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要　　旨

　政権交代可能な２大政党制が現実のものとなった現在でも、日本における政党政治の確立という観
点においてはまだ過渡期と言わざるを得ない。党が果たすべき機能を充分に果たしているのか、国民
にとって政党が持つ役割が強く意識されているのか疑問が呈されている状態である。国民の意見を代
弁する組織として、また政策を立案する人材の集合体として、政党のシステムが確立される時、政党
政治が確保されると言えるのではないだろうか。依然目に見えない政党政治を形のあるものとする為
に、政党システムの制度化、組織としての政党の役割、政党への期待と不安に分類して議論を進め、
政党政治確立の条件をまとめた。
　現在の日本の政党を見る時、制度化の程度が高い政党システムが確立されているとは言い難い。党
内のシステムが弱体化し、安定的で規則性のあるパターンが示されていないこと、有権者が漠然とし
た「改革」を政党に期待しながらも、現在の政治に不満を持っていることが理由として挙げられる。
　更に組織としての政党を考える時、自民党、民主党それぞれの違いが浮き彫りになる。自民党では
政府が国会に提出する案件は総務会の了承が必要であり、政務調査会やその部会で直接主務官庁に接
触をしてきた。政策は自民党が作り政府が実行する、とも言われた仕組みである。一方民主党は党首
の決定であっても役員会が了承しなければ形式的には認められない、という制度の下、政策決定が内
閣と党とで二元化するのを避ける試みが進められている。同時にいずれの政党も政策上の対立軸と、
政党としての立ち位置を国民に明確に示す努力を重ねることが期待される。
　日本の有権者の中には支持政党と投票予定政党が異なるといった投票行動が見られる。これは政党
政治において健全なものとは呼べまい。この背景には政党帰属意識を持って政党を支持する人は少数
派であり、多くは一時的、流動的、短期的に政党支持を決めていることがある。既成政党への不信感
は他国でも見られる現象であるが、党は信念とイデオロギーに忠実であるべきとの考えは底流に流れ
ている。
　諸外国と比較しても、日本における政党政治確立の条件には更なる時間と議論が必要であることが
浮き彫りになっている。
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英文要旨
We experienced the election that revolved around the issue of a change of government from the ruling 

Liberal Democratic Party to the Democratic Party of Japan in 2009. However, the functions of political parties 
are still inactive, and the roles of parties are obscure for Japanese people. How to build public con�dence in 
government by political parties is the theme of this paper, and we will discuss the institutionalization of political 
parties, roles of political parties as organizations, and the expectations and anxieties of the people to political 
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第１章　序　　論

