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I. 確率のおはなし (1) 
Birthday Paradox

同じ誕生日のペアが少なくとも 1組いる確率は？
3
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誕生日は1月1日から12月31日まで
365日

異なる2人の誕生日が同じ確率
= 1/365

ヒント

4
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集団の人数

誕
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日
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集団の人数と誕生日ペアが 1 組いる確率

どんな関係？

5

5

同じ誕生日のペアが1組いる確率
（コンピューター・シミュレーション）

dob<-1:365
probs<-sapply(dob,pbirthday)
plot(dob,probs,type="l",col="tomato",lwd=2,xlim=c(0,100))
abline(h=c(0,1),col="gray")
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集団に60人いたら
→誕生日のペアが 1 組いる確率 = 100%

集団の人数と誕生日ペアが 1 組いる確率

集団の人数

誕
生
日
ペ
ア
が

1 
組
い
る
確
率
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それでは、
実際に、試してみましょう！
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II. 確率のおはなし (2)
モンティホール問題
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ゲームのルール
• 3つのドア (1, 2, 3) に（高級車、ヤギ、ヤギ）
がランダムに入っている。

• プレイヤーはドアを1つ選ぶ。
（例えば 1 を選んだとする）

• モンティは残りのドアのうち 1 つを開ける。
（例えば 2 を開けたとする）

• プレイヤーはドアを選びなおすことができる。
（つまり、3 を選び直すことができる）

• そのドアにはヤギが入っている。
（2 にはヤギが入っている）
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プレイヤーは最初に選んだドア 1 に止まるべきか、
それともドア 3 を選ぶべきか？

意見 A :ドア 3を選んでも高級車を得られる確率
は同じだから、どちらでも良い。

意見 B : ドア 3 を選べば高級車を得られる確率が
上がるから、ドア 3 を選ぶべき。

??
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結論：

ドアを変える è 高級車がもらえる確率が2倍
14

ドア 3  を選んだ場合の累積確率

ドア 1  に留まった場合の累積確率
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意見B : 
高級車を得られる確率が上がるから、ドアを選び直すべき。

この立場をとる説明の一例はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=4Lb-6rxZxx0

補助教材

http://www.ner.takushoku-
u.ac.jp/masano/class_material/waseda/keiryo/200_program.html
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II. 政治学とは？
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政治学者？

・菅政権はいつまで続くと思いますか？

• 政治家になりたいのですか？
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政治学の変遷

• 1990年代以前の政治学
(1) 観察研究
(2) 仮定が不明確
(3) 事例を定性的（= 記述的）に分析

• 1990年代の政治学
(1) 観察研究
(2) 合理選択理論
(3) 重回帰分析による計量分析

18

• 2000年代の政治学（因果推論革命）
従来の「予測」 + 「因果効果」を検証

18

https://www.youtube.com/watch?v=4Lb-6rxZxx0
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重回帰分析の限界

• 変数間の「相関関係」はわかるが、「因果関係」
はわからない

世の中にあるほぼ全てのデータには、

何らかの「交絡因子」 (confounding factor) が存在している
（実験から得られたデータなら交絡因子を回避できる）

→ 重回帰分析だけでは因果関係を明らかにするには不十分

出典：岩波データサイエンス刊行委員会「岩波データサイエンスVol.3：因果推論―実世界のデータから因果を読む」.13.

交絡因子 交絡因子
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因果関係に関する研究

(1) 統計学 (Donald Rubin)
(2) 疫学 (Judea Pearl) 
(3) 心理学 (Donald Campbell) 

Donald Campbell
1916-1996

Judea Pearl
1936-

Donald Rubin
1943-

＋ 政治学→ 最先端の政治学
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2000年代の政治学
＝因果推論革命

政治学における因果関係に関する考え方が精緻化
→ 因果推論 (causal inference) 型分析手法の台頭

「潜在的な結果」に注目

potential outcome

ある要因 （X） の因果効果とは、同じ観察対象において
X が存在する場合に起こった結果 （Y1） と、X が存在し
ない場合の結果（Y0、反事実または潜在的結果）との
間の差 （Y1 ‒ Y0） である [ルービンの因果モデル]

21
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出典：岩波データサイエンス刊行委員会「岩波データサイエンスVol.3：因果推論―実世界
のデータから因果を読む」、p.64.

