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概要
本稿の目的は選挙研究および投票行動研究におけるシミュレーション・モデリング
の応用可能性を考察することである。政治学において定量的アプローチ、実験的ア
プローチは定着しているものの、シミュレーション・アプローチはまだ発展途上であ
る。しかし、観察データに多く依存する定量的アプローチや、コスト・倫理的な壁が
存在する実験的アプローチに比べ、シミュレーションというアプローチはこのよう
な壁は低い。シミュレーション・モデリングはプログラミングのスキルを必要とす
るため、これまで日本の政治学界では広く使われなかった。しかし、近年の実証政治
学においてプログラミング・スキルが要求される場面が多くなってきた。したがっ
て、今後、シミュレーション・メソッドが普及する可能性は十分ある。本稿では一人
の有権者が複数の候補者に投票できる連記投票がもたらす政治的帰結をシミュレー
ションするために、単純な行動ルールを持つエージェント基盤モデル (Agent-Based

Model; ABM) を構築する。ここでは有権者は自分にイデオロギーが近い候補者に投
票しやすく、候補者は落選し続けると引退するという単純なルールのみを各エージェ
ントに与える。シミュレーションの結果、単純な行動ルールにもかかわらず、投票方
式の変化が議会内イデオロギーの分布に影響を与えることが確認できた。
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1 はじめに
政治学における行動主義革命以降、定量的アプローチによる実証政治学は政治現象を
分析する有力な手段の一つとして用いられてきた。また、観察データに基づく定量的ア
プローチは基本的に原因と結果の相関関係を見るにすぎないという限界1) から、近年は実
験的アプローチが普及し、日本の政治学界においても研究成果が爆発的に増加している。
しかし、シミュレーション・モデリング、とりわけ複数のエージェントによるシミュレー
ションは政治学において発展途上である。
本稿は政治学におけるシミュレーション・モデリングの応用可能性を検討する。選挙・
投票行動研究においてシミュレーション・モデリングを用いた研究は少なくないものの、
研究蓄積が皆無ではない。シミュレーション・モデリングにはプログラミング能力が少な
からず要求されてきたが、近年は手軽に実装可能なモデリング・プラットフォームが多く
公開され、敷居が低くなってきている。本稿が例として示すシミュレーション・モデルも
また、広く使われているプラットフォーム (NetLogo) を用いた単純なモデルである。
本稿で紹介するモデルは選挙制度の変化がもたらす政治的帰結をシミュレートするもの
である。これまで選挙・投票行動研究におけるシミュレーション・モデリングの多くは投
票参加に限らているが、本稿はシミュレーション・モデリングの応用可能性の拡大を目的
とする。本稿のいう選挙制度は一人の有権者が何人の候補者に投票するか、つまり単記制
と連記制の比較である。この投票方式の変化は議会のイデオロギー構成にどのような影響
を与えるか。本稿は極めて単純な行動ルールを持つエージェントで構成されるモデルを構
築し、その効果を検証する。また、有権者のイデオロギー分布と投票方式の交絡について
も検討する。
本稿の構成は以下のとおりである。次節では社会科学および政治学、とりわけ選挙・投
票行動研究分野におけるシミュレーションの採用例を簡単に紹介する。また、これまで多
くの研究が投票参加研究に集中していることを指摘する。第 3 節では本稿が提示するシ
ミュレーションの対象を紹介する。これまでの研究とは異なり、本稿は選挙制度の変化が
どのような帰結をもたらすかに注目する。また、この節では制限連記制がシミュレーショ
ンの対象として適していることを示す。続く第 4 節では最も広く使用されているモデリン
グ・プラットフォームである NetLogo を簡単に紹介し、本稿のシミュレーション・モデ

1)

しかし、近年は媒介分析 (Imai et al., 2011) など、因果メカニズムを明らかにするための手法が考案され
つつある。
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出典: Wikipedia

図 1 Phillips (1950) の水力コンピューター

ルの詳細を述べる。ここではモデル内のパラメーターのみならず、各エージェントの行動
ルールについても詳述する。第 5 節ではシミュレーション内の制度パラメーターを調整す
ることによって、どのような帰結がもたらされるかを確認する。モデル内のエージェント
は極めて単純な行動ルールしか持っていないにもかかわらず、その結果は制度設計の際に
シミュレーションが有意義であることを示唆する。最後の第 6 節では本稿の知見をまとめ
た上で、今後の課題、選挙・投票行動研究におけるシミュレーション・モデリングの可能
性を考察することで本稿を締め括る。

2 社会科学・政治学における ABM の応用
社会科学においてシミュレーション・モデリングが採用された初期の代表的な研究と
して Phillips (1950) のモデルがある。これは通貨の流れを水の流れに例えた類似モデル

(analogical model) であり、実際に水力コンピューター (MONIAC; 図 1) を考案して実
2

Schelling (1971) から抜粋 (p.157)

図2

Schelling (1971) の分居モデル

証を行った。

Phillips (1950) の研究は社会科学におけるシミュレーション・モデリングの先駆け的な
存在であるが、本稿が注目するのは個々のエージェントの行動に基づくエージェント基
盤モデル (Agent-Based Model; ABM) である。既存のシミュレーション・モデリングと

ABM を区別付ける最大の特徴は独自の行動ルールを持つエージェントの存在である。こ
こでエージェントは人、企業、国など、何らかの行動を行う主体であり、エージェント
は独自の行動ルールと相互作用2) を通じて、マクロにおける結果を生み出す。その意味で