　現在、日本の社会において政党が民主政治に重

要な役割を果たす組織であることは意識されてい

るものの、政党政治が機能していると呼べるまで

には成熟していない。ここでは、政党政治確立の

条件を、まず政党がシステムとして弱体化し、国

民の声を代弁する機能が不充分であること、次

に、自民党、民主党の政策上の対立軸が不明瞭で

組織として両党が持つ性質が異なっていること、

更には、国民の中に政党帰属意識が薄く、大連立

や政界再編を望む声が大きいことを挙げながら問

題提起を行っていく。最後に、ドイツ、イギリス、

アメリカの例をひきながら、政党政治確立には時

間をかけた議論が必要であることを提示する。

　日本の政党政治は過渡期にあり、本格的な政権

交代も初めて体験したばかりである。この研究

ノートでは、現在進行形の政党の姿を整理するこ

とを目的とし、政党政治確立の重要な時期の記録

としたい。

　2009年８月の総選挙によって政権交代が実現し

た。自民党の大敗による民主党政権の誕生が、政

党政治という概念にどのような影響を与えるの

か、政党とは何なのか今一度検証すべき時期が来

ているのではないだろうか。「今後は政権交代可

能な二大政党を中心とした、緊張感のある健全な

議院内閣制を根付かせていくことが必要である」

といった意見も経済界から出ている１。

　マニフェストによって政権の公約が示されるよ

うになり、有権者は選挙において各政党がどのよ

うな考えを示しているのかを知り政策の評価を行

うようになった。しかし、マニフェストを熟読し

ないまでも、人々はメディアを通じて部分的であ

れ、各党の政策を知り、方針や政治姿勢を見聞し

ては、政党のイメージを作り上げている。現在、

多くの日本人にとって政党は「旧態依然とした古

い体質」や「何か新しいことをやってくれるかも

しれない期待」といった「イメージ」で捉えられ

ることが多い。政党の実態や役割は強く意識され

にくい。本来であれば、経済問題について、外交、

安全保障について、更には政府の役割について、

党の基本的な考え方や差異は理解されていて良い

のではないだろうか。なぜ、政党政治が日本にお

いて形の見えないものであったのか。その答えは

自民党の長期政権にあると言わざるをえない。

　自民党が機能させてきた政党政治は政権党・政

府二元論のシステムであり、言い換えれば「自民

党イコール政権党イコール政府与党」であった。

北岡伸一は「われわれ国民から見れば、政党政

治とは、職業政治家の野心、権力欲を利用して、

政治に国民の要求を反映させる仕組みなのであ

る２」とし、国民の倦怠が爆発しない程度の政権

交代を党内で行って、長期政権を維持してきた自

民党を以下の様に分析している。

　政権の一致は、たしかに政党の重要な一面であ
る。しかし同時に、政党とは、議会民主制におい
て、権力を追求するために職業政治家が作り上げ
る組織である。もちろん、いかなる政党にも、一
定の主義主張はある。しかし、政党によって、主
義主張の方がより重要な政党と、政権獲得の方が
より重要な政党とがある。自民党は明らかに後者
である。そして、その限りで見事に組織され、成
果を上げてきた政党である３。

　確かに自民党は政権を維持することを目的に党

内の運営が行われてきたが、民主党の側に立って

も政権与党になることを第一の目標に掲げてきた
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parties. Now in Japan, systems of parties are weakened, and most people are disa�ected by politics. �e political 
parties should speak for the people. And this will require specifying ideological di�erences of each party, but 
it is still unclear for the people. In making comparisons with foreign countries, more time will be considered 
necessary in Japan to build sound party politics.
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とは言えないだろうか。