個人レベルの因果効果（ Y1 – Y0 ）

Y1 と Y0は同時には測定できない

Z =  「潜在的結果変数」
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政治学における因果推論研究
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出典：安井翔太 (2020)『効果検証入門』xi、技術評論社

予測のための観察研究 因果効果のための準実験

回帰分析
・単回帰と重回帰
・ダミー変数
・交差項
・パネルデータ

ロジスティック回帰分析
・交差項

機械学習
(machine learning) 

政治学における分析方法
（定量分析）

25

政治学における（疑似）実験手法

実験手法 (experiment)  
(1) ラボ実験（学生などが被験者）
(2) フィールド実験（有権者などが被験者）

疑似実験 (quasi-experiment) 
(1) 自然実験（無作為な介入による）
(2) 回帰不連続デザイン (RDD)  
(3) 差分の差分法 (DID) 
(4) 傾向スコアマッチング (propensity score matching)  
(5) 操作変数法
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出典：粕谷裕子 (2018)「政治学における「因果推論革命」の進行」アジ研ワールド・トレンド , 
269巻, p.71. 27
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III. 最先端の政治学とは？
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1. ウクライナへの軍事介入と正確な知識 (April 2014)

Q2: ウクライナの位置はどこ？
Q1: 米国の軍事介入を支持しますか？

29
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Source: http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/04/07/the-less-americans-know-about-ukraines-location-the-more-
they-want-u-s-to-intervene/

正解率は1/6

正解から距離が遠いほど、アメリカの軍事介入を支持

32

32

2. 政党支持と脳の活動

• 82人の被験者にギャンブ
ルゲームに参加してもらう。

• 民主党支持者と共和党支
持者では脳活動が異なる。

• （遺伝子情報よりも）脳活
動の方が政党支持の予
測度が高い。

Source: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.005297033

33

3. テキスト分析

http://www.jasondavies.com/wordcloud/#

・膨大なテキスト情報を体
系的に分析する技術

ーComputer Science
ーDigital Humanity
・テキスト情報

ーブログ、ツイッター

ーウェブサイト

ー書籍、資料、レポート

ーその他多数

34
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Inaugural Address by President Barack Obama

January 21 2017
Each time we gather to inaugurate a President we bear witness to the enduring strength of 
our Constitution. We affirm the promise of our democracy. We recall that what binds this 
nation together is not the colors of our skin or the tenets of our faith or the origins of our 
names. What makes us exceptional -- what makes us American -- is our allegiance to an 
idea articulated in a declaration made more than two centuries ago:
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, 
and the pursuit of happiness.” 

Today we continue a never-ending journey to bridge the meaning of those words with the 
realities of our time. For history tells us that while these truths may be self-evident, they’ve 
never been self-executing; that while freedom is a gift from God, it must be secured by His 
people here on Earth. (Applause.) The patriots of 1776 did not fight to replace the tyranny 
of a king with the privileges of a few or the rule of a mob. They gave to us a republic, a 
government of, and by, and for the people, entrusting each generation to keep safe our 
founding creed. 
And for more than two hundred years, we have…..

Source: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/01/21/inaugural-
address-president-barack-obama
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January 21 2017
We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county 
and restore its promise for all our people.
Together we will determine the course of America for many, many years to come.
Together we will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. 
Every four years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of 
power.
And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious 
aid throughout this transition. They have been magnificent, thank you. Today’s ceremony, 
however, has very special meaning because today we are not merely transferring power 
from one administration to another – but transferring it from Washington DC and giving it 
back to you the people.
For too long a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of government 
while the people have borne the cost.
Washington flourished but the people did not share in its wealth. Politicians prospered but 
the jobs left and the factories closed The establishment protected itself but not the citizens 
of our country.
Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. 
While they have celebrated there has been little to celebrate for struggling families all 
across our land……

Inaugural Address by President Donald Trump
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「戦後50周年の終戦記念日にあたって」（村山談話）

