党 3．自由民主党 4．民主党 5．わからない 
  
 (埼玉県)  1．公明党 2．刷新の会 3．自由民主党 4．民主党 5．わからない 
  
 (千葉県)  1．公明党 2．自由民主党 3．民主党 4．みんなの党 5．わからない 
  
 (神奈川県) 1．公明党 2．自由民主党 3．民主党 4．みんなの党 5．わからない 
  
 (その他)  都道府県名(       ) 第 1 党(        ) 
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(8) 次のうち、市民が直接選ぶことができない人を選んでください。 
  

1． 都道府県知事 
2． 都道府県議会議員 
3． 都道府県副知事 
4． 市町村長 
5．わからない 
 

(9) あなたは普段、政治の話題について、強いて言えば誰と話しますか。一番多く話す相

手を選んでください。 
 
1． 学校の友達 
2． 両親 
3． 学校の先生 
4． その他(          ) 

  5．誰とも話さない 
 
(10) (9)で１から４を選択した方にお聞きします。模擬選挙の実施前と後で、(9)で選択さ

れた方と政治についての会話する頻度は変わりましたか。 
  

1． 増えた 
2． 多少増えた 
3． 変わらない 
4． 多少減った 
5． 減った 

 
模擬選挙に関するご質問を 3 つさせていただきます。 
(11) 投票先を決める際、配布された政策比較一覧の利用度についてお答えください。 
  

1． 参考にした 
2． どちらかといえば参考にした 
3． どちらかといえば参考にしていない 
4． 参考にしていない 

 
(12) 投票先を決める際、図書室に設置された政党のマニフェストの利用度についてお答え

ください。 
 

1． 閲覧して参考にした 
2． 閲覧したが、参考にはしていない 
3． 閲覧していない 
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(13) 投票先を決める際、掲示されたポスターやビラの利用度についてお答えください。 
 

1． 参考にした 
2． どちらかといえば参考にした 
3． どちらかといえば参考にしていない 
4． 参考にしていない 
 

(14) あなたは有権者になったら、次の国政選挙に行くと思いますか、あるいはそうは思い

ませんか。 
 

1．行く 
2．たぶん行

く 
3．たぶん行

かない 
4．行かない

衆議院議員選挙 1 2 3 4 
参議院議員選挙 1 2 3 4 

  
  
(15) あなたは有権者になったら、次の地方選挙に行くと思いますか、あるいはそうは思い

ませんか。 
  

 1．行く 2．たぶん行

く 
3．たぶん行

かない 
4．行かない

都道府県知事選挙 1 2 3 4 
都道府県議会議員選挙 1 2 3 4 
市町村長選挙 1 2 3 4 
市町村議会議員選挙 1 2 3 4 

 
 
＜資料 2＞「大学生の情報接触に関する調査」調査票 
 
本調査は、若年層の政治意識や政治的な経験や記憶、ならびに、若年層に対する選挙啓発のあ

り方や政治教育を検討する目的で行っております。ご回答いただきました結果について、個人が

特定されることは一切ございません。すべて統計的に処理した後に、使用させていただきます。

ご協力よろしくお願い致します。 
 
Q4  次に、選挙での投票の経験について伺います。あなたは国政選挙 

(衆議院選挙・参議院選挙)での投票に行ったことがありますか。(○は 1 つだけ) 
   
   1．すでに選挙権があり、投票に行ったことがある 
   2．選挙権を得てから実際に選挙があったが、投票には行ったことがない 
   3．まだ選挙権がない 
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Q5  それでは地方選挙(知事選挙や県議会議員・市会議員選挙)ではどうですか。 
(○は 1 つだけ) 

 
   1．すでに選挙権があり、投票に行ったことがある 
   2．選挙権を得てから実際に選挙があったが、投票には行ったことがない 
   3．まだ選挙権がない 
 
Q6  あなたは普段、以下の情報媒体にどの程度接触していますか。 

(それぞれ番号に○をつけてください) 
 

 
 

ほとんど毎

日 
週に 4・5 日 週に 2・3 日 週に 1 日 

週に 1 日未

満 
接触しない

テレビ 
 

1 2 3 4 5 6 

新聞 
 

1 2 3 4 5 6 

行政機関の広報

誌 
 

1 2 3 4 5 6 

フリーペーパー 
 

1 2 3 4 5 6 

Twitter 
 

1 2 3 4 5 6 

Facebook 
 

1 2 3 4 5 6 

Yahoo! 
  

1 2 3 4 5 6 

Google 
 

1 2 3 4 5 6 
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Q7  それでは、ニュースを得る目的ではどの程度接触していますか。 
(それぞれ番号に○をつけてください) 

 
 
 

ほとんど毎

日 
週に 4・5 日 週に 2・3 日 週に 1 日 

週に 1 日未

満 
接触しない

テレビ 
 

1 2 3 4 5 6 

新聞 
 

1 2 3 4 5 6 

行政機関の広報

誌 
 

1 2 3 4 5 6 

フリーペーパー 
 

1 2 3 4 5 6 

Twitter 
 

1 2 3 4 5 6 

Facebook 
 

1 2 3 4 5 6 

Yahoo! 
  