　また長らく反対党に対して国民が期待してきた

のは「自民党にかわって政権を担当すること」で

はなく「自民党をチェックすること」であったこ

とも事実であろう。しかし今や長期政権自民党と

チェック政党社会党の時代は終焉を迎えている。

二大政党による政権交代が今後も行われていくと

仮定すれば、政党とは何かと、問いなおす必要が

ある。

　各政党の主義主張とはどのように表層化される

のか、政党という制度を改めて見直し、政党と国

民の結びつきを見ていきたい。その先にしか政党

政治確立の可能性は見出せないと考えるからであ

る。

第２章　政党システムの制度化

２－１　先行研究

　政党システムの制度化に関する議論はスコッ

ト・メインウォリングらによって進められてきた

が、ここで示される４つの次元は（1）政党間競

合、（2）政党―有権者関係、（3）政党の正統性、

（4）組織としての政党と纏められている４。制度

化された政党システムとは安定的で規則性のある

政党間競合のパターンを示すこと、政党が社会に

強固に根付いて有権者が政党への強い結びつきを

有していること、政治的アクターは政党および政

党間競合の正統性を容認していること、組織とし

ての政党が確固とした地位と価値を確立している

こと、が４つの次元とされている。

　日本の政党の現状を見ると、主要政党が揃い２

大政党制が現実のものとして議論される段階に

入ったことが指摘できるが、制度化の程度が高い

政党システムが確立されているとは言い難い。こ

の点、まず政党内の政治的アクターの行動と組織

としての政党を見直し、次に有権者と政党の結び

つきを議論する。

２－２　党内システムの弱体化

　政党システム変化を考える際には、競合の構造

という視角が導入でき、政党システムにおける政

権交代の有力なパターンに関する問題、政権担当

の選択肢に関する安定性や一貫性の問題、誰が統

治するかという単純な問題に整理される（メア 
1997; 岩崎　2008）。二大政党制では完全な政権交
代が見られるが、前政権を構成していた政党が少

なくとも一つは含まれる形で政権交代が行われる

こともあり、また長い間の日本の様に政権交代が

見られない場合もある。二大政党制では、２つの

うちいずれかが政権に就くと予想できるが、革新

的に今まで政権に就いたことがない政党が政権に

就くこともある。更に誰が、どの政党が政権を担

当するのか、政権への接近が広範囲なのか狭い範

囲に限定されているのかも考える必要がある。メ

アによれば、競合している政党同士が政権へ接近

できるか否かという点は、政党システムの特徴を

分けることになる５。

　政権へ接近できる政党であるかどうかという点

は、政党の力、数の力と言われるものであるが、

それは同時に政党が人を育てているかに通じてい

る。現代の民主主義のもとでは、新しい人材を政

治の世界にリクルートすることは、政党が担うべ

き重要な機能のひとつである６。

　政党がシンクタンクを持つことや野党である期

間にこそ政策の検証や研究を進めていくこと、更

には政治家や志望者への教育システムも求められ

る。

　自民党時代の後半に首相が体調不良などの理由

で退陣したことを取り上げ、佐々木毅は「スタミ

ナ切れは個人の資質の問題であるという意見もあ

るけれども、同時にシステムの問題でもあり、表

れ方が人によって違うだけではないか７」と指摘

している。本来、政党政治とは組織政治であると

いう考え方に基づくものであり、トップを選ぶ仕

組み、トップを組織として守り、支える仕組みが

機能しなくなっているのではないか、という見方
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である。

　政治のプロたちが同僚に対する鑑識眼を失いつ

つあるということだ８。国民世論の支持率を見て

