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 比較政治学会報告原稿への前書き 

 　ここで「本論」として紹介している原稿は、2012年6月23日・24日
の2日間にわたって日本大学法学部で開催された、2012年度比較政治学
会研究大会において私が発表した報告である。その際の討論者となった
河田潤一（大阪大学）・森正（愛知学院大学）両会員には、その詳細な
コメントに対して謝意を表しておきたい。本来ならば、この報告に対し
て提示された疑問に答えつつ、それを踏まえた形で改稿して公表するこ
とが望ましいであろう。私もそうするべきと考えていたのであるが、報
告から半年近くが経過した2012年12月においても、未だにそのための
十分な時間を確保できない状況である。 
 　その一方で、私は日本学術会議の第22期連携会員として、政治学委
員会の下に設置されている政治過程分科会委員長を勤めており、そこに
おける今期の活動目標として、「若年層を中心とした投票率低下問題に
対する対応策の提示」を掲げている。したがって、この問題に対する検
討作業を更に進めなければならない立場にある。その点を踏まえるなら
ば、この問題をめぐる議論を活性化するためにも、最低限の「補足説明」
を付加した上で、この報告を公表するべきではないか、と考えた次第で
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ある。 
 　私としては、ほぼ同様の趣旨から、2009年の比較政治学会で行った
報告を『学術の動向』2009年10月号に公表したことがある。幸いにも
この論文に対しては好意的な反応が多く、この論文をきっかけとして、
学術会議で活動していた理系の研究者との共同作業の機会も与えられた
のである。そこから、原子力委員会の諮問を受けての日本学術会議によ
る「回答　高レベル放射性廃棄物の処分について」（2012年9月11日発
表）」を作成するための委員会「高レベル放射性廃棄物の処分に関する
検討委員会」の一員となり、他の領域の研究者とともにこの問題を検討
する機会を得たことは、私にとって望外の喜びであった。このような経
験を踏まえ、今回もこのような形での公表を試みた。 
 　この「前書き」では、この間の経緯についての紹介にとどめるが、報
告原稿の後に、学会での討論を踏まえた「後書き」も書き加えた。そこ
において、学会での発表の際に討論者からのコメントへの私の応答が不
十分だった点について、私なりの応答を試みている。 
 　投票率向上へ向けた研究の中で、「政治的有効性感覚」概念については、
さまざまな議論が提起されている。本報告では、その研究動向の一端を
紹介しながら、私なりに新しい方向性を提示してみた。その方針が適切
かどうかは、今後の研究を待つしかない。本稿が、新たな研究の進展の
ための契機となることを期待したい。（2012年12月付記） 
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2012年度比較政治学会研究大会報告（2012年6月24日実施） 

 「投票率」をめぐる問題状況と
対応策への政治学的視角 

 小野　耕二 

 はじめに 

 　報告者はこの間、「実践の学」としての政治学の（再）活性化という
研究方向を一貫して模索してきた。その起点となったのは、2000年度
日本政治学会研究大会における共通論題「政治学の意義と課題―政治学
は人の役に立ってきたのか―」で行った報告である 1） 。その後の作業を
踏まえ、2007年に公刊した論文「『政治学の実践化』への試み」は、こ
の点に関する研究のとりあえずの帰結であるとともに、そこから新たな
研究方向を模索するための起点とも位置づけられていた 2） 。その新たな
方向とは、一方で「実践」という媒介項によって、新制度論の鼎立状況
から脱却するための理論的試みであり、他方では調停論などに触発され
つつ「政治学的紛争処理」の理論を構築する試みであった。この両課題
のうちの前者に関しては、「構成主義的政治理論の研究プロジェクト」
として共同研究がひとまず完結し、その報告書としての著作『構成主義
的政治理論と比較政治』が刊行されている 3） 。また後者の課題に関して

1） この報告は加筆修正の上、以下の形で公表されている。拙稿「日本における比
較政治学の現状と課題」、立命館大学『政策科学』第8巻3号所収、2001年。

2） この論文は、報告者が編集責任者となった以下の日本政治学会年報に掲載され
ている。『年報政治学2006 ― II　政治学の新潮流―21世紀の政治学へ向けて―』、
木鐸社刊、2007年。

3） 筆者は「シリーズ紛争処理過程の政治学的分析」と題する論文を『名古屋大学
法政論集』などで公表し、この間それを完結させた。拙稿「シリーズ　紛争処理
過程の政治学的分析 ○1　法律学と政治学との交錯領域へ向けて」、『法政論集』第
216号（2007年）所収、同「シリーズ　紛争処理過程の政治学的分析 ○2　紛争の
構図と政治学的分析視角」、『法政論集』第223号（2008年）所収。同「シリーズ
　紛争処理過程の政治学的分析 ○3　紛争処理と『公共性』」、『法政論集』第232
号（2009年）所収、同「シリーズ　紛争処理過程の政治学的分析 ○4　政治学の
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も、「紛争処理過程の政治学的分析」と題するシリーズ論文を完結させ
たことによって、とりあえずの準備作業は終えた 4） 。 
 　さらに上記の作業の過程において、私は2009年度の比較政治学会で
「政治学の実践化への試み」と題する報告を行う機会を得た。そこでは、
「若年層の投票率低下」という問題に対して、「政治的有効性感覚」とい
う概念を手がかりとしながら、その克服への方向性を模索した 5） 。本報
告には、その続編という位置づけが与えられている。 
 　政治学者が「投票率の低下」といった実践的課題に取り組むとき、そ
の作業は「すでに存在する政治現象をどう理解し分析するか」という問
いかけに止まらない内実を有すると考える。そのためにはまず、「若年
層を中心とした、各種選挙における投票率の低下」という現象を「問題」
として把握し、その状況を変えていくことが「現代の政治学にとって取
り組むべき課題」として認識されなければならないからである。残念な
がら日本においては、政治学者の間にもこのような共通認識が形成され
ているとは言い難く、政治学会としての取り組みが行われたこともない。
しかしアメリカ政治学会においては、この問題を検討するためにタスク
フォースを組織し、その報告書もすでに公刊されている。この作業に関
しては、すでに拙稿 6） で触れたことがあるので、ここでは詳論しない。

再検討と紛争処理論の意義」、『法政論集』第237号（2010年）所収。また、こ
のシリーズ論文には次の関連論文がある。拙稿「紛争処理と専門家のリーダーシッ
プ」、『彦根論叢』第383号（2010年）所収。その後筆者は、「シリーズ変容期の
政治学」と題する論文の執筆を開始している。その第1論文は以下のものである。
拙稿「シリーズ　変容期の政治学 ○1　『新しい政治学』への展望―『政治の変容』
と『政治学の変容』との架橋―」、『法政論集』第242号（2011年）所収。以上の
論文はすべて、現在ネット上で検索し閲覧することができる。またこの両シリー
ズを架橋する論文として、以下のものも参照。拙稿「コモンズの政治学的分析」、
日本法社会学会編『法社会学第73号　コモンズと法』所収、有斐閣刊、2010年。

4） その書誌情報は以下のとおり。拙編『MINERVA比較政治学叢書2　構成主義
的政治理論と比較政治』、ミネルヴァ書房刊、2009年。なお、この著作の刊行へ
の準備作業として2008年に開催した国際会議に関しては、以下の英文報告書が
ある。拙編『政治学資料集　構成主義的政治理論研究へ向けて  Papers toward the 
Constructivist Political Theory 』、2009年刊。これはこの共同研究へ向けて支給さ
れた科学研究費の報告書であり、名古屋大学図書館などに所蔵されているが、市
販されていない。残念ながらその後の科学研究費申請が認められなかったため、
この共同研究は現時点では中断されている。