ABM は方法論的個人主義に基づく方法である (Epstein and Axtell, 1996)。したがって、
有権者あるいは政治家、候補者などが主な分析単位である選挙研究、投票行動研究におい
てシミュレーション・モデリングは、この ABM を指す場合が多い。
社会科学において本格的に ABM が採用された研究は Schelling (1971) の「分居モデ
ル (Segregation model)」である。人々は自分と似た人々と共に暮らしたいと考え、そう
いった人々の近隣へ移動することによって、分居状態へ収束 (図 2) するというモデルであ
る。自分の周辺に居住する異質的な人の割合が、自分の許容度 (tolerance) を超える場合
において、その人は引っ越しする。このメカニズムにより図 2 のような状態へ収束するこ
とは当然のことであると思われる。しかし、Schelling (1971) の驚くべきところは、この
ような分居状態が許容度の大小に関係なく再現されることであった。
2)

相互作用はエージェント間だけではなく、エージェント—環境間の相互作用も可能である。たとえば、羊
(エージェント) の居場所 (環境) に草があると、その草を摂取し、その居場所には草がなくなることであ
る。

3

上述したように、有権者、政党、候補者、政治家、利益団体などを主な分析単位とする
選挙・投票行動研究は ABM との整合性が高い。しかし、既存の観察データに基づく定量
的アプローチおよび実験アプローチに比べ、シミュレーション・アプローチを採用した研
究蓄積は多くない。また、ABM を用いたほとんどの研究はアメリカを中心に発展してき
た。政治学全般における ABM の応用については de Marchi and Page (2014) が詳しい
が、ここでは選挙・投票行動のみに中心に近年の代表的な研究を紹介する。
有権者の投票行動研究の領域全般を広く扱った近年の代表的な研究として Bendor et al.

(2011) の研究がある。この研究は投票参加から投票決定、政党の意思決定まで、エージェ
ントが「期待に基づく適応 (Aspiration-based adaption)」によって学習していく過程を
モデルとして示した。また、Fieldhouse et al. (2016) は学習ではなく、動員などによる投
票参加の効果を複雑系に基づくモデルで検証を行った。また、有権者ではなく政党間競争
など、政党に焦点を当てた研究としては Laver (2005) や Laver and Schilperoord (2007)
などが挙げられる。このように、海外において政治学への ABM の応用はある程度の研究
蓄積が見られる。しかし、日本の文脈での選挙・投票行動の ABM に関する研究は非常
に限られる。強化学習に基づく有権者の投票参加をシミュレートした荒井 (2014)、選挙
区定数が政党に与える影響を検証した中村他 (2008) の研究などが代表的である3) 。荒井

(2014) は Bendor et al. (2003) などの議論をより発展させた形で、強化学習4) に基づく投
票参加について ABM のみならず多角的なアプローチを通じて、緻密に検証を行った。
見てきたように、選挙・投票行動研究における ABM の応用は主に投票参̇加̇を中心に行
われてきた。これは近年の ABM が学習メカニズムを採用していることと無縁ではないと
考えられる。代表的な学習メカニズムである強化学習の場合、各エージェントは取りうる
行為の確率で構成されるベクトルを有する5) 。エージェントが取りうる候補が多くなると
「組み合わせの爆発 (Combinatorial explosion)」が生じやすくなり、一般的なコンピュー
ターでは計算が不可能な場合に陥る恐れがある (高玉, 2003)。一方、投票参加は取りうる
行為が { 投票, 棄権 }、つまり 0/1 のみで表現できるため、上述の問題が起こる可能性は
低くなる。投票選択をテーマとする ABM の多くが二大政党制を想定するのも同じ理由と
言えよう。
本稿は選挙・投票行動研究における ABM の応用可能性を広げるために、これまでの投
3)

選挙・投票行動研究に限定せず、政治学全般まで視野を広めると国際関係を中心に ABM の研究蓄積が見
られる。詳細は 山本 (2003); 光辻・山影 (2009) などを参照されたい。
4) Bendor et al. (2011) の aspiration-based adaption model もまた、
「期待」が前回選挙の結果から得られ
た報酬に基づいて調整されるという点で強化学習とも言える。
5) 強化学習内でも様々なアルゴリズムがあるが、単に行動の確率ベクトルだけでなく、その確率計算の元と
なる別のベクトルあるいはテーブルを有する場合が多い。詳細は 高玉 (2003) などを参照されたい。
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票参加モデルではなく、選挙制度の変化がもたらす政治的帰結をシミュレーションする簡
単なモデルを構築する。次節からは本稿のモデルについて詳述する。

3 例: 制度変化の帰結 — 地方選挙における連記制の導入
本稿は選挙研究におけるシミュレーションの例として、制度変化の効果に注目する。選
挙制度は様々な要素で構成される。選挙制度の代表的要素である選挙区定数 (e.g., Cox,

1997; Blais et al., 2014) や議席決定方式 (e.g., Gallagher, 1991; 品田, 2012) などに関して
は、これまで多くの研究が蓄積がされてきた。このようなメジャーな要因以外にも選挙制
度がもたらす政治的帰結は、多くの研究者の関心事である6) 。
上記のような選挙制度の政治的帰結に関する多くの研究には一つの共通点がある。そ
れは、観察調査データを用いた研究でも、自然実験アプローチを採用した研究であって
も実̇際̇に̇採̇用̇され、その採用例が多いことで分̇散̇が̇あ̇る̇ (バリエーションがある) という点
である。しかし、実際に採用されていない制度、過去に採用されたが十分なデータが残っ
ていない制度、採用例が非常に少なく、分散があまりない制度に関してはどうだろうか。
その場合は、前述したように実験が有力な手法であろう (e.g., Baujard and Igersheim,