リーダーを選ぼうとする等、政治のプロがプロを

評価する、内部の議論によって専門家集団を育て

ようとする機能が政党の中で弱まる状態が表面化

している。これは自民党総裁選挙、民主党代表選

挙において党員・党友の票、党員・サポーターの

票が強く意識されているからも窺えよう。

２－３　政党が持つ「改革力」への期待

　2005年の衆議院選挙、2007年の参議院選挙、そ

して2009年の衆議院選挙と性格は異にするもの

の、有権者に問われていたのは「改革」であった

のではないだろうか。「改革」を追う理由ははっ

きりしており、「政治状況に強い不満を持ってい

るからだ」との分析は世論調査で「今の政治にや

や不満」「大いに不満」と答える人が圧倒的であ

ることからも言える９。2010年２月中旬から３月

中旬にかけて全国の有権者3,000人を対象に朝日
新聞が実施した世論調査において「日本を改革す

る力があると思うか」との問いに対して民主党支

持層は「民主党がある」と62パーセントの人が答

え、自民党については自民党支持層の53パーセン

トが「ある」と答えている10。有権者と政党の結

びつきにおいて「改革する力があるかどうか」は

重要な要素になっていると言えよう。

　政党が国民の意思を反映しているとの認識は薄

く「いまの政治に国民の意思はあまり反映してい

ない」「まったく反映していない」とする人が72

パーセントになっている11。不満を「改革」によっ

て解消していきたい、自らの意思が反映される政

治にして欲しい、といった国民の考えを見ること

ができるが、こうした声の受け皿として政党が機

能できているのかどうか、次に組織としての政党

の役割について取り上げていく。

第３章　組織としての政党の役割

３－１　自民党と民主党

　政党は政治家が集団で政権を目指し、集団でそ

れを運営しようとする独特の仕組みである12。政

策は党の中で練られて固められていく仕組みが期

待される以上、当然に国民に対しての説明責任も

負っている。政権党にあっては政権公約が国民と

の約束事とみなされる。政治主導が政党による、

つまり政権党の代表者である首相主導であると理

解される所以もここにあり、政治主導の実行を政

党がいかに捉えるかは重要な問題である。よっ

て、各政治家や候補者の自由な議論は政権公約の

策定過程において行使されるべきであり、裏返せ

ば政党は政権公約の策定に参画できる仕組みを用

意し、最終的には内部的求心力を持ってまとめて

いく事が求められる。しかし、自民党、民主党各

政党の実態はどのようなものになっているのだろ

うか。

　自民党では政府がやろうとしていることを自民

党がオーソライズする最高決定機関が総務会だと

言われてきた。自民党の意思決定機関として総務

会がいかに大きい存在を持ってきたかは、閣議と

同様毎週２回開かれていたころからも見ることが

できる。政府は国会に提出する案件は、すべてこ

こでの了承が必要である13。

　総裁を頂点としてピラミッド型の構造となって

おり、幹事長を中心にスポーク状に党内各機関と

のネットワークが張り巡らされ、政策は自民党が

つくり、政府が実行すると評されてきた。

　この様相を更に踏み込んで見れば、政党中心の

政策決定というよりも、主務官庁がイニシアチブ

を取り、これに自民党の関係者、族議員などを巻

きこんで政策決定を進めてきた事が指摘される。

与党内で調整されたものが内閣の政策決定に反映

されているのではなく、政務調査会、またその部

会で直接主務官庁に接触することで、内閣の調整

を難しくもしてきた。ここに、官僚機関に依存し

て、行政府の作った法案、政策のあと押しに甘ん
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じてきたという批判も出ることになる。