5） この報告は加筆修正の上、以下の形で公表されている。拙稿「政治学の実践化
への試み：政治参加の拡大へ向けて」、『学術の動向』2009年10月号所収。

6） 前掲註2）で紹介した拙稿を参照。文中で触れた『報告書』とは、以下の著
作を指している。Stephen Macedo & Others,  Democracy at Risk: How Political 
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本稿ではその代わりに、第1節でまず日本の衆議院議員選挙における「若
年層の投票率の状況」について、データを踏まえつつ簡単に明らかにし
たのち 7） 、続く第2節では、レイプハルトA. Lijphartが1996年のアメリ
カ政治学会大会会場で行った「会長演説　Presidential Address」の内容
をはじめに検討しておきたい 8） 。 
 　周知のように、この演説でレイプハルトは、低投票率を「深刻な民主
主義上の問題」とした上で、その問題への処方箋として「強制的投票制
度compulsory voting」を提示し話題を呼んだ。本節では、このテーマに
関して2000年代に入り2つの雑誌上で展開された「強制的投票制度を
めぐる論争」を簡単に検討し、その中から「低投票率をめぐる問題」に
関するいくつかの論点を明確化する。このような作業を踏まえることに
より、この問題に対して実践的な視点からの検討が可能になると思われ
るのである。 
 　続く第3節では、前回の報告において重視した、投票行動における「政
治的有効性感覚」の内実について、更に検討を進めることとしたい。筆
者は、低投票率問題に対して「強制的投票制度」を採るべきではなく、「有
権者教育」などを進める中で「政治的有効性感覚」を活性化する方向を
模索するべきである、と考える。投票は「権利」として自発的に行使さ
れるべき、と考えているからである。この「政治的有効性感覚」に関し
ても、その概念が提示されて以降さまざまな検討がなされてきている。
そのような作業のいくつかを検討することを通じて、本節では「政治的
有効性感覚」の構成要素の明確化を試みる。そのような作業を経てこそ、
「政治的有効性感覚の活性化」が可能になると思われるからである。 
 　そして本稿末尾では、前節までの作業で明らかになったこのような問
題に対処するための、新たな理論モデル構築の方向性を提示してみたい。
この間の研究により、「政治的有効性感覚の活性化」のためには、政治

Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It , Brookings, 
2005.

7） 以下の第1節で紹介する統計資料は、財団法人明るい選挙推進協会がこの間衆
議院選挙のたびに行ってきた調査の結果を踏まえ、明るい選挙推進協会が作成し
たものである。

8） Arend Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma, 
Presidential Address, American Political Science Association, 1996”, in  American 
Political Science Review , Vol. 91, No. 1, 1997, pp. 1 ― 14.
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的意思決定メカニズムへの知識（内的有効性感覚）に加えて、政治制度
への信頼（外的有効性感覚）が必要である、とされてきている。「知識」
の必要性に対しては、有権者教育などによる対応が可能と思われるが、
「信頼」の必要性に対してはどのような対応策が可能なのであろうか。
筆者はここで、この間独自に進めてきた「紛争処理のための理論モデル」
と、オストロムE. Ostromがレイプハルトの翌年に行った「アメリカ政
治学会会長演説」 9） で提起した「信頼構築モデル」との結合を試みる。
政治への信頼を回復するためには、「政治的主体形成」の理論と「紛争
処理へ向けた制度形成」の理論の双方が必要不可欠と考えるからである。
このとき、このような実践的課題には「既存の政治学的枠組に変容を迫
る契機」という機能を果たす可能性がある。その意味で、政治学的知見
と実践的課題との関係は、これまでの知見を適用して課題の解決を図る、
という「一方向的な関係」ではない。課題を検討することが政治学の変
容をも促迫する、という「相互作用の関係」がそこには含まれていると
思われるのである。 
 　これらの作業を踏まえ、実践と政治学とのこの「相互作用」の内実を
解明するための「変容期の政治学」の可能性を検討し、その中で「政治
的有効性感覚」の活性化の可能性を明確化することが、本報告者の今後
の課題となっている。 

9） Elinor Ostrom, “A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of 
Collective Action, Presidential Address, American Political Science Association, 
1997”, in  American Political Science Review , Vol. 92, No. 1, 1998, pp. 1 ― 22.
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 1．我が国における若年層の政治参加の現状 

 　本節では、以下の行論に必要な限りにおいて、いくつかの調査結果を
用いながら、若年層の政治参加の現状と問題の所在とを概観しておきた
い。私はこの間「明るい選挙名古屋市推進協議会」の会長を務めてきた
ところから、明るい選挙推進協会が行ってきたいくつかの意識調査の報
告書やデータを入手できている。それらを利用することによって、若年
層を中心とした政治参加の実態と、この間におけるその変化とを紹介し
ておこう。 
 　「財団法人　明るい選挙推進協会」は、衆参両院の国政選挙と統一地
方選挙のたびに、大規模な世論調査を実施している 1） 。本稿ではその中
から、明るい選挙推進協会がデータを抽出し、会議用資料としてまとめ
たものを利用しながら、この間の衆議院議員選挙における若年層の投票
率の動向の特徴を探ってみることとしたい。 
 　次々頁の資料における一番上の折れ線グラフから見て取れるように、
直近二回の衆議院選挙では、全体の投票率は67.2％・69.3％であり、や
や高い数値となっている。それ以前の3回の選挙では、投票率がいずれ
も59％台から62％台と低迷していたため、この間は「投票率が回復し
てきた」と評価できるようにも見える。しかしながら、その中で20代
の有権者のみの投票率を見てみると、直近二回の投票率でも40％台を
低迷しており、回復傾向にあるとは言い難い状況にある。1990年に行
われた第39回総選挙までは、20代の有権者の投票率も50％台の半ばか
ら後半を記録していたからである。 
 　この点を更に、次々頁資料の中段の折れ線グラフを見ながら検討して
おこう。これは、昭和20年から24年生まれ、昭和31年から35年生まれ、
という形で、生年を5年ごとに区切ってまとめた「有権者群」を想定し、
それらが有権者となって以降の衆議院選挙において、どのような投票率

