
 

 

 

 

日本記者クラブ 

研究会「衆院選後の日本-民意をどう読むか」② 

 

「政治の可能性を信じること」 
 

待鳥聡史 

京都大学法学研究科教授 

2012 年 12 月 21 日 

 

 

待鳥聡史・京都大学法学研究科教授は、２０１２総選挙での自民圧勝の選挙結果に

ついて、小選挙区比例代表並立制という混合型の選挙制度によるところが大であり自

公政権復帰への積極的な支持によるものではない、との分析結果を明らかにした。た

だし、待鳥教授は、安直な中選挙区制復帰論に対しても慎重な姿勢で、せっかくの選

挙制度改革が十全に機能しない背景には、参院制度や地方制度など改革が遅れた分野

が全体改革の足を引っ張っている、との見方を示した。 

さらに、待鳥氏は、これからの日本政治に必要なこととして、「代議制のデモクラ

シーが持っている意見集約機能」活用の重要性を強調、「負担増と給付削減が連続す

るような、いわば民主主義にとって一番苦しい局面に対して、それなりに応対する能

力というのを持っているのかもしれない」と述べた。待鳥氏は、日本記者クラブのサ

イン帳には「政治の可能性を信じることが再生の第一歩である」と揮毫した。 

 

 

 

 

司会：日本記者クラブ企画委員 倉重篤郎（毎日新聞論説委員長） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=kfTcuZ3M55M 

 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kfTcuZ3M55M


 

2 
 

司会：倉重篤郎・企画委員（毎日新聞論説委員

長） 今度の選挙結果の分析シリーズ第 2弾であ

りますけれども、きょうは京都大学法学研究科・

公共政策大学院教授の待鳥聡史さんに来ていた

だきました。 

待鳥さんは 1971 年生まれの、まだ 41歳の少壮

の学者であられます。北九州ご出身で関西育ち、

京大、阪大の助教授を歴任されて、2007 年から

現職につかれました。この間、2度アメリカで在

外研究を行っておられます。1回はウイスコンシ

ン大学、それから 2度目はカリフォルニア大学で

あります。 

現在、大学院で教鞭をとっておられて、ことし、

書かれた『首相政治の制度分析』という本でござ

いますが、これが第 34 回のサントリー学芸賞を

受賞されました。学術的な書でありますけれども、

非常にわかりやすく書かれている。だから、そう

いう賞を取ったと思うのですけれども、日本の首

相制度が、選挙制度改革と、それから官邸機能強

化によって非常に強い制度になったはずだけれ

ども、なぜそれが発揮できないかを分析されてお

られます。きょうはその延長線上からも、今回の

選挙結果をいろいろ分析していただきたいと思

います。 

まず 40～50 分、待鳥さんにお話をいただいて、

その後質疑をしたいと思いますので、よろしくお

願いします。では、待鳥さん、よろしくどうぞ。 

まずは「私は何者か？」から 

待鳥聡史・京都大学法学研究科教授 ただいま

ご紹介にあずかりました京都大学の待鳥でござ

います。 

このシリーズの 1 回目で埼玉大学の松本正生

先生がお話しになって、それを、どんな会場でど

んなふうにやっているんだろうと思ってYouTube

でみたら、すごい立派な会場で、きのうの深夜に

かなりショックを受けたわけです。なかなか会場

なり雰囲気に見合っただけのお話ができないか

もわかりませんけれども、私なりに「今回の総選

挙に表れた民意と政治」というタイトルでお話を

させていただければと存じます。 

松本先生は真ん中に席を置いてやられていて、

度胸がおありだなと私、思ったんですが、私はそ

ういう度胸はございませんので、スライドを使っ

て、自分はこそこそと陰に隠れながら、スライド

に視線が集まるようにやる、そういう形で進めさ

せていただきたいと存じます。 

そもそも私のような者が呼ばれたということ

自体も謎なんですけれども、お呼びになった方も、

おそらく私は何者かということについてそんな

にご存じなくても当然だと思いますので、自己紹

介的に、私のやってきたことをとりあえず簡単に

申しあげます。私は、もともとアメリカの政治の

研究から研究者としてのスタートを切っており

ます。アメリカの場合には、いわゆる権力分立制、

大統領制を採用していますので、議会と大統領と

の間の関係が、非常に切実な部分があるんです。

そして、その切実な議会と大統領との間の関係を

善くしたり、悪くしたりするのが政党である、こ

ういうふうな存在ですが、このあたりの研究をし

てまいりました。 

ただ、それをもうちょっと一般的にみますと、

それは政治の仕組み、いわゆる政治制度という観

点から、さまざまな国の政治の分析をするという

アプローチになります。これは比較政治の理論的

な分析ということになりますが、そういう研究も

やっておりまして、その延長線上で、日本の国政、

あるいは地方政治の研究もしているということ

なのです。 

アメリカの政治を専攻している人が、なぜ日本

の政治、首相の本を書いたりするのかとか、ここ

で総選挙の話をしているのか、ということに関し

てどのみちうさん臭いのですが、多少弁明をして

おくと、こういうことでございます。 

日本の場合には、国政の研究というのは、アメ

リカのような権力分立制ではありませんけれど

も、やはり国会、それと首相あるいは内閣、そし

てそこに政党というものがどういうふうに関係

をしているのかについての議論をしないといけ

ないと考えております。地方政治の場合には、議

会と首長との間の関係というのが大きな意味を

持つ、こういうふうな考え方に立った研究をして

いるということでございます。 

それはさておきまして、今回の選挙結果という

ものについて非常にシンプルに考えていきたい

と思います。 

松本先生や、あるいは来週の週明けになるんだ

と思いますけれども、東京大学の谷口将紀先生が

いらっしゃってお話をされる。その松本先生や谷

口先生は、選挙や有権者の投票行動あるいは世論

の分析を専門的にしておられまして、その方々が

お話しになるので、私が何かあまりつけ加えるこ

とはないのですが、ただ、簡単に全体像を振り返

っておくということは、たぶん、後の話にも意味

があると思います。 
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今回の総選挙の特徴、結果の特徴というのは、

小選挙区と比例代表の議席率、これは要するに総

議席数に対する政党の議席占有率ですけれども、

両者が非常に大きく乖離をしたというところに

特徴があると思います。この点についてはすでに

多くの人が議論をしているところですけれども、

あらためて数字で確認しますと、自民党は小選挙

区で 79％の議席をとりました。つまり 300 議席

に対して 79％分の議席をとったということです

ね。比例代表では、31.67％しかとっておりませ

ん。ですから、議席率差というのが 47.33 ポイン

トあるということです。 

民主党は小選挙区では 9％しかとれなかった

んだけれども、比例代表で 16.67％とりましたの

で、マイナスというのは、小選挙区－比例代表の

値だとご理解ください。そうすると、比例代表の

ほうが 7.67 ポイント多いということになります。 

その差は日本維新の会になりますともっと開

きます。維新は第三党になったんですけれども、

その議席の多くは比例代表から来ているんです

ね。 

私、京都大学という大学に勤めているんですけ

れども、住んでいるのは大阪でございまして、私

の住んでいるところにも維新の候補がやっぱり

出ております。そして当選をするということでご

ざいまして、維新の候補は、確かに小選挙区、特

に大阪では小選挙区で勝っているんですが、大阪

以外のところでは勝ってないのですね。で、50

議席ほどになった維新の議席というのは、ほとん

ど比例代表から来ております。比例代表での議席

率は、民主党を上回る 22％にまで達していて、

その結果、議席率差でみますと、民主党よりさら

に多い 17.55 ポイントの差があります。 

特徴は大きな議席率格差 

ここからわかることは、やはり自民党だけでは

なくて、民主や維新からみても、特に維新からみ

た場合そうですけれども、小選挙区と比例代表で、

議席率に大きな乖離が生まれているところに、今

回の選挙の特徴があると思います。 

これを時系列でもう一回みてみましょうとい

うのが次のグラフです。これは現行の選挙制度、

つまり小選挙区比例代表並立制というのが導入

された後、最初の選挙である 1996 年の総選挙か

ら今回に至るまでの衆議院第 1 党、つまり 2009

年は民主党であって、ほかのときは全部自民党で

すけれども、衆議院第 1党の議席率が、小選挙区

と比例代表でどういうふうに時系列で変わって

いっているんだろうか、ということについてグラ

フにしたものです。 

一番上の青い線、これが小選挙区です。小選挙

区制は、よく言われるように、第 1党が得票率よ

りも多く議席率を確保するという特徴がありま

すので、その小選挙区部分を取り上げると、当然

のように第 1 党である自民党、あるいは 2009 年

の場合民主党は、かなり高い水準で推移をしてお

ります。特に 2005 年の郵政解散、それから2009

年の政権交代の選挙、それから今回というのは、

第 1 党の議席率が 70％のラインを越えるという

特徴がございます。 

これに対して、第 1党が比例代表で獲得してい

る議席率はどうなんだろうか、ということについ

てみますと、96 年、この選挙は、自民党対新進

対結党されたばかりの民主という選挙でしたけ

れども、このときが 4割弱ぐらい。その後、2000

年の選挙でちょっと下がった後、ずっと基本的に

は上がってきておりました。つまり第 1党になる

政党が、自民党であれ民主党であれ、小選挙区で

も比例代表でも議席を多くとる傾向が強まって

きていたのです。 

2009 年になりますと、民主党は比例でも 5 割

近くの議席を獲得するところまで来ておりまし

た。比例で 5割とるというのは相当の強い支持が

あったことになるわけですけれども、今回それは

がくっと再び下がって、その結果として、緑色の

ラインで示されている、これはパーセントではな

くてパーセントポイント、つまりパーセント値か

らパーセント値を引きますとパーセントポイン

トになります。そういう数値としてみていただき

たいんですけれども、ずうっと推移をしていって、

大体 2割から 3割の間で変動していたものが、今

回ポーンと上がって、先ほどお示しした 47.33 と

いう数字が出てくることになります。 

ですから、今回の総選挙は、新制度、つまり小

選挙区比例代表並立制のもとで行われた選挙と

しても、異例なほど小選挙区と比例代表の間の議

席率に乖離があることを意味しているわけです。 

では、どうしてこのような乖離ができたとかと

いうのが次のお話でございます。今回の選挙の結

果に対して、一般的な、私が選挙後に、全部とは

とても申しませんけれども、いくつかの新聞報道

等を確認した限りでは、やっぱり小選挙区制独特

の効果である、あるいは小選挙区制の猛威である、

こういうふうな議論がございました。 

ただ、小選挙区制がどういうふうな第 1党と第

2党以下の議席差をもたらすのかに関しては、単
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純小選挙区制をしいているイギリスなんかを中