　一方、民主党では代表、代表代行、幹事長、政

調会長などを構成メンバーにした役員会が執行機

関となっている。党首の決定であっても役員会が

了承しなければ、形式的には認められない。政策

決定が内閣と党で二元化するのを避けるため、政

策調査会を廃止するという方針が出された。政調

会長ポストも廃止し、政策調整は首相直属の国家

戦略室もしくは各省副大臣が主催する「各省政策

会議」で行う。

　政党として、内閣といかに関わっていくのか、

政策決定プロセスはどの部分でオープンにされる

のか、最高意思決定機関はどこなのか、など新た

な民主党政権での試みにも注目していく必要があ

る。「政・党分離」システムは、与党内の合意形

成を形骸化させる危険性があるのではないか。与

党内の自由で活発な議論を無力化させないこと、

政党内における政策論議を担保する仕組み作りは

不可欠であろう。

３－２　政策上の対立軸

　政党は政策を練っていく過程に組織として責任

を負っている。しかし、各政党の対立軸は明確に

なっていると言えるだろうか。

　田中愛治は政策上の対立軸を（1）経済上の対

立軸、（2）外交・安全保障上の対立軸、（3）国内

政治上の対立軸、（4）社会文化上の対立軸に分け、

党を代表する政治家がいかなる立場を取っている

かを演説や政策の方向性を元に分析している14。

この４つの軸は党や政治家の基本的な政治姿勢や

考えを知るために重要な要素と言える。たとえ

ば、2005年に自民党を出た亀井静香の立場につい

て、経済では大きい政府志向で、外交・安全保障

ではややハト派、国内政治は従来型の、社会文化

では伝統主義者であるとし、小さい政府、タカ派、

改革、近代路線の小泉純一郎の対局に位置してい

たと説明し、政策上では小泉と民主党の前原誠司

はまったく同じであると説明している15。政策の

対立が明らかにされるはずの軸で自民党と民主党

の違いが出てこないのである。

　一方で、2009年の自民党の総裁であった麻生太

郎は小さい政府、タカ派、という点では小泉と共

通するが、国内政治と社会文化の次元においては

伝統的保守の立場をとっている16。同じ党に属し、

共に党首でありながら異なる立場が表面化してい

る。更に、当時の鳩山由紀夫代表は改革近代派で

あるが、新大きい政府、国連中心現実主義と分析

されている17。つまり、自民党でも、民主党でも、

基軸となる政策上の対立軸が党内で定まっていな

いことが見えてくる。これでは、国民が「大きい

政府」「小さい政府」といった基本的な考え方で

政党を選ぶことができない、という状況を生み出

すことになる。政党は自らを定義し何者であるか

を示す責任を負っている事を自覚し、それらを党

内で議論し表現する、組織としての任務を全うす

る必要があるだろう。

第４章　政党への期待と不安

４－１　政党支持の流動化

　政党がその役割において、自らの立ち位置を充

分に国民に示せていないことが要因ではあるが、

国民の投票行動には日本独自の政党への期待と不

安が反映されている。

　有権者は政党に政策決定能力があることを理解

しつつ、メディアの論調を見ながら投票行動を決

めるという点も見過ごせない。勝ち馬に乗る「バ

ンドワゴン効果」や弱いとされた側が盛り返す

「アンダードッグ効果」のほかに、日本では「バッ

ファープレーヤー（牽制的投票者）効果」が指摘

されることがある。一般的には自民党を支持しな

がら政権から転落しない様にしつつ一方で大勝さ

せない様な投票行動を取ることを意味する。し

かし現在では「勝たせすぎない」という広義の

「バッファープレーヤー効果」も使われている。

　2009年の日本政治学会の報告で2009年の総選挙

の分析として花岡信昭は以下のような指摘をして

いる。
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　「民主300」予測で各誌が足並みをそろえ始めた
のを見て、まず「バンドワゴン効果」が作用した。
「おもしろいじゃないか。300を超えたら、これは
すごい」といった感覚か。
　ところが、「320」予測が出て、「いくらなんで
も、それでは勝たせすぎだ」という「バッファー
プレーヤー効果」が生まれた。民主320だと、自
民は100を割り込みかねない。そうした交錯が起
きたあげく、結果は「民主308」に落ち着いた18。

　結局民主党308議席、自民党119議席という結果

になったのである。バランスを取った投票行動と

言われることもあるが、いずれかの政党を強く支

持するのではなく、選挙前の短期間でも支持を流

動的に動かしていることが見て取れる。

　また、参議院選挙が衆議院総選挙の中間に来る

ことが多く、与党への批判を参議院選挙に反映さ

せることがある。衆議院と参議院で直近とは異な

る政党への投票が行われる。これはいわゆる「捻

れ国会」をしばしば生み出し、連立工作にもつな

がる要因を作っている。こうした現象は今後も続

くのだろうか。そして、この様な政党支持行動は

政党政治を根付かせる障害とはならないのか、更

に国民の意識を探っていく。

４－２　政党支持概念

　日本の政治風土の中では、政党支持を明らかに

する人は多いとは言いがたく、党員の数にもその

実態が反映されている。民主党では2010年９月に

行われた代表選挙で、投票用紙が配布された党

員・サポーターは全国で34万人とされているが、

水増し疑惑なども報道され本当の人数はわからな

い。また、自民党の方は野党になり党員が100万

人を割ったのではないか、という報道がなされて

いるが、実数は変動もあり公表されていない。い

ずれにしても、党員、党友、サポーターの国民に

占める割合は小さなものであり、政党支持は党員

であることを規定するものではない。

　「外延が広がり過ぎてあらゆるものを説明（規

定）できてしまう現在の政党支持概念を、政党帰

属意識など基底的態度のレベルと政治的行動に近

いレベル（投票意図政党）などと（に）因数分

解すること」を谷口将紀は提案している19。この

指摘は更に松本正生によって「現行の政党支持

はすでに、価値観やイデオロギーの投影として

の「基底的態度」と、投票行動のメタファーとし

ての「政治的行動に近いレベル」とに分離・分解

しているという解釈が成立するのではないだろう

か20」といった議論へと展開されている。基底的

態度として政党を支持している人は少数派と考え

られ、投票先として政党を選好する人が多数派で

あり、後者には一時的、流動的、短期的といった

特徴も当てはまる。各政党への投票意図を読み取

る鍵がここにあると言えるのではないだろうか。

　読売・早大共同調査による2009年２月の政党支

持率を見てみると、「選挙のことは別にして、ふ

だんあなたは何党を支持していますか」という質

問に対して、33.7パーセントが「自民党」、23.1パー
セントが「民主党」、「どの政党でもない」と答え

た人は32.4パーセントとなっている21。支持政党

を持っている人は約70パーセント、支持政党なし

の層は約30パーセントと見ることができる。同

時期の「政権交代容認派」の調査を分析すると、

「民主党に一度政権を任せてもよいと思う」と答

えた人は全体で64.0パーセント、民主党支持層で
は96.9パーセント、自民党支持層でも44.8パーセ
ントに、無党派層では61.3パーセントになってい
ることが分かっている22。つまり自民党を支持し