1） この調査に関して、この間刊行されたものとして以下のような報告書がある。
発行者はすべて、財団法人明るい選挙推進協会である。『第42回衆議院議員総選
挙の実態―調査結果の概要―』、平成13年2月刊。『第43回衆議院議員総選挙の
実態―調査結果の概要―』、平成17年1月刊。『第44回衆議院議員総選挙の実態
―調査結果の概要―』、平成18年3月刊。『第45回衆議院議員総選挙の実態―調
査結果の概要―』、平成22年3月刊。
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を記録したかを追跡したものである。このグラフでは、全体の投票率が
X軸で示されており、横軸には西暦年が示されている。例を示せば、「昭
和20年から24年生まれ」の者が初めて投票した第32回総選挙（1969年）
では、その有権者群は20代前半であり、その投票率は全体の投票率よ
りも10.95ポイント低いものであった。しかしながら、年が進むに連れ、
その有権者群の投票率は次第に上昇していき、1979年に行われた第35
回総選挙において、全体の投票率とほぼ同じ数字を記録している。次の
投票者群である「昭和31年から35年生まれ」の有権者群は、20代前半
の時点で行われた第36回総選挙（1980年）において、やはり全体より
も16ポイント余り低い投票率を記録しているが、その10年後の第39回
総選挙においては、全体とほぼ同じ投票率となっている。 
 　このグラフが示すように、1990年ころまでは、20代前半の有権者の
投票率は全体のそれよりも10ポイントから15ポイント低い数字となっ
ているが、その10年後に30代前半となって臨んだ総選挙においては、
全体の投票率に追いついていたのである。この傾向に変化が見られ始め
るのは、1990年代以降のことである。 
 　昭和41年から45年生まれの有権者群が初めて投票した第36回総選挙
（1980年）において、その年代の投票率は、全体のそれを20ポイント以
上下回っている。その後は年を経るに連れてその差が縮小してきたが、
その有権者群の投票率が全体のそれに追いついたのは第45回総選挙
（2009年）においてであった。かつては、20代前半の時点での低投票率
から全体のそれに追いつくために10年を要していたが、最近において
は20年近く掛かるようになってきているのである。その点は、昭和51
年から55年生まれの有権者群においても同じ傾向を示している。20代
前半の有権者の投票率は、全体のそれよりもはるかに低い数値を示し、
そこから全体の投票率へと追いつくためには20年を要するようになっ
てきているのである。このような、恐らく90年代以降に顕著となった「若
年層の投票率の、全体の投票率からの乖離幅の増大」という現象に関し
ては、投票行動分析の専門家から、ぜひコメントを頂きたいところである。 
 　最後に、次ページ下段の表の内容に触れておこう。全体の投票率が
69.28％を記録した第45回総選挙（2009年）は、1969年に実施された
第32回総選挙とほぼ同じ数字を示している。しかしその投票率の内実
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は同じではない。この表は、この2回の総選挙の年齢別投票率を対比さ
せたものである。そこで明らかになったことは、第45回総選挙の際の
年齢別投票率で、第32回総選挙のそれを上回った年齢層は60歳代以上
だけ、という事実である。投票率の世界にも、「高齢化」が進行してい
ることを、ここから見て取れるであろう。第32回総選挙との対比にお
いて60歳未満の層の投票率が全て低下している中で、第45回総選挙が
ほぼ同じ投票率を記録した背景には、このような事実があった。若年層
の投票率低下は、ますます深刻な状況になってきていると言えるであろ
う。では、この状況から、どのような政治学的課題を引き出すことがで
きるのか、その点を検討することが次節の課題となる。 
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2． 「低投票率という問題」への対応策：
「強制的投票制度　Compulsory Voting」？ 

 　本稿「はじめに」で触れたように、世界的に著名な政治学者であるレ
イプハルトは「低投票率」という状況に強い危機意識を持って、アメリ
カ政治学会会長演説において大胆な問題提起を行った。それは「強制的
投票制度」の導入である 1） 。彼のこの演説から、「投票者登録制度」など
の特殊アメリカ的な問題を除いてみると、以下のような問題提起をなし
ている、と言えよう。 
 　なぜ民主主義者は、この低投票率を「問題視」しなければならな
いのであろうか。まず第1に、彼は「低投票率」を「不均衡な投票率
unequal turnoutの結果だ」とみなし、それが「政治的影響力の差異」を
生み出す、と指摘する。富裕層や資産家、高学歴層などの「恵まれた人
たち」はさまざまな形で政治に関与し、そして政治的影響力を行使す
る。それに対して、「恵まれない人々」は政治的影響力をそれほど行使
しないのであり、その結果として政治参加には「体系的な階級バイアス
systematic class bias」がかかっている、と彼は主張するのである。 
 　その上で彼は第2に、中間選挙や地方での選挙など、重要であっても
余り注目されない選挙では、更に低い投票率となっている、と述べる。
そして最後に、多くの国々で、投票率は低いだけでなく、更に低下中で
ある、との警告を発している。一方では西欧諸国において「参加革命
participatory revolution」が進んでいるが、それは「一部の能動的市民だ
けに限定された形での参加」ということであり、他の人々による「投票
率低下」という現象と併存しうるものである、とレイプハルトは述べる。
彼はその上で、「不均衡な投票率と不均衡な影響力」の問題性に関して
次のような対応策を提示している。 
 　この問題に関して、彼は「教育や政治への関心のレベルを上昇させる
ための試みよりも、制度的文脈の改善を図る方が有効である、と主張し
た上で、「制度的対応策」の検討に入っていく。そこで彼が対応策とし
て提示した案は、「有権者の自動登録制度」や、「比例代表選挙の導入」

1） 前節註8）で紹介したレイプハルトの論文を参照。煩雑になるため、以下の行
論では利用した頁を明示していない。
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などに加えて、「強制的投票制度Compulsory Voting（以下CVと略記）
の導入」というものであった。すでにそれを導入しているベルギーやス
イス（一部のカントン）では、CVが投票率の向上への有効な対応策と
なっている、として、彼はそれに高い評価を与えている。そしてその導
入には、他にも3つのメリットがある、と彼は主張する。 
 　第1に、CVの導入は、他の政治参加の形態に対しても刺激を与える
ことが期待され、また政治への関心をも高める、とされている。そして
第2に、CVの導入により「政治における資金の役割の低下」が起こる
ことを期待している。そして最後に、CVは相手にダメージを与えよう
とするような「攻撃的宣伝」の手法が功を奏さなくなる、としている。
これらのメリットがどの程度達成されるかは不確実であるが、レイプハ
ルトのCVへの期待の高さをここから感じ取ることができるであろう。 
 　彼はこの会長演説の中で、想定されるいくつかの批判にも先回りして
答えている。その第1は、「不承不承の投票や、関心を持たない有権者
の投票に、どれだけの意義があるのか」という疑問である。これに対し
てレイプハルトは、CVの導入により「政治的関心が高まる」という点
をこの批判が見落としている、と反論する。そしてその第2は、ヴァイ
マル共和国を例に取りながらの、「歴史的に見ても、高い投票率は望ま
しくないのであり、危険ですらある」という批判である。これに対して
もレイプハルトは、「それまで政治的関心を持っていなかった人々が、
極端な立場の政治宣伝に煽られて投票することによって投票率が急上昇
する、ということが危険なのであり、そのような危険を避けるためにも
常に高投票率を維持することが必要だ」と反論している。その上で、彼
は第3の批判を検討する。 
 　その第3の批判とは、「CVが個人の自由を侵害するものではないか」
というものである。彼はこれを「最も厳しいCV批判」と見なしつつ、
「投票を強制するのではなく、投票所に行くことだけを強制する（投票
はしなくとも良い）」という案を提示している。このような内容を有す
るCVは、果たして望ましいものなのであろうか。この点についての本
稿の立場は本節末尾で述べることとし、ここではまず、レイプハルトの