平成7年8月15日

先の大戦が終わりを告げてから、50年の歳月が流れました。今、あらためて、あの戦争に
よって犠牲となられた内外の多くの人々に思いを馳せるとき、万感胸に迫るものがあります。
敗戦後、日本は、あの焼け野原から、幾多の困難を乗りこえて、今日の平和と繁栄を築い
てまいりました。このことは私たちの誇りであり、そのために注がれた国民の皆様1人1人の
英知とたゆみない努力に、私は心から敬意の念を表わすものであります。ここに至るまで、
米国をはじめ、世界の国々から寄せられた支援と協力に対し、あらためて深甚な謝意を表
明いたします。また、アジア太平洋近隣諸国、米国、さらには欧州諸国との間に今日のよう
な友好関係を築き上げるに至ったことを、心から喜びたいと思います。
平和で豊かな日本となった今日、私たちはややもすればこの平和の尊さ、有難さを忘れが
ちになります。私たちは過去のあやまちを2度と繰り返すことのないよう、戦争の悲惨さを若
い世代に語り伝えていかなければなりません。とくに近隣諸国の人々と手を携えて、アジア
太平洋地域ひいては世界の平和を確かなものとしていくためには、なによりも、これらの諸
国との間に深い理解と信頼にもとづいた関係を培っていくことが不可欠と考えます。政府は、
この考えにもとづき、特に近現代における日本と近隣アジア諸国との関係にかかわる歴史
研究を支援し、各国との交流の飛躍的な拡大をはかるために、この2つを柱とした平和友好
交流事業を展開しております。また、現在取り組んでいる戦後処理問題についても、わが国
とこれらの国々との信頼関係を一層強化するため、私は、ひき続き誠実に対応してまいりま
す。 ・・・・以下省略・・・ 38

38

"On the occasion of the 50th anniversary of the war's end”

August 15, 1995
The world has seen fifty years elapse since the war came to an 
end. Now, when I remember the many people both at home and 
abroad who fell victim to war, my heart is overwhelmed by a 
flood of emotions.

The peace and prosperity of today were built as Japan overcame 
great difficulty to arise from a devastated land after defeat in the 
war. That achievement is something of which we are proud, and 
let me herein express my heartfelt admiration for the wisdom 
and untiring effort of each and every one of our citizens. Let me 
also express once again my profound gratitude for the 
indispensable support and assistance extended to Japan by the 
countries of the world, beginning with the United States of 
America… 39

39

Statement by the Chief Cabinet Secretary Kono (Aug.4, 1993) 

 

Statement by the PM Murayama (Aug.15, 1995) 

 

Statement by the PM Koizumi (Aug.15, 2005) 

 

Statement by the PM Abe (Aug.15, 2015) 

 

河野談話 (1993年8月4日) 小泉談話 (2005年8月15日)

村山談話 (1995年8月15日) 安倍談話 (2015年8月15日)

40
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中国政府によるオンライン検閲

4. ウェブ・スクレイピング

41

41

King, Gary, Jennifer Pan, and Margaret E Roberts. 2013. “How Censorship in China Allows 
Government Criticism but Silences Collective Expression.” American Political Science Review 107 
(2 (May): 1-18. Copy at http://j.mp/LdVXqN

ゲイリー・キング（Gary King）

・米ハーバード大学教授 (1990-現在)

・2009年、最も目覚ましい業績をあげた教授にのみ与えられ
るUniversity Professorの称号を受ける

・1980年米ニューヨーク州立大学卒業

・1984年、米ウィスコンシン大学でPh.D.取得（政治学）

・ニューヨーク大学政治学部助教授

・1987年、ハーバード大学政治学部准教授

・社会科学研究の多くの分野に応用できる、実践的な統計的
分析手法を開発

42

42
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研究者の関心

・中国での SNS が巨大な国家装置によって検閲されてい
ることは知られている

・しかし、具体的にどのような内容が削除されやすいか
は不明

・削除されるのは「国家に批判的な投稿」、それとも「集
合行為を促す投稿」？

・権威主義的政府の理解にとって重要なテーマ

• 85のトピック、1100万の中国語投稿を超高速にダウン
ロード

• 中国政府が削除する投稿パターンを分析
• ビッグデータとmachine learning（機械学習）の活用例

43

43

投稿の特徴から「センチメント」を推定する機械学習モデル

Matthew J. Salganik, Bit by Bit: Social Research in the Digital Age,  p.45, Princeton University 
Press (2017) 44