心として、政治学ではかなり多くの研究の蓄積が

ございます。「3乗比の法則」という言い方をし

ますけれども、大体、得票率の 3乗、つまり得票

率の差が 3対 2、60％対 40％であれば、その 3乗

の議席差になることが知られております。けれど

も、今回の選挙結果というのは、全然それとも違

っているのですね。つまり「3乗比の法則」が当

てはまっていないという特徴があります。 

混合型の弱点で第二党以下つぶし合い 

どうしてそうなっているのかといいますと、結

局のところ、第 3党以下の政党が、たくさんでき

たというところにあります。つまり、自民党と実

態的には統一した選挙をやっている公明党をち

ょっと一たん除いて考えたいと思うのですけれ

ども、公明党を除いて考えても、維新の会、ある

いは選挙時には日本未来の党という、小沢さんを

中心としてつくられた政党ですが、あの政党が実

は公明党を上回る勢力を持っていましたので、第

3党だったのです。で、未来の党、それから維新

の会、あるいはそのほかにも、みんなの党である

とか、かなりたくさんの政党が乱立をいたしまし

た。 

選挙のときに 14とか 12とか、途中で選挙直前

に合併するとか、いろんな複雑な動きがあって、

何日に何党あったでしょうとかいうのが、もしか

するとこれから政治記者の何かの試験とかで使

えるかもわからないと思うのですけれども、しか

し、そのいずれにしても選挙の公示日あたりで

12ぐらい政党があるような状態でした。 

しかも、そのほとんどが選挙協力をしておりま

せん。ほんのわずか、大阪では維新の会と公明党

が若干の選挙協力をし、それからみんなの党と維

新の間でも若干の選挙協力があるけれども、しか

し、多くの選挙区では調整ができていない状態で

選挙になったというのはご存じのとおりです。 

これは一体何なのかといいますと、そもそも

12なり 14なり政党ができること自体が、小選挙

区制の効果がなかったじゃないかと論じられる

ことも選挙前にはあったわけですけれども、どっ

ちかというと、そういうことではなくて、比例代

表での議席獲得を目指していると理解するより

ほかないのです。つまり不合理で、完全に判断を

間違ったという言い方をしても別にいいんです

けれども、そういう判断をしないのであれば、結

局のところ比例代表で議席をとれるという認識

がどこかにあったんだろうと思います。 

そういうことをしますと何が起こるのかとい

うと、比例代表での選挙ということを念頭に置い

てつくられた政党が、復活当選制もありますので、

小選挙区にも候補を立てる。で、あまり勝てない

ことが薄々わかっているんだけれども、しかし小

選挙区にも候補を立てて、しかも日本未来の党の

ように、現職議員はやっぱり選挙区を持っていま

すので、そこで立つケースも結構みられます。 

そういう状態になりますと、要は、小選挙区に

比例代表の戦い方が流れ込んでくるという形に

なるわけです。比例代表というのは、選挙協力な

んかせずに、自分の党のほかの党よりもいいとこ

ろを訴えかければ、それで選挙を戦えますので、

そういう戦い方になるわけです。この比例代表で

の戦い方というのが小選挙区に持ち込まれた結

果として、小選挙区では相対 1位を確保できた政

党が圧勝する。ほとんどの選挙区においてこの相

対 1 位を確保できた政党は自民党ないしは公明

党であった、というのが今回の結果の特徴なんだ

ろうと思います。 

これは、別の言い方をしますと、小選挙区比例

代表並立制という選挙制度、比較政治学では混合

制選挙制度という言い方をしますけれども、この

混合制の選挙制度という、つまり複数の選挙制度

を組み合わせたタイプの選挙制度が持っている

弱点なんだろうと言うことができるとは思いま

す。その結果として、比例代表の戦い方と小選挙

区の戦い方が区別されることなく選挙が行われ、

結果として自公にとって非常に有利な成果、結果

になったということだと思います。 

こういうのはあえて名前をつけるのであれば、

やっぱりこれは「多数派ボーナス」と呼んでいい

と思います。「多数派ボーナス」というのは、一

部の、ヨーロッパなんかで比例代表制中心の選挙

を行っているような国で、多数派を安定させるた

めに、ギリシャなんかが採用しているということ

はご記憶の方いらっしゃるかもしれませんけれ

ども、第 1党になった政党には、第 1党になった

いわばご褒美として、何十議席かあげるという、

なかなか感覚的には理解しがたいものがあるん

ですけれども、しかし、そういうふうなやり方の

ことをここでは指しておりますが、それとよく似

たような、つまり相対 1位を確保できたというこ

とだけで相当のボーナスがつくような、そういう

選挙結果になったんだろうと思われます。 

有権者悩ませ「負託なき圧勝」に 

そのような結果に至った選挙の中で、有権者は、
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では何を考えていたんだろうかということにつ

いて、これも、ほかの方々も十分お話しになって

いることだとは思いますけれども、あらためて整

理をしておきますと、事前のさまざまな情勢調査

をみておりますと、2つのことが言えたと思うの

です。つまり、民主党、それから野田政権、ある

いは政権交代後の民主党 3 政権に対する評価は

総じて低い。だから、もう民主党には期待しない

し、民主党が政権に関わっている状態も避けたい

と思っているわけですね。しかし、自民党以下の、

当時の野党に対する期待も、必ずしも高まらない

ということです。「首相として望ましいのは誰か」

とかいうような、質問項目としてそれほど意味が

あるとまでは思わないですけれども、やはり最近

ではほぼ毎回のように聞かれる質問項目に対す

る答えとして、「自民党の安倍総裁」という答え

と、「野田首相」という答えが、政党支持の差よ

りもうんと拮抗している。そういう状態で、つま

り、自民党が勝てば安倍政権になるだろう、しか

し安倍政権に対してそれほど強く期待もできな

いよね、と思っている、こういうふうな状況が有

権者の中にはあったんだと思います。 

ここで、例えば完全な選挙協力をつくりあげて、

維新の会あたりがたくさん候補を立てる。そして

橋下さんがご自身で立候補されたらどうなって

いたのかは、わかりません。わかりませんけれど

も、少なくともそういう局面は生まれなかったわ

けですね。生まれなかった結果として、民主党は

だめだと思っているけれども、ほかに期待できる

政党もない、政権の枠組みについても判断しかね

る、という状況が生まれてきたのであろうと思い

ます。ですから、有権者からみれば、どうしたら

いいのかなということが、最後の最後まで決めか

ねるという状況だったんだと思われます。 

その悩んだ末の選択、もちろんこのあたりのこ

とというのは選挙前、あるいは選挙後に有権者に

対して、特にこれから先しばらくの間に、何回も

学術的な調査を加えないとはっきりしたことは

申しあげられません。投票基準に関して何を優先

させたかということも、あるいはどのくらい迷っ

たかということも、本当はかなりたたないとわか

らないんですね。しかしいま、出てきている断片

的ないくつかのデータなどを組み合わせて考え

ると、おそらくは、ある種悩んだ末の選択として、

この自民党、あるいは選挙区によっては公明党で

すが、に入れるか、あるいは棄権するかという動

きをみせた有権者が相当程度いたのであろうと

は思われます。 

投票率は 60％を切って、戦後の衆議院選挙と

しては最低になりました。それは要は何を意味し

ているか。棄権した人が多いということですが、

棄権した人が多かったのは、明らかに前回は民主

党に期待をして入れたけれども、今回はとても入

れられないとか、あるいは自民党もまだまだ期待

できるほどの水準じゃないと判断された有権者

が、一定数は確実にいたことを意味しているのだ

ろうと私は思います。 

そういうふうに考えていきますと、今回の総選

挙の結果は、明らかに自民党・公明党が有権者か

ら何か明確に、こういうことをしなさい、という

メッセージを伝えられて勝ったという選挙では

なくて、何かをやりなさいという積極的な意味合

いをあまり与えられていないタイプの選挙だっ

たんだと思われます。それを「負託なき圧勝」と

ここには書いておりますけれども、そういうもの

だったんだと思うのです。 

「負託」という概念は、アメリカの選挙結果な

んかではよく用いられるマンデート（mandate）

という言葉と同じです。マンデート本来「命令」

とかいう意味で、結局選挙に勝ったということは

有権者から何か積極的なことをしなさいという、

つまりは「信認し負託を受けた」という意味合い

がありますけれども、今回の自民党・公明党の勝

利は、あまりマンデートがないと読まざるを得な

いような結果なんだろうと思われます。 

そうすると、結局、自民党や公明党がつくった、

特に自民党は今回「マニフェスト」という言葉は

おそらく使わなかったと思いますけれども、しか

し「政権公約」はつくっているわけですね。で、

政権公約の中で言っているような、積極的なとい

うか、あるいは場面によっては、いわゆる安倍カ

ラーのようなものを持った政策展開を期待して

いるのかと言われたら、まあ選挙結果をあまり複

雑に考えずに素直に読んでいくとそういう感じ

はしないのです。ですから、積極的な政策展開を

してほしいと思っているよりも、とにかく民主党

に対して制裁を与えた、ということなんだろうと

思われます。 

再び「決められない政治」も 

そうなってきますと、新しく来週に安倍政権が

発足すると言われていますけれども、安倍政権の、

あるいは自民党・公明党の行う政治あるいは政策

が、有権者にとって意に染まないものであった場

合は、来年、参議院選挙でもう一回、今度は自民

党・公明党に対して、そんなにあなたたちに対し

て何か積極的なことをやってほしいとは思わな
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いんだというメッセージを、有権者は送る可能性

