
 

 

저 시-비 리- 경 지 2.0 한민  

는 아래  조건  르는 경 에 한하여 게 

l  저 물  복제, 포, 전송, 전시, 공연  송할 수 습니다.  

다 과 같  조건  라야 합니다: 

l 하는,  저 물  나 포  경 ,  저 물에 적 된 허락조건
 명확하게 나타내어야 합니다.  

l 저 터  허가를 면 러한 조건들  적 되지 않습니다.  

저 에 른  리는  내 에 하여 향  지 않습니다. 

것  허락규약(Legal Code)  해하  쉽게 약한 것 니다.  

Disclaimer  

  

  

저 시. 하는 원저 를 시하여야 합니다. 

비 리. 하는  저 물  리 목적  할 수 없습니다. 

경 지. 하는  저 물  개 , 형 또는 가공할 수 없습니다. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/


 

国際学修士学位論文 

 

 

日本の衆議院議員の政策選好 

：多選キャリアを基準として 

 

일본 중의원 의원들의 정책 선호 

: 다선 커리어를 기준으로 하여 

 

 

2016年 ２月 

 

 

서울대학교 국제대학원 

국제지역학과 일본지역학전공 

이 다 용 

 



 

 

 

JAPANESE LEGISLATORS’ 

POLICY PREFERENCES 

 

 

 

by 

Dayong Lee 

 

 

 

 

A dissertation submitted in partial fulfillment  

of the requirements for the degree of  

Master of International Studies 

in the Graduate School of International Studies, 

Seoul National University 

February 2016 

 



日本の衆議院議員の政策選好 

：多選キャリアを基準として 

 

일본 중의원 의원들의 정책 선호 

: 다선 커리어를 기준으로 하여 

 

指導敎授 朴喆熙 

 

이 論文을 国際学修士 学位論文으로 提出함 

 

2015 年 11 月 

서울대학교 국제대학원 

국제지역학과 일본지역학전공 

이 다 용 

 

李茶蓉의 国際学修士 学位論文을 認准함 

2015 年 11 月 

 

委 員 長       韓 榮 惠      (印) 

副委員長       南 基 正      (印) 

委    員       朴 喆 熙      (印) 



 

Graduate School of International Studies 

Seoul National University 

 

Certificate of Thesis Acceptance 

 

Undersigned, appointed by 

Graduate School of Seoul National University 

Have examined a thesis entitled 

 

 

JAPANESE LEGISLATORS’ 

POLICY PREFERENCES 

 

Presented by Dayong Lee 

 

 

Candidate for the degree of Master of International Studies 

and hereby certify that it is worthy of acceptance. 

 

Signature                                   

Committee Chair       Han, Young-Hae 

 

Signature                                   

Vice Committee Chair   Nam, Kijeong 

 

Signature                                   

Committee            Park, Cheol-Hee 



 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ Dayong Lee  2016 

All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 

 

I. 導入と問題意識 

II. 先行研究 

III. データ 

 1. 仮説 

 2. データ処理 

 3. データ分析 

  1) 仮説１ 

     (1)2009 年衆議院選挙 

     (2)2012 年衆議院選挙 

     (3)2014 年衆議院選挙 

     (4)分析 

  2）仮説２ 

  3）総評 

IV. 結論と今後の研究課題 

参考文献 

국문초록 

1 

4 

 

8 

9 

 

 

16 

22 

27 

32 

34 

36 

42 

46 

50 

 



表およびグラフ一覧 

グラフ 1 2009 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員）     16 

グラフ 2  2009 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員）  17 

グラフ 3  2009 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員）  17 

グラフ 4  2009 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員）    19 

グラフ 5  2009 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員）  20 

グラフ 6  2009 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員）  20 

グラフ 7  2012 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員）    22 

グラフ 8  2012 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員）  23 

グラフ 9  2012 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員）  23 

グラフ 10  2012 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員     24 

グラフ 11  2012 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 25 

グラフ 12  2012 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 26 

グラフ 13  2014 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員）   27 

グラフ 14  2014 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 28 

グラフ 15  2014 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 28 

グラフ 16  2014 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員）   29 

グラフ 17  2014 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 30 

グラフ 18  2014 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 31 

表 1  政党リーダーとの政策距離を従属変数とする重回帰分析の推定結果 34 



グラフ 19 2009年度自民党の関心分野              39 

グラフ 20 2009年度民主党の関心分野                  39 

グラフ 21  2012年度自民党の関心分野                  40 

グラフ 22  2012年度民主党の関心分野                  40 

グラフ 23 2014年度自民党の関心分野                  41 

グラフ 24 2014年度民主党の関心分野                  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

I．導入と問題意識 

日本では、1993 年から 1994 年にかけての選挙制度改革によって小

選挙区制と比例代表制が並立することになり、政党志向投票が増加し

た。かつての中選挙区とは異なり、小選挙区では各政党が各選挙区で

単一の候補を公認するため、選挙区における各候補者は各政党を代表

する役割を持つ。他方で比例代表区においても政党名で投票するため、

全体的に見ても政党指向投票が強化されることになるわけである（建

林正彦·曾我謙悟·待鳥聰史、2008）。こういった政党志向投票の強化

は、選挙における首相の影響力を高めることにもつながる。有権者の

投票傾向の変わりにより、各議員も派閥ではなく、政党、そしてその

政党のイメージを作る党内リーダーあるいは首相の政策位置に対応し

て、自己の政策位置を決めるようになった。 

国会議員のイデオロギーや政策位置は、国内の政策に対する議会の意

思決定と政府の政策決定に影響を与えるだけでなく、アクターが国家

である外交政策においても、国家の外交方針を規定にする基本単位と

なる点で非常に重要である（Chung, 1996; Park & Namgung, 2003; Lee 

& Jin,  2011）。しかし、日本の議会やその構成員である議員に関し

て、外交的側面を分析した研究は日本国内国外を問わず少ない。各政

権別の外交政策の分析や日本という国家全体としての外交戦略の性格、
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対○○国の分析など、政策内容や結果に注目する研究はあっても、実

際に政策を作成する主体とそのプロセスの分析は多くないのである。

しかし、政策が作成される原点である議会と議員にまで遡らない限り、

そういった政策内容の研究は、特定の時期という文脈に依存した分析

にならざるを得ないと思われる。 

外交政策において議員と議会の役割が明確とは言えない韓国におい

ても、議会の政策決定プロセスに関する研究が広く行われているとは

言い難いが、近年になって米国議会における外交政治委員会の役割と

の比較研究が登場してきている。また、政治体制が異なるので単純な

比較はできないが、中国の外交政策決定過程とその主体を詳細を分析

する研究が、世界レベルにおいて活発に進められている。したがって、

日本に関しても、その外交政策を決定しているアクターに注目する研

究を行う意義はあると考えられる。また、従来の日本の政治で政治家

たちが安全保障問題に大きな関心を見せなかったのとは違って、日本

の選挙制度改革、後小選挙区制の下で外交安保に対する議員たちの関

心が高まったことが、日本の政治学界で重要な新しい変化と台頭して

いる(Rosenbluth & Thies, 2010; Amy Catalinac, 2014）。 

  こういった問題意識に立ち、本稿では日本の外交政策決定過程の

分析を試みる。そして、その単位の中でも議会に注目し、議員がどの
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ような理由で政策位置を決定するのかを分析する。基本的には議員た