44

American Political Science Review May 2013

Figure 1. The Fractured Structure of the Chinese Social Media Landscape

(a) Sample of Sites

hi.baidu

bbs.voc.com.cn 5

bbs.m4.cn 4%
tianya 3%bbs.beijingww.com 2%

(b) All Sites excluding Sina

All tables and figures appear in color in the online version. This version can be found at http://j.mp/LdVXqN.

possible censorship, and leaving to other research so-
cial media services that constrain authors to very short
Twitter-like (weibo) posts (e.g., Bamman, O’Connor,
and Smith 2012). In many countries, such as the U.S.,
almost all blog posts appear on a few large sites (Face-
book, Google’s blogspot, Tumblr, etc.); China does
have some big sites such as sina.com, but a large portion
of its social media landscape is finely distributed over
numerous individual sites, e.g., local bbs forums. This
difference poses a considerable logistical challenge for
data collection—with different Web addresses, differ-
ent software interfaces, different companies and local
authorities monitoring those accessing the sites, dif-
ferent network reliabilities, access speeds, terms of use,
and censorship modalities, and different ways of poten-
tially hindering or stopping our data collection. Fortu-
nately, the structure of Chinese social media also turns
out to pose a special opportunity for studying localized
control of collective expression, since the numerous
local sites provide considerable information about the
geolocation of posts, much more than is available even
in the U.S.

The most complicated engineering challenges in our
data collection process involves locating, accessing,
and downloading posts from many Web sites before
Internet content providers or the government reads
and censors those that are deemed by authorities as
objectionable;1 revisiting each post frequently enough
to learn if and when it was censored; and proceeding
with data collection in so many places in China with-
out affecting the system we were studying or being
prevented from studying it. The reason we are able to
accomplish this is because our data collection methods

1 See MacKinnon (2012) for additional information on the censor-
ship process.

are highly automated whereas Chinese censorship en-
tails manual effort. Our extensive engineering effort,
which we do not detail here for obvious reasons, is
executed at many locations around the world, including
inside China.

Ultimately, we were able to locate, obtain access to,
and download social media posts from 1,382 Chinese
Web sites during the first half of 2011. The most striking
feature of the structure of Chinese social media is its
extremely long (power-law like) tail. Figure 1 gives a
sample of the sites and their logos in Chinese (in panel
(a)) and a pie chart of the number of posts that illustrate
this long tail (in panel (b)). The largest sources of posts
include blog.sina (with 59% of posts), hi.baidu, bbs.voc,
bbs.m4, and tianya, but the tail keeps going.2

Social media posts cover such a huge range of topics
that a random sampling strategy attempting to cover
everything is rarely informative about any individual
topic of interest. Thus, we begin with a stratified ran-
dom sampling design, organized hierarchically. We first
choose eighty-five separate topic areas within three
categories of hypothesized political sensitivity, ranging
from ‘‘high” (such as Ai Weiwei) to ‘‘medium” (such
as the one child policy) to ‘‘low” (such as a popu-
lar online video game). We chose the specific topics
within these categories by reviewing prior literature,
consulting with China specialists, and studying current
events. Appendix A gives a complete list. Then, within
each topic area, defined by a set of keywords, we col-
lected all social media posts over a six-month period.
We examined the posts in each area, removed spam,
and explored the content with the tool for computer-
assisted reading (Crosas et al. 2012; Grimmer and King

2 See http://blog.sina.com.cn/, http://hi.baidu.com/,
http://voc.com.cn/, http://bbs.m4.cn/, and http://tianya.cn/ .
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投稿後、初日に大部分が検閲 → 削除

• 検閲される投稿の多くは 24 時間未満に削除される
• 調査していることを、中国政府に検知されないよう配慮

46

46

American Political Science Review

Figure 4. Events with Highest and Lowest Censorship Magnitude

Censorship Magnitude

Popular Book Published in Audio Format
Disney Announced Theme Park
EPA Issues New Rules on Lead
Chinese Solar Company Announces Earnings
China Puts Nuclear Program on Hold
Gov't Increases Power Prices
Jon Hunstman Steps Down as Ambassador to China
News About Iran Nuclear Program
Indoor Smoking Ban Takes Effect
Popular Video Game Released
Education Reform for Migrant Children
Food Prices Rise
U.S. Military Intervention in Libya