2011; Bol et al., 2016)。しかし、実験には相当なコストを必要とするため、複数回の実験
が難しく、精緻な実験デザインが必要となる。また、多くの実験が実際の人間を対象とし
ている点で、倫理的な面も考慮しなくてはならない。
このような制約がある場合、ABM は有力な代案になりうる。実施が難しいか、倫理的
な面が問題になる場合、自然実験を除けば ABM はほぼ唯一の手段であろう。たとえ、実
験の倫理的な面が解決された場合でも、実験前の「実験」として実験デザインの精緻化に
も役に立つ。本稿では、このような例として投票方式の中で、連記制がもたらす政治的帰
結についてシミュレーションを行う。
実際に、連記制は極めて稀な投票方式である。一人の有権者が複数の候補者に投票する
制度はアイランドやマルタなどで採用されている。しかし、これらの制度は移譲式の投票
方式であり、一般的に単記移譲式投票 (Single Transferable Vote; STV) と呼ばれる。し
かし、本稿で想定している方式は票が移譲されない純粋な連記制である。連記制は完全連
記制 (Plurality-at-large voting) と制限連記制 (Limited voting, Partial block voting) で
区分されるが、ここでは制限連記制をシミュレーションする。日本において制限連記制が

6)

たとえば記号式投票制における候補者の掲載順番が与える影響に関する Jun and Min (2017) の研究など
が挙げられる。

5

採用された例は 1946 年に行われた第 22 回衆議院議員総選挙のみである。世界的に見て
も過去、一定の条件を満たした有権者に二票を与えるイギリス7) 、ベルギーを除けば、現
在はスペイン上院 (定数 3 以上の選挙区のみ) とジブラルタ議会程度に限られる。両議会
は有権者一人当たりの票数は異なる8) ものの、それぞれ国内では分散が存在しないか、極
めて小さい。このように観察可能なデータが限られる状況下で、ABM は有効な手段であ
る。以下の節では本稿のモデルの詳細を紹介する。

4 モデル
本節ではシミュレーションのモデルを紹介する。本説で示すモデルは紙幅の関係上、簡
素化したものであり、詳細は本稿の 付録 A を参照されたい9) 。
モデルの詳細に入る前に、本稿のシミュレーション・プラットフォームを簡単に紹
介する。本稿のモデルは NetLogo 6.010) で作成されている。Northwestern 大学の Uri

Wilensky 氏が開発した NetLogo は、現在、最も広く使われている ABM プラットフォー
ムである。NetLogo は教育用言語である Logo に類似しているため、高いプログラミン
グ能力を要しない。近年は、RePast11) や MASON12) のようなより高速化されたプラッ
トフォームや Mesa13) のようなオブジェクト指向型言語のライブラリも広く使われて
いる (Railsback et al., 2006)14) 。しかし、NetLogo は単純な文法、R などと連携できる

Add-in など様々な利点により、現在も最も広く使われているだけでなく、他のプラット
フォームを使用する場合も NetLogo でプロトタイプのモデルを作成してから移植する
ケースが多い。
図 3 は NetLogo で作成された本稿のシミュレーション実行画面である。画面の上段は

NetLogo で「View」と称されるパネルであり、シミュレーションのエージェントが活動
する領域である。下段の左側は各種パラメーターを設定するパネルであり、続く小節で詳
述する。下段の右側は当選者のイデオロギー、有権者のイデオロギー分布、投票数の分布

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

1869 年の選挙法改正によりイギリスの 13 選挙区で制限連記制が採用された例もある (水崎, 1975)。
スペインは一人 2∼3 票、ジブラルタは一人 10 票である。
付録 A に掲載したソースコードもまた、モデルと無関係のエージェントを削除したものであり、完全な
ソースコードは著者 (宋) のホームページで入手可能である。
NetLogo は以下のアドレスで入手可能である。https://ccl.northwestern.edu/netlogo/
https://repast.github.io
http://cs.gmu.edu/˜eclab/projects/mason/
https://github.com/projectmesa/mesa
日本では日本製プラットフォームである artisoc も広く使われている。教育向けなら以下のホームページ
から無償で入手可能である。http://mas.kke.co.jp/modules/tinyd0/index.php?id=13
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図 3 NetLogo で作成された本稿のシミュレーション・モデル

などが確認できるプロット・パネルである。シミュレーションの初期設定や実行はパラ
メーター設定パネルにいる紫色のボタン (「Setup」と「Go」) をクリックすることで行わ
れる。

4.1 モデルのパラメーター
本稿のモデルを構成するパラメーター群は、選挙制度、有権者関係、候補者関係の三つ
に大別できる (表 1)。以下ではまず選挙制度に関するパラメーターについて説明し、続く
小節ではエージェント (有権者、候補者) に関するパラメーターと行動のルールなどを紹
介する15) 。

15)

実際、モデルを記述する際には統一モデリング言語 (Unified Modeling Language; UML) あるいは ODD
プロトコルで記述する場合が多い。これらの方式で記述されたモデルは読み方を習得する必要があるた
め、本稿では平易な文章で説明する。UML や ODD プロトコルについては Grimm et al. (2006); Miles
and Hamilton (2006); Bersini (2012) などを参照されたい。
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パラメーター

説明

選挙制度

magnitude

定数

nBallot

一人当たり票数

Last-election

選挙の回数

有権者関係

nVoter

有権者数

vAlpha, vBeta

イデオロギーの分布 (Beta(α, β))

prob-function

投票確率の関数 (Simple / Logistic)

uBeta0, uBeta1

投票確率関数のパラメーター (β0 , β1 )

候補者関係

nCandidates

候補者数

cAlpha, cBeta

イデオロギーの分布 (Beta(α, β))

retire-timing

引退時期

incumbency-advantage?

現職有利の有無

incumbency-discount

現職有利の程度

nWin advantage?