367



　論　　説　〈61〉

この論文が日本の現状に対して提示した問題についてだけ触れておくこ
ととしたい。 
 　「不均衡な投票率が、不均衡な政治的影響力をもたらしている」とい
うレイプハルトの指摘は、日本にも適合している、と言えるであろう。
財政危機問題への対応の先送りや、年金改革の現状を見る限り、投票率
の高い「高齢者の利益」を優先する政策が展開されていると思われる。
将来を担う若者たちに負担を転嫁する方針を転換させていくためにも、
現在は低投票率にとどまっている若年層の政治参加の活性化が必要であ
ろう。ただし、CVをめぐる論争が提起した争点は、このような状況認
識にとどまるものではなかった。 
 　2000年代に入り、このようなCVの議論を受けて、ヨーロッパの政治
学界で本格的な「CV論争」が展開され始めたのであり、本節後段では
この論争を簡単に紹介しておこう。その口火を切ったのは、ベルギー
の政治学者ラクロア J. Lacroixであった 2） 。先にも紹介したように、ベル
ギーはCVを導入しているヨーロッパの4カ国の一つであり、彼女はそ
の経験を踏まえて、レイプハルトの主張に賛同しつつ、他の理由も付加
しながら「リベラリズムの立場からのCVの擁護」を試みているのであ
る。その論文タイトルからも理解できるように、ラクロアの主張は、リ
ベラリズムの立場からすると擁護不可能に見えるCVを、どう論理的に
擁護するのか、という課題に応えるものであった。それは、レイプハル
ト論文の中に看取できるような「政治的影響力の不均衡の是正のための
CV」という論理ではなく、「自律的で平等な自由が望ましいからこそ、
それを支えるためのCVの導入は正統化されうる」という「非―功利主
義的なnon-utilitarian」論理に基づくものであった。投票は、コスト―
ベネフィットといった視点からではなく、「道徳的な望ましさ」の視点
から検討されるべきだ、という論点が、ここには示されている。この点
は、CV論者の貢献と言って良いであろう。 
 　しかしながら、ラクロアは、すでにCV制度が存在する政治の中にい
るため、それが「自由民主主義体制」の原理に背馳しない、と主張する
ことを「自らの役割」と捉えているようにも見える。たとえそれが望ま

2） Justine Lacroix, “A Liberal Defence of Compulsory Voting,” in  Politics , Vol. 27, 
No. 3, 2007, pp. 190 ― 195.
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しいもの（「市民の義務civic obligation」という表現もある）だとしても、
「権利」として措定された投票を「強制すること」の正統性を理論化す
ることに、彼女が成功しているようには思えない。したがって彼女の
議論は、「投票という道徳的義務moral duty to vote」と「法的強制 legal 
compulsion」との間のギャップを架橋し得ていない、という批判を呼び
起こすことになる。CVをめぐる論争の中で、反対の立場からの議論を
主導する論者の一人であるリーヴァー A. Leverは、この点を繰り返し
主張しており、その議論には説得力があると私には感じられた  3）。ただ
し、「リベラリズムとCVとの関係」という論点については、リベラリ
ズム自体が多様な議論を包摂しうるために、原理的な決着が付けられる
ことはないであろう。 
 　私がリーヴァーの議論の中で説得力を感じた点は、「投票が道徳的義
務だとしても、我々がそれを強制するのではなく、あくまで知見を持っ
た良心的・自覚的な投票 informed and conscientious votingこそが望まれ
る」という主張である。この点に私は共感する。「強制的投票制度」が、人々
の「投票への義務感」を喚起するとしても、それは「政治に関する知見
の増大」や、「政治への信頼感の増大」にどこまで貢献し得ているのか、
という点に疑問が残されているからである。「政治教育の充実」や、「政
治への信頼増大」のための他の政策手段が伴わない限り、それは強制に
よって「投票率」という数字だけを繕う方策に思えるのである。 

3） Annabelle Lever, “ ‘A Liberal Defence of Compulsory Voting’: Some Reasons for 
Scepticism,” in  Politics , Vol. 28, No. 1, 2008, pp. 61 ― 64.この論文が、ラクロアの
前掲論文に対する直接的な批判であるが、CV問題に関するリーヴァーの論文
には他に以下のものがある。“Is Compulsory Voting Justified?” in  Public Reason , 
Vol. 1, No. 1, 2009, pp. 57 ― 74. “Liberalism, Democracy and the Ethics of Voting,” 
in  Politics , Vol. 29, No. 3, 2009, pp. 223 ― 227. “Compulsory Voting: A Critical 
Perspective,” in  British Journal of Political Science , Vol. 40, 2010, pp. 897 ― 915.こ
の論文に対しては、やはりCVを導入しているオーストラリアの政治学者ヒル
L. Hillから批判的コメントが寄せられ、それに対してリーヴァーは直ちに再反
論を行っている。Lisa Hill, “On the Justifiability of Compulsory Voting: Reply to 
Lever,” in  British Journal of Political Science , Vol. 40, 2010, pp. 917 ― 923. A. Lever, 
“Democracy and Voting: A Response to Lisa Hill,” in  British Journal of Political 
Science , Vol. 40, 2010, pp. 925 ― 929.この論争の中では、他の論者からも「投票の
強制ではなく、投票者に対する経済的インセンティブを与えてはどうか」といっ
た興味深い論点が提起されているが、ここでそれらを詳細に検討することはで
きない。この論点に関しては、とりあえず以下の論考をも参照。Ben Saunders, 
“Making Voting Pay,” in  Politics , Vol. 29, No. 2, 2009, pp. 130 ― 136.
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 　レイプハルトの問題提起によって引き起こされた論争の中で、「低投
票率に対する対応策」の内実は検討され始めている。しかしながら、そ
の対応策を真に検討するためには、そのような「投票率の低下」がどの
ような要因によって引き起こされているのか、という問題への回答を準
備することが必要であろう。そしてそのためには、経済状況や社会状況
といった「外的条件」だけでなく、人々の意識の内面にまで検討を進め
ることが必要と思われる。投票するか否かは、最終的に人々の主観的判
断によって決定されるからである。本稿で、このような課題への回答を
直ちに提示することはできないが、この問題への分析視角を模索する作
業だけは開始しておきたい。そのためには、前回の報告でも触れた「政
治的有効性感覚」の議論に立ち返る必要があると考えている。 
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3．「政治的有効性感覚」概念の再検討 

 　ここで私が「政治的有効性感覚」に立ち返るべきと考えたことには、
大きく言って二つの理由がある。その第一は、有権者における「政治的
有効性感覚」の低下ないし喪失こそが、投票率低下の背景の一つとなっ
ているのではないか、という私なりの見通しである。この点に関しては、
今後の研究を待つしかないが、以下に述べるように、この論点に着目す
ることによってこそ、政治学者としてこの問題への対応策を検討するこ
とも可能になる、と思われるのである。そして第二には、この「政治的
有効性感覚」概念が有している二重性が、その根拠として挙げられる。
その二重性とは、この概念が一方で「政治に関する知識」といった「認
知的側面」を有するとともに、他方で「CV論争」が明確化したような「政
治に関する道徳的義務」といった「道徳的側面」をも有している、とい
う点である 1） 。この二重性こそが、「政治的有効性感覚」を魅力的にする
とともに、また容易には捉えがたい難解さにも繋がっていると考えてい
る。 
 　さて、前回の比較政治学会への報告でも触れたように、三宅一郎と西
澤由隆は、JESⅡの調査結果に基づき、「日本の投票参加モデル」を提
示している  2）。その論文の中では、アメリカの研究者による「政治参加
メカニズム」の研究を念頭に置きながら、日本人の投票参加の要因モデ
ルを提示している。このモデルには、「投票 /棄権」を決定する諸要素
が網羅的に整理されていると思われるが、その中で「投票率の向上」へ
向けて政治学者が貢献できる要素は何であろうか。言うまでもなく、「政
治環境要因」に関しては、政党と候補者による努力こそが必要であり、
政治学者が関与する余地はない。そして「個人的属性要因」においても、