Censorship Magnitude

New Laws on Fifty Cent Party
Rush to Buy Salt After Earthquake

Students Throw Shoes at Fang BinXing
Fuzhou Bombing

Localized Advocacy for Environment Lottery
Google is Hacked

Collective Anger At Lead Poisoning in Jiangsu
Ai Weiwei Arrested

Pornography Mentioning Popular Book
Zengcheng Protests

Baidu Copyright Lawsuit
Pornography Disguised as News

Protests in Inner Mongolia

Policies
News

Collective Action
Criticism of Censors
Pornography

-0.2 0 0.1 0.3 0.5 0.7

with our theory that the censors are intentionally
searching for and taking down posts related to events
with collective action potential. However, we add to
these tests one based on an examination of what might
lead to different levels of censorship among events
within this category: Although we have developed a
quantitative measure, some of the events in this cate-
gory clearly have more collective action potential than
others. By studying the specific events, it is easy to see
that events with the lowest levels of censorship mag-
nitude generally have less collective action potential
than the very highly censored cases, as consistent with
our theory.

To see this, consider the few events classified as
collective action potential with the lowest levels of
censorship magnitude. These include a volume burst
associated with protests about ethnic stereotypes in the
animated children’s movie Kungfu Panda 2, which was
properly classified as a collective action event, but its
potential for future protests is obviously highly limited.
Another example is Qian Yunhui, a village leader in
Zhejiang, who led villagers to petition local govern-
ments for compensation for land seized and was then
(supposedly accidentally) crushed to death by a truck.
These two events involving Qian had high collective
action potential, but both were before our observation
period. In our period, there was an event that led to a
volume burst around the much narrower and far less
incendiary issue of how much money his family was
given as a reparation payment for his death.

Finally, we give some more detailed information of
a few examples of three types of events, each based

on a random sample of posts in one topic area. First,
Figure 5 gives four time series plots that initially involve
low levels of censorship, followed by a volume spike
during which we witness very high levels of censorship.
Censorship in these examples are high in terms of the
absolute number of censored posts and the percent of
posts that are censored. The pattern in all four graphs
(and others we do not show) is evident: the Chinese
authorities disproportionately focus considerable cen-
sorship efforts during volume bursts.

We also went further and analyzed (by hand and via
computer-assisted methods described in Grimmer and
King 2011) the smaller number of uncensored posts
during volume bursts associated with events that have
collective action potential, such as in panel (a) of Fig-
ure 5 where the red area does not entirely cover the
gray during the volume burst. In this event, and the
vast majority of cases like this one, uncensored posts
are not about the event, but just happen to have the
keywords we used to identify the topic area. Again we
find that the censors are highly accurate and aimed at
increasing censorship magnitude. Automated methods
of individual classification are not capable of this high
a level of accuracy.

Second, we offer four time-series plots of random
samples of posts in Figure 6 which illustrate topic areas
with one or more volume bursts but without censor-
ship. These cover important, controversial, and po-
tentially incendiary topics—including policies involv-
ing the one child policy, education policy, and corrup-
tion, as well as news about power prices—but none of
the volume bursts where associated with any localized

9

検閲対象はポルノ・検閲批判・集合行為

47

47

結果のまとめ

• 投稿が削除される確率は、国家に対して批判
的か支持的かとは無関係

• 大規模な抗議運動に至る可能性のある次の
三つの投稿だけが定期的に検閲されている

(1) ポルノ
(2) 検閲批判
(3) 集合行為

48

48
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5. 爆撃による被害と指示の関係
アフガニスタンにおけるタリバン軍と NATO軍

アフガニスタン人に対する世論調査

対象：2,754人の男性

場所： 21 の地区にある 204 の村 49

49

タリバン軍と NATO軍による被害 è国民の態度に非対称な影響

NATO軍による被害

è国民は、NATO軍への支持低下、タリバン軍への支持上昇

タリバン軍による被害

è国民は、タリバン軍への支持がわずかに低下

分析結果

Source: Jason Lyall, Graeme Blair, and Kosuke Imai (2013) "Explaining support for combatants during 
wartime: A survey experiment in Afghanistan.” American Political Science Review, vol. 107, no.4 (November), 
pp.679-705;  