当選回数による割増の有無

nWin advantage discount

当選回数による割増の程度

表1

モデルのパラメーター

4.1.1 選挙制度
選挙制度に関するパラメーターは選挙区定数、一人あたり票数、選挙回数の三つであ
る。以下、各パラメーターについて詳述する
■選挙区定数

(magnitude) 選挙区定数は選挙区において何人の候補者が当選するかに

関するパラメーターであり、必ず候補者数より小さくてはならない。当選者は得票数が大
きい順で magnitude 番目までの候補者である。
■一人あたり票数

(nBallot) 一人の有権者が選択できる候補者の数であり、本稿の

キーパラメーターである。このパラメーターが 2 以上になると、シミュレーションは同一

ID を持つ有権者エージェントを nBallot の数だけ複製する。また、このモデルにおけ
る有権者は与えられた票数を全て消費するとする。つまり、一人の有権者が選択できる候
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補者数が 3 人の場合、この有権者は必̇ず̇ 3 人の候補者に投票する。2 人に投票して 1 票を
白紙投票することはない。
■選挙の回数

(Last-election) 選挙の回数はシミュレーションの回数を意味する。

一回の選挙が終わると、グローバル変数である election cycle が 1 単位増加し、選
挙終了後、election cycle = Last-election の場合、シミュレーションを停止さ
せる。

4.2 エージェント
本小節ではエージェントについて説明する16) 。ここではパラメーターの説明だけでな
く、各エージェントの行動のルールも紹介する。

4.2.1 有権者
有権者エージェントの設定および行動ルールは表 2 のとおりである。属性とはパラメー
ターとは違って、個々のエージェントが有する変数として機能する。しかし、連記制の
場合、上記のように一人の有権者エージェントをコピーするので、複数のエージェント
が同じ ID 属性を持つことになる。これは同じ候補者に対する重複投票を防止するためで
ある。
投票確率は以下の手順で計算される。本研究のシミュレーションには 2 つの関数が用
意されている。線形関数 (Simple) と非線形関数 (Logistic) がそれである。有権者の
イデオロギーを Iv (∈ [0, 1])、候補者のイデオロギーを Ic (∈ [0, 1]) とした場合、線形関数
による投票確率 (PrS ) は式 1、非線形関数による投票確率 (PrL ) は式 2 のように算出する

(図 4)。

PrS (Vote) = (1 − |Iv − Ic |) × W A + IA
1
PrL (Vote) =
× W A + IA
1 + exp(−(β0 − β1 |Iv − Ic |))

(1)
(2)

式 1、2 に お け る W A は 当 選 回 数 が 増 え る こ と に よ る ア ド バ ン テ ー ジ 、IA は
現 職 で あ る こ と に よ る ア ド バ ン テ ー ジ で あ る 。incumbency-advantage?と

16)

本稿のシミュレーションは得票数や当選回数などを表すカウンターエージェントも存在するが、シミュ
レーションの動作には影響を与えないため、説明は省略する。カウンターエージェントを含むモデルは著
者 (宋) のホームページから入手可能である。
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属性 (Attributes)

ID (id)、イデオロギー (ideology)、方向 (heading)、色 (color)
初期設定 (Setup)

1. Beta(vAlpha, vBeta) から乱数を生成 → ideology
2. If: nBallot ≥ 2 の場合
同 id を持つエージェントを nBallot だけ複製

3. X 軸上の位置は無作為に指定し、Y 軸上の位置は候補者の上
4. heading を無作為に指定 (左/右)
5. 色は赤 ([1, 0, 0, 0.1])
実行 (Go)

Step 1. 色が透明でない有権者のみ、決めれた方向 (左/右) へ 1 コマ移動
If: 移動先に同 ID を持つエージェントがいる場合
Step 1 へ
Step 2. If: 下に候補者いる場合
投票確率を計算し、Uniform(0, 1) から乱数を生成

If: 投票確率 ≥ 乱数の場合
下の候補者の得票数 ++
自分の色を透明とする

If: 投票確率 < 乱数の場合
Step 1 へ
Step 3. If: 全有権者が透明の場合
選挙結果を算出

election cycle + +
全ての有権者の色を [1, 0, 0, 0.1] へ
全ての有権者の X 座標を無作為に指定
表 2 有権者エージェントの設定
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Logistic (5, 15)

0.0

0.4

投票確率

0.4
0.0

投票確率

0.8

0.8

Simple

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

イデオロギーの距離

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

イデオロギーの距離

図 4 2 つの投票確率関数

nWin advantage?スイッチを OFF にした場合、W A = 1, IA = 0 である。W A と IA
の計算については以下の通りである。
現職アドバンテージ IA は incumbency-advantage?スイッチを ON にすることで
活性化される。この場合、incumbency discount で設定した値の分、投票確率へ加算
される。incumbency discount ∈ [0, 1] であるため、incumbency discount = 1
の場合、有権者はシミュレーションの空間上、現職候補者の真上に位置している際、必ず
その候補者に投票するようになる。当選回数によるアドバンテージを算出するためには、
候補者の当選回数をこれまでの選挙回数で除した後に 1 を足す。1 回目の選挙から勝ち続
ける候補者の場合、1 +

N
N

= 2 となり、投票確率が 2 倍になることを意味する。また、こ

のアドバンテージの強弱を調整するために nWin advantage discount を用意する。

nWin advantage discount ∈ [0, 1] であり、上のアドバンテージとの積を最終的に当
選回数アドバンテージ W A とする。
この投票のメカニズムは初期位置の影響を受ける。ある有権者エージェントの初期位
置、あるいは初期位置に近い範囲内にいる候補者に、その候補者が最も好ましい候補者で
なかったとしても投票する可能性がある。つまり、左あるいは右方向へ移動し続ける有権
者エージェントにとって最も好ましい候補者に辿り着く前に、投票を済ませることがあ
る。しかし、この問題は有権者エージェントが多数いると大きな問題はならない。また、
この影響を積極的に除去したい場合は式 2 の β0 , β1 を調整することによって、相当部分
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属性 (Attributes)
イデオロギー (ideology)、得票数 (votes)、当選回数 (nWin)、
落選回数 (nLose)
初期設定 (Setup)