ちは、代議制民主主義という現代の政治システムの中で、制度的に有

権者を代表してその権限を委任されているわけであり、自分の選挙区

を代表して議員活動をするという側縁がある。しかし他方で、議員が

自分の選挙区の利害関係に構わず、自分の理念や選好に沿って政治的

行為をすることも実証的に分析されている（Choi、2004; Kalt and 

Zupan、1984、1990; Schneider、1979）。すなわち、議員の政策決定

において影響を与える要素は、首相、選挙区の利益、議員個人のイデ

オロギーなど様々なものであると考えられる。 

本稿の関心は、外交政策に関する議員の政策位置を決定する要因の分

析であるが、それと同時に、政策分野の中で外交政策以外とともに重

要な軸の一つである経済政策に関しても分析し、外交政策と比較を行

うことで、議員の政策位置の決定に影響を与える要因の包括的な分析

を行うことにする。 
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II．先行研究 

民主主義という観点から見れば、議員の政策位置は有権者の政策選

好を反映していることが理想であるが、現実には議員の政策位置の決

定に影響を与える第一の要因は、「再選可能性の最大化」である。こ

こで、現職の議員は新人候補者に比べて、再選という観点から見て非

常に有利な状況にある。それは、現職議員は新人候補者に比べて選挙

区での知名度が高く好感度も高いと考えられるから、すなわち在職期

間中に地域区民のために利用可能な資源とサービスが存在しているか

ら で あ る （ Mann ＆  Wolfinger 、 1980 ） 。 こ れ は 現 職 利 益

（incumbency advantage）と呼ばれるものであり、西欧では現職利益

に関して多くの実証的研究がある。 

しかし、現職であるという利点は、すべての議員たちに同じように

適用されるわけではないだろう。 Norton and Wood（1993）は、現職

議員の間で選挙区での活動程度が違う理由を説明する変数として、多

選キャリア（the number of terms あるいは seniority）が挙げられる

ことを、英国の事例分析によって主張している。まだ強固な基盤を持

っていないジュニア（若手議員）は、シニア（重鎮議員）よりも多く

の時間と労力をかけて選挙区活動を展開する。 Docherty（1997）は、

選挙の落選率が高いカナダでは党レベルで選挙区の活動が奨励される
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ことや、選挙で具体的なアドバンテージを得ることができる唯一の分

野が選挙区活動であるジュニア議員は特に選挙区活動が求められるこ

とを明らかにした。 

また Kato Junko（1994）は、日本の政治で当選回数が議員の行動を

規定していることを明らかにしている。彼女は 1991年の政治改革にお

いて 1〜2回の当選経歴を持つジュニア議員は選挙活動に非常に積極的

であり、再選に対して経歴議員より考慮をしていたそうだ。そして、

これらのジュニアとシニア議員の間の別の利害関係は自民党が他の党

と連立する過程の時も、別の行動面を見せた 。それだけでなく、

Reed＆Scheiner（2003）は、日本の政治でジュニア議員が自分たちの

選挙での立場上の脆さ という弱点のために政策決定において、はる

かに敏感な反応をするという。これは、Reed（1999）がジュニア議員

がスキャンダルについてシニア議員より大きい損害を被ることを明ら

かにしたものと同じ脈絡だ。 

ジュニア議員が当選（あるいは再選）可能性を高めるためのもう一

つの戦略として、リーダーの効果（leader effect）を利用することが

挙げられる。1 これは、一般的に広く認知されている政党のリーダー

                                        
1  しかし、リーダー効果が実際に存在するか否かについては、議論が続いている。 

Barisione（2009）は、レビュー論文を介して、どのような状況で、どこで、いつ、

誰に、どのようにリーダー効果があるかについて、それぞれ類型化している。 



6 

 

のイメージと人気を利用して、候補者が自分自身の支持率をも高めよ

うとするものである。特に、政党帰属意識が高い有権者ほど政党のリ

ーダーが投票行動に影響を与える可能性は低い（Barisione、2009）

ことから、政党帰属意識が低い日本（蒲島ほか、1998）では、政党の

リーダーが有権者の投票行動に影響を与える余地が大きいと言えるだ

ろう。 Krauss＆Nyblade（2005）は、日本の首相のメディアを介した

選挙への影響力が大きくなっていることを「大統領化」と表現してい

る。メディアへの首相の独立した影響がほとんどなかった 1980年代以

前とは異なり、首相がキャンペーン期間中に候補者の応援活動のため

に全国各地を訪れる頻度は増え続けており、テレビや活字メディアが

選挙キャンペーン期間中に首相を報道する量も増加している。首相が

時間と労力をかけて候補者の応援活動をするということは、首相のイ

メージが当選可能性の増大に直結している可能性を示唆している。 

また、日本政治において選挙区利益の要素と首相イメージの要素が

どのように関係しているか分析した先行研究として、McElwain（2012）

がある。 McElwain は政党のリーダーの魅力度（attractiveness of 

party leaders）の影響を有権者が受けることにより、日本の選挙が

「国家化（nationalized）」されていると指摘する。そして、有権者

の関心が各地域レベルから国レベルに移り、それに対応する形で現職
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議員も、既存の自分の選挙区利益から国全体レベルの一般的な政策に

関心を移動させることになる。実際に現職者の再選成功率をグラフで

見ると、2000 年代以降には、現職議員の当選率が、自民党と民主党の

二党間でスイングしていることが分かる。すなわち、候補者個人より

も候補者の所属政党が、当選結果に大きく影響を与えるようになった

のである。 

先行研究の中で政策位置決定要因を扱っている代表的なものとして、

谷口（2006）がある。谷口（2006）は、小泉政権時代の議員の政策位

置決定要因を分析しており、安全保障政策の決定要因として各議員の

所属派閥を挙げている。一方、経済政策に関しての議員の政策位置に

有意に影響している変数は少なかった。また、議員の小泉首相との政

策距離の決定要因についても同様に、所属派閥は安全保障に関する政

策位置の決定要因となっていたが、経済政策の決定要因として有意な

ものは多くなかった。また Nemoto、Krauss＆Pekkanen（2008）は、小

泉政権時の郵政民営化に対する賛否の投票を事例分析し、議員を当選

回数（キャリア段階）で比較したとき、ジュニア議員とシニア議員は

反対票を、ミドルキャリア議員は賛成票を投じる傾向が見られるとい

う U字曲線型の関係性を明らかにしている。
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III．データ 

