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図 1 アメリカの投票率 
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図 2 日本の投票率 
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表 1 選挙運動と投票（アメリカ） 

  若者（アメリカ）       

  
  

B（3） 
時期 2000～
2009 年 

B（2） 
時期 1990
～1999 年 

B（1） 
時期 1980
～1989 年

①  他人の票にキャンペイン中影響させようとしたか？ .350 1.151*** 0.833***

② Ｒはキャンペイン中に政治集会・大会に出たか？ .702 2.246*** .121

③ Ｒは党又は候補者のために働いたか？ -.582 -.359 .706

④ キャンペイン中に候補者のボタン・ステッカーを付けたか？ 0.857** .612 1.277***

⑤ キャンペイン中党や候補者に献金したか？ 1.265 .227 -.184

⑥ この選挙のテレビ番組を見たか？ 0.550* 0.592*** .229

⑦ この選挙の新聞の記事をどれぐらい見たか？ 1.012*** 0.565*** 0.907***

⑧ Ｒは家族・友人と政治について議論したか？ †-0.296*** -0.129** -0.121**

⑨ 
この一週間Ｒは家族・友人と政治についてどの位議論した

か？ 

.015 0.162*** 0.128***

⑩ R' 年齢（生） 0.069* 0.059** 0.079***

  定数 -5.841*** -7.823*** -7.127***

  Nagelkerke R2 乗 .279 .341 .279

高齢者（70 歳以上） 

  
  

B（3） 
時期 2000～
2009 年 

B（2） 
時期 1990
～1999 年 

B（1） 
時期 1980
～1989 年

①  他人の票にキャンペイン中影響させようとしたか？ 1.612*** 0.985*** .292

② Ｒはキャンペイン中に政治集会・大会に出たか？ -.209 1.070 19.481

③ Ｒは党又は候補者のために働いたか？ 18.405 .089 18.423

④ キャンペイン中に候補者のボタン・ステッカーを付けたか？ .841 .345 2.172**

⑤ キャンペイン中党や候補者に献金したか？ 1.704** .805 1.860*

⑥ この選挙のテレビ番組を見たか？ .181 .337 .519

⑦ この選挙の新聞の記事をどれぐらい見たか？ 0.813** 0.824*** 1.184***

⑧ Ｒは家族・友人と政治について議論したか？ -0.222* -0.139** -.118

⑨ 
この一週間Ｒは家族・友人と政治についてどの位議論した

か？ 

-.122 .078 .084

⑩ R' 年齢（生） -.029 -.021 -.034

  定数 -19.741 -2.566 -41.662

  Nagelkerke R2 乗 .228 .205 .284

 

†＝この項は符号が反対であった。 

*p<.10 **p<.05 ***p<.01  
  

ANES 2008 Time Series Study
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表 2 選挙運動と投票（日本） 

  

日本 2000 年代 

若者 

30 より若い

B（3） 

高齢者 

70 以上 

B（3） 

B(3)n

734～

999 

B（3）n 

1403～

1737 

(1) 情報接触-個人演説 .508 0.932* 74 174 

(2) 情報接触-街頭演説 -0.552* .324 210 212 

(3) 情報接触-政党演説 .776 1.013 41 55 

(4) 情報接触-連呼 -0.608** -.409 231 378 

(5) 情報接触-電話 1.005** -.273 106 285 

(6) 情報接触-運動員 -.554 -.748 57 106 

(7) 情報接触-新聞広告 0.827*** .330 230 443 

(8) 情報接触-選挙公報 0.953*** 0.814*** 155 554 

(9) 情報接触-ビラ -.420 .016 256 355 

(10) 情報接触-葉書 -.210 .193 86 235 

(11) 情報接触-政党広告 0.744* .467 89 192 

(12) 情報接触-政党文書 -.138 -.254 191 262 

(13) 情報接触-党機関紙 -.561 .186 28 115 

(14) 情報接触-掲示ポスター -.085 .348 278 451 

(15) 情報接触-新聞報道 0.602** 0.612** 186 400 

(16) 情報接触-雑誌報道 -.462 .305 56 29 

(17) 情報接触-政見放送テレビ .406 0.68*** 257 693 

(18) 情報接触-政見放送ラジオ 1.328 1.824* 32 91 

(19) 情報接触-テレビ報道 0.454** -.226 381 714 

(20) 情報接触-ラジオ報道 -1.070* .698 38 71 

(21) 情報接触-家族 1.078*** .517 118 197 

(22) 情報接触-近所 1.707*** .457 35 91 

(23) 情報接触-友人親戚 0.634** 1.081*** 150 219 

(24) 情報接触-有力者 .180 18.993 20 12 

(25) 情報接触-地域団体 -2.220** .677 9 22 

(26) 情報接触-職場 0.803* 19.288 77 14 

(27) 情報接触-組合 .803 -1.619 29 8 

(28) 情報接触-業界 -.888 .123 30 16 

(29) 情報接触-各種団体 1.523 -.481 24 34 

(30) 情報接触-後援会 1.320 .504 26 73 

年齢（生） -.045 -0.087***

  定数 .189 7.414     

  Nagelkerke R2 乗 .271 .199     

*p<.10 **p<.05 ***p<.01                   明推協 
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表 3 集団と投票（若者－21 世紀と 20 世紀－アメリカ） 