があるわけですね。 

2013 年の参議院選挙について何かを語るとい

うのは非常に難しいことですけれども、2007 年

の参議院選挙それ自体は安倍さんが首相であっ

たときにやっているわけですが、その 2007 年の

参議院選挙で、自民党はご承知のように、いわゆ

る惨敗をしまして、ねじれ国会というのがスター

トしました。この人たちが改選期になる選挙です

ので、自民党は改選議席数が少ないんですね。で

すから、比較的といいますか、普通に戦えればあ

る程度議席を増やすだろうという予測のほうが

しやすい選挙ではありますけれども、しかし、何

か強い政策的なメッセージを感じさせ過ぎた場

合には、有権者は違った動きをみせる可能性があ

るということだと思います。 

そうやって 2013 年、つまり来年の参議院選挙

で有権者がもう一度自民党・公明党に対してネガ

ティブな反応をみせた場合には、またねじれ状況

は強まってきます。強まってくるということは、

ねじれ状況というのは、数字上の意味と、もうち

ょっと文脈的な意味と両方あるように私は思う

のですけれども、結局のところ、いわゆる直近の

選挙で勝ててない政党、与党が、衆議院での多数

派だけを頼りにして政策をやっていくのはおか

しいというたぐいの議論がたくさん出てくる。そ

うなってくると、数字の上以上に与野党関係は野

党にとって有利なものになっていきますので、そ

れが結局、いわゆる「決められない政治」をもう

一回引き起こす可能性はあると思うのです。 

こういうふうなこともあって、先ほど冒頭でも

申しあげましたけれども、今回の選挙結果、有権

者の政党支持であるとか、あるいは得票率、議席

率といったものに関して、小選挙区と比例代表で

随分差があることも含めて、やっぱり選挙制度に

問題があるんじゃないかという見解は多くなっ

てきているように思います。 

では、一体いまの選挙制度ってどうやってつく

られたものなのかをあらためて振り返っておこ

うと思います。そもそも 90 年代の選挙制度改革

以前は、中選挙区制、つまり 1つの選挙区から 2

人ないし 6人ぐらいの当選者が出る、という仕組

みです。改革が、こういうふうな仕組みに対する

批判から行われたことはあらためて申しあげる

までもありません。弊害の 1つは、お金がたくさ

んかかってしまうことでした。その中選挙区制の

もとでなぜお金がかかるのかということですけ

れども、中選挙区制のもとで自民党のように単独

過半数の議席を獲得するためには、単純に申しあ

げて、1つの選挙区から 2人以上当選者を出さな

ければ単独過半数はとれません。かつての中選挙

区は、全国130選挙区でしたから、130選挙区で、

当時の定数、大体 511 とか、512 とかそういう数

字ですけれども、大体 260 議席ぐらいが過半数ラ

インなのです。そうすると、260 議席を 130 選挙

区でとるためには、1選挙区から 2人当選させな

いといけない。これは単純計算ですが。 

そうしますと、要は自民党候補であるというだ

けではだめで、自民党候補である中で、ほかの自

民党候補と、いわば競争関係にあるということに

なるわけです。そうしますと、自民党の候補者の

中で、相手方の陣営――相手方というのは同じ自

民党の候補者なんですが、相手方の陣営よりも積

極的にお金を使って、普段から、あるいは選挙の

ときに後援会なんかを活性化しておくとか、ある

いは場合によっては、すみ分けがうまくいかなけ

れば地盤を食い合って、そしていわゆる「同士討

ち」とか「共倒れ」とか言われるような現象が起

こるということになるわけです。 

これを避けようとしますと、1つの選挙区から

1 人だけ出すことになりますが、そうしますと、

かつての社会党がそうであったように、大体衆議

院の選挙区数とほぼ同じぐらいの議席、130 前後

の議席をうろうろするというような形になって、

そういう状況のもとでは結局政権交代は起きな

いということになるわけです。 

本来、中選挙区制というのは、自民党のような

大政党ができなければ、先ほど申しあげたような

衆議院の選挙区総数とほぼ同じぐらいの勢力を

持った政党が 3つぐらいできて、この 3つ政党の

うちの 2 つが連立するというタイプの政権形成

になるのであろうと理屈上は思われます。実際、

1947 年に現行憲法のもとで最初の選挙が行われ

てからほぼ 10 年間は、それに近い形で進んでき

たわけですね。自由党、民主党、社会党という、

3 つの勢力、つまり保守 2 党と革新 1 党という 3

党だったわけですが、この 3党の間で勢力をほぼ

1対 1対 1という時期もあれば、もちろん自由党

が過半数をとっていた時期もありますけれども、

そういうふうな勢力変動の範囲内で連立政権を

中心とした政治が行われてきました。しかし、一

たん単独過半数をとれる巨大与党をつくってし

まいますと、中選挙区制というのは、その巨大与

党が割れない限りは、同じ政党が政権につき続け

るということを意味するわけですね。 
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「強い首相」を作った改革 

日本政治の場合には、自民党が 1955 年に自由

党と民主党という保守 2党が、いわば恒常的な連

立を組むという形で合併をしてできた政党です

ね。その後、結局、30 年以上、40 年近く政権交

代が起きないというのはなぜかと言えば、そこで

形成された恒常的連立というのは非常に都合の

いいもので、そうなってしまいますと、中選挙区

制の持っている、大体各政党の勢力の変動幅が小

さいという特徴があらわれて、自民党、社会党、

あるいはさまざまな政党の勢力比が固定化する。

固定化しますと、政権交代が起きないということ

になるわけです。これはいかんのではないかとい

うのが、この 90年代の、あるいは 80年代の後半

から出てきた選挙制度改革の議論の中で、言われ

たことだったわけです。 

その 1つの結果として、小選挙区制中心の選挙

制度になりました。しかし、当時の野党、社会党

も公明党も、当時の民社党もみんなそうだと思い

ますけれども、比例代表を中心とした選挙制度の

ほうが望ましいと考えておりました。その結果と

して、先ほども出てきた言葉ですけれども、混合

制、つまり小選挙区と比例代表を組み合わせた選

挙制度になったということなのです。 

その反面、参議院に関しては何らの選挙制度改

革も行われませんでした。参議院の選挙制度改革

は、1980 年代に、比例代表制というのを全国区

にかえて入れ、その後、90 年代だと記憶してお

りますけれども、その比例代表制に関して、非拘

束名簿式といって、候補者が自分の好ましいと思

う立候補者個人の名前を書ける、それを政党の票

として一たん集計した後、その個人別の得票数に

応じて、だれが当選するかを決めていくという仕

組みですが、これを入れたという以外は、本質的

には大きな変化がないまま今日に至っているわ

けです。 

衆議院の選挙制度改革は、とにかくどういうふ

うな説明をしたとしてもかなり大きな改革であ

ったことは間違いがありません。中選挙区制をや

めて、小選挙区を中心とした選挙制度、例えそれ

が混合制であったとしても、かなり大きな選挙制

度改革だったと思われます。 

この時期、つまり 90年代から大体 2000 年代の

初頭にかけて、よく“失われた 10 年”とか、最

近では“失われた 20 年”とか、数字のところだ

け入れられるようにしておけば30年でも40年で

もいけるのですが、あまりそういうことはしたく

ないと思っているんですけれども、しかし、そう

いわれている間にも、いくつかの改革をしており

ます。 

その 1つは、内閣機能強化、いわゆる“橋本行

革”と言われる橋本龍太郎政権のころに着手され

た改革です。当時は、例えば大蔵省が財務省にな

るとか、あるいは厚生省と労働省がくっついて厚

生労働省になるとか、省庁再編の部分が注目され

ましたけれども、省庁再編以上に大きな意味を持

っていたのは、やはり内閣が政治的な意思決定に

おいて非常に重要な意味を持つんだということ

をあらためて確認をし、そしてそれに基づいて首

相にさまざまな政治的資源を与えたということ

だと思います。 

それは例えば、内閣府に特命担当大臣が置ける

とか、あるいは首相補佐官が置ける、こういった

ような仕組みに典型的にあらわれておりますけ

れども、首相はそれまで、自分の独自の政策を展

開しようとしても、その政策の裏づけになるよう

な情報やアイデアを提供してくれる人たちに十

分恵まれてなかったわけですね。こういった人た

ちを与えるような改革を行いました。 

先ほどの選挙制度改革によって、小選挙区中心

の選挙制度になりますと、個々の議員にとって大

政党に所属していることに意味がありますので、

大政党の党首は権力が強まるわけですね。そうや

って党首の権力が強くなり、かつ内閣機能強化に

よって首相権力が強くなったので、それらによっ

ていわゆる強い首相が生み出される可能性が出

てきたということなのです。 

党首討論であるとか、あるいはマニフェストを

つくりましょうといったような、二大政党化に合

わせたようなさまざまな仕組みも、この時期に導

入をされました。そしてまた、地方分権改革を行

ったり、司法改革も行っております。地方分権改

革は、中央の政府と、地方政府と言われる地方の

自治体が、公的部門の垂直的な関係というふうな

言い方をしますが、この垂直的な部門間関係を整

理する、そういう意味を持っております。司法改

革は、三権分立という言葉で言われる、行政・立

法ともう 1 つ並び立つ司法部門の力を強めるも

のです。どちらも狙っているのは、結局、ある種

の曖昧でもたれ合った関係を解消をしていくこ

とを目指していたのだと思われます。 

参院の位置づけは再考すべき 

結局のところ、戦後の日本、基本的に 1990 年

代、あるいは 21 世紀初頭ぐらいまでの日本の政

治、あるいは日本の社会の中には、いろんなとこ
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ろにもたれ合いの構造が、実際問題あったんだろ