1. 仮説 

本稿では、議員の政策位置に影響を与える要因の分析において、先

行研究で議員行動の差異の要因として指摘されている「当選回数」を

中心に分析する。特に当選回数が多いほど、現職としての利益で説明

できる利点が累積されているので、政策位置の決定においてそれ以外

の要素の影響を受けにくい、という論理を基本とする仮説を立てる。 

 

仮説 1：議員の関心政策分野は、当選回数に応じて差がある。 

シニア（多選議員）ほど安定した基盤を持っているので、一般的に

実績として見なされやすい政策活動よりも、個々の議員が興味のある

特定の分野に関して、相対的に集中することができるだろう。一方ジ

ュニア（若手議員）ほど、再選のために実質的に有権者にその成果を

示すことができるような経済分野に集中し、具体的な結果が出にくく、

国民の生活と直接関連が無く、その影響力を感じることも難しい外交

安保分野には大きな関心を持たない、と予想できる。 
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仮説 2：当選回数が少ない議員ほど、リーダー効果を利用するために

政策位置を政党リーダーに近づける。 

前述したように、日本では選挙制度改革後、選挙において政党のリ

ーダーの果たす役割が非常に大きくなった。したがって、当選回数が

少なく基盤が弱いジュニア議員ほど、リーダー効果を利用して再選可

能性を増やすために、政党のリーダーを政策的にもフォローするよう

になる。つまり、自分の政策位置を政党リーダーの政策位置に近い方

向に設定するようになるのではないだろうか。ここでも、すでに自己

の再選基盤が確立しておりリーダー効果に頼る必要性が薄いシニア議

員は、政党のリーダーの政策位置とは独立して自分の政策位置を決め

ることが可能であろう。 

 

2. データ処理 

本稿で分析するデータは、東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査

（UTAS）の中の、2009、2012、2014 年衆院選挙の政治家調査である。 

この調査は、各議員の理念性向を知ることができる具体的な質問をデ

ータとして提供し、議員全体を対象としているので、データの量や質

において計量分析をするには非常に有効である。このように政治家た

ちに政策の位置を尋ねることは多くの場合非常に低い回答率を見せ、
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これは、データの偏りにつながる。これらの問題点について調査を実

施する東京大学の谷口氏は、東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査

の際に該当調査は新聞社とのコラボレーションであるため、 新聞に

結果が報道されることを事前に政治家たちに教えて 80％を上回る回答

率を得ることができたと言う。そのほかにも全数調査データは各選挙

ごとに実施されるため、パネル調査としての意味を持ち、政治家たち

の意見の変化を見ることができる点は利点として挙げられる。2 

仮説検証過程では各仮説に適切にクロス表分析と OLS（Ordinary 

Least Square）回帰分析を行う。 仮説 1の従属変数は各議員の関心分

野、説明変数は各議員の当選回数を基準とするキャリア段階（ジュニ

ア、ミッド、シニア）である。分析の対処になる各議員の関心分野は、

「 最も重視する政策」の質問 (2009年: Q2_1, Q2_2, Q2_3 ； 2012

年: Q1_1, Q1_2, Q1_3 ； 2014年: Q1_1, Q1_2, Q1_3)について、1

番目、2 番目、3 番目に重視していると回答した各順序に応じて、3 点、

2 点、1 点と点数を加算する方法を使用した。このとき、選択肢の外

交・安全保障は外交政策の分野に、財政金融、産業政策、農林漁業は

                                        
2 Okawa, C. & Taniguchi, M. (2012), "Party Position Change in Japan: 2003-2009", 

in Japanese Political Science Association and Korean Political Science Association 

eds., Governmental Changes and Party Political Dynamics in Korea and Japan, 

Bokutakusha, pp. 90～91.  
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経済政策分野に分類した。その他の選択肢が社会福祉、環境などのカ

テゴリーに入るので、これらの分類の基準を立て、外交政策の場合、

0〜3点、経済政策の場合、0〜6点の範囲で専門性スコアを算出するこ

とになる。そして、説明変数である当選回数は、先行研究と仮説に基

づき、キャリアを、ジュニア議員、ミドル議員、シニア議員に段階区

分した。なお、ジュニア議員は当選回数 1〜2 回、ミドル議員は 3〜6

回、シニア議員は 7回以上である。これは佐藤誠三郞;松崎哲久（1986）

が自民党議員に対して有力議員数のパーセンテージを分析したことを

借用したもので、当選回数 7 回以上の議員から有力議員の数が急激に

増加す3るため、これをシニア議員と呼ぶことができるという基準を設

定した。関心政策分野は、Park（2011）が述べたように、小選挙区制

の下で最終的に両党体制に変化している日本の特性上、自民党と民主

党の両党が他の様相を見せる。特に民主党は、反自民党的な政策路線

のせいで 2009年の選挙に勝利することができ、その後は政権運営のた

めの半自民党的な政策路線を示す。したがって所属政党によって異な

ることが予想されるので、自民党と民主党の議員を対象に、各党別の

グラフを作成する。 

                                        
3 佐藤誠三郎, & 松崎哲久. (1986). 自民党政権. 中央公論社. pp. 218～219. 
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仮設２の回帰分析でコントロール変数としては、年齢、政党ダミー、

都市度（DID）を投入する。都市度は 3区分尺度を利用して、都市であ

れば 1、農村であれば 3 としてコードしてある。4 キャリア変数には

当選回数を説明変数とし、リーダーとの政策距離を従属変数とする分

析を実施する。もともとは政策変数としての専門性を見ようとしたが、

専門性を測定することができる質問である「これまで最も力を注いで

きた」、「詳しいと言える政策分野」質問が 2012年の調査にのみ存在

して、2009 年と 2014 年の調査質問には設定されていないので専門性

変数を除外した。 

仮説 2 の分析の従属変数である政党のリーダーとの政策距離を測定

するために、各争点項目を 1 点（賛成）から 5 点（反対）まで点数化

する。「外交安保」に関連する争点項目としては 

 日本の防衛力はもっと強化すべきだ 

 他国からの攻撃が予想される場合には先制攻撃もためらうべ

きではない 

 北朝鮮に対しては対話よりも圧力を優先すべきだ 

 憲法を改正すべきだ 

                                        
4 http://freett.com/sugawara_taku/data.html の 2000 年衆議院選挙区別都市度 

(2012/5/10 公開) データを使用 
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 日本は国連の安全保障理事会の常任理事国に入って国際的役