Graeme Blair, Kosuke Imai, and Jason Lyall "Comparing  and combininig list and endorsement experiments: 
Evidence from Afghanistan.” American Journal of Political Science, vol.58, no.4 (October), pp.1043-1063. 50

50

6. 候補者の笑顔と票の関係
自動顔認証技術

• オムロン社が開発した
「OKAO VISION」を使用。

51

51

Political Psychology, Vol. 33, Issue 6, pp. 925–933, December 2012 

国政選挙ポスターで「笑顔」の候補者は当選するか？

52

52

53

53

得票率 (%)
2.3 %

得票率 (%)
5.2 %

54

54
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Candidates’ Smiles and Winning District Seats
--- Evidence from the 2015 Local Elections in Japan

Masahiko Asano 
Takushoku University

And 
Dennis Patterson, 

Texas Tech University, 

政令指定都市選挙ポスターで「笑顔」の候補者は

当選するのか？

Source: Masahiko Asano and Dennis Patterson, “Candidates’ Smiles and Winning District Seats 
--- Evidence from the 2015 Local Elections in Japan.” Politics and Life Sciences (April 2018, 
forthcoming)

55

55

研究デザイン

・推定

ー他の様々な要因をコントロールした上で、各候補者
の笑顔度が得票率に与えた影響を推計。

・候補者の笑顔度を測定
ー政令指定都市市議会選挙の立候補者1,380人。

（2015年4月12日に実施）

56

56

選挙ポスター

0 %                       50 %               100 %

笑顔度 57

57

58

58

59

59

笑顔度が得票率に与える影響
0% è 100% になると得票率が 1.2 %ポイント上昇する

60

60
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Figure 6: Scatter Plots between Vote share and 
Smile Index by Turnout Rates

Figure 5: Marginal Effect of Smile Index on Vote 
share vis-à-vis Turnout Rates

投票率の低い都会ほど、笑顔の候補者の得票率が高い

61

61

アメリカ上院・下院議員選挙でイケメン度は重要か？

62

7. 候補者の「美顔度」と票の関係

62

Spencer Abraham 
(-2.49)

Mitch McConnell 
(0.17)John Thune 

(1.99)

アメリカ上院議員候補者のイケメン度

63

63

日本の衆議院議員候補者のイケメン度

? ?

64

64

MONDAY NOVEMBER 4
1 - 2:30 PM / BUNCHE 10383
FREE & OPEN TO THE PUBLIC

CANDIDATES’ FACIAL ATTRACTIVENESS AND 
ELECTORAL SUCCESS:

EVIDENCE FROM JAPAN’S UPPER HOUSE ELECTIONS
WITH PROFESSOR MASAHIKO ASANO, TAKUSHOKU UNIVERSITY AND

PROFESSOR YOSHIKUNI ONO, TOHOKU UNIVERSITY

MASAHIKO ASANO IS PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCE, AND THE DEAN OF THE 
GRADUATE SCHOOL OF LOCAL GOVERNMENT, AT TAKUSHOKU UNIVERSITY, TOKYO, JAPAN. 
HE COMPLETED HIS PH.D. IN POLITICAL SCIENCE AT UCLA. HIS RESEARCH FOCUSES ON 
THE EFFECTS OF BOTH ELECTORAL SYSTEMS ON POLITICAL BEHAVIOR, AND OF HEURISTIC 
FACTORS, SUCH AS CANDIDATES’ FACIAL EXPRESSION, ON THEIR ELECTION SUCCESS. HIS 
PUBLICATIONS INCLUDE ARTICLES IN POLITICS AND THE LIFE SCIENCES, AND HE IS THE CO!
EDITOR OF POWER IN CONTEMPORARY JAPAN "PALGRAVE MACMILLAN, 2016#.

YOSHIKUNI ONO IS PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCE AT TOHOKU UNIVERSITY AND 
FACULTY FELLOW AT THE RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY. HE 
COMPLETED HIS PH.D. IN POLITICAL SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF MICHIGAN. HIS RESEARCH 
FOCUSES ON THE COMPARATIVE STUDY OF LEGISLATIVE POLITICS AND ELECTORAL BEHAVIOR. 
CURRENT RESEARCH PROJECTS INCLUDE STUDIES OF THE EFFECT OF GENDER STEREOTYPES 
ON VOTER BEHAVIOR AND THE EFFECT OF FOREIGN THREATS ON PARLIAMENTARY SPEECHES 
IN JAPAN. HIS WORK HAS APPEARED IN AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE, JOURNAL 
OF POLITICS, POLITICAL BEHAVIOR, POLITICAL SCIENCE RESEARCH AND METHODS, ETC.