1. Beta(cAlpha, cBeta) から乱数を生成 → ideology
2. X 軸上の位置は均等に配置; Y 軸の位置は有権者の下
3. votes, nWin, nLose = 0
実行 (Go)

1. 有権者が投票した場合 → 得票数 ++
2-1. 選挙終了時、得票数の順位 ≥ 定数の場合
当選回数 ++, 得票数 0, 落選回数 0

2-1. 選挙終了時、得票数の順位 < 定数の場合
得票数 0, 落選回数 ++

3. 連続落選回数 ≥ 引退時期の場合
候補者消滅、新しい候補者登場
表 3 候補者エージェントの設定

が除去できる17) 。

4.2.2 候補者
候補者エージェントが有する属性、初期設定、実行の手順は表 3 のとおりである。
本モデルにおける候補者エージェントは有権者エージェントから投じられた票のみで行
動が規定される受動的なエージェントである。有権者から得られた得票数と定数のみに
よって当選回数、落選回数、引退有無が全て決まる。これまで多くのモデルにおいて候補
者は前回の選挙の結果からフィードバックを受け、政策位置 (ここではイデオロギー) を
調整するといった学習能力を有する (e.g., Bendor et al., 2011; 荒井, 2014)。一方、本稿の
目的は厳密なモデルの構築ではなく、政治学におけるマルチ・エージェント・シミュレー
ションの可能性を紹介することである。したがって、本稿のモデルは学習メカニズムでは
なく、候補者の淘汰という概念を用いる。候補者が淘汰される条件は、ある候補者が予め
与えられた retire-timing 回以上、連続して落選した場合である。候補者が淘汰され
17) β0
β1

が小さくなると、より保守的な基準で投票する。しかし、この場合、1 回分の選挙が終わるまでの時

間が長くなる。
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ると、空間上の同じ位置に新しい候補者が生成される。新しい候補者は全ての属性が初期
化され、イデオロギーもまた Beta(cAlpha, cBeta) から新しく抽出される。このメカニ
ズムは現実妥当性は十分ではないものの進化 (学習) の簡易ヴァージョンとして機能する
と考えられる。

5 分析結果
5.1 シミュレーションの設定
シミュレーションのパラメーターは表 4 のように設定する。定数と候補者数は 2015 年

4 月 26 日実施された香川県高松市議会議員選挙を参考にし、定数 40、候補者 50 名とし
た。有効候補者数は約 46.26 名である。有権者一人当たり票数 (nBallot) は可変的であ
る。また、有権者のイデオロギー分布 (vAlpha, vBeta) は通常モデルと、分極化モデ
ル、それぞれ異なる値で設定する。

5.2 妥当性の検討
前節において、本モデルは有権者の初期位置に影響を受ける可能性があると指摘した。
有権者数が多くなるとその影響力は相対的に弱くなると考えられるものの、ここでは実際
の選挙結果とシミュレーションの結果を比較してみることでモデルの妥当性を検討する。
モデルの妥当性を検討する際にはモデルのタイプや目的によって様々な側面から比較して
みる必要があるが (Gilbert, 2008)、非移譲式の連記制は極めて稀な制度であるため、比較
対象が限定される。したがって、ここでは次善の策として、各候補者の得票率の分布につ
いて、実際の結果と nBallot = 1 の場合のシミュレーション結果を比較する。
図 5 は実際の高松市議会議員選挙選挙における候補者の得票率の分布とシミュレーショ
ン18) のそれを比較したものである19) 。これは 200 回のシミュレーション中、最後の 100
回分の結果の平均値である。横軸は当選者の得票順位、縦軸は得票率である。網掛けの領
域は 100 回分の選挙における当該当選順位候補者の得票率の最小値と最大値である。図 5
を見るとシミュレーションの結果と実際の選挙結果は概ね近似することが分かる。得票順
位が 45 位以降の候補者についてはやや過大評価されているが、大きな差はない。また、
得票率の分布から計算した有効候補者数 (ENC) も概ね近似している。
18)

nBallot = 1; (vAlpha, vBeta) = (5, 5)

19)

連記制の場合、より緩やかな線となり、有効候補者も増加する傾向が見られるが、図 5 と大きな違いは見
られない。

13

パラメーター

値

選挙制度

magnitude

40

nBallot

1∼10, 15, 20, 30 (通常モデル)
1, 5, 10, 15, 20, 30 (分極化モデル)
200

Last-election
有権者関係

nVoter

5000

vAlpha, vBeta

5, 5 (通常モデル)
0.2, 0.2 (分極化モデル)

prob-function

Logistic

uBeta0, uBeta1

5, 15

候補者関係

nCandidates

50

cAlpha, cBeta

1, 1

retire-timing

1

incumbency-advantage?

ON

incumbency-discount

0.05

nWin advantage?

ON

nWin advantage discount

1.00

表 4 パラメーターの初期設定

続いて、モデルの主な目的である連記制による議会イデオロギーへの影響を確認する。

5.3 連記制と議会のイデオロギー
本稿のモデルの主な目的は、一人の有権者が複数の候補者に対して投票できる連記式投
票がいかなる帰結をもたらすかをシミュレーションすることである。投票方式が与える影
響は様々な側面で考えられるが、本稿では議会のイデオロギー、つまり当選者のイデオロ
ギー分布に与える影響を確認する。
図 6 は有権者一人当たりの票数と当選者のイデオロギーの平均値と分散である。平均
と分散は最後の 100 回分の選挙結果のものである。点にかかっている垂直線は 100 回分
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高松市議会議員選挙 (2015/04/26)
0.05

(定数: 40 / 候補者: 50 / ENC: 46.26)

0.03
0.02
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0.01

得票率

0.04

ABM (単記制)
(ENC: 46.81)
2015高松市議選

0

10

20

30

40

50

得票順位

図5

投票率分布の比較

の結果における平均と分散の最小値と最大値である。有権者のイデオロギーは Beta(5, 5)
に従うため、平均値は 0.500、分散は約 0.023 である。投票方式と議会イデオロギーの平
均値との間に関連は確認できない (図 6 の左)。若干の変動はあるものの、特定の傾向は
見られず、どの票数でも極めて 0.5 に近い。しかし、投票方式と議会イデオロギーの分散