割を果たすべきだ 

経済に関連する争点項目としては 

 社会福祉など政府のサービスが悪くなっても，お金のかから

ない小さな政府の方が良い 

 公共事業による雇用確保は必要だ 

 当面は財政再建のために歳出を抑えるのではなく，景気対策

のために財政出動を行うべきだ 

 長期的には消費税率が10%よりも高くなるのはやむをえない 

 5 年以内の消費税率引き上げはやむをえない 

を用いる。 

このときリーダーとの政策位置の比較が必要であるが、 東京大学

谷口研究室・朝日新聞共同調査は自発的な調査であるため、回答者が

アンケートに毎回回答をしている訳ではないので、各年度ごとに政党

のリーダーが回答をした場合も、していない場合もある。従ってデー

タの変換と比較過程で各ケースに合わせる必要が生じる。政策距離測

定の時、リーダーの政策位置を基準にしてイデオロギーの方向に応じ

て符号が変わるが、本稿で見たいのはイデオロギーの方向ではなく政

党リーダーとの「距離」であるため、絶対値をとる。また、各質問項
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目に関して、議員ごとに政党リーダーとの距離の差（絶対値）を求め、

質問項目全体の平均をとることによって、政党リーダーとの政策距離

を算出した。 

2009 年の場合には自民党のリーダーである麻生太郎は応答していな

かったので 2005 年衆議院選挙の麻生太郎の応答を使用する。2005 年

の質問項目が 2009年と全く同一というわけではないが、同じ質問項目

も多数あるので、2005 年の調査への回答を基準にして、政策距離を測

定することにする。民主党のリーダーである鳩山由紀夫は応答したの

でそのまま使う。2012 年の場合には、自民党のリーダーである安倍晋

三が先制攻撃の質問に回答していなかったので、自民党議員の政党リ

ーダーとの距離は先制攻撃の質問を除いた残りの質問項目の平均で求

めた。民主党議員の場合には、民主党のリーダーである野田佳彦との

政策距離を測定するわけだが、野田は 2012年の衆議院選挙の調査では

非解答であった。しかし、2009 年の衆議院選挙の調査においては回答

しており、2009年を基準として分析する。2014年の場合には、自民党

の安倍晋三は応答をしていなかったので 2012年のデータを使用し、民

主党の海江田万里は応答したのでそのまま 2014年のデータを使用する。 

また、比例代表候補者であることによって政党リーダーとの政策距

離が異なる可能性があるので、小選挙区候補者と分けて分析を行い比
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較することも考えたが、比例代表候補者の数は少ないため、回帰分析

を行うことが困難であるため、別の分析としては行わなかった。2012

年の場合、民主党は有効な回答をした比例代表当選議員がなく、自民

党は 10人だった。 

最後に、現職利益の影響を分析するために地域政治変数を入れたい

たが，2012 年に 東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査データに存

在する地域政治に関する質問である地域区への復帰程度の回答率が低

すぎるので変数を入れると欠損値が急増して、他の変数の説明正確度

を落とすことになりかねないと判断した為、変数から除外した。 
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3. データ分析 

 １）仮説１ 

(1) 2009年衆議院選挙 

 

グラフ 1  2009 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員） 
 

グラフ 1を介して 2009年衆院選で選出された議員は外交安保政策分

野について全体的に関心が非常に低いことが分かる。外交安保政策に

ついて 3 番目以内の関心をまったく持たない割合はすべてのキャリア

で高くなっている。特にジュニアとミッドキャリア議員たちは 95％程

度の議員が外交安保政策について大きな重要度を置いていないことが

示され、シニア議員も 12％程度のみが外交安保政策に関心を持ってい

ることが示されている。これは、他の年度の選挙結果と比較するとき
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著しく低い関心度とすることができる。これを自民党と民主党に分け

て見ても大きな違いはなくすべて 3 番目以内の主要な関心を持ってい

ないことを知ることができる。 

 

グラフ 2  2009 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 
 

 
グラフ 3  2009 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 
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特に 2009年の選挙は、民主党が政権交代を行って多数の議席を確保

した選挙だったので全体的な傾向は民主党議員の性向に沿っている。

ただし、自民党と民主党を区別して分析する時に目立つのは自民党議

員の場合全キャリアの 85％以上が 3 番目以内の主要な関心を持ってい

なかったが、シニア議員の場合シニア議員のうち 15％の議員が外交安

保政策を最も重視する政策に挙げたという点である。これは民主党シ

ニア議員の 4％程度が外交安保政策を最も重視する政策に挙げたもの

と比較されている。もちろん民主党シニア議員の場合も 10％の議員が

外交安保政策を 3 番目以内に重視する政策に挙げた。民主党のジュニ

アやミドルキャリア議員の 96〜7％が外交安保政策を 3 番目以内で重

視していなかったことと比較すると、民主党シニア議員は党内では高

レベルの関心を堅持していると言うことができる。 

 



19 

 

 

グラフ 4  2009 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員） 
 

2009 年衆議員選挙で選出された議員は経済政策への関心が高いこと

を見える。全議員を対象とした結果で経済政策に関連する項目を主要

な関心 1,2,3 番目全部、あるいは 1,2 番目に位置させた割合は全キャ

リア段階で 10％前後だった。主な関心 3 番目以内に経済政策と関連す

る分野が全くない割合は全キャリア段階で約 30％程度現れている。経

済政策に大きな優先順位を置くの割合はシニア議員が比較的高くなっ

ているが、1,2 番目にすべて経済政策を位置させた議員の割合をみる

とジュニアとミドルキャリア議員の場合がシニア議員からの割合より

も少し高い。したがって、ジュニア議員とシニア議員との差は大きく
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ないと言うことができる。 

 

グラフ 5  2009 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 

 

グラフ 6  2009 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 
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これを自民党と民主党に分けてみると、2009 年選挙の特性上民主党

議員の関心分布は全体議員の関心と同様のパターンを見せるが、全体

議員の場合よりも経済政策についてより低いレベルの関心を示してい

ることが分かれる。自民党の場合、経済政策に 1,2,3 番目全部、ある

いは 1,2 番目の関心を示す議員の割合が全キャリアをかけて約 25％程

度で表示されており、民主党議員に比べて経済政策に対して高レベル

の関心を持つことを知られる。自民党議員の場合には、ジュニア、ミ

ドル、シニアキャリアを問わず民主党の各キャリアの段階と比較する

とすべて経済政策についてより高い関心を見せているという点が目立

つ。 
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(2) 2012年衆議院選挙 

 