うと思います。原子力政策などはその典型でした。

原発をどこへつくるか、どうやって運営していく

かといった問題。あるいは今日であれば再稼働の

問題をどうするかといったようなときに、中央の

政府、つまり国と地方自治体と電力会社が非常に

密接に連携し合いながら物事を決めていたこと

が明らかになったと思うのです。そして、それの

負の側面というのが、今回の非常に重大な事故に

つながったとよく指摘されます。それは間違いで

はないと思うのですけれども、ああいうタイプの

意思決定の仕方は、日本の公共セクターのいろん

なところにあったわけです。 

90 年代以降の改革というのは、そういうもの

を解消するという部分があったんだと思います。

政府部門のそれぞれが、いわば自律的に活動して、

事後的に評価を受けるという仕組みにしていく

ことを考えていたと思われるわけです。 

ただ、それは全部の領域に及んだわけではあり

ません。先ほど申しあげたような、半官半民的な

セクターがたくさん残っていることはもちろん

あるのですけれども、それと同時に、狭い意味で

の政府、つまり中央政府だけに限定したとしても、

国会の改革は非常に不十分なまま終わりました。 

これは、もともと戦後の憲法で三権分立を導入

したんだという理解があって、三権分立というの

は、本来議院内閣制のもとでは三権は分立してい

なくて、立法と行政は融合しているんだという理

解になるべきなんだろうと思いますけれども、も

ともと日本の戦前の政治制度自体が権力分立的

だったうえに、戦後の憲法はアメリカをモデルに

してつくったときに、やはりアメリカ側の憲法制

定者の意向がかなり反映された形でつくられた

ことは否定しがたい事実だと思いますので、その

ときに、権力分立的な、つまりアメリカの政治制

度理解が入ってきたのですね。戦後の日本の憲法

学の中でも、おそらくはそういう理解の仕方が入

ってきて、理論的にも定着をしたということがあ

ります。 

そうすると、国会の改革というのは、国会が自

分でやらないといけないということになってし

まうのです。内閣がイニシアティブをとって国会

の改革をすることはなくて、国会の中で与野党が、

いわば国会議員、あるいは国会の中にある国政政

党相互間の同意に基づいて国会改革をやってい

くことになるのですけれども、そうなってきます

と、なかなか国会は改革が進みにくいという特徴

を持ちます。 

その結果として、参議院の位置づけに関して、

非常に曖昧なまま残されたわけです。参議院は戦

後つくられたときにも、どういう院にするのかに

ついてはっきりしないままつくられたという経

緯がありますけれども、それは長い間、自民党が

衆参両院で多数党を占めているときには、自民党

の内部の調整として処理をしていればよかった

のです。それが、自民党が参議院で過半数を割る

ようになり、さらには政権交代というのが視野に

入ってきたときに、参議院の位置づけについても

う一回考えないといけなかったのですけれども、

ここはやらずに残されたという感じがあるわけ

です。 

「非改革領域」が改革効果を減殺 

そしてまた、もうちょっと視野を広げますと、

地方自治体の政治制度、つまり地方レベルの政治

制度に関しても、中央との間のそごがかなりある

のです。先ほども申しあげましたが、地方自治体

というのは、首長さんと議会とが別々に選挙をさ

れる二元代表制を採用していまして、さらに議会

の中では、1 つの選挙区から 2 人、3 人、あるい

は市議会なんかになると 30 人ぐらい選ぶ。大選

挙区制という言い方をしますが、こういう選挙制

度を採用している。 

こういう仕組みを採用しますと、地方にはなか

なか組織立った政党というのはできないという

ことになるのです。つまり、首長選挙のときには

争いがあるんだけれども、しかし、首長選挙以外

の争いに関して、議会側はほとんど政策や政党の

理念で争っているというよりは、どこかの地域の

代表であるとか、特定の利益の代表である、そう

いう選挙の仕方をしても十分通ることになりま

す。そうしますと、結局、中央と地方との間の政

党組織などの関係は、非常に緩やかな関係のまま

残されることになるわけです。 

かつて、自民党が単独政権を長く維持していた、

いわゆる 55 年体制期においては、そこは中央、

つまり自民党の国会議員の系列化という形で、地

方の議員が特定の○○先生の系列議員という形

でいる。こういう形によって中央と地方はつなが

れていたわけですけれども、しかし中央のほうが

二大政党化し、小選挙区制中心の選挙制度になり

ますと、議員系列は大きな意味を持たなくなって

くるわけですね。 

そういう状況になりますと、今度は、地方だけ

で政党組織をつくる意味は、日本の場合にはあま

りありませんので、政党の中で、もともと緩やか
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であった中央と地方との関係は、一層緩やかでか

つばらばらなものになっていく。そして、国政レ

ベル、特に衆議院の側の議員や、あるいは執行部

が、党としてまとまった方針を打ち出そうとする

ときに、地方側がそれに抵抗する、あるいは参議

院側が抵抗する。こういった状況が生まれてくる

ことになったわけです。 

こうやってみていきますと、現在の日本政治の

状況は、90 年代以降、改革された領域と、改革

されていない領域が混在していると言うべきな

んだろうと思います。その結果として、衆議院の

選挙制度を中心として、改革された部分がもたら

す何らかの成果が仮にあったとしても、それを減

殺してしまうことになるわけです。 

例えば、2009 年に民主党は 300 議席以上の議

席をとって、そして私が一番最初に申しあげたよ

うな、議席率の乖離というのもあまりなくて、つ

まり小選挙区でも比例代表でもかなり強い支持

を集めて大きな勝利をおさめて政権を交代させ

るわけですけれども、しかし、それがねじれ国会

になってしまうとたちまち行き詰まってしまう

というのは、典型的なパターンだということにな

るわけです。 

そうなってしまうと、それがさらに政治不信を

助長することになるわけです。今回の選挙のとき

に、各政党が、例えばマニフェストを明示的につ

くらないようにしようというような動きがあり

ましたけれども、それは、マニフェストを含む改

革された領域におけるさまざまな変化というも

のに対して、否定的な評価を下しているというこ

とになってしまうわけです。 

そうやって考えてみますと、小選挙区比例代表

並立制という選挙制度に根本的な問題があるの

だと決めてかかることは、やっぱりできないのだ

ろうと思います。つまり、小選挙区比例代表並立

制、もちろん混合制の問題は別途あるんですけれ

ども、しかしこれを除いて、つまり小選挙区制中

心の選挙制度を衆議院に入れたことに大きな問

題があったというよりも、そうではなくて、新し

い衆議院の選挙制度に適合的な改革をしてない

領域が残っていて、改革している領域としてない

領域がまだらであるというところに問題の本質

はおそらくあるのだろうと思われます。 

だとしますと、考えられる対応策というのは 2

つあって、1つは、改革していない領域を改革し

た領域に合わせていくというやり方です。これは、

さらなる改革をやろうという話でありまして、参

議院を含んだ国会の改革をやったらいいじゃな

いかと。あるいは地方の政治制度をもっと変えて

いったほうがいいんじゃないか、こういう議論が

あります。もう一個、逆に改革した領域を改革し

ていない領域に合わせるべきなんだ。つまり、衆

議院に例えば中選挙区制なんかを復活させて、そ

うすれば政党間の勢力比は安定するだろうと予

想されますので、そういうことをやれば、そして

小さい政党がもっと衆議院にも議席をとれるよ

うにすれば、衆参間の調整もうまくいくのではな

いか、こういうふうな議論は可能なわけですね。

ですから、大きく分けますと、この 2つの対応策

があるとは言えると思います。 

最終的には有権者が決めるべき 

ただ、いずれにしても衆議院の選挙制度だけが

問題であるとか、衆議院の選挙制度をあらためる

べきであるというのは、解決策の 1つだとは思う

のですけれども、しかし、それは唯一の解決策で

はないということだと思います。 

では、どっちがいいんですかという話になりま

して、「いや、それは私、決められませんから」

というのが私のお返事でありまして、究極的には

有権者が決めると言わざるを得ません。民主主義

なんですから、それは有権者が望む方向に変える

しかありませんので、究極的には有権者が決める

べきことなのです。 

少なくとも今回の総選挙の結果に戻りますと、

先ほども申しあげましたように、今回の総選挙と

いうのは、あまり明示的な負託があったとは思え

ないわけです。だとするならば、今回の総選挙結

果からあまり何か深読みをするというのは適切

ではないのだろうと思います。 

実は、衆議院の選挙制度をめぐっては、解散前

に、野田首相と安倍総裁と、それからもちろん公

明党も加わっているわけですけれども、いわゆる

三党合意が形成されていて、定数削減をやるとい

うことになっております。定数削減をやるときに、

定数削減の具体的な進め方はまだはっきりして

ないところがありますけれども、それに合わせて

衆議院の選挙制度改革をやったほうがいいとい

う考えの方もおられるとは思うのですね。実際そ

ういう見解はちらほらとは聞こえてくるように

思うんですけれども、しかし、そこまでやれるほ

どの明示的な意思表示が、今回の選挙で有権者か

らあったとは私には思えないので、あまりそこは

せかないほうがいいのではないかと思っており

ます。 

そうすると、どっちの方向に行くのだろうとい
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うことになるわけですけれども、考えないといけ