1） ここで「評価的側面」と「道徳的側面」との二分法については、アメリカの社
会学者パーソンズT. Parsonsの社会理論を参照した。彼の社会的行為理論におい
て、「価値志向」の類型区分の中に、この用語法を見ることができる。その際、「認
知的志向」とは「真・偽の判断に基づく行為の方向付け」であり、「道徳的志向」
とは、「善・悪の判断に基づく行為の方向付け」とされている。本稿では、政治
の現状に関する知識の有無を「認知的側面」と表現し、政治に対する「望ましさ
の感覚」の有無を「道徳的側面」と表現している。

2） 三宅一郎・西澤由隆「日本の投票参加モデル」、三宅一郎・綿貫譲治『変動す
る日本人の選挙行動 ○2　環境変動と態度変容』所収、木鐸社刊、1997年。
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所得・教育水準や居住形態 /居住年数と言った要素については同様であ
る。従って、ここでは有権者個人に属する「リソース」のうちで、「政
治的有効性感覚」や「義務感」として上げられている要素や、「地域と
の心理的距離」といった要素が検討課題となってくると思われる。ここ
で「政治的有効性感覚」に関して、三宅・西澤論文では以下のように説
明されている。 

 「合理性の原理を用いて投票参加を説明しようとするとき、政治的
有効性感覚の存在が前提となっている。有権者は、一人一人が投票
することで選挙結果を変えることができ、そしてさらに、ひいては
政府の政策決定になんらかの影響を及ぼすと信じているからこそ投
票参加に意義を認めるのである。そしてその場合、政治的な出来事
についての理解力があると有権者それぞれが信じていること、また、
有権者の意見に政治が反応するものであるとの信頼感があわせて前
提となっている。」   3）

 　ここには、政治学者として考察するべき要素が明確化されていると思
われる。この議論を踏まえるならば、投票率向上のためには「政治的有
効性感覚」を高めることが重要なのであり、そして政治に対する理解力
や信頼感がそのための前提とされているのである。これらの点を検討す
るために、ここではもう一度「政治的有効性感覚」概念の出発点に戻り、
その内容分析の発展過程をフォローしてみることにしたい。 
 　この「政治的有効性感覚 sense of political efficacy」概念は、キャンベ
ルA. Campbellらが提起したものであり 4） 、そこでの定義は、「個人の政
治的行為が政治過程に影響を与えるという、または与える可能性があ
る、という感情 feeling」というものであった。そしてこの概念は、その
後の研究の中で、「内的有効性 internal efficacy」と「外的有効性external 

3） 三宅・西澤、前掲論文、187頁。この引用個所の直後には、以下のような文章
が続いていることも付言しておく。「ただし、有効性感覚のこれらの前提は、現
実の問題としてはなかなか厳しい条件といわざるをえない。実際、日本では有効
性感覚が投票に影響を及ぼさないとの報告もある」。このような記述もあるが、
本稿では「政治的有効性感覚の活性化」を手がかりとしながら「若年層の政治参
加の拡大」への方策を考察したいと考えている。

4） Angus Campbell, Gerald Gurin, and Warren E. Miller,  The Voter Decides , Row 
Peterson, 1954, p. 187.
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efficacy」という二つの構成要素へと整理されていくことになる 5） 。 
 　その作業の結果、「内的有効性感覚」とは、「政治を理解し、そこに
有効にeffectively参加することができる、という自己の能力への信念
belief」であるとされ、また「外的有効性感覚」とは、「政府と政治制度
が有する、市民の要求に対する応答性 responsivenessへの信念belief」と
して定義づけられることになったのである  6）。この両者の区分に基づき、
NES（National Election Studies）などさまざまな選挙調査において、「政
治的有効性感覚」に関連づけられた質問項目が設定されることにより、
その両者と投票行動との関連性が検討されてきている。その調査結果分
析の具体的内容に関して、ここで包括的に検討することはできないが、
私が検討したいくつかの業績に限ってみても、この両者の関連について
は見解が分かれるようである。 
 　先に言及したクレイグS. C. Craigらの研究では、「内的有効性感覚」
については明確な関連性が見られたものの、「外的有効性感覚」につい
てはそれが見られない、とされている。このような見解は、カーネ J. 
Kahneらの最近の論文でも確認することができる 7） 。邦語文献を見ると、
本節冒頭で紹介した三宅・西澤論文では、JESIIにおける2つの「有効
性感覚」の指標について簡単に紹介した記述に、次のような文章が続い
ている。 

 「ところが、このいずれもが統計的に有意な効果を示さなかった。
それはなぜだろうか。もしかするとそれは、有効性感覚を測定する
これらの指標が必ずしも適当でないことによるのかもしれない。」 8）  

 　この表現は、「有効性感覚」を測定するための指標に関する問題提起
となっているが、最近の研究ではもっと率直に、「政治的有効性感覚」

5） Philip E. Converse, “Change in the American Electorate,” in Angus Campbell 
and Philip E. Converse (eds.),  The Human Meaning of Social Change , Russell Sage 
Foundation, 1972.

6） Stephen C. Craig, Richard G. Niemi, and Glen E. Silver, “Political Efficacy and 
Trust: A Report on the NES Pilot Study Items,” in  Political Behavior , Vol. 12, No. 3, 
1990, p. 290. なお、「政治的有効性感覚」のこの区分は、以下の論文により導
入された。George I. Balch, “Multiple Indicators in Survey Research: The Concept 
‘Sense of Political Efficacy,’ ” in  Political Methodology , Vol. 1, No. 2, 1974, pp. 1 ― 43.

7） Joseph Kahne and Joel Westheimer, “The Limits of Political Efficacy: Educationg 
Citizens for a Democratic Society,’ ” in  PS: Political Science & Politics , Vol. 39, No. 2, 
2006, p. 292.

8） 三宅・西澤、前掲論文、198頁。
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の概念そのものに対する疑問も提示されている。村瀬らによる「日本と
韓国との比較研究」に関する論文における、「政治的有効性感覚」に関
する以下の記述を参照して欲しい。 

 「政治的有効性感覚に関しては、さまざまな議論がなされてきた。
これらの議論の最大の問題点として、有効感概念（ママ）の不明確さを
指摘できる。自分の政治的影響力に関する概念なのか、自分の外部
にある政治的決定のシステムが、国民の意見を取り入れないことに
ついての評価なのかが、不明確なのである。」 9）  