グラフ 7  2012 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員） 
 

グラフ 7 を通って、2012 年衆議院選挙以降の議員の場合には外交安

保政策に対する関心度が高まったことを知ることができる。前キャリ

ア段階を経て 40％前後の割合で外交政策に関心を持っていた。 2012

年の選挙の場合は自民党が再び民主党から政権をもたらし大きな勝利

を収めたため全体議員の傾向は自民党議員の傾向と類似している。 
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グラフ 8  2012 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 

 

 

グラフ 9  2012 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 
 

しかし、自民党と民主党に分けてみると、自民党の場合には外交安

保政策に大きな関心を持たない割合はジュニア議員の場合約 49％、そ
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して上位段階のキャリアでますます低くなって約 38％程度の割合にな

る。つまり、5〜60％の自民党議員たちは外交安保政策に重要な関心

を持っていた。全議員の結果に比べて自民党議員が外交安保政策に関

心を持つことは、すなわち、他の政党議員の外交政策への関心が低い

からである。民主党議員の場合を見ると、約 80〜90％の議員が外交安

保政策に重要な関心を持っていない。特に民主党議員の場合外交安保

政策を最も重視すると回答した有効回答がなかった点が目立つ。それ

だけでなく、二番目に関心を持っていると回答した有効回答も少ない。 

 

グラフ 10  2012 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員） 

 

2012 年衆議院選挙結果を見ると 2009 年に比べて経済政策への関心
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が減ったということがわかれる。主な興味 1,2,3 番目すべてに経済政

策を置く割合はなく、1,2 番目に経済政策を置く議員も 2009 年に比べ

たらはるかに減少した。経済政策と関連した分野に 3 番目以内の主要

な関心を置かない議員の割合は約 40％程度で、2009年と比較すると増

加した。 

 

グラフ 11  2012 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 
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グラフ 12  2012 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 
 

2012 年には自民党が大勝を収めた点で自民党の傾向が全体議員の傾

向と類似している。ただし、民主党の場合自民党の場合と比較して見

たと目立つ違いが見えるほど経済分野に対する関心度が低くなった。

これは特にジュニアとミドルキャリア議員の場合に明確に現れている。

ジュニアとミドルキャリア議員のうち経済分野に主要な関心分野を置

かずいる割合は 50％程度で表示されており、主な関心分野 1,2,3 番目

全部、あるいは 1,2 番目の重要度を置く割合も相対的に自民党より少

なく表示されてある。但しシニア議員の場合には自民党のシニア議員

と同様の形態を示している。 
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(3) 2014 年衆議院選挙 

 

グラフ 13  2014 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員） 
 

2014 年は外交安保政策に大きな関心が持たないと答えた議員の割合

が再び高まった。 2009年の結果よりは低いが、2012年に 60％以下の

議員が外交安保政策に大きな関心を持たなかったことに比べ 2014年に

は約 75％の議員が外交安保政策に大きな関心を持っていないと答えた。

少量とはいえ外交安保政策を最も優先順位にしておく割合も 2012年に

比べては減ったことが見える。 
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グラフ 14  2014 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 

 

 

グラフ 15  2014 外交政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 
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2014 年衆議員選挙の場合には自民党が 2012 年に次ぐ大勝を収めた

ので全体議員の傾向が自民党議員と似ている。ただし自民党議員のみ

に注目して見ると、約 65％の自民党議員が外交安保政策に関心を置か

なく、全体議員より外交安保政策に対する関心が少し高いことがわか

る。すなわち、他の党の場合は外交安保政策に対する関心が平均より

低いと言うことができ、民主党の結果を見るとジュニア議員よりミド

ル、シニアキャリアの議員が外交安保政策に関心が低いことがわかる。

特にミどルキャリア議員の場合には 90％、シニア議員の場合にも約

80％の議員が外交安保政策について関心が大きくないと答えた。 

 

グラフ 16  2014 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（全体議員） 
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2014 年衆議院選挙の結果を見ると全体的な関心度は 2012 年と大き

く変わらない。ただし、経済政策に 1,2,3 番目のいずれも関心を置か

ない割合がシニアの段階で約 20％程度増え、経済政策に 1,2,3 番目全

部、あるいは 1,2 番目に関心を置く高いレベルの関心を堅持する比率

がシニアキャリアの段階で約 10％減少し、全体的に経済政策に対する

関心が落ちたことが見えた。 

 

グラフ 17  2014 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（自民党議員） 
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グラフ 18  2014 経済政策分野のキャリア段階別重視程度（民主党議員） 
 

2014 年衆議員選挙も自民党が圧勝を収めたので全体議員の傾向が自

民党議員の傾向と類似しているのは当然である。ただし目立つ点は民

主党議員を対象にした結果である。民主党議員を対象とした結果をみ

ると 2012年よりも経済政策に対する関心が落ちたことが見える。関心

1,2,3 番目すべてに経済政策を置いたり、あるいは 1,2 番目に経済政

策を置く割合はほぼなくなったし、特にシニア議員の約 80％の議員が

経済政策には大きな関心を持っていないと答えた点は 2009年の選挙以

来最も高い数値である。 
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(4) 分析 

  2009 年、2012 年、2014 年の一連の選挙結果を介して自民党と民主

党議員が非常に異なる興味を持っていることを知ることができた。ま

ず外交政策に関して民主党の場合には外交安保政策に対する関心が自

民党に比べて低い。もちろん、絶対基準値はないので自民党に比較し

た場合、比較的関心度が低いというものであるが、2012 年の場合には

外交政策に大きな関心を持たない割合が自民党に比べて 30〜40％高い

ものからその差が克明に表れている。 

 そして仮説 1 と関連して 2009 年、2012 年の外交安保政策の全体議

員の結果を置いて見るときは仮説が支持されている。しかし 2014年の

結果は仮説を支持も反論もしないあいまいな場合である。より具体的

に見てみると自民党の 2009 年、2012 年の外交政策グラフを通っては

シニア議員ほど外交安保政策分野に対する無関心度は低くなって関心

度は高まっているという点で、仮説 1 が支持されていることを見るこ

とができる。しかし、3 つの年度の選挙結果を各政党に分けて分析し

た結果外交安保政策に対する関心度程度は各選挙のたびに大きな差を

見せており（自民党の場合無関心度は、2009 年：90％、2012 年：

45％ 、2014 年：65％）、民主党の場合には当選回数に応じて明確な

傾向を見せていないことはこの仮説が全てに適用されるという訳では
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ないことを示す。 