ないこととしては、いくつかあると思います。 

1つは、1990 年代以降の改革というのはかなり

広範囲に、先ほど申しあげましたが、いろんなと

ころでやっているのです。それ以前の状態に戻す

のはなかなか容易なことではありません。そして

また、中選挙区制を廃止したような基本的な条件、

例えば、ある種のもたれ合いを許容していたよう

な日本の政治・経済・社会の構造に戻せるのかと

いうと、戻せないのだろうと思うのです。戻せな

いだろうと思いますし、90 年代の冒頭に、改革

しないといけないという議論の中で想定されて

いた日本の社会や経済や政治を取り巻く状況変

化が、何か終わったというわけではなくて、むし

ろ物事はもっと日本にとってしんどい状態、難し

い状態になっているのではないかとも思われま

す。 

そう考えますと、戻せばいいんだという議論は

やや大丈夫かな？、と私自身は思っております。

よく小選挙区制になって、つまらん政治家が増え

たとか、「××チルドレンが増えた」という言い

方をされる。それはおっしゃるとおりだと思うの

ですけれども、ただ、基本的にはいままでも、非

常に独自のユニークな選挙公約をしていた中選

挙区制時代の、例えば自民党の政治家とかいらっ

しゃったわけですけれども、彼らは国会ではどう

していたかというと、党議に従って投票していた

んですね。政策決定は国会での投票で決まってい

る、当たり前のことでありますが、しかし、そう

やって考えますと、政治家がいかにユニークで見

識があったとしても、党議に従って投票している

限りにおいて、粒の大きさというのは問題じゃな

いのではなかろうかと私は思います。 

「決められない政治」の背景には 

こういうふうな議論を踏まえたうえで、最後に、

いま日本の政治は、世界的にみてどういう位置に

あるのだろうということについて、あまり十分な

議論にはなりませんけれども、お話を少し申しあ

げたいと思います。 

いわゆる「決められない政治」は、先進民主主

義国どこでも、かなり普遍的にみられている現象

だと言っていいと思います。アメリカでも、いま

も「財政の崖」という問題が起こっていると言わ

れますけれども、民主党と共和党との間の対立が

激しくなっていて、その中で、大統領は民主党だ

けれども、議会の下院では共和党が多数を占めて

いる。こういう状態を「分割政府」と呼びます。

「アメリカ版ねじれ」とかとよく報道では書かれ

ているのですけれども、あんまり適切な言葉では

ないので、「分割政府」という言葉をお勧めして

おきたいと思うのですが、こういうふうなものが

あるのです。そしてなかなか意思決定できないの

が特徴です。 

大陸ヨーロッパ諸国でも、議院内閣制と比例代

表制を組み合わせたような政治の仕組みを採用

している国が非常に多いですけれども、こういう

国々では、いわゆる既得権益を持っている人たち

が優位しやすいという構造を、どうしても政治は

持ちます。例えば大陸ヨーロッパ諸国で、若年失

業率がなぜ高いか。スペインとかイタリアで若い

人が仕事をなぜみつけられないかというと、彼ら

は、いわばその既得権の壁に阻まれて、社会経済

の改革が進んでいないからそういう状況になっ

ているということも事実なのです。そういう意味

では、なかなか安定した政策決定はできていない

のが世界的な状況ではないかと思います。 

何でこんなに決められないのか、という話にな

るわけですけれども、直接的には、2008 年以降

続いている不況、あるいは金融の不安定化、こう

いうようなものがもちろんあるわけですけれど

も、しかし全体的に、よりマクロにみますと、ほ

とんどすべての国は、いわゆる少子高齢化という

時代を迎えております。それは、もちろん日本ほ

ど急激ではない国が多いですけれども、しかし、

ヨーロッパのほとんどの国は、やっぱり出生率が

人口規模を維持するのに必要な 2.1 のラインを

下回っておりますし、アメリカに関しても、移民

の流入であるとか、あるいはいわゆるマイノリテ

ィーと言われている人たちが、比較的出生率が高

いので、人口規模が維持されているだけであって、

いわゆる白人社会に限定してみれば、少子高齢化

しているということになるんだと思うのです。 

そこで何が起こるかというと、財政が悪化する

と同時に、社会経済的には弱者が増えるという傾

向を持つことになるわけです。そうなってきます

と、負担を増やすとか、給付を削減するといった

ような、いわゆる景気のよくない話が非常に多く

なるという傾向がみられます。負担増とか給付削

減の話をしたい政治家はほとんどいませんし、聞

きたい有権者もほとんどいません。聞きたいとい

うのは、聞いてうれしくなるということですが、

そういう有権者はほとんどいないでしょう。 

すると、政治家や政党はその手の話を避けよう

とするわけですね。負担増と給付削減の話を避け

て、どうやって有権者に対してアピールしていく

かというと、コストの少ない政策領域でアピール
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をしていくわけです。今日、ほとんどの先進国で、

いわゆる「打ち出の小槌」的に、これは実際に効

果があるという意味ではなくて、政治的にある種

のプラスになるものとして使われているのが、金

融政策、それから排外主義ですね。こういう動き

が世界各地で広まっているのは、何の偶然でもな

くて、やはり政治が本来取り組まないといけない

課題に対して、政治家も政党も有権者も、みんな

直面することを回避していると言わざるを得な

い状況が、全体的にあるということなんだと思い

ます。ですから、問題は、日本だけではなくて、

共通しているんだということでもあります。 

そもそも負担を増やしたり、給付を削減したり

する、まあ増税をしながら年金給付は減らします

とかいう話ですから、嫌がられるに決まっている

わけでありまして、こういうのはもう古来民主主

義の一番難しい問題だと、大げさな言い方をすれ

ば、そういうふうに言ってもいいかもしれません。 

負担増と給付削減の問題について、いわゆる

「平時」、普通の日常のときに合意形成する例と

いうのは多くないわけですね。負担増・給付削減

が行われる、特に負担増が行われる最も典型的な

ケースというのは、やっぱり戦争などの有事があ

るときです。日本の場合でも、東日本大震災以降

の震災復興という話が出てこなければ、なかなか

増税なんていう議論は表に出てこなかったわけ

です。ただ、そういう有事が連続して起こるなん

ていうのはもっとまずいわけでありまして、戦時、

非常時じゃないときに、どうやって負担増と給付

削減を政治的にやっていくのか、民主主義の政治

のもとでやっていくのかということを考えない

といけないと思います。 

私は、そのときに、大げさな言い方をすれば、

代議制の民主主義、つまり通常の民主主義体制が

持っているような、意見集約の機能というのは、

やっぱり大きな意味を持っているのではないか

と考えております。 

民主主義の集約機能を生かせ 

政治とは本来、無限に近い選択肢があります。

どんな政策を取り上げたって、その政策の選択肢

は無限にあるのです。100 人いれば 100 人の人が

違うことを考えています。100 人の人が違うこと

を考えているんだけれども、最後の決定は 1つに

しないといけません。で、足して 2で割るという

言い方をよくしますが、足して 2で割ろうが何し

ようが、最後は必ず 1つの選択をしているわけで

す。しかも、それを一たん決めてしまえば全員に

強制をするところに政治の特徴があるわけです

ね。「そんな決定は嫌だから出ていきます」とい

うことは、まあ不可能ではないのですが、通常は

それはなかなかできないわけです。 

ですから、選択肢の絞り込みというのを、誰が、

どの段階でするのかということについて、まずき

ちんと考えておかないといけないわけです。その、

誰が、どの段階で行うのかということを考えるこ

とによって、望ましい政治の仕組みのあり方とい

うのが変わってくるんだということです。 

そういうふうに考えたときに、今日、日本を含

めた先進国が行わないといけないような、先ほど

申しあげた負担を増やしたり、給付を減らしたり

するというタイプの決定をするときに、やはり冒

頭、今回の選挙の結果の解釈として申しあげた

「多数派ボーナス」という概念が再び出てくるわ

けです。多数派ボーナスがあることは悪なんだろ

うかということなのですね。多数派ボーナスがあ

って、ある種の多数派、ほんのわずかな差で多数

派になっただけかもしれないけれども、しかし、

そうやって形成された多数派が、ある程度の裁量

権を持って当面の政策決定をしていくというこ

とは、頭から否定されるべきことではないと私は

思います。 

そういう意味では、そもそもいまの衆議院の選

挙制度もそうですし、議院内閣制という仕組み自

体も、権力分立によって抑制均衡をきかせるとい

うよりは、一たん形成された多数派が、次の選挙

まではとにかく思い切って政策をやれというこ

とを期待する政治制度ですから、その意味では、

多数派ボーナスの存在に関して、やはり日本の現

在の政治制度はある程度許容しているんだと思

います。そして、そういうふうな多数派ボーナス

に基づいた権力行使があるということも、日本の

政治制度は否定はしていないと私は理解をして

おります。 

そして、いま日本が直面している難問に答える

という点に関して、頭から多数派ボーナスによる

権力行使はだめだと言えるのかと聞かれたら、私

はそういうふうに言うことはできなくて、やはり

賢明に使わないといけないと思いますが、それな

りにうまく使えば、何らかのことができる仕組み

ではなかろうかとは思っております。 

そうやって考えていきますと、一番最後の結論

になるわけですけれども、これからの日本政治に

必要なことは一体何かと考えたときに、先ほど申

しあげたような、代議制のデモクラシーが持って

いる意見集約機能にもう少し注目をしてもいい
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のかもしれません。いま新しい民主主義のあり方

をめぐる議論はいっぱいあって、例えば「民主主

義 2.0」という、ネットの検索機能と同じような

ものを使って、民意が表出できるんだというタイ

プの議論があります。私は「民主主義 2.0」とい

うのはなかなかおもしろいアイデアだなと思い

ますけれども、しかし、そこでいう意見集約機能

というのは、結局のところは、自然にできてくる

空気のようなものに頼るという形になるんだろ

うと思うのですね。そういうやり方で、この負担

増とか給付削減がずっと連続しているような、し

かも、それは戦時でも非常時でもない平時に連続

する状況に対応できるのかということについて

は、やや疑問を感じざるを得ません。 

そういう点では、いわゆる“失われた 20 年”