 　ただし村瀬らはこのような問題点を指摘しつつも、政治的有効性感覚
について、「個人の政治的影響力を、主観的な評価によってとらえてい
るという点では、他の変数にはない意義がある」と述べている（同論文
53頁）。私も、「政治的有効性感覚」に関するこの村瀬らの評価に同意
したい。この概念は、人々の政治的意識状況を捉える上で重要な手がか
りとなる、と私は考えているが、その意義を明確にするためには、概念
規定を更に明確にする必要性があると感じるのである。以下は、私のこ
れまでの研究と「政治的有効性感覚」概念との結合を図るための試論で
あり、まだ不十分なものではあるが「討論の素材」として提供してみたい。 
 　ここではまず、「内的有効性感覚」と「外的有効性感覚」について、「政
治的関与」や「私生活志向」との関連を検討している興味深い事例を紹
介しておこう。池田謙一は、JESIII調査の結果を分析して、概略次のよ
うに述べている 10） 。「内的政治的有効性感覚」については、それが高いほ
ど政治的非関与も低く、私生活強調の度合いも低い、つまり私生活志向
は低くなる。しかしそれとは逆に、「外的政治的有効性感覚」について
言えば、それが高いほど政治的非関与は低いが、私生活強調の度合いは
やや高めである、ということである。池田はそれに対して、「政治には
信頼が置けるから自分は私生活を強調しても良いというような委任的側
面がかいま見える」（同書225頁）とのコメントを付している。しかし
この場合には、政治への「信頼」の内実が問われなければならないと思

9） 村瀬洋一・高選圭・李鎮遠「政治意識と社会構造の国際比較―韓国と日本にお
ける政治的有効性感覚の規定因―」、立教大学『応用社会学研究』第50号所収、
2008年、53 ― 54頁。同論文55頁以下では、小林良彰・安野智子・平野浩らによる「日
本における有効感に関する最近の研究」が要約的に紹介されている。

10） 池田謙一『政治のリアリティと社会心理』、木鐸社刊、2007年。
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われる。例を挙げるならば、身近に議員などの政治的有力者がいた場合、
有権者はその有力者を通じて、自分の私生活に関する要求への「政治か
らの応答性を引き出すことができる」と考えるであろう。以下の第1表
では、それを「道具的参加」という中間的な参加類型として位置づけて
みた。つまり、「政治一般に対する信頼」なのか、「個別の政治家（政党）
に対する信頼」なのか、の区別が重要になってくると思われる。 
 　この問題に関しては、先に触れたクレイグらの論文が検討を試み
ている。彼らは、「外的有効性感覚」の中に、「現職―基盤の有効性
incumbent-based efficacy（IBE）」と「レジーム―基盤の有効性 regime-
based efficacy（RBE）」という2類型を設定しようと試みている。「現職
の政治家は、民意への応答性を有しているのか」という具体的イメージ
と、「現在の政体 regimeは、民意への応答性を有しているのか」という
一般的イメージとの差を明確にしようとの狙いからであろう。この区分
の導入は、分析枠組みを複雑化してしまうが、興味深い試みと感じられ
た。そこから考えられることは、「外的有効性感覚」を「レジーム―基
盤の有効性（RBE）」へと純化することである。そして「現職―基盤の
有効性（IBE）」については、むしろ「内的有効性感覚」と統合するこ
とも考えられよう。その理由は、それが「政体一般に対する、民意への
応答性の評価」とは別の要素を含むと考えられるからである。「政体一
般の応答性」に関していえば、通常それを測定する基準は具体化が困難
と考える。つまり、政体一般に対しては、「その応答性について信頼す
るかどうか」が問われているのである。だからこそ、これまでの研究の
中でも「外的有効性感覚は、政治への信頼感と近い関係にある」と評価
されてきたと思われる 11） 。 
 　それに対して、「個別の政治家の応答性」については、そこに個人的
ネットワークが存在するならば、その有効性について具体的に考えるこ
とができる。したがって、それは「政体一般に対する信頼感」とは無関

11） 先に紹介した三宅・西沢論文からの引用でも、「外的有効性感覚」とは明示し
ていないものの、それに該当する説明部分で「有権者の意見に政治が反応するも
のであるとの 信頼感 」（下線強調は引用者）との説明がなされている。また前掲
村瀬らの論文でも、「外的有効感は、政治システムが民意を反映しているかどう
かの評価なので、政治システムへの信頼感（あるいは政治不信）と、概念的によ
く似ている。」との率直な記述を見ることができる。前掲村瀬他論文、55頁。
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係に変動しうると思われるのである。これを、「応答性についての評価」
という共通点から「外的有効性感覚」で一括して把握するよりも、「個
人的知識や経験、ネットワークなどにより、政治に有効に参加しうる」
と考える側面を評価する「内的有効性感覚」に含めた方が、両者の意味
内容が明確にできる、と考える。 
 　このように、「外的有効性感覚」概念から個人の「認知的側面」を除外し、
政治への「信頼感」などの「道徳的側面」のみを、「外的有効性感覚」
が含むことにすれば、概念内容の整理はひとまず完結しうるのではない
かと考えている。そのような論理によってこそ、個人の投票行動が有す
る「認知的側面（＝知識）」と「道徳的側面（＝信頼）」との二重構造が
解明できると思われるのである。そしてこのような「二重構造の把握」
を通じて、本節冒頭で触れた「倫理的側面」の再生もまた、可能になっ
たと思われる。 
 　ここで、前回の報告でも紹介した、有権者の意識状況についての以下
の分類表を再掲しておきたい。この第1表は、イギリスの政治学者ヘイ
C. Hayが執筆した『我々はなぜ政治を忌み嫌うか』 12） という挑発的な題
名の著作に示唆を得て私が作成したものである。この表に基づいて考察
するならば、我々には「投票率の向上」をめざすような単一の処方箋が
提示できるのではなく、下掲の表のそれぞれの類型に即した形での「対
応策」を考えることが必要となると思われるのである。以下、この表に
ついて簡単な説明を試みたい。 
 　ヘイはこの著作の第1章で、世論調査に基づきながら、先進諸国では
中央政府や議会といった政治制度と、政党などの政治組織の「信頼度」
が低いことを紹介したのち、第2章で「政治参加」のあり方について検
討している。その上で、彼はここに掲載した第1表の原型となる表を作
成したのである。その際には、横軸は「政治的・非政治的」の区分が、
そして縦軸には「参加・非参加」の区分が用いられている。本稿では、「内
的」および「外的」という二つの「有効性感覚」概念で提示された諸要
素をこの表に加えることによって、これを単なる「分類表」としてでは
なく、政治参加の拡大へ向けた処方箋を考察するための出発点として利

12） Colin Hay,  Why We Hate Politics , Polity Press, 2007.この表は、同書75頁に掲載
されている表を参照しつつ作成したものである。
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用したいと考える。ここで、横軸として想定されている要素が「内的有
効性感覚」であり、縦軸に相当するのが「外的有効性感覚」である。こ
の点についてさらに付言しておこう。 
 　4つの欄に仕切られたこの表において、政治的関心や理解力が高く、
政治への信頼感もあるという左上の欄に関しては問題がない。このよう
な人々は、政治に自覚的に参加するであろう。これとは対照的に、政治
的関心や理解力が低く、政治への信頼感もない人々に対しては、政治的
関心や理解力を高めるための対策に加えて、政治への信頼感を高めるた
めの対策も必要となる。その両者の中間の領域として、左下の欄（自覚
的不参加）と右上の欄（習慣的参加）がある。それぞれは、二つの要素
のうちのどちらかが欠けているのであり、それへの対応策が必要となっ
てくると思われる。なお、小泉政権下での「郵政解散」による総選挙で
の投票率上昇などを念頭に置き、「自覚的参加」と「習慣的参加」との
中間的類型として「情緒的参加」を設定してみた。十分な政治的関心が
ないままに、周囲からの継続的働きかけなどによって投票に参加する「習
慣的参加」とは異なり、「主体的判断」という側面も有しつつ、しかし
政治的理解力が十分ではない例も想定できると考えたからである。また、
政治全般への信頼感はないものの、個々の政治家などを利用しながら自
己の個別的利益の実現を図る参加の形態を、やはり中間的類型としての
「道具的参加」として、表の中に位置づけている。 
 　さて、本稿ではここから、政治的関心や理解力を高めるための「政治
教育」を、そして政治への信頼感を高めるための「信頼構築の手法」を、
それぞれへの対応策として試論的に提起したいと考えている。筆者も構
成員の一員として参加した総務省における「常時啓発事業のあり方等研