(図 6 の右) には関係が見られる。まず、確認できるのは投票方式と関係なく、議会イデオ
ロギーの分散は有権者のイデオロギー分散より小さいことである。つまり、選挙という過
程を経ることによって極端なイデオロギーを持つ有権者の選好は軽視され、中道イデオロ
ギーを持つ有権者の選好が過大代表されることを意味する。小選挙区制かつ二大政党制に
おいては中位投票者定理が機能する (Downs, 1957) ため、このような状況が起こりうる
が、大選挙区制の設定でも同じ帰結をもたらすことがシミュレーションの結果から確認で
きる。また、議会イデオロギーの分散は投票方式と関係があると考えられる。議会イデオ
ロギーの分散は有権者一人当たり票数が 5 までは小さくなっていくが、5 を超えると分散
はまた大きくなる。このような関係が変化するポイント20) は何によって規定されるかは、
有権者一人当たりの票数以外のパラメーターを調整しながら調べる必要があろう。

20)

ここでは 5

15

0.010

議会イデオロギーの分散
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25

0.000

分散
1

有権者分散 = 0.023

0.005

有権者平均 = 0.500

0.500
0.000

平均

1.000

議会イデオロギーの平均

30

1

5

一人当たり票数
図6
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有権者一人当たり票数と当選者イデオロギーの関係

10

当選者のイデオロギー分布

0

2

4

密度

6

8

単記
連記 (5)
連記 (10)
連記 (20)
連記 (30)
有権者

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

イデオロギー
図 7 有権者一人当たり票数と当選者イデオロギー分布

候補者の場合もイデオロギーはベータ分布に従うため、平均値と分散のみで分布の形は
特定できるが、実際の分布に比べて情報の損失がある。図 7 は、シミュレーションから得
られた当選者のイデオロギー分布を可視化したものである。どの場合でも議会イデオロ
ギーの分布は有権者に比べて尖度が大きいことが確認できる。単記制の場合、有権者の
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選好を相対的ではあるものの、忠実に代弁している。一方、一人の有権者が 5 票を持つ
制限連記制において、当選者のイデオロギーはほとんど 0.4 から 0.6 の間に位置する。本
シミュレーションの設定では、有権者のイデオロギー分布は Beta(5, 5) であるため、議会
のイデオロギーの大半を占める 0.4 から 0.6 の間のイデオロギーを持つ有権者は全体の約

50% である。つまり、残りの約半数の有権者は自分たちの選好を正確に代弁してくれる
代議士を持たないことになる。
選挙の目的が、議会は有権者の選好を満遍なく代表する代議士を選出することなのか、
あるいは意見を集約した形で代議士を選出することなのかによって、単記制と連記制に対
する評価は分かれるだろう。このような規範的な議論は本稿の射程外ではあるが、シミュ
レーションの結果を、制度設計に活かすにしても、前提としての規範的な議論は必要であ
ることが示唆される。

5.4 有権者が分極化している場合
本小節ではやや非現実的な状況を想定したシミュレーションの結果を紹介する。これ
までは有権者イデオロギーを単峰型分布として設定したが、ここでは有権者のイデオロ
ギー分布が極端な双峰型である状況を考える。具体的には有権者のイデオロギー分布が

Beta(0.2, 0.2) に従うとする。この分布においては 0 と 1 周辺に多くの有権者が位置す
る21) 。このような状況下で、投票方式はいかなる影響を与えるか。議会、つまり当選者イ
デオロギーの分布は前節の通常モデルと同じ傾向で変化するだろうか。ここではこれまで
との同様の分析を行い22) 、投票方式が議会イデオロギーに与える影響を確認する。
図 8 は分極化した状況下における投票方式と当選者イデオロギーの平均値、分散をプ
ロットしたものである。当選者イデオロギーの平均値については単峰型の有権者イデオ
ロギーを想定した図 6 と同様、有権者の平均値に近い値が得られている。しかし、分散

(図 8 の右) を見ると、有権者一人当たりの票数が増えるにつれ、一貫して分散が小さくな
ることが確認できる。これは、有権者のイデオロギー分散が単峰型の場合 (約 0.023) に比
べて大きい (0.179) ため、ある特定の値に達するまでは継続的に減少すると考えられる。
続いて、図 7 のようにシミュレーションから得られた当選者のイデオロギー分布を可
視化する。シミュレーションにおける分散の平均値を用いてベータ分布のパラメーターを

21)

22)

イデオロギー (Y ) が Beta(0.2, 0.2) に従う場合、Pr(0 < Y ≤ 0.1) + Pr(0.9 ≤ Y < 1) は約 0.5 である
(Pr(Y = 1) あるいは Pr(Y = 0) は無限に発散する)。つまり、半数の有権者が極端なイデオロギーを持
つ。
図 5 のような当選順位と得票率の関係を示すプロットは省略するが、概ね一致している。
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図 8 有権者一人当たり票数と当選者イデオロギーの関係 (分極化 Ver.)
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図 9 有権者一人当たり票数と当選者イデオロギー分布 (分極化 Ver.)