 経済政策の場合には仮説 1 を支持していない。仮説 1 によるとジュ

ニア議員の経済政策に対する関心がより高いのにそのような傾向が見

えていないし、特にミドルキャリア議員の関心が年度によって大きな

差を見せているという点で傾向が存在すると言うことはできない。た

だし、経済政策に関する議員の関心分野の分析を通し一般的に自民党

議員が民主党議員に比べて経済政策に対する関心が高いことがわかる。

これは特に 2009 年に非常に目立つように表示されており、2012 年、

2014 年間の結果からも顕著な違いが現れている。外交政策に関しても

自民党議員らの関心が民主党議員に比べて高いことが分っていた上に、

経済政策も自民党議員の関心が高いという点で国家政策の軸になる二

つ政策分野について民主党より自民党の議員がはるかに大きな関心を

持っているという点が印象的である。 
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 2) 仮説２ 

 外交安保政策 経済政策 

2009 2012 2014 2009 2012 2014 

コント

ロール

変数 

年齢 0.010** 

(0.002) 

0.007* 

(0.003) 

0.007* 

(0.003) 

0.007** 

(0.002) 

0.001 

(0.002) 

-0.002 

(0.002) 

DID 0.020 

(0.025) 

0.039 

(0.031) 

0.000 

(0.002) 

0.086** 

(0.023) 

0.004 

(0.019) 

0.000 

(0.001) 

自民

党 

-0.134 

(0.085) 

0.174 

(0.143) 

0.615** 

(0.117) 

0.186* 

(0.079) 

0.235** 

(0.086) 

0.400** 

(0.090) 

民主

党 

0.008 

(0.069) 

0.487** 

(0.147) 

0.410** 

(0.125) 

0.139* 

(0.064) 

0.915** 

(0.089) 

0.542** 

(0.091) 

キャリ

ア変数 

当選

回数 

0.000 

(0.011) 

-0.021 

(0.012) 

0.016 

(0.015) 

0.001 

(0.010) 

-0.014* 

(0.007) 

0.009 

(0.008) 

R-squared -0.046 0.081 0.024 0.030 0.494 0.046 

Adjusted R-

squared 

-0.057 0.069 0.012 0.020 0.487 0.035 

N 369 319 348 378 318 341 
 

表 1  政党リーダーとの政策距離を従属変数とする重回帰分析の推定結果 

 

 2009 年、2012 年，2014 年の選挙の結果を外交安保と経済政策に分

け分析をしてみたが統計上顕著であったものは 2012年度の経済政策だ

けだった。このとき当選回数は政党リーダーとの政策距離と音の関係

を持つ。ジュニア議員ほど政党リーダーとの政策距離が遠く、シニア

議員ほどリーダーとの政策距離が近いのである。これは、仮説 2 で当

選回数が少ないほど政党リーダーとの政策距離が近いという予想とは

反対の結果である。しかし、当選回数が少ないほど政党リーダーとの
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方針距離が遠いということは 2009、2014年度の選挙では表示されてい

ないのでいつでも適用することができる一般化された条件とするのは

できない。特に 2012 年衆議院選挙は、2009 年の民主党への政権交代

を経て、民主党政権に対する国民の失望が露わになった選挙である。

したがって、まず、民主党議員の場合、リーダー効果が存在するよう

な状況ではなかったし、議員が政党リーダーからリーダー効果を得よ

うとする試み自体をしていなかったと思われる。この場合には、むし

ろ現状の政党リーダーとの差別化を強調することが、有権者の支持を

得るためにより効果的だったのではないだろうか。 
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 3）総評 

 仮説検証過程などを通じて導出することができることはいくつかあ

る。第一に自民党と民主党の両方で当選回数が議員の政策決定におい

て影響を与える主な要因ではないことである。先行研究でも指摘して

いるように、当選回数は議員の行動面を決定づける重要な要因である。

しかし、先行研究のほとんどで当選回数が小さいほど改革や党の分立

に賛成するという傾向が発見されたような特定な傾向性は性格傾向に

は適用できないことが本研究を通じて明らかになった。自民党であれ

民主党であれ当選回数あるいはキャリア段階に応じて特定の傾向が表

示されていない点はかつての日本政治で再選のため現職利益を極大化

させるために、選挙区の利益を誘導するために議員の能力と関心を集

中させる中選挙区制下のフォークベレルから抜け出し全キャリア段階

の議員が自分の好みに応じて重視する政策を決定することができる方

向に変化したことを示しているとも言える。 

 むしろ当選回数より所属政党が議員の傾向を説明するために、より

便利であることが仮説 1 の検証を介して明らかになった。自民党議員

の場合には経済政策と外交政策の両方で、民主党議員らに比べて目立

つほど高いレベルの関心を持っていた。これらの傾向は、自民党が集

権に成功した 2012 年と 2014 年だけでなく、自民党が現代日本の政治
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史上初めて民主党に政権を渡すことにした 2009年にも同じように表示

されている。つまり、自民党が経済政策と外交政策への関心が高い現

象は選挙で勝つための単発あるいは一回の品揃えではなく、自民党の

性格そのものだと言うことができるだろう。 

 これを再び考えてみると、自民党の場合には議員が経済と外交政策

への関心が高く、自分の意見が形成されており、議員たち全体の意見

が反映される政策が決定されたり、それと近い政党リーダーが選ばれ

る可能性が高いことに対し、民主党の場合には議員の経済と外交政策

への関心自体が低く、政党リーダーの理念性向がそのまま民主党を代

表することになる可能性が高いだろう。つまり、2009 年以降、民主党

の与党時代リーダーだった鳩山、菅、野田の場合には民主党の内部世

論全体を代表すると言うことができないのに対し、自民党の 2012年と

2014 年の選挙を経る間のリーダーである安倍晋三の場合には、当時自

民党の世論を代表する標本と見ることができるだろう。 

 そして、自民党と比較して、民主党議員の主な関心政策分野は経済

や外交安保分野ではない。東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査で

は、教育・育児、雇用・就職、年金・医療などの社会福祉の項目があ

り、民主党議員らの興味はむしろこれに近い可能性が高い。また、こ

れは自民党と民主党議員を対象にして関心分野を全体的に作成したグ
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ラフ（グラフ 19、20、21、22、23，24）でも明らかになっている。自

民党議員が経済に関連する分野に集中的な関心を示すものと比較して、

民主党議員らの興味は広く分布する形を集めている。この時、すでに

述べたように、政党の議員の政策選好がどのようなものであるにせよ、

最初からその政策分野を重視していないなら、その政党の当該分野へ

の影響力は小さいものとなる。つまり、民主党議員は政権を取った時

も、政権を取ってなかったときにも、経済や外交政策ではなく、社会

や福祉、原子力などの分野により多くの関心を持って大きな影響力を

及ぼしていることが予想見できる。2012 年衆院選以来、民主党は議席

数の面でもそのパワーが弱かったが、外交安保政策に対する議員らの

関心が低かったため、相対的に関心度が高かった自民党議員らのイデ

オロギーが、議会において影響力をさらに増していったのである。 
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グラフ 19 2009 年度自民党の関心分野 

 