第1表　政治参加の現状に関する分類表

政治への関心・政治に対する理解力
（内的有効性感覚）

有り（高い） 無し（低い）

政治への信頼感
（外的有効性感覚）

有り 自覚的参加 習慣的参加

無し 自覚的不参加 無自覚的不参加
（アパシー・無関心）

（情緒的参加）

（道具的参加）
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究会」では、その最終報告書に「社会に参加し、自ら考え、自ら判断す
る主権者を目指して～新たなステージ『主権者教育』へ～」というタイ
トルを付している 13） 。ここでは、主として「内的有効性感覚」の形成へ
向けた「主権者教育」のあり方が検討されている。したがって、本稿の「む
すび」では「外的有効性感覚」の形成へ向けた「信頼構築の手法」への
「試論的作業モデル」を提示してみたい。 

 

13） この報告書は2011年12月に公表されたもので、現在も総務省のホームページ
から入手することができる。
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むすび：政治学のイメージ転換へ 

 　先進諸国における各種選挙での「低投票率」は、何を原因とするもの
なのであろうか。投票率が低下する過程において、有権者の中で失われ
ていった要素は何なのであろうか。本稿ではそれを、「政治的有効性感覚」
という概念を手がかりにして、考察しようと試みた。すでに前稿でも指
摘したように、とりわけ若年層を中心として、政治的体験の機会が急速
に減少したことは、まず留意するべき点であろう。それに加えて、政治
制度や政党などの政治組織への信頼感も、急速に衰退しつつある。そし
て政治に関する知識や政治への関心もまた低迷しつつあると思われる。
これらの点は、上記第1表における、内的および外的という2つの「政
治的有効性感覚」の減少として捉えることができるであろう。 
 　更に言えば、このような「政治的有効性感覚の減少」もまた、他の社
会的要因の変化によって規定されているのであろう。パットナムR. D, 
Putnamの「社会関係資本 social capital」に関する議論が注目を集める背
景には、先進諸国における「社会関係資本の衰退」という現象が存在し
ている 1） 。では、この状況を転換するためには、何が必要なのであろうか。
その手がかりを得るために、ここでは再度オストロムの会長演説を参照
してみたい。本稿「はじめに」でも簡単に触れた「行動論的アプローチ
から、集合行為の合理的選択理論へ」と題するその会長演説の末尾で、
彼女は次のような問題提起を行っている。 

 「21世紀が平和の世紀であることを望む人たちのため、私たちは、
集合行為に関する私たちの研究上の知見を、高校生や大学生向けの
教材へと鋳直す必要がある。私たちの教科書のうちのあまりに多く
が、指導者たちにのみ焦点を当てており、さらに悪いことには、国
政レベルの指導者たちにのみ焦点を当てている。アメリカ政治や、
より一般的には政治学についての入門的な科目を履修している学生
たちは、民主主義を維持する際に彼ら自身が重要な役割を果たす、
という点について学ばないであろう。市民参加は、指導者たちへの

1） ここでは、パットナムの以下の著作を念頭に置いている。Robert D. Putnam, 
 Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community , Simon and 
Schuster, 2000.柴内康文訳『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生
―』、柏書房刊、2006年。
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接触、利益集団や政党の組織化、そして投票として紹介されている。
市民が直面する社会的ジレンマを解決するために必要とされる付加
的な技術や知識については、触れられないままなのである。」 2）  

 　本稿冒頭で紹介した、そしてここで第1図・第2図として紹介してい
る私のこの間の研究作業の成果は、オストロムが示した課題への私なり
の回答への試みでもある 3） 。そしてこのような方向での「政治学的モデ
ル」の構築は、既存の政治制度や政治組織に不信感を持つ人々に対して、

2） このオストロムの会長演説については、本稿「はじめに」の註9）を参照。
3） この2つの図は、拙稿「シリーズ　変容期の政治学 ○1　『新しい政治学』への
展望―『政治の変容』と『政治学の変容』との架橋―」、『法政論集』第242号（2011
年）所収、に掲載したものである。

第一図　調停の枠組

第三者
の空間

当事者
の空間

他者
のレベル

Ⅰ Ⅱ
他者への
結果

調停人への
結果

紛争当事者への
結果

Ⅲ

調停人
のレベル

調停の
決定要因

紛争当事者間
の相互行為 調停 アプローチ

結果の
決定要因｛ アプローチの

決定要因

第二図　政策形成の枠組

問題への対応策、
紛争処理策の提示
〈政策形成〉

対応策・処
理策の決定
〈政策決定〉

当事者による問
題・争点の認識
〈アジェンダ設定〉

第三者の視点
による決定内
容の検討

第三者
の空間

当事者
の空間

他者
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Ⅰ 条件づけ
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政治イメージの転換と、政治学的知見の有効性感覚とをもたらすことを
期待してのことである。それは、現実に進行しているさまざまな「紛争
処理過程」や「政策決定過程」からそのパターンを抽出し、他の事例に
対する経験的分析を行うための「分析モデル」として形成された。しか
しこの枠組みは、その議論のレベルにはとどまらない。経験分析のため
に形成された理論モデルは、現時点における紛争や政策課題を、将来へ
向けて処理するためのスキルとして利用可能なものとして構想されてい
る。このようなモデルを活用しながら、社会に生きる人々が、自らの抱
える課題を解決するための知見と能力とを獲得していくことが、「政治
的有効性感覚」の活性化に繋がっていくのであろう。 
 　現時点での私の仮説は、次のようなものである。「人々が、自らの回
りにおいて生起する社会問題への対応能力を減退させていく時、その補
償策として政治への個別的で短期的な期待を増大させる。そしてその期
待が達成されなかった時、人々の政治意識は更に流動化していく」。政
治への期待が裏切られた、と人々が感じた時、彼らの「政治的有効性感
覚」は、内的・外的ともに衰退することになろう。その人たちは、「政
治に対して有効に参加できなかった」と感じるからであり、また「政府
と政治制度が、自分たちの要求に応答できなかった」と感じるからである。 
 　投票行動と「政治的有効性感覚」との間に一定の関連性が見いだせる
としたら、「投票率低下」という現象の背景の一つに「政治的有効性感
覚の減退」がある、と言うことも可能であろう。そしてその「政治的有
効性感覚の減退」の背景に、社会関係資本の減退や人々の「紛争処理能
力の減退」があるのだとしたら、そこから、現代の政治学はどのような
方向に進むべきなのであろう。 
 　本稿冒頭にも記したように、これまでの政治学は「すでに存在する政
治現象をどう理解し分析するか」という課題に取り組んできた。その過
程において、分析枠組みは次第に精緻化されてきたと思われる。その到
達地点を確認しつつ、そこに「問題」とも呼べる現象が見いだせるとし
たら、政治学はそれにどのように対応できるのであろうか。私は本稿に
おいて、「投票率低下」という問題をめぐる政治学の議論状況の一端を
紹介し、併せて私がこれまで取り組んできた作業の一端を紹介してみた。
それはまだ「混迷」とでも呼ぶべき状況なのであるが、ここから、この
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ような問題関心を共有する政治学者との共同作業の中で、「実践的課題
に取り組む政治学」の構築を進めたいと念願している。本報告が、その
作業のための出発点となれば幸いである。 
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報告原稿への後書き 