若者 

若者 

18-29 

3 期 

若者 

18-29 

2 期 

若者 

18-29 

1 期 

B（3） B（2） B（1） 

アジアン・アメリカン -.009     

白人 .000 0.014** .005 

チカノ・ヒスパニック -.008 .004 .003 

黒人 0.029*** .004 0.017* 

組合 -0.012** -0.010* -.005 

貧しい人々 -.004 -0.012* -.005 

福祉対象者 -.003 -.009 -0.014** 

キリスト教原理主義 -0.014*** -0.013**

カトリック .000

ユダヤ教 0.014**

環境主義者 -.001 -.005   

ウーマンリヴ .000 -0.011** 

保守 .002 -.005 0.010* 

リベラル -.010 -.009 -.008 

ゲイ・レスビアン 0.009** .006

フェミニスト .001     

議会 .006 .003

連邦政府 .004 -.002

軍 .006 -.005 -0.009* 

大企業 -.003 -.004 .005 

両大政党 -.007 -.003 -.001 

民主党 .007 .007 .002 

公民権リーダー 0.012* 

政治的独立派 .004 

定数 -.026 2.755*** .112 

Nagelkerke R2 乗 .124 .092 .086 

 

*p<.10 **p<.05 ***p<.01              ANES 2008 Time Series Study 
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表 4 集団と投票（高齢者－21 世紀と 20 世紀－アメリカ） 

高齢者 

高齢者 

（70-） 

3 期 

高齢者 

（70-） 

2 期 

高齢者 

（70-） 

1 期 

B（3） B（2） B（1） 

アジアン・アメリカン .007

白人 .018 -.009 .004 

チカノ・ヒスパニック .012 .014 .007 

黒人 .011 0.030** -.014 

組合 .016 .005 **0.034 

貧しい人々 -.017 -0.029** -.025 

福祉対象者 -.007 .000 .002 

キリスト教原理主義 -0.020* -.002

カトリック .014

ユダヤ教 -.010

環境主義者 .010 .008

ウーマンリヴ -0.030*** -.006 

保守 .004 .004 .006 

リベラル .003 .013 -.019 

ゲイ・レスビアン -.002 .011

フェミニスト .002

議会 -.006 .005

連邦政府 -0.043*** -.003

軍 .001 .009 -.004 

大企業 0.025** -.011 .006 

両大政党 -.020 .009 *-0.041 

民主党 -.005 -.010 *0.026 

公民権リーダー -.004 

政治的独立派 .014 

定数 2.189 2.074* 3.356 

Nagelkerke R2 乗 .195 .165 .164 

 

 

 
ANES 2008 Time Series Study 



7 
 

表 5 集団と投票（若者－21 世紀と 20 世紀－日本） 

日本 

3 期 2 期 1 期 

若者 若者 若者 

（29 以

下） 

（29 以

下） 

（29 以

下） 

B[3] B[2] B[1] 

(1)町内会・区会 -0.026 0.193 0.403*** 

(2)老人会  

(3)婦人会・青年団 2.027* 0.938** 0.669*** 

(4)PTA 0.024 0.682 0.442 

(5)農協等 21.029 1.666 0.588 

(6)労働組合 0.751** -0.056 0.412*** 

(7)商工団体 0.325 -1.142* 0.876* 

(8)宗教団体 1.263*** 1.298*** 0.973*** 

(9)同好会・趣味 0.449* 0.488*** 0.380** 

Exp(B) (1.567) (1.629) (1.460) 

(10)その他 -0.053 1.435 -0.079 

定数 -0.172** -0.038 0.254*** 

Nagelkerke R2 乗 0.04 0.039 0.045 

*p<.10 **p<.05 ***p<.01 

明推協 
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表 6 集団と投票（高齢者－21 世紀と 20 世紀－日本） 

日本 

3 期 2 期 1 期 

高齢者 高齢者 高齢者 

（70 以

上） 

（70 以

上） 

（70 以

上） 

B[3] B[2] B[1] 

(1)町内会・区会 0.663*** 0.318* 0.612*** 

(2)老人会 0.413*** 0.456**  

(3)婦人会・青年団 0.568 0.114 -0.011 

(4)PTA 19.79 -2.184 

(5)農協等 0.442 -0.119 2.041*** 

(6)労働組合 19.134 19.958 20.043 

(7)商工団体 1.058* 19.553 0.407 

(8)宗教団体 1.459** 2.100** 0.714 

(9)同好会・趣味 1.047*** 0.202 0.991*** 

Exp(B) (2.881) (†) (2.694) 

(10)その他 19.674 0.611 0.422 

定数 0.993*** 1.094*** 0.730*** 

Nagelkerke R2 乗 0.081 0.052 0.102 

*p<.10 **p<.05 ***p<.01 

明推協 
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表 7 政治不信と投票（若者－アメリカ） 

    若者 若者 若者 

  B[3] B[2] B[1] 