 
グラフ 20 2009 年度民主党の関心分野 
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グラフ 21 2012年度自民党の関心分野 

 

 
グラフ 22 2012年度民主党の関心分野 
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グラフ 23 2014 年度自民党の関心分野 

 

 
グラフ 24 2014 年度民主党の関心分野 
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IV. 結論と今後の研究課題 

本研究は従来の日本政治研究分野で別に注目されていなかった外交

政策の決定における重要なアクターである「議員」を対象にして、日

本の外交政策決定の一側面の分析を試みた。議員の位置決定に影響を

与える要因の中で最も直接的なものの一つは、再選可能性の最大化で

ある。そして、再選のための議員の行動に影響を与えているのが当選

回数である。これらの理論をもとに、本稿では、議員の政策位置決定

に関して当選回数が基準となることを前提として仮説を立てたが、

2009 年、2012 年、2014 年衆院選挙データ分析の結果、仮説は支持さ

れなかった。 

 まず仮説 1 の「議員の関心政策分野は、当選回数に応じて差がある」

について分析した結果、2009 年と 2012 年の外交安保政策について仮

説が支持されている。しかし、外交安保政策に対する関心は、各選挙

のたびに非常に大きな差を見せており、このような傾向が一般的に適

用されることができるとするのは難しい。経済政策と関連しても、ま

た仮説 1 を支持していない。仮説 1 とは異なり、ジュニア議員とシニ

ア議員の間には一般化されるような違いが現れていない。したがって

仮説 1 で当選回数に応じて議員の関心政策分野が変わるという予想は
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当てはまらない。 

 仮説 2の「 当選回数が少ない議員ほどリーダー効果を利用するため

に政策位置が政党リーダーに近づく」と関連して回帰分析をしてみた

結果、2012 年の経済政策の分野を除いては、意味のある結果が出なか

った。したがって当選回数は議員の政策性向にほとんど影響を及ぼさ

ないと言うことができる。 

 しかし、仮説検証過程を通って議員の所属政党が議員の行動パター

ンを説明するのに有用であることが明らかになった。自民党議員は経

済政策と外交政策の両方で非常に高いレベルの関心を持っており、自

民党の集權かどうかに関係なく、同じように示されている。これは、

自民党の経済と外交安保分野へのフォーカスが自民党を説明する主な

性格だと言うことができることを明らかにする。 

このように当初の予想とは異なって、一般化された先行研究を介し

て立てた本稿の仮説は、2009 年の衆議院選挙の結果を介して把握でき

る第 45 代衆議院議員、2012 年衆院選の結果を介して把握できる第 46

大衆議院議員、2014 年衆院選の結果を介して把握できる第 47 代衆議

院議員の実証研究においては支持されなかった。これは、仮説自体が

間違っていたためかもしれないし、統計分析において仮説検証のため

の統制変数が十分でなかったからかもしれない。 
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例えば、分析対象の比例代表候補者が少なかったため、リーダー効

果をより多く期待するために政党リーダーとの政策距離がより近いと

予想される比例代表候補者と小選挙区候補者を分けて比較していない

ことも仮説検証の精度を落とした可能性がある。しかし、現実的に比

例代表を区別する有効回答数が非常に少なくなり、定量分析をするの

に十分な事例数が出てこない。したがってこれは、本研究を遂行する

にあって避けることができない限界だと話せる。また、問題意識を解

決するためには、政策位置の決定に影響を与える他の要因、例えば谷

口（2006）の研究ように、各派閥変数とか親族のような要因も検証し

てみる必要がある。これらの追加変数をより置くことができるなら、

交差項を作ってみることもでき、より精細な分析が可能である。しか

し、これらの項目はほとんど日本で書籍の形で出版され、インターネ

ットを通じたアクセスは難しく、したがって現地資料の収集が必ず必

要である。本研究では、時間と空間の限界上、より細かい研究はでき

なかったが、後続研究を通じて、より鋭い分析を期待する。 

 また、計量的な「データ」のみ見ることができない部分が、一般的

な傾向を予想した仮説が 2009 年、2012 年、2014 年の衆院選で選出さ

れた議員のケースでは検証されていないようにした理由であるかも知

れない。たとえば、首相や政党リーダーの性向に基づいて議員の行動
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が変わる可能性があるので、これについて質的研究が必要だ。これは、

ケーススタディの形式でも追加することができるものであり、日本衆

議院議員の政策優先の全体的な傾向や変化を把握することができる研

究になるだろう。 

 

 

  



46 

 

参考文献 

국회사무처. 2013. 『미국의회와 한국국회의 외교정책 전문가의원』. 서울: 

한국의회발전연구회. 

박현숙, 남궁곤. 2003. 「의회와 외교정책: 국회의원의 정치적 이념구조와 

표결 행태 분석」. 『시민정치학회보 (고황정치학회보)』, Vol. 6. 

박철희. 2011. 「일본 민주당의 정책대립축 이행과 정당 간 경쟁의 

불안정성」. 『국제지역연구』, Vol. 20. No.1. 

이재철, 진창수. 2011. 「정치엘리트의 이념 및 정책 성향」. 

『한국정당학회보』, Vol. 10. No. 1. 

정영국. 1996. 「특집: 제 15 대 국회의 구성과 정책과제; 한국 

의회정치와 외교정책」. 『의정연구』. Vol. 3. 

최준영. 2004. 「미 하원의원들의 투표행태에 관한 연구」. 

『한국정치학회보』, Vol. 38. No. 2. 

 

建林正彦・曾我謙悟・待鳥聰史. 2008. 『比較政治制度論』. 東京: 有

斐閣アルマ． 

谷口将紀. 2006. 「衆議院議員の政策位置」. 『日本政治研究』. 3(1). 

佐藤誠三郎, & 松崎哲久. (1986). 『自民党政権』. 中央公論社. 

 

Barisione, M. (2009). “So, what difference do leaders make? Candidates’ 

images and the “conditionality” of leader effects on 

voting”. Journal of elections, public opinion and parties, 19(4), 



47 

 

473-500. 

Catalinac, A. (2014). “Pork to Policy: The Rise of National Security in 

Elections in Japan”. Submitted. Export BibTex RTF Tagged XML 

RIS Download catalinac_porktopolicy, 597. 

Docherty, D. C. (1997). Mr. Smith goes to Ottawa: life in the House of 

Commons. UBC Press. 

Kalt, J. P., & Zupan, M. A. (1984). “Capture and ideology in the 

economic theory of politics”. The American Economic Review, 

279-300. 

______________________. (1990). “The apparent ideological behavior 

of legislators: Testing for principal-agent slack in political 

institutions”. Journal of Law and Economics, 103-131. 