と言われるような期間に行われてきたさまざま

な改革が、負担増と給付削減が連続するような平

時という、いわば民主主義にとって一番苦しい局

面に対して、それなりに応対する能力を持ってい

るのかもしれないな、とも思うんですね。私は別

に、だからがんがん衆議院の 3分の 2で攻めてい

けとか、そういうことを非常にダイレクトに考え

ているわけでは必ずしもございませんけれども、

ただ、やっぱりなかなか決まらないよねとか、た

だ悲観をするのでもなく、急いで何かもう 90 年

代の改革はだめだったから全部やめようと考え

るのでもなく、そもそも何をもともと目指してい

たのか、それから、いまの仕組みというのはどう

いう潜在能力があるのかについて考えたうえで、

これからやっていくことを見極めていったほう

がいいのではないか、このように思っている次第

でございます。 

≪質疑応答≫ 

司会 ありがとうございました。非常に今回の

選挙結果分析から、本質的な問題点と、これから

の日本政治の生きざまに対する、わかりやすい、

具体的な提言がありました。ありがとうございま

した。 

私のほうから 2、3まず質問させていただいて、

その後、会場から受けたいと思います。 

まず、多数派ボーナス効果というところなんで

すが、要するに比例代表で、あまりにも第三極が

お互いに競い過ぎたがゆえに、小選挙区でそれが

一体化効果を生めずに、自民党が相対的に勝ち過

ぎちゃったということなんですけれども、もし、

今回の場合第三極がうまく統合できていて、小選

挙区で戦った場合に、仮にですけれども、この選

挙結果というのは、どの程度、どういうふうに変

わったかというのは、何かご試算とか推測がおあ

りになりますですか。 

三極うまく統合すれば１００議席 

待鳥 私はあまりそういう方向の研究をやっ

ているわけではないので、はっきりしたことは申

しあげられないですけれども、しかし、いろんな

計算があります。100 選挙区には達しないだろう

というふうにほとんどの人は言っているみたい

ですけれども、しかし人によって 50 とか、70、

80 ぐらいの選挙区で、結果変わっていたという

方もおられますよね。 

合算するということ、つまり例えば維新とみん

なの党とか、あるいは民主党と日本未来の党とか

が一緒に出た選挙区で、足し合わせることという

のは、仮の計算としては意味があるとは思うので

すけれども、しかし、それは仮の計算ではあるん

ですね。 

例えば、何かみんなの党はとにかく好きなんだ、

渡辺喜美さん大好きなんだと、だけども維新はあ

んまりねえ、と思っていて、合併したらもう入れ

ないよという人はやっぱりいらっしゃるので、あ

んまり単純に足し合わせないほうがいいとは思

うのですけれども、しかし、それでも選挙戦術上、

もうちょっと戦線を統一してやっておれば、数十

の選挙区はひっくり返ったということは言える

だろうと思いますね。 

 

司会 第 2点は、結局、選挙制度改革して、そ

の改革されざる国会とか地方制度の部分が追い

ついてきていないと。改革を元に戻すのか、ある

いは改革されざるところを新たに改革して対応

するのかという 2つの選択肢の中で、やっぱり参

議院改革というのが一番の困難な課題だと思う

んですね。参議院改革について先生の具体的な改

革論というのは、もうちょっと言っていただくと

どんな形になりますでしょうか。 

 

待鳥 参議院改革をするのは、実際には難しい

ところがいっぱいあると思います。参議院改革を

やるためには、参議院議員が同意をしないといけ

ないということになっていまして、もうこれは自

分で自分の手を縛るという話ですから、非常に難

しいんですけれども、ただ、一番可能性があると

すれば、おそらくは自民党と――公明党が入って

もいいんですけれども――いまの参議院の勢力

を考えれば民主党でしょうけれども、自民党と民
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主党の間で合意をつくることだと思うんですね。

実際問題、解散前には特例公債法案の話ではそう

いう合意をつくっていますので、例えば法案の種

類、最初はすごく少なくてもいいと思いますけれ

ども、限定をしてもいいんですが、ある種の重要

な法案に関しては、参議院側で多数をとっている

からといって妨害的なことはしない、という約束

をつくっていくしかないと思いますね。 

いわゆる大連立論みたいなものもあるんです

けれども、政策で大連立論をしてしまうと、もう

やめる機会がなくなってしまいますし、そういう

ことをやっていると、結局、現状に不満のある勢

力がまた出てくれば、第 3党以下の政党をつくる

というだけの話になってしまうのですね。つまり、

大連立というのは、最初はものすごい勢力を持っ

ているみたいにみえても、たぶん、数回選挙をや

ると、二大政党の片方程度の勢力になって、おそ

らくはその中でまたねじれが起こることになる

んだと思います。 

ですから、そういう点では、やっぱり衆参間の

関係というのは、例えば憲法改正とか、そういう

ふうな方向まで踏み込めば全然話は変わってき

ますけれども、そういうことがないのであれば、

政党間合意によってつくっていく。基本的には、

参議院のような第二院というのは、私の理解では、

社会の中に、例えば日本であれば日本という国の

中に、何らかの多数派の意向のみによって決めて

はいけない領域であるとか、守らなくてはならな

い勢力があるんだということを前提にして、その

人たちの意見を吸い上げる場というのを保障し

ましょう、そういう意味が本来あるんだと思うの

ですね。 

参院はマイナリティーの代表でも 

いまの日本の参議院は、ではマイノリティーの

意見を吸い上げる機能をどこで果たしているの

かということなのです。強いて言えば、都道府県

の代表者という役割を持った人が出ているとい

うことになりますけれども、しかし、それすらも

自分たちでもはっきり言っていませんし、いわゆ

る“１票の格差論”に代表されるような、参議院

の選挙制度の設計に関して、最高裁に「おかしい

じゃないか」と言われたら、「おかしいです」と

自分たちで言っているわけですよね。「定数是正

します」というのは、「現行の参議院の選挙制度

というのはやっぱり全国民の代表を選ぶうえで

不適切です」と、そういうふうに言われて、「は

い、そうです」と言っているわけですから、都道

府県代表としての機能を明示的に担っているわ

けでもないのだと思います。ここについては参議

院の方にも理解をしていただける可能性がある

かもしれないと思うのです。ですから、第二院は

本来何のためにあるとお考えですか、ということ

について、きちんと議論をしたほうがいいのでは

ないかと、私は思います。 

端的にというか、より速効、短期的な話として

は、先ほど申しあげたように二大政党間で合意を

重ねていくことによって、参議院が入り込めない

ような、介入できないような政策領域、あるいは

法案を増やしていくということになるんでしょ

うけれども、そういうようなこと以外の、もうち

ょっと中長期的な対応としては、参議院は何のた

めにあるのかということ、いわゆるそもそも論と

いうのを、そんなにばかにせずにやらないといけ

ないのではないかと思っています。 

 

司会 それに関連してですけれども、比較政治

論で世界のいろんな議会制度を研究されておら

れるんですけれども、日本にとってこの二院のあ

り方として、学ぶべきどこかの国の制度というの

はございますでしょうか。 

 

待鳥 道州制を入れるとかいう話はかなりい

くつかの文脈で出てきて、それは大阪都構想とか

とも関係してないわけではないと思うんですけ

れども、本気で道州制をやるのであれば、ドイツ

の連邦参議院型の第二院を構成する余地が、十分

あるのではないかというふうには思います。 

現在の都道府県制を前提にするのであれば、い

わば各都道府県から同じだけの数の議員を出す

というアメリカ型の第二院のほうがいいと思い

ます。 

本来、地方分権を徹底して、先ほど申しあげた

ような、中央と地方との間の、いわばインターフ

ェースはどんどん縮小していって、そしてお互い

もたれ合ったりしなくて、別々の政治的意思を持

った主体ですということをはっきりさせてしま

えば、連邦制であるかどうかとは別の問題として、

第二院に地方利益を表出することは必要になっ

てくるのではないかと思うのです。ですから、私

はそれは十分あり得ると思います。 

もう 1つの方向は、私たち、つまり日本の社会

の中で普通に暮らしている者が、なかなか気がつ

かないようなマイノリティー――マイノリティ

ーというのは、その人たちが世に出て初めて、あ

あ、こういう人たちがいたのか、と気がつく存在

なんだと思うのですね。ですから、そういう人た
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ちがもっと代表を送れるような比例代表を、参議

院では徹底してやるというのがもう 1 つの選択

肢としてはあり得ると思います。 

ただ、この場合もやっぱり都道府県代表や道州

代表にする場合でも同じですけれども、先に権限

関係、つまり衆参間の権限関係、あるいは内閣と

参議院との間の権限関係をコントロールして、は

っきり決めてしまわないと、単にねじれが深刻化

するだけになるので、選挙制度だけを変えるとい

うことはなくて、参議院改革というのは、権限の

改革と選挙制度改革と両方含んでいるんだとい

うことははっきりさせておかないといけないと

思います。 

 