(1) 連邦政府は正義をやっていると信じている

程度（1 全くない→4 いつも） 

-.304 -.282 .082 

(2) 連邦政府は一部・全ての利益のために運営

されている（1 巨大利益→2 全てのもの

の利益） 

0.522** -.330 -.081 

(3) 連邦政府は税金の無駄遣いをどの程度やっ

ているか（1 大いに→3 全然ない） 

-.125 -.290 -.196 

(4) 政府職員は汚職をしている（1 少しだけ→

3 全然ない） 

-.272 -.110 .098 

(5) 政府職員は自分のようなものの意見を気に

している（1 賛成→2 反対）× 

-.020 0.490** 0.491*** 

(6) 自分のような者には政府に言う権利がある

か（1 賛成→2 反対）× 

0.587** 0.555*** 0.916*** 

(7) 政府は選挙において人々の考えに注意を払

っているか（1 そんなに→3 大きく） 

.223 0.276** .070 

 Exp(B) (†) (1.318) (†) 

(8) 殆どの人は信用がおける・注意しすぎにな

らない（1 注意しすぎ→殆どの人は信頼で

きる） 

0.398* 0.886***

  

  定数 -.806 -1.589*** -2.135*** 

  Nagelkerke R2 乗 .083 .141 .114 

  *p<.10 **p<.05 ***p<.01     

 
ANES 2008 Time Series Study 
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表 8 政治不信と投票（高齢者－アメリカ） 

 
  

高齢者－

70 歳以上 
高齢者 高齢者 

  B[3] B[2] B[1] 

(1) 連邦政府は正義をやっていると信じている

程度 

.039 .015 .081 

(2) 連邦政府は一部・全ての利益のために運営

されている 

-.318 -0.987*** .026 

(3) 連邦政府は税金の無駄遣いをどの程度やっ

ているか 

-.040 .418 -.381 

(4) 政府職員は汚職をしている -.034 -0.381* -.167 

(5) 政府職員は自分のようなものの意見を気に

している 

-.540 1.096*** .241 

(6) 自分のような者には政府に言う権利がある

か 

0.871** .165 0.709** 

 Exp(B) (1.516) (1.933) (†) 

(7) 政府は選挙において人々の考えに注意を払

っているか 

0.416** 0.659*** .091 

(8) 殆どの人は信用がおける・注意しすぎにな

らない 

0.927*** 0.448*
  

  定数 -.824 -.847 .288 

  Nagelkerke R2 乗 .110 .134 .051 

  *p<.10 **p<.05 ***p<.01       

ANES 2008 Time Series Study 
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表 9 政治不満と投票（日本） 

  
3 期若者 

(30 歳より若い) 

2 期若者 

(30 歳より若い) 

1 期若者 

(30 歳より若い) 

 B（3） B（2） B（1） 

政治不満 .050 -.151 .058 

定数 -.030 0.733** 0.548** 

Nagelkerke R2 乗 .000 .003 .000 

  
3 期高齢者 

(70 歳以上) 

2 期高齢者 

(70 歳以上) 

1 期高齢者 

(70 歳以上) 

 B（3） B（2） B（1） 

政治不満 -0.193* -0.252** .167 

定数 2.347*** 2.644*** 1.271*** 

Nagelkerke R2 乗 .004 .007 .003 

*p<.10 **p<.05 ***p<.01                明推協 

 

 

図 3 政治不満と投票（2 期） 
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表 10 投票参加と政治の基底的態度（アメリカ） 

  3 期若者 2 期若者 1 期若者 

  B（3） B（2） B（1） 

・生活満足 1 .044 -.029 -0.151*** 

・進歩－保守（連続） -.006 .000 .005 

・党派性の強さ（強さ） 0.654*** 0.410*** 0.528*** 

定数 -1.033*** -1.381*** -1.502*** 

Nagelkerke R2 乗 .113 .047 .091 

  
3 期高齢

者 

2 期高齢

者 

1 期高齢

者 

  B（3） B（2） B（1） 

・生活満足 1 -.046 0.244** -.043 

・進歩－保守（連続） -.001 .006 0.011** 

・党派性の強さ（強さ） 0.435*** 0.216*** 0.319*** 

定数 .683 -.211 -.200 

Nagelkerke R2 乗 .041 .020 .031 

ANES 2008 Time Series Study 

表 11 投票参加と政治の基底的態度（日本） 

  若者 若者 若者 

  B（3） B（2） B（1） 

・生活満足度 -0.284** .003 .019 

・保革意識 2 -0.139 -0.005 -0.064 

・党派性の強さ 1.253*** 0.905*** 0.898*** 

定数 3.566*** 2.438*** 2.579*** 

Nagelkerke R2 乗 .164 .96 .091 

  高齢者 高齢者 高齢者 

  B（3） B（2） B（1） 

・生活満足度 -.067 -0.288** -0.326* 

・保革意識 2 -0.103 -0.218** -0.061 

・党派性の強さ 0.692*** 0.784*** 1.011*** 

定数 3.203*** 3.573*** 4.374*** 

Nagelkerke R2 乗 .044 .067 .115 

*p<.10 **p<.05 ***p<.01 

明推協 