 　以上に紹介したように、本論では、「先進諸国における各種選挙での
『低投票率』は何を原因とするものなのか」、「投票率が低下する過程に
おいて、有権者の中で失われていった要素は何なのか」、といった問題
を提起し、それらに検討を加えている。そして本論では、「政治的有効
性感覚」という概念を手がかりにして、それらの問題を考察しようと試
みた。ここで「内的有効性感覚」とは、「政治を理解し、そこに有効に
effectively参加することができる、という自己の能力への信念belief」
であるとされ、また「外的有効性感覚」とは、「政府と政治制度が有する、
市民の要求に対する応答性 responsivenessへの信念belief」として定義
づけられていた。この両者に、「有効性感覚」という共通の用語を使用
するべき「共通性」がどこまで存在するのか、「内的」「外的」という、
やや形式的な修飾語で表現できる程度以上の「質的な差異」が存在する
のではないか。これらが、本論での結論的な問題指摘となっている 1） 。 
 　その上で、本論3．の後段では、内的及び外的な「有効性感覚」に含
まれる諸要素のうち、「認知的要素」を一括して「内的有効性感覚」と
表現し、とりわけこれまでの議論の中で「外的有効性感覚」の中に存在
していた「道徳的要素」を「政治的信頼感」という概念で表現してみて
はどうか、という提案を行っている。もとより、限られた作業の中での
提言であり、未だに十分な説得力を持つとは確信できない状況であるが、
「今後の考察のための手掛かり」として、本論で問題提起を試みた次第

1） ここでは、「今日投票参加に関する計算の基本モデルとして一般的に知られて
いる」とされる、ライカーとオードショックの以下のモデルを念頭に置いている。
William H. Riker and Peter C. Ordeshook, “A Theory of the Calculus of Voting,” in 
 American Political Science Review , Vol. 62, No. 1. (March, 1968)なお、上記の引用
個所（下掲論文133頁）も含め、このモデルに関しては、以下の論文を参照した。
河野武司「投票参加の合理的選択理論におけるパラドックスについて」、白鳥令
編『［現代の政治学］シリーズ ○7　選挙と投票行動の理論』所収、東海大学出版会刊、
1997年。

   河野論文において「R＝PB－C＋D」と表現される式の中で、「投票に参加する
という行動」を、「PBで表される『投資的価値』の部分」と「Dで表される『消
費的価値』の部分」とに「明示的に分け」る、という同論文136頁の記述に、本
論では示唆を受けている。本論の記述における、政治的有効性感覚のうちの「認
知的側面」と「道徳的側面」との区分、という発想は、この個所をヒントにして
いる。 
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である。 
 　そして本論の末尾では、私のこの間の研究作業を踏まえて、このよう
な課題への私なりの接近の試みでもある「紛争処理過程の政治学的モデ
ル」を紹介しておいた。このようなモデルの構築は、既存の政治制度や
政治組織に不信感を持つ人々に対して、政治イメージの転換と、政治学
的知見の有効性感覚とをもたらすことを期待してのことであった。この
ようなモデルを活用しながら、社会に生きる人々が、自らの抱える課題
を解決するための知見と能力とを獲得していくことが、「政治的有効性
感覚」の活性化に繋がっていくのであろう、と私は考えている。 
 　この点について、学会報告の際に、討論者の森正会員から、「政治的
有効性概念の検討」の部分と、「紛争処理過程のモデル提示」との関連
性についてさらなる説明が要求されたのであるが、時間的制約もあり、
本論で記述したこと以上の回答ができなかった。この点については、私
自身もさらに明確化する必要性がある、と感じていたので、この「後書
き」において若干の補足説明を行っておきたい。 
 　「政治的有効性感覚」という概念自体においては、その「有効性」の
内容が問われていない。私の本論での議論は、その内容を「認知的側面」
と「道徳的側面」とに分けて考えようとしている。そしてそれは、「紛
争処理過程の政治学的分析」と題するシリーズ論文で展開した、以下の
主張と関連づけられている。紛争処理過程を進行させていくためには、
その出発点で明確となった「対立状況」からの脱却を計らなければなら
ない。従って、当初の段階で紛争当事者が有していた「自己の個別的立
場」からの脱却プロセスが想定されることになる。それを私は、「個別
的利益からの脱却可能性の追求」と定義したのであり、その意義を明確
化するための概念こそが「公共性」であった。 
 　この点を出発点とした上で「政治的有効性感覚」概念を検討した時点
での私の仮説は、次のようなものである。人々が、自己の個別的利益や
要求の実現を政治に期待していく時、彼らの「内的有効性感覚」が活性
化され、自らの利益の実現のための「道具的」とでも特徴づけられるよ
うな「有効性感覚」を彼らは有することになろう。しかし、政治の本来
の機能は「公的決定の創出」であり、暫定的にであれ「個別的利益を超
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えた公共的利益の実現」をめざすものである 2） 。これまでの「政治的有
効性感覚」の中にも含まれていたそのような要素は、前出の「道具的」
な有効性感覚とは質的に異なった「道徳的ないし規範的な側面」を有す
ることになろう。この側面を活性化させることが、政治参加の促進に対
して有効に作用するのではないか、と私は考えている。そしてそのよう
な「個別性への固執」から「公共的利益への志向への転換」のメカニズ
ムを、私は「紛争処理過程の分析モデル」の中で提示しようと試みたの
である。 
 　「政治的有効性感覚」と言う概念の内部にも、「個別的利益の表出」と
いう側面と、その狭隘性を脱した「公共的利益への経路の自覚」という
2つの側面が並存していると思われる。その両者を、とりあえず峻別し
た上で、その両者の間に一定の関連性を見いだそう、という作業が必要
であろう。その意味で、「政治的有効性感覚の減退」の背景に、「自らの
個別的利益の実現可能性の低下」を見いだすのか、それとも「公的決定
の創出過程としての政治の機能不全」を見いだすのか、によって、そこ
から引き出される処方箋は大きく異なってくると思われるのである。 
 　本論の結論部にも記したように、これまでの政治学は「すでに存在す
る政治現象をどう理解し分析するか」という課題に取り組んできた。そ
の過程において、分析枠組みは次第に精緻化されてきたと思われる。私
は本稿において、「投票率低下」という問題をめぐる政治学の議論状況
の一端を紹介し、併せて私がこれまで取り組んできた作業の一端を紹介
してその両者の結合を試みた。それはまだ不十分な段階であるが、ここ
から、このような問題関心を共有する政治学者との共同作業の中で、「実
践的課題に取り組む政治学」の構築をさらに進めたいと念願している。
本論が、その作業のための出発点となれば幸いである。（2012年12月付
記） 

2） この「政治」の概念規定に関しては、「紛争処理過程の政治学的分析」シリー
ズに加えて、以下の拙著をも参照。『転換期の政治変容』、日本評論社刊、2000年。
とりわけ第3章を参照。
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