司会 私から最後の質問なんですけれども、最

後の「現代日本の政治の位相（4）」のところで、

いまの選挙制度のむしろ意見集約機能をうまく

使ってこの困難な負担増と給付削減の政治を乗

り切ることもできるのではないかという、これは

いまの制度の可能性を最後、おっしゃったんです

けれども、そこで、「選択肢の絞り込みを、誰が

どの段階で行うかによって政治制度が異なった

ものになる」という、まさにここだと思うんです

ね。選択肢の絞り込みを誰がやるのか。官僚にや

らせるのか。官僚がいくつかの案を絞って持って

きますよね。それ以上の枠を広げてやるのか。政

治家が最後に 1つを選ぶときに、やっぱり政治に

対する信頼性といいますか、そこが最後問われて

きて、不信のままそれがなされると、後でまた問

題が起きるということを考えると、やっぱり政治

家の質ですね、質の問題というのはすごく大きな

問題だと思うんですね。政治家の質をよくすると

か、政治家を育てるとか、そういう観点から言う

と、今後、どんなやり方があるのか、何かアイデ

アがあればぜひ教えていただきたいと思います。 

まさに選挙で選択肢の絞り込みを 

待鳥 選択肢の絞り込みに関してまず申しあ

げると、選択肢の絞り込みというのは、基本的に

は有権者がやるのか、あるいは選挙が終わった後

に、政党や官僚も含めてもいいと思うのですけれ

ども、そこでやるのかということが非常に大きく

て、二大政党制というのは基本的には有権者が大

ざっぱな絞り込みをほとんどやってしまうとい

うことなのです。つまり、100 ぐらい意見の差が

あるものを、2つに集約するところまで選挙の段

階でやってしまって、あと 2つの中から選ぶとい

う作業を政権を握った側がやると、こういうふう

なことを意味しているんだと思います。 

ですから、そういう点では、確かに政治家、政

治不信のようなものがあるときに、2つなんかに

絞ることを有権者が嫌だなと思うと、もうちょっ

といっぱい残しておきたいと思うのですけれど

も、むしろ事態は逆で、たくさんの政党が残って

いる状態というのは、たくさんの選択肢を政治家

に与えている状態になってしまいます。そういう

状態、つまり政権の組み合わせが選挙が終わるま

でわからないというのは、有権者にとって好まし

いのかと言われると、必ずしも好ましくはないん

じゃないかという感じもするんですね。つまり、

政治家同士が、真摯に話し合って政権をつくると

いうことに対して、有権者はお任せしている状態

なんですね。 

ですから、比例代表を中心として多党制になっ

た場合に、それが本当に有権者にとって安心感が

ある政治になるのかというと、必ずしもそうでは

なくて、むしろ有権者が政治に信頼できてないと

いう状態であれば、絞り込みを積極的にやったほ

うがいいんだというふうに、私は考えています。

官僚との関係でも同じことが言えると思うので

すね。 

政治家の育て方に関して申しあげるならば、必

要なものは、信頼される政治家というよりは、信

頼される政党のほうが必要なんだと思っており

ます。先ほども申しあげましたけれども、個々の

政治家というのが、いかに見識があって、個人と

して会っていて楽しいとか、すぐれている、そう

いう個人的な魅力に富んだ政治家というのは、昔

のほうが多かったかもしれませんけれども、しか

し、選挙のときに言っていることと議場でやって

いることがずれている状態というのが、政治家の

気骨とか見識とか言われるのは、私はたぶんちょ

っと違うと思うのですね。 

そうではなくて、政党という単位がもっと意味

を持っていて、政党として決めていることをきち

んとやる。だから、有権者は、何を信頼すべきか、

つまりどこに政治を信頼したり不信感を持った

りする対象を求めていくかという話で言えば、政

党をどこまで信用するか、信頼できる政党になる

かということが非常に大事だというふうに思っ

ています。 

ただ、現状は、ここに非常に大きな問題がある

と思います。民主党は典型的にそうだったわけで

すけれども、政党の中で物事の決め方、党首の決

め方から意思決定の方法まで、非常に不安定な状

態が続くわけですね。政党としてできたばかり、
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野党のときならまだいいけれども、与党になった

らもっと不安定になるというのは、おもしろい政

党だなとは思うのですが、そういうふうな状況が

起こってしまう理由を考えたときに、結局その政

党の構成メンバー相互間での信頼関係というの

も十分醸成されてないということがあるのでは

なかろうかと思うのです。でも全般的にみるなら

ば、やはり政党がきちんとした意思決定や人事の

システムをつくり、それを有権者に対して提示し

て、有権者はそれをみて、この政党は信頼できる

と思うかどうかということなんだと思います。 

今回の選挙で、自民党はあまり積極的な要素が

なく勝った、それは事実だと思うのです。しかし、

これも有権者の多くがそう感じたかどうかはま

だ全然別の問題だと言わせていただきたいんで

すが、やっぱり自民党の長い間かけてつくられて

きた意思決定の仕組みとか、さまざまな意味の安

定性に対して、それを信頼と呼ぶのか、たぶん民

主党よりましだというふうに思った有権者が少

なからずいた理由の 1つには、そういうふうな自

民党の経験値とか、そういうものにかけたという

人がいるんだと思うのですね。それは何かと言わ

れたら、やっぱり組織としての自民党が持ってき

た、あるいはつくり上げてきたある種の信頼感な

り実績なのかもしれないとは思います。 

それがベストだと思いません。もっといい政党

内のガヴァナンスなんかいくらでもできるはず

なんですけれども、でも少なくともいまの時点で

はそこのあたりが日本の政党において、十分じゃ

ない部分だと、こんなことを思っております。 

 

司会 はい、わかりました。では、会場から質

問を受けます。どうぞ。 

議院内閣制のメリット生かせ 

質問 総理になるはるか前の、たしか菅直人さ

んの著作かと思うんですが、小選挙区の選挙は総

理大臣を間接的に選んでいるんだというような

ことがあったと思うんですね。で、たぶんこの理

屈にのっとれば、小選挙区で勝った党の党首がか

わって、総理がかわる場合は、もう一回解散しな

さいよというような理屈があって、おそらく、こ

れ、前の自民党政権時代も、今度の民主党時代も、

野党は使って、“無免許の総理”というような言

い方があったと思うんですよね。 

他方、政党を選んでいるんだということである

とすれば、政党の中で、衆議院の任期はもちろん

4年あるわけですから、党首がかわったのは政党

の中の事情で、新しい党首が総理になる、これは

当然である、無免許でも何でもない、という理屈

はあると思うんですけれども、先生、それどちら

がより正しいというか、おかしいことですけれど

も、適切だと考えますか。 

つまり、おそらくそういう事態がこれからもあ

り得るわけです。そのときに、1つの逃げる理屈

は、いや、そうはそうだけど、いまはこれこれこ

ういう経済状態だとか、内外の課題があるからと

いうような理屈で逃げていくんでしょうけれど

も、内外の課題は常にあるわけで、ないときはな

いわけですから、2つの中で理屈としてどちらが

より適切なのかということ、お考えをお聞かせい

ただけたらと思います。 

 

待鳥 ありがとうございます。本来は、先ほど

申しあげたような、政党の中の組織運営のルール、

もうちょっと広くみればいわゆるガヴァナンス

のあり方で、その両者が結びついているべきなん

だろうと思うのです。つまり、総選挙があって、

与党になった場合というのは、与党の中での党首

交代によって首相交代が起こらないようにする

とかいうような原則をきちんと持っていないと

いけないのだろうと思います。そういう原則を持

っておれば、先ほどご指摘になったような問題は

おそらく起こりにくくなるはずなんだと思うの

です。 

ただ、私はそういう意味では、本当はそれは政

党のガヴァナンスによって両者は結合されるべ

きなのだということになるのですが、分離してい

る状態で、まあ強いてどちらかという話で言うな

らば、議院内閣制は、首相の任期が固定されてい

ないというところに最大の特徴の 1 つがあるん

だろうと思うのです。大統領制の場合は、大統領

の任期が固定されています。固定されている国で、

たぶんアメリカのような安定例を思い浮かべる

と、あれは非常によく映るのですけれども、しか

し、世界的にみて、多くの大統領制が挫折してき

た理由の 1つというのは、大統領がなかなかかわ

らないので、クーデターでかえるみたいな発想が

出たときに壊れてきたわけですね。 

そういう意味で、トップリーダーがなかなかか

わらないことに対する有権者の不満というのは、

実はかなり大きくなるおそれがあって、もちろん

日本で、例えばクーデターが起こるとか、そうい

う意味ではなくて、やっぱり政治に対する不信感、

不満感というときに、例えば内閣支持率が強烈に

低迷をしている状況が起こったときに、何らの変
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化も起こせないということになると、不満は募り

やすくなるのだろうと思うのです。 

もちろん、そういう事態を回避するようにしな

いといけないのですけれども、しかし、最終的に

は首相が総辞職、つまり与党内事情も含めた総辞

職によってやめて、総選挙を経ずに次の首相が選

任されるという可能性は、排除するべきではない

のだろうと思いますね。望ましいとは全然思われ

ないですけれども、しかし排除すべきではないと

思います。排除しないことによって議院内閣制の

メリットが出てくるということでもあるのだろ

うと思います。 

 

質問 民主党というのは復活できるんでしょ

うか、二大政党の一翼として。そのためには何が

必要でしょうか。 

民主は社民主義政党になればいい 

待鳥 民主党の人にわからないことが私にわ

かると思えないんですけれども、しかし、まあ私

なりの考えで申しあげるならば、選挙前にも申し

あげていたことではあるんですけれども、やっぱ

り民主党は、何というんですかね、左派政党とか、

社会民主主義政党とか言われるような政党にな

ったらいいのではないかと思うんですね。いまま

では、民主党は割合に、例えば官僚バッシングと

か、あるいは何か政府の無駄を切るみたいなこと

を一生懸命言っていて、それはそれで別に社会民

主主義的であることと矛盾はしないと思うので

すけれども、ただ、そういう主張が、結局政府の

無駄を減らせば何でもできるというような、2009

年のマニフェスト的な発想につながったことも

事実だと思うのです。 

そうではなくて、つまり民主党は負担も給付も

大きくしていきます。実際にはいっぱい負担して

もらって、ほどほどにしか給付できませんという

言い方になってしまうので、非常に不利なんです

けれども、でもやっぱりそういう議論はしていか

ないといけないのではないか。そういう立場を出

していくことも必要なのではないかなあという

ふうには思うのですね。 

もちろん、そういうことを言うと、また労働組

合とくっついて、みたいな言い方をされてしまっ

てたたかれたりするでしょうけれども、でも日本

の政治の全体の構図、イデオロギー的な構図の中

で、そこがあいているだろうとは思うのです。つ

まり社会民主主義的な勢力というのが育つ余地

はあって、民主党はそういうふうなことを言って

しまっていいのではなかろうかとは思うんです

よね。むしろ、そういうふうに言うことによって、

ある一定の支持基盤を確立したうえで、それプラ

スアルファをどこへ持っていくのかを探すとい

うのがいいのではないかと思います。 

社会民主主義とかいうと、何か大きな政府でば

らまきみたいになるんですかという話になるの

ですけれども、そういうのとは違うタイプの、例

えば福祉給付とかいうのは、何か困っている人に

だけ上げるものではなくて、誰もがそういう給付

を受ける可能性があるものであって、みんなのた

めなのですというような議論は、ほかの国々、主

要先進国の社会民主主義政党は、この 10 年ある

いは 20 年ぐらいずっとやってきていることで、

十分理論的にも、経験的にも洗練された発想がた

くさんあるはずなのです。 

そういうものを民主党はどのぐらい取り入れ

ているのか。外交安全保障で何かいわゆる自民党

的とか自民党以上に自民党的とか、そういう人が

いるのは、別にその際はあまり関係ないと思いま

すので、内政上の社会民主主義政党としてやって

いく。いわば、社会経済的弱者の意向をできるだ

け政治に表出する政党になるのは、1つの選択肢

なのではないかと思います。 

私、自分自身が別に社民主義者でも何でもない

んですけれども、ただ社会民主主義政党が非常に

脆弱である状態が日本政治にとって本当にプラ

スかと言われると、必ずしもそうは思わないので、

そういう意味では、民主党の 1つの方向性として

は、それはあり得るのではないかとは思っており

ます。 

 