ながらも、民主党政権の誕生を容認している人が

半数近くいたということになる。また、かりに民

主党が政権を担当することになった場合、日本の

政治が良くなると思うかどうかを聞くと、「変わ

らない」が59％でもっとも多く、「良くなる」は

26％、「悪くなる」が９％だった23。ここからは、

自民、民主両党への不安や不満が映し出され、政

党不信が存在していると言える。

　既成政党への不満、政界再編を望む声は「衆院
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選後の望ましい政権」を問いた回答からも見るこ

とができる。2009年７月から投票日直前の８月27

日までの間で、衆院選挙公示直後に「民主党中

心」と答えた人が27.3パーセントで一番多い回答
になったほかは、「政界再編による新しい枠組み

の政権」と答える人が30パーセント前後で推移

し、投票日直前でも「民主党中心の政権（26.0パー
セント）」より「自民党と民主党による大連立政

権（27.8パーセント）」と答える人の方が多いと
いう結果が出ている24。「政権交代」を旗印にし

た総選挙で民主党が勝利したことから政権交代が

可能な二大政党制を趣向しているように見える一

方で、大連立や政界再編を望む声が大きいことも

浮き彫りになっている。

　この様に日本の国民にとって、政党支持は安定

したものではなく、政党政治の確立にはまだ時間

が必要であることが見えてくる。

第５章　比較政治で見る政党の役割と機能

　日本では、諸外国に比べ、政権交代が起きれば、

自分の生活が大きく変化するという意識も強くな

いのではないだろうか。社会に政党が根付いてい

ない為に、政党の支持も流動的なものとなってし

まっていると分析できる。一方で、政権交代が頻

繁に起こったら、政党の支持が強化されるのかと

言えば、むしろ政党不信から全般的な政治不信が

さらに広がる可能性もひめている。

　政党がなぜ民主政治に欠かせないのか、という

問いに対して、吉田徹は「政党は有権者の利益を

議会や政府へと伝達し、そのための候補者を支援

し、国が直面している諸問題に対して解決策を提

示するのみならず、こうした諸問題に対する様々

な、場合によっては矛盾する要求を調整するため

のひとつの装置であるからだ25」と答えている。

ドイツにおいては、ドイツ憲法（ドイツ連邦共和

国基本法）の第21条第1項で、政党を国民の政治

的意思形成に協力するものとして地位を与えてい

る。ナチス・ドイツの経験を持つドイツが民主主

義に反する政党を生み出さないために明文化した

ものと考えられるが、民主主義を機能させるため

に不可欠な存在となっているとも言える。改めて

日本においても、政党の機能が民主主義にとって

重要であることを喚起するべきであろう。

　また、健全な政党政治を機能させるため、イギ

リスでは野党のみに「ショートマネー」が支給さ

れることで政党が助成される仕組みができてい

る。これは野党が政府の官僚機構を活用できない

デメリットを抱える中、充分な調査や議会活動を

行うことを促進し、健全な競争ができるようにし

たシステムである。ただ二大政党で知られるイギ

リスでも2010年５月６日の総選挙の結果を受け、

第一党の保守党と第三党の自由民主党による連立

政権が発足した。戦後初のことである。連立政権

は新議会を任期いっぱいの５年間解散しない合意

の下、左右の路線を超えて英国の再生に取り組む

という「歴史的な実験」に踏み出した26。５年間

解散されない状態が続けば、国益を柱に政策論争

がなされることが期待されるが、一方で政権の一

翼を担うことになった自由民主党がいかなる政党

であるか再定義も必要になるだろう。

　マイケル・ゴールドファーブはこのイギリスの

選挙結果がアメリカの誰の教訓になり得るかとい

う点に対して「それは共和党と民主党の草の根の

活動家―つまり、党は信念とイデオロギーに忠実

であるべきだとする、党の真の信奉者たちだ27」