特定すると max.(α, β) ≥ 1、つまり単峰型の分布になる可能性がある23) 。議会のイデオ
23)

実際に平均値と分散から分布のパラメーターを求めると、単記製の場合、(0.606, 0.606)、一人 5 票の場
合、(0.802, 0.802), 一人 10 票の場合、(0.874, 0.874), 一人 20 票の場合、(1.423, 1.423), 一人 30 票の場合、
(1.583, 1.583) になる。
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ロギー分布を厳密に調べるためには、直接、イデオロギー分布から図示する必要がある。
図 9 は分極化状況下における有権者一人当たり票数と当選者イデオロギー分布である。有
権者一人当たりの票が増えると、当選者のイデオロギーは有権者のイデオロギー平均値の
方へ寄っていくことが確認できる。このような結果が制度設計に与える影響もまた、上述
したシミュレーション結果と変わらない。有権者の選好を出来る限り、正確に反映させる
ためには単記制の方が望ましいが、分極化しているイデオロギー対立を緩和することを目
的とするなら連記制の方が望ましいだろう。

6 結論
本稿は、これまで投票参加に主な関心が集まってきたシミュレーション・アプローチの
応用可能性を拡大するために、選挙制度の変化がどのような政治的帰結をもたらすかにつ
いて簡単な ABM を紹介した。本稿では「制度」として単記制と連記制を取り上げ、「政
治的帰結」については議会のイデオロギー構成、つまり当選者のイデオロギー分布を検討
した。本稿は有権者一人当たり票数を単記制から一人 30 票の制限連記制まで調整しなが
ら、(地方) 議会のイデオロギー構成を調べた。また、有権者のイデオロギー分布について
も一般的な単峰型だけでなく、分極化している双峰型においても同じ結果が得られるかを
検証した。シミュレーションの結果、以下の 3 つの知見が得られた。
第一に、有権者のイデオロギー分布や投票方式とは関係なく、選挙という手続きは有権
者の平均イデオロギーと当選者の平均イデオロギーを近似させる機能を持つことが確認さ
れた。第二に、有権者一人が持つ票数が増えると当選者イデオロギーの分散は小さくなる
という結果が得られた。当選者のイデオロギーがある範囲に集中するということは、それ
だけ自分の選好を代弁する代議士を持たない有権者が多くなることを意味する。しかし、
有権者が極めて分極化した状況なら、社会における対立を緩和する機能を持つ可能性もあ
る。第三に、2 つ目の知見は線形ではない。分極化状況においては定数増とともに分散が
単調に減少する線形関係が確認できたが、通常状況においては一人当たり票数が 5 の場合
に分散が最小になり、それから後は増加する。これは、あるイデオロギー領域で有権者数
に比して選ばれる対象の政治家の数が十分でなくなると、その票が溢れることになるため
ではないかと考えられる。つまり、分極化した状況でも分極化の様態によって同じ結果が
得られる可能性もある。この詳細に関しては今後の課題にさせていただきたい。
本稿は選挙・投票行動研究におけるシミュレーション・アプローチの応用可能性を示す
ことのみを目的としているため、本稿で示したモデルは極めて単純であり、改良の余地が
多い。まず、進化学習の考え方を限定的に採用したものの、近年の ABM の学習モデルに
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比べ、原始的なものである。有権者、候補者において強化学習メカニズムを導入すること
でより現実的なシミュレーションが可能になるだろう。また、本稿のモデルは候補者、有
権者の党派性概念が含まれていない。投票行動における党派性の重要性 (Campbell et al.,

1960) を考えると、本稿のモデルは限界を持つ。最後に、複数の選挙区で構成される議会
ではなく、単一の大選挙区から選出される議会を想定したという点も指摘できる。一般
的な市区町村議会選挙なら本稿のモデルの設定でも問題ないが、政令指定都市議会選挙
や、県議会選挙などに直ちに適用することは難しい。ただし、この場合は、エージェント
が数倍 ∼ 数十倍増えるため、より高度なモデリング能力とプログラミング能力が要求さ
れるだろう。ABM の基本的な作法は簡単なものから積み上げていくもの (Wilensky and

Rand, 2015) であるため、以上の概念を取り組むことでより精緻なシミュレーションが可
能になるだろう。
本稿ではいくつかの状況のみを設定してシミュレーションを行ったが、より多様な状況
下におけるシミュレーションも可能である。例えばイデオロギー分布が緩やかな分極化状
況や、非対称的な状況、あるいは潜在的候補者たちのイデオロギー分布24) など、様々なバ
リエーションが考えられる。本稿のモデルはインターネット上で入手可能であるため、ぜ
ひ試していただきたい。
最後に、選挙・投票行動研究におけるシミュレーション・モデリング、とりわけ ABM
の応用可能性について簡単にまとめて、本稿を締め括る。第 3 節で述べたように、政治学
においては未だ観察データに基づく定量アプローチや、実験アプローチでは解決するのが
難しい領域が存在する。それは主にコストあるいは、倫理的な問題に起因するだろう。そ
の点、ABM はこの 2 つの問題から自由である。ABM は単独で完結するものでもあるが、
他のアプローチの補助的な手法として位置づけることも可能である。実験アプローチは高
いコストを要するケースが多いため、デザインに細心な注意を払う必要がある。このデザ
イン段階において ABM は有効であろう。手軽に実装可能な ABM プラットフォームを用
い、公開されているモデルが増えるにつれ、過去に比べて簡単にモデルの構築を行うこと
が可能になった。このように、デザイン段階における ABM の応用や、観察されたデータ
を ABM で再現することなど、ABM は既存アプローチの補助的な手法としても用いるこ
とができる。また、制度設計の場面でも ABM は有効な手段である。実際に都市計画や建
築の分野において、事前に人々の動線や交通量をシミュレーションするケースは多い25) 。
この場合、「まず建物を立てて人々の動向を見る」あるいは「道路を建設してみてから交