質問 先生のお話を聞いていて、政党が非常に

重要なポイントだということはよくわかったん

ですが、この日本の政党というのは、どこを見回

しましても、ちゃんとした組織を持った政党とい

うのがあるのか、自民党は結局後援会が連合して

いるだけだろう。民主党は根なし草、片や有権者

が政党のために月 1,000 円でも出そうという人

がいるか。封筒書きでもいいから汗かこうという

人がいるか。この状況はもう何十年と変わらない

わけですよね。どこに突破口を求めたら、いまの

この政党というものが本来のあるべき姿になっ

ていくのか、その辺をちょっと先生の考えを聞か

せてください。 

 

待鳥 ありがとうございます。難しいご質問だ

と思います。おっしゃるとおりだとも思うんです
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けれども、ただ、2つのことを申しあげられるか

なと思います。 

1つは、政党の組織がどういうあり方がよいの

か、一般的なのかというのは、やっぱり時代によ

ってだいぶ変わる部分もあると思うのですね。日

本だと、20 世紀の政党のあり方、つまり有権者

を党員としてどんどん組織化をしていって、その

党員がお金とか出したりとかするというタイプ。

昔の言い方でいうと、“大衆政党”とか、そうい

う言い方をしますけれども、こういうふうな政党

のイメージが非常に強くて、そういう政党組織を

つくることが、いわば政党の完結した形、完成し

た形だというふうにみなすわけです。でも、必ず

しもそうなっていない。あるいは違ったタイプの

政党のあり方は、世界的にみれば増えていると思

いますし、ヨーロッパの老舗の、昔は大衆政党と

して非常に強かった政党であっても、そうではな

いタイプの政党組織のあり方を模索をしている

ところですし、特にそういうときに、最近だと、

例えば献金にしろ何にしろ、あるいはボランティ

アにしろ、インターネットなんかを介してやるよ

うなケースは増えてきているわけです。 

政党のあり方というのは、政治における、いわ

ゆる政治コミュニケーションとか、選挙キャンペ

ーンのあり方とか、そういうものとも密接に結び

ついていますので、それはいろんなあり方があっ

て、もうちょっと新しいタイプになる余地がある

かもしれないかなということは、1 つ思います。 

ただ、その絡みでもう一点申しあげますと、や

はり日本の場合に公職選挙法の縛りが非常にき

ついのですね。公職選挙法が、選挙のキャンペー

ンのあり方や政治資金のあり方に対して――政

治資金規正法も含めてですけれども――非常に

細かい規制をしている。公職選挙法というのは政

治を頭から悪だ、あるいは政治家や政党は、でき

ればいないほうがいい存在だ、というふうにみな

しているとしか思えないような規定をたくさん

持っているわけですね。政治不信を助長するよう

な法律になっているところがあって、インターネ

ットを使った選挙キャンペーンなんかもできな

いようになっていますよね。 

そういうふうな部分を変えることが、有権者と

政党をつなぐ、そして政党を介して結局最後は政

治ということになるのですが、そういうふうな部

分をつなぐ新しい回路を開発する効果というの

はあると思います。 

私は、日本の有権者とか一般の人たちが、政治

に対して無関心であるとか、無気力であるとか、

そういうふうなことは必ずしも思わないですし、

しかるべき状況が生まれれば、それなりに政治に

対してコミットをするという気持ちを持った方

は、そんなにいないわけでは決してないと思って

いるのです。 

みんなが政治に関わるような社会がいいのか

どうかと言われたら、それはそれ自体、またちょ

っと疑問もあるのですけれども、そういうふうな

政治に関わりたいと思ったときに、その人がその

人の状況や、いわばその人の気持ちやなんかに合

った方法で政治と関われる状況を、そもそもつく

っておかなければ、有権者と政党や政治との間の

結びつきというのが強くなるはずがないと、私は

思うのです。ですから、そういう点に関して、ま

だまだ工夫の余地が、日本の場合には少なくとも

あるのではなかろうかとは思っております。 

 

質問 先ほど、社民勢力的なものがまだまだ必

要なんじゃないかということをおっしゃられた

と思うんですが、今度の選挙をみる限り、社民党

的なものというのは、ほとんど排除された。こん

なにはっきりした選挙はなかったと思うんです。 

現に社民党が本部を手放さなきゃならなかっ

たというのがまさに象徴的で、あの政党は、もう

ほんとに退潮の宣告をされたみたいな感じを受

けるのです。ただ、本家本元、10年、20年前は、

あれほど勢力があった党が、どうしてこういう時

期を迎えたのかということについて、根本原因は

何であったというふうにお考えになるか。 

あそこまで落ちると、いまのあの党が復活する

ということはあり得ないんじゃないかなと思う

んですけれども、もし社民的なものを盛り上げる

支柱としては、今度の民主党にさらなる期待が持

てるのかどうか。どの政党が軸になって、社民的

なものを持っていくのかということについての

お考えをお聞かせいただきたい。 

もう 1つは、要するに社民にこだわっているの

は、結構 60年代、70年代の高齢者が、年金生活

その他もあわせて、やっぱり若い人に比べて、私

たちの世代のほうがよりそちらに対する関心と

期待を持っている層が、ほかの世代に比べれば多

いんじゃないかと思うんです。特に、最近、20

代、若い層の保守化ということが言われてきて、

そういうものが大きな流れになって、今度のよう

な結果を生んだんだろうと思うんですが、これか

らさらにいまのような傾向が続いていくのかど

うか。つまり若い世代の保守化ということについ

て、どうお考えになるかうかがいたいと思います。 
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「政治の可能性を信じること」 

待鳥 私は、別にいまの社民党には何の恨みも

ないのですけれども、歴史的に、戦後の日本の政

治史の中で、社会党ですよね、社会党が社会民主

主義勢力であったかというと、それはかなり強い

疑問を持っていて、社会党は基本的には内政上の

課題よりも、外交問題、あるいは安全保障問題に

党のアイデンティティーを求めて、だから衰退し

たのだと、私は個人的には思っております。 

そういう意味では、社会民主主義政党が育たな

かったことが、日本の政治にとって、非常に大き

な戦後の日本政治の特徴なんだと思うのです。 

その点では、社会党のそれこそ物理的な場所だ

けではなくて、ある意味では精神もかなりの程度

まで受け継いできた、名前は社会民主党というふ

うに呼ばれていますけれども、この政党が国会か

らほとんど姿を消しつつあることは、日本に本来

の社会民主主義勢力、つまり内政上の社会経済的

弱者の利益を表出する政党が生まれてくるとい

うことを意味しているのではないかと思います。

そういう点では、それは決して悪いことではない

と思うんですね。その担い手は、どこかと言われ

たら、まあ民主党になるのではなかろうかと私は

みています。 

最後の点、若者の保守化という話で申しあげま

すと、若者が保守化しているとかいうのは、もち

ろんどういう尺度でみるかによると思うのです

けれども、それほど明示的に、データ上、何か確

認できるものがあるのかと言われたときに、確認

するのは非常に難しいのが実情だと思いますね。

有権者は、常に与えられた政党の中から選択をし

ている存在ですから、かつてのような非常にいわ

ゆるラディカルで元気な政党が仮になかったと

すれば、そういう政治的態度をとらないのは別に

当たり前のことなので、そういう意味では、例え

ばそれは政治的立場はさまざまあると思います

けど、反原発デモがあれだけ起こっているような

国において、そしてその担い手には少なからざる

数の若い人が入っているというときに、若者が保

守化しているとかいうようなことを言えるとも

思いませんし、民主党のような、ほとんど何の経

験も持っていなかった政党に 300 議席を与える

だけの投票行動をみせる有権者について、保守化

しているという言葉でくくるのは、そんなに適切

なくくりではないのではないかとは思っており

ます。 

ですから、そういう点では、保守化していると

いう言い方は、定義によるんだと思うのですけれ

ども、私はあんまり保守化しているとそもそも思

っていないので、何と申しましょうか、これから

先に関しても、まあそういう傾向はそれほど変わ

らないのではないかと考えているということで

ございます。 

十分なお答えになっていませんけれども、済み

ません、ありがとうございます。 

 

司会 ありがとうございました。すべての質問

に対して非常に明快に答えていただきました。 

揮毫されたのは、非常にきれいな字なんですけ

れども、「政治の可能性を信じることが再生の第

一歩である」と。きょうのお話と相通じるような

ことを書いていただきました。 

ということで終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

（文責・編集部）

 