と述べている。イラク戦争に不満を募らせていた

労働党の支持者や自由主義を支持し不法滞在者に

市民権を与えるという考えに賛同する保守党の穏

健派が、労働党でも保守党でもなく自由民主党に

投票したと考えられている。つまり、党のイデオ

ロギーを基軸に投票行動を決めるのではない有権

者が浮動票となっており、ハングパーラメントを

生み出したのである。しかし、その時々の浮動票

ではなく確固たる支持基盤を政党が築こうとする

時、党のイデオロギーの構築は不可避なものとな

る。小選挙区制を採っているイギリスでは、党首

討論での党首のパフォーマンスといった要素を超
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えて党の運営が今後も意識されることとなるだろ

う。

　一方二大政党制のアメリカでは、各政党が各地

域で予備選挙を全面的に導入し地方組織の意向を

反映していることもあり、分権的な性格が強い。

日本の様な党議拘束が機能していないこともしば

しば指摘されるところである。個々の政策課題に

ついては、地元の意向、同僚議員の動向などを参

照しながら態度を決定していく。態度決定の省力

化のため、他の議員との取引が行われることもあ

る。これはログローリング（logrolling, 丸太転が
し）と呼ばれ、利害関係を持つ政策課題が異なる

議員の間で、A議員の関心課題についてはB議員
が協力し、その代わりにB議員の関心課題にはA
議員が同じ投票行動を取るという関係を構築する

ことをいう28。この時、A議員とB議員の所属政
党が同じ必要性は特にないため、交差投票が行わ

れることになり、更に議員にとって重要な政策課

題に対しては所属政党の方針があったとしても従

わない場合もある。しかし、議員が所属政党に政

策課題の態度決定を委任することもある。それが

成立するのは政党所属議員がイデオロギー的に同

質化しているからと説明される。

　日本の政党は、ドイツの様に明文化されて社会

的な地位が充分に与えられているとも言いにく

く、イギリスの様に与党と野党の違いが明確化さ

れるにはまだ日数が少なく、アメリカの様にイデ

オロギーについて党内の同質化が果たされている

わけでもない。各国に政党政治の課題はあるとは

言え、国民の中で政党政治とは何か、改めて議論

するところから日本は始めなければいけないと思

われる。

第６章　検証結果と課題

　政党というものが民主政治の担い手として、今

後より大きな役割を果たすことになることを期待

しつつ、その課題をシステムと国民の視点から検

証してきた。

　たとえば公共政策分野における人材の育成を大

学が担うなど、政党の枠組みの外から政党政治に

関わる分野が出てくることも今後期待される。ま

た、政党の維持にあたっては各地域支部の役割も

大きいが、ここでは紙面の都合上割愛している。

更には、連立政権樹立における政党間の調整、合

意についての研究も進めていく必要がある。

　そもそも二大政党制は日本の風土にあっている

のか、という声もしばしば聞かれる。階級対立や

はっきりとしたイデオロギーの対立軸に基づいて

２つの政党が社会の基盤を代表するような構造は

日本の社会には馴染まないという議論もある。た

だ小選挙制度を維持する限りにおいては、死票が

出ることも、得票率と議席獲得率がかい離するこ

とも避けられるものではないのと同様、小選挙区

制度と二大政党制は表裏一体であることも意識せ

ざるを得ない。マニフェストの表紙に政党の顔と

して党首が描かれ総選挙を戦う時、今一度政党の

役割を考え政党政治の確立を意識することを提言

していきたい。

　そして議院内閣制とは何なのか、それを支える

政党の役割とは何なのかを問いながら、国民の声

を代表し政策につなげることができる政党政治の

確立を目指す必要があると考えている。
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