1 2 3 4 5 6 

Google 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Q8  あなたは、選挙管理委員会が発行している 『選挙公報』(注) をご存知ですか、 
   それともご存じではありませんか。(○は 1 つだけ) 
  （注：候補者の氏名、経歴、政見等が一定のスペースに掲載された文書であり、選挙ポスターとは異

なるもの。） 

 

   1．知っている           2．知らない 
 
Q9  あなたは、実際に、『選挙公報』 をご覧になったことがありますか、 
   それともご覧になったことはありませんか。(○は 1 つだけ) 
 
   1．ある              2．ない 
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Q10  Q9 で「1．ある」と回答された方にお聞きします。どこでご覧になりましたか。 
(複数回答可) 

 
   1．ご自宅             2．選挙の投票所 

  3．行政機関の役所等        4．その他(          ) 
 

高校までの学校教育における経験について、お聞きします。 
 
Q11  『模擬投票』(注) について、経験した事がありますか、それともありませんか。 

(○は 1 つだけ) 
   (注：授業時間を活用したうえで、実際の選挙やその他身近なテーマを題材にして、投票を疑似体 

験するもの。) 
 
   1．ある              2．ない 
 
Q12  Q11 で「1．ある」と回答された方にお聞きします。それはいつ頃体験されましたか。 

(複数回答可) 
 
   1．小学校             2．中学校 

 3．高等学校            4．覚えていない 
 
Q13  Q11 で「1．ある」と回答された方にお聞きします。 

その際、選挙公報(注)を活用しましたか。 
   (注：実際の選挙公報ではなく、投票先を比較できる類似の資料を活用した場合、2．を選択してく 

ださい。) 

 
   1．活用した           2．選挙公報に類似したものを活用した 

 3．活用しなかった        4．覚えていない 
 
 
Q14  あなたは、政治にどの程度関心をお持ちですか。(○は 1 つだけ) 
    

非常に関心を 
持っている 

多少関心を 
持っている 

どちらとも 
いえない 

あまり関心を 
持っていない 

まったく関心を

持っていない 
1 2 3 4 5 

 
Q15  あなたは、現在支持する政党はありますか。(○は 1 つだけ) 
 
   1．ある             2．ない 
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Q16  投票に行くことについて、あなたのお気持ちに も近いものを 1 つあげてください 
(○は 1 つだけ)。 

 
   1．投票に行くことは有権者の義務であり、当然、選挙に行かなくてはならない 
   2．有権者はできるだけ選挙に参加した方がよい 
   3．投票に行くかどうかは有権者が決めることなので、必ずしも選挙に参加しなくてよい 
   4．わからない 
 
Q17  政治や選挙について、次のような意見があります。(1)から(4)までのそれぞれについて、 
   あなたのお考えに近いものを 1 つずつ選んでください。(○は 1 つだけ) 
 

 非常に 
そう思う 

まあそう 
思う 

あまりそうは

思わない 
全然そうは 
思わない 

(1)政治は、われわれの日常生活とは

切り離せないものだ 
1 2 3 4 

(2)選挙があるからこそ、有権者の声

が政治に反映するようになる 
1 2 3 4 

(3)投票には行くが、それ以上は政治

にかかわりたくない 
1 2 3 4 

(4)われわれが努力したところで、政

治はよくなるものではない 
1 2 3 4 

 
Q18  もし明日、衆議院選挙が行われるならば、あなたは投票に行きますか。1 は「確実にい

かない」、10 は「確実に行く」とした場合、あなたはどの番号にあたりますか。 
(○は 1 つだけ) 

 
 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 わからない

 

 

 
Q19  あなたは国の政治をどれくらい信頼できるとお考えでしょうか。(○は 1 つだけ) 
 

かなり 
信頼できる 

やや 
信頼できる 

あまり 
信頼できない 

ほとんど 
信頼できない 

わからない 

1 2 3 4 5 
 
 
 

中間確実に 
行かない 

確 実 に

行く 
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後に、統計処理を行う上で必要な事項を少し伺わせてください。 

 
F1 性別  ( 男性 ・ 女性 ) 
F2 年齢  満(    )歳 
F3 学年  大学(     )年生 
F4 学部  ( 文 ・ 経済 ・ 社会 ・ 法 ・ 国際 ・ 心理 ) 
F5 居住地域  都道府県(        ) 
F6 出身高等学校所在地  都道府県(        ) ・ (  公立 ・ 私立  ) 
 ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。 
 
 
※調査を共同で行ったため、Q1-3 までは割愛。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