FOR MORE INFO, VISIT: WWW.INTERNATIONAL.UCLA.EDU/JAPAN

7.2. 日本の参院選でイケメン度は重要か？

65

66https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/20e072.pdf

66
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既存研究

• 候補者の顔を手掛かりに、投票先を決めている可能性
– 有権者は、候補者に関する情報収集コストを削減するため、
ヒューリスティックスに依存している (Lupia and McCubbins 1998; 
Popkin 1991)

• 候補者の顔から選挙結果が予測可能
(Todorove et al. 2005; Lawson et al. 2010）

– 顔の魅力 (facial attractiveness: beauty)
– 顔の印象 (facial impressions)
– 顔の表情 (facial expressions)

67

リサーチクエスチョン

• RQ1：
候補者の顔の「表情」や「印象」と比較すると、顔の「魅力
(Beauty)」は選挙でどの程度重要なのか？

• RQ2: 
顔の「魅力」による得票プレミアが、顔の「表情」や「印
象」とは独立して存在しているとしたら、候補者の顔の
「魅力」は、どのようなメカニズムで追加的な得票につな
がっているのか？

68

顔の主観的評価（魅力・印象）
• 分析対象

– 2013年と2016年の参院選に出馬した 494 人の候補者
– 朝日新聞社が撮影した候補者の写真

• 評価者
– 1,415 人のアメリカの有権者 (Amazon Mechanical Turk)  

• サーベイ
– 494名から無作為に 20 名の候補者を選ぶ
– 評価者に候補者の写真をひとりずつ提示
– 候補者の魅力と印象を評価してもらう
– 練習として、総選挙に出馬した20人の衆院選候補者の写真を評価

• 実施日：2017年12月

69

候補者顔写真の例

70

71

71

顔の魅力（5点尺度）

• Please rate this candidate’s physical appearance on the five-point scale.

5: Strikingly beautiful or handsome
4: good looking (above average for age and sex)
3: average looks for age and sex
2: quite plain (below average for age and sex)
1: homely

Campbell, Converse, Rodgers (1971)

72
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4.3  鈴木麻理子 4.2  沖智美 4.1  小松由佳

4.1  植松恵美子 4.1  湊侑子 4.1  丸子安子
73

73

4.0  滝波宏文 3.8  辰巳孝太郎 3.8  小島一郎

3.8  松沢力 3.8  三浦信祐 3.8  沢田良
74

74

Descriptive Statistics
Mturk Data

75

Beauty

75

Beauty by Gender
Total                        131                                       363                          494        
Win                           28                                        118                          146

76

76

顔評価と選挙結果

（回帰分析）

77

• 従属変数: 候補者の得票率 (%)
• 説明変数: Beauty（顔の相対的魅力度）

• コントロール変数:
– 顔の印象

• Dominant           （支配的）
• Trustworthy       （信頼できる）
• Compassionate（思いやりがある）

• Competence     （有能）
• Consensus         （コンセンサスがとれる）
• Experience         （政治経験がある）

– 顔の表情
• Smile  （笑顔度）

– 候補者特性 (当選回数、年齢、性別、現職ダミー、選挙費用）
– 選挙区要因 (選挙区定数、立候補者数、選挙ダミー)

– Standard errors は選挙区でクラスター化

78
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Results (Model_4): 魅力 + 表情 + 印象
・候補者の顔の「表情」と「印象」は得票率に影響せず

・顔の「魅力度」が 1 ポイント増加 → 5.16%ポイント得票率が増える

79

分析結果のまとめ

RQ1. 候補者の顔の「表情」や「印象」と比較すると、「魅力 (Beauty)」
は選挙でどの程度重要なのか？

– 「表情」と「印象」の重要度は認められない
– 「表情」と「印象」、候補者要因、選挙区要因等をコントロールしても、
「魅力度」は候補者の得票率に影響を与えている (4 - 5 %ポイント)