24)
25)

cAlpha と cBeta
渡辺他 (2016) には建築、都市計画、空間設計などについて、豊富な例が紹介している。
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通量を見る」という選択肢はないだろう。これまでの例を参考にするのは有効であろう。
しかし、これまでの例を参考にしつつ ABM を構築し、厳密な妥当化 (validation) を行っ
た上で、動線や交通量をシミュレーションするのは、より好ましいもう一つの代案であ
る。これは政治学における制度設計についても同じことが言えよう。制度を「試しに導入
する」というのは多くのリスクを伴う。また、一旦導入された制度を変えることも、また
コストを要する。たとえば、投票所の配置を「試しに変更」してみたが、それが最適な配
置ではないとわかった場合、次回の選挙で元に戻すとしても、投票所配置の変更により前
回投票できなかった人はどうなるのだろうか。あるいは、試しに変更された配置によって
得した人がいる場合、元の状況に戻ることによって生じる人々の損失分はどうするだろう
か。制度の変更は広範な人に影響を与えるため、慎重に行われるべきである。ABM はそ
の設計の段階において完璧な解決案を提示してくれるものではないが、大いに参考になる
ことは確かであろう。選挙・投票行動研究におけるシミュレーション・モデリングの範囲
の拡大と普及を願いながら、本稿を締め括る。
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付録 A

NetLogo ソースコード

本付録は本研究に用いたシミュレーションのソースコードを掲載する。シミュレーショ
ンは NetLogo 6.0 で作成された。また、以下のソースコードは View に得票数、当選回
数、当選率、連続落選回数のカウンター、有効候補者数などが表示されない簡易バージョ
ンである。カウンターを含む NetLogo の Interface 設定、コメント付きソースコードは
筆者 (宋) のホームページA.1) および、NetLogo Model CommonsA.2) で入手可能である。

globals [election_cycle ENC]

breed [voters voter]
breed [candidates candidate]

voters-own [id
ideology]

candidates-own [run_election
ideology
votes
rate
nWin
prevLose
nLose
plotColor]

to setup
clear-all
set election_cycle 1
set ENC 0
A.1)
A.2)

http://www.jaysong.net
http://modelingcommons.org/
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create_candidates
create_voters
reset-ticks
end

to go
cast-votes
end-cycle
if (election_cycle > Last-election) [ stop ]
end

to create_voters
let counter 1

loop [
if counter > nVoter [ stop ]

let temp_ideology rngBeta vAlpha vBeta

create-voters nBallot [
set shape "square"
set color [255 0 0 15]
ifelse ((random-float 1) >= 0.5) [
set heading 90
]
[ set heading 270 ]
setxy (random 50) 5

set id counter
set ideology temp_ideology
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]

set counter counter + 1
]
end

to create_candidates
let counter 1

loop[
if counter > nCandidates [ stop ]

create-candidates 1 [
set shape "person"
set color red - 2
set heading 180
set run_election election_cycle
setxy (((50 / nCandidates) / 2) + ((counter - 1) * (50 /
nCandidates)) - 0.5) 4
set ideology (rngBeta cAlpha cBeta)
set votes 0
set rate 0
set nWin 0
set nLose 0
set prevLose 0
set plotColor random 145

set label precision ideology 2
]
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set counter counter + 1
]
end

to normal_move
forward 1
end

to end-cycle
if (count voters with [color != [0 0 0 0]] = 0) [

show_winner
set ENC (calc-ENC)
tick

ask candidates [
set votes 0

let temp_rate ((nWin / (election_cycle - run_election +
1)) * 100)
set rate temp_rate
]

retire-candidate

set election_cycle election_cycle + 1

ask voters [
set color [255 0 0 15]
setxy (random 50) 5
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]

]
end

to show_winner
ask max-n-of magnitude candidates [ votes ] [
set nWin nWin + 1
set prevLose 0
set nLose 0
]

ask min-n-of (nCandidates - magnitude) candidates [ votes ]
[
set prevLose PrevLose + 1
]

ask candidates with [prevLose > 0] [
set nLose nLose + 1
]
end

to retire-candidate

ask candidates with [ nLose >= retire-timing ] [

hatch-candidates 1 [
set shape "person"
set color red - 2
set run_election election_cycle + 1
set ideology (rngBeta cAlpha cBeta)
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set votes 0
set rate 0
set nWin 0
set nLose 0
set prevLose 0
set plotColor random 145

set label precision ideology 2
]
die
]
end

to cast-votes

ask voters with [color != [0 0 0 0]] [

let didIvoted count voters-here with [ id = [id] of
myself ]

ifelse any? candidates-at 0 -1 [
ifelse (didIvoted = 1) [

let voter_ideology ideology
let cand_ideology [ideology] of one-of candidates-on
neighbors4
let cand_nWin [nWin] of one-of candidates-on neighbors4
let cand_prev [prevLose] of one-of candidates-on
neighbors4
let cand_rate [rate] of one-of candidates-on neighbors4
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let vote_prob 0

set vote_prob (calc-voteProb cand_ideology
voter_ideology cand_nWin cand_prev cand_rate)

let vote_prob2 random-float 1

if vote_prob2 >= vote_prob [
normal_move
]

if vote_prob2 < vote_prob [
set color [ 0 0 0 0 ]

ask candidates-at 0 -1 [
set votes votes + 1
]

]

]

[ normal_move ]
]
[ normal_move ]
]
end

to-report calc-voteProb [candId voterId cand_nWin cand_prev
cand_rate]
let temp_nWin 1
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let temp_incum 0

if ((incumbency_advantage?) and (cand_nWin >= 1) and
(cand_prev = 0)) [
set temp_incum incumbency_discount
]
if nWin_advantage? [
set temp_nWin (1 + (nWin_advantage_discount * (cand_nWin
/ (election_cycle))))
]

if (prob-function = "Simple") [
report (1 - (abs(candID - voterID)) * temp_nWin +
temp_incum)
]
if (prob-function = "Logistic") [
report (1 / (1 + exp(-(uBeta0 - uBeta1 * (abs(candID voterID)))))) * temp_nWin + temp_incum
]
end

to-report rngBeta [alpha beta]
let temp1 random-gamma alpha 1
let temp2 random-gamma beta 1
report (temp1 / (temp1 + temp2))
end
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