Krauss, E. S., & Nyblade, B. (2005).” ‘Presidentialization’in Japan? The 

Prime Minister, Media and Elections in Japan”. British Journal of 

Political Science,35(02), 357-368. 

Nemoto, K., Krauss, E., & Pekkanen, R. (2008). “Policy dissension and 

party discipline: The July 2005 vote on postal privatization in 

Japan”. British Journal of Political Science, 38(03), 499-525. 

Norton, P., & Wood, D. M. (1993). Back from Westminster: British 

Members of Parliament and their constituents (p. 40). Lexington, 

KY: University Press of Kentucky. 

Mann, T. E., & Wolfinger, R. E. (1980). “Candidates and parties in 

congressional elections”. The American political science review, 

617-632. 

McElwain, K. M. (2012). “The Nationalization of Japanese 

Elections”. Journal of East Asian Studies, 12(3), 323-350. 



48 

 

Okawa, C. & Taniguchi, M. (2012). "Party Position Change in Japan: 

2003-2009", in Japanese Political Science Association and Korean 

Political Science Association eds.. Governmental Changes and 

Party Political Dynamics in Korea and Japan. Bokutakusha. 87-

109.  

Reed, S. R. (1999). “Punishing corruption: The response of the Japanese 

electorate to scandals”. Political psychology in Japan: behind the 

nails which sometimes stick out (and get hammered down). 

Commack, NY: Nova Science.  

Reed, S. R., & Scheiner, E. (2003). “Electoral incentives and policy 

preferences: mixed motives behind party defections in Japan”. 

British Journal of Political Science, 33(03), 469-490. 

Rosenbluth, F. M., & Thies, M. F. (2010). Japan transformed: political 

change and economic restructuring. Princeton University Press. 

 

東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査 2009 年衆院選候補者調査コー

ドブック . http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasp.html(檢索日: 

2015. 9. 20). 

東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査 2009 年衆院選候補者調査デー

タ 2015 年 9 月 10 日 版 . http://www.masaki.j.u-

tokyo.ac.jp/utas/utasp.html(檢索日: 2015. 9. 20). 

東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査 2012 年衆院選候補者調査コー

ドブック. http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html(檢索

日: 2015. 9. 20). 

東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査 2012 年衆院選候補者調査デー

タ 2015 年 9 月 10 日 版 . http://www.masaki.j.u-



49 

 

tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html(檢索日: 2015. 9. 20). 

東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査 2014 年衆院選候補者調査コー

ドブック. http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html(檢索

日: 2015. 9. 20). 

東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査 2014 年衆院選候補者調査デー

タ 2015 年 9 月 10 日 版 . http://www.masaki.j.u-

tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html(檢索日: 2015. 9. 20). 

 

  



50 

 

국문초록 

 

일본 중의원 의원들의 정책 선호 

: 다선 커리어를 기준으로 하여 

 

 

이다용 

서울대학교 국제대학원 일본지역학 

 

본 연구는 기존의 일본 정치 연구 분야에서 크게 연구가 

이루어지고 있지 않았던 외교정책 결정의 중요 행위자인 ‘의원’을 

대상으로 하여 일본 외교정책 결정의 한 부분을 분석해보고자 하였다. 

의원의 정책 결정에 영향을 주는 요인 중 가장 직접적인 것 중 

하나는 재선 가능성의 최대화일 것이다. 그리고 이 때 재선을 위한 

의원들의 행동에 차이를 만드는 것이 ‘당선 횟수’이다. 이러한 

이론들을 바탕으로 본고에서는 의원들의 정책 위치 결정에 있어 당선 

횟수가 기준이 될 수 있다는 전제 하에 가설을 세웠으나, 2009, 2012, 

2014년 중의원선거 데이터 분석 결과 가설들은 지지되지 않았다. 

우선 가설 1의 ‘의원의 관심정책분야는 당선횟수에 따라 차이가 

있다’에 대해 분석해 본 결과2009년과 2012년의 외교정책에 대해서는 
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가설이 지지되고 있다. 그러나 외교정책에 대한 관심도가 각 선거 

때마다 매우 큰 차이를 보이고 있어 이와 같은 경향이 일반적으로 

적용될 수 있을 것이라고 이야기하기는 힘들다. 경제정책과 

관련해서도 역시 가설 1을 지지하고 있지 않다. 가설 1과는 달리 

주니어 의원과 시니어 의원 간에는 일반화 될 수 있는 차이가 

나타나지 않고 있다. 따라서 가설 1에서 당선 횟수에 따라 의원들의 

관심 정책 분야가 바뀔 것이라는 예상은 들어맞지 않는다고 할 수 

있다. 

가설 2의 ‘당선횟수가 적은 의원일수록 리더 효과를 이용하기 

위해 정당 리더와의 정책거리를 좁힌다’와 관련해서 회귀분석을 해 본 

결과 2012년의 경제 정책 분야를 제외하고는 유의미한 결과가 나오지 

않았다. 따라서 당선횟수는 의원들의 정책 성향에 별다른 영향을 

끼치지 않는다고 말할 수 있다.  

그러나 가설 검증 과정들을 통해서 의원들의 소속 정당이 

의원들의 행동 패턴을 설명하는데 유용하다는 것이 드러났다. 자민당 

의원은 경제정책과 외교정책 모두에서 매우 높은 수준의 관심도를 

가지고 있었으며, 자민당의 집권 여부와 관계없이 동일하게 나타나고 

있다. 이는 자민당의 경제와 외교 분야에 대한 포커스가 자민당을 

설명할 수 있는 주요한 성격이라고 말할 수 있다는 것을 드러낸다. 

이를 다시 생각해보면, 자민당의 경우에는 의원들이 경제와 

외교정책에 대한 관심이 높고 자신들의 의견이 형성되어 있어 의원들 

전체의 의견이 반영되는 정책이 결정되거나 그와 비슷한 정당 리더가 
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뽑힐 가능성이 높은 것에 반해, 민주당의 경우에는 의원들이 경제와 

외교정책에 대한 관심 자체가 낮아 정당 리더의 이념 성향이 그대로 

민주당을 대표하게 될 가능성이 높다는 것이다. 

이와 같이 본고에서 처음에 예상한 것과는 다르게 일반화된 

이론의 선행연구를 통해 세운 가설은 2009년의 중의원 선거 결과를 

통해 파악할 수 있는 제45대 중의원 의원, 2012년 중의원 선거 

결과를 통해 파악할 수 있는 제46대 중의원 의원, 2014년 중의원 

선거 결과를 통해 파악할 수 있는 제 47대 중의원 의원들에 대한 

실증연구에 들어맞지 않았다. 이는 가설 자체가 틀렸기 때문 일수도 

있고, 통계 분석에 가설 검증을 위해 충분히 변수가 들어가지 않았기 

때문 일수도 있다. 
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