RQ2: 
候補者の顔の「魅力」は、どのようなメカニズムで

追加的な得票につながっているのか？

80

顔評価と選挙結果

（サーベイ実験）

81

サーベイ実験
• 分析対象

– 2016年の参院選候補者

• 40歳代の男性
• 当選回数が 0 回もしくは 1 回
• 「魅力度」上位10名・下位10名

• 評価者
– N = 2,875 の日本人有権者 (Rakuten Insight)  

• 実験
– 20名の候補者を無作為に2人一組のペアにする
– ペアの写真を見せて、どちらか一方を選ばせる
– その作業を繰り返し、全部で10ペア分行う

• 実施日：2020年3月

82

83

Interest:
国政選挙において、下の2人があなたの選挙区から立候補していると
します。あなたは2人のうち、どちらの候補者についてより興味があり
ますか。これまでの経歴や選挙公約などについて、より詳しく知りたい
と思う方の候補者をどちらか選んでください。

候補者 A                           候補者B

84
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実験結果Figure 7 Share of responses by conditions (interest)

美顔度が同程度の候補者の比較では、どち
らか一方の候補者のことをより知りたいとは
思わない

美顔度が高い候補者のことを知りたいと回答

→ 有権者は、より魅力的な候補者のことを
知りたいと思う

→ 有権者は、より魅力的な候補者がより有権者の間で人気だと思っている

→ 有権者は、より魅力的な候補者がより当選しそうだと思っている

85

8. 投票者は嘘をつく？

Ansolabehere, Stephan and Eitan Hersh. 2012.  “Validation: What Big Data Reveal 
About Survey Misreporting and the Real Electorate.” Political Analysis 20 (4): 437-
59. doi:10.1093/pan/mps023 86

86

先行研究

○政治参加に関する世論調査で、実際は「投票していない」の
に、「投票した」と回答する有権者が存在する

○例えば、2008年に実施された国民選挙調査 (NES: National
Election Study) では、大統領選挙において 78%が「投票した」と
回答 → 実際は 57% しか投票していない (McDonald 2011)

○世論調査と現実の投票行動の間には 21%ポイントもの差が
ある

87

87

明らかになったこと

• 「投票した」と回答した人の中で実際に投票したのは
80%

• 高所得・高学歴・党派的な有権者ほど「投票した」と過大
報告する

• 高卒者と比べると、大卒者が「投票した」と回答する確
率は 22%高い

• しかし、実際に投票する大卒者は 10%高いだけ

88

88

9. 日米安保条約と日本の経済発展

89

Source: https://www.cam bridge.org/core/services/aop-cam bridge-

core/content/view/9C7CC6A85CE125290BAD2735B09A882A/S1598240817000248a.pdf/am ericas_role_in_the_m aking_of_japans_econom ic_m iracle.pdf

90
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ポリティカル・サイエンス
Political Science

①「当然」だと思っている

本当に「そうなのか」？

②噂程度にしか知らない

本当は「どうなのか？」

膨大な「数量データ」と「統計的手法」を使って検証する

91

IV. 本当にそうなのか？

91

• 日本政治は「官僚」が支配している？
本当？

V.S.

92

92

93

93

• 低い投票率は政治不信の表れである。

本当？

94

94

• 途上国への援助は、被援助国の援助国に対する
好感度を高めている。

本当？

95

95

• 貧困はテロリズムの温床である。

本当？

96

96
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• 最高裁判所の判決は、政治的に中立である。

本当？

97

97

V. 政治学で使われているデータ

98

98

〜 2000年頃まで

• 調査データ
ー世論調査

ーエリート調査

・集計データ

ー国・地域別

ー都道府県別

ー選挙区別

ー市町村別

99

99

2000年〜現在 「データ革命」

• インターネット上のあらゆるデータ
• デジタル化されたテキストデータ
• 人工衛星から撮影した詳細な写真や地理情報
• 自動顔認証技術
• その他多数

100

100

VI. 新しい時代に何を学ぶべきか？

101

101

新しい政治学を学ぶために必要なのは・・・

・旺盛な好奇心

・他分野から学ぶ

・様々な国や地域に実際に行く

自由な発想 それを実現するスキル

・統計学

・計量経済学

・計量政治学

・因果推論 (Rubin, Pearl) 
・統計ソフト (R, Python)
・Data Visualization
・英語（外国語）

102

102


