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　平成を通じて日本政治の変遷を眺めた時、
その起点は世界史上の転換点と符号する。
1989年の冷戦終結とベルリンの壁崩壊という
事件があり、日本では55年体制の動揺と自民
党一党支配の終焉が訪れた。政治学者の北
岡伸一は、戦後日本政治は「冷戦・中選挙区
制・派閥政治」の三つに規定されていたと説
いたが1、この三位一体崩壊と政治・行政改
革を通じた新たなる方程式の模索こそが、平
成という時代の特徴でもあった。
　それまで国内の保革対立のあり方を規定し
ていた冷戦構造は、自民党と社会党の2政党
間の争点を憲法改正に集中させ、候補者複数
の当選を可能にする中選挙区制は、野党にも
一程度の議席を与えることを可能として、社
会党が改憲阻止のための存在に留まることを
許容した。他方で中選挙区は、自民党組織内
の派閥政治の活性化にも寄与した。「55年体
制」とは1964年に政治学者・枡味準之助が用
いて人口に膾炙した言葉だが、それはまた彼
が指摘したとおり、両党のイデオロギーは違
えども、議会での妥協と取引を旨とするもの
でもあった2。
　本稿は、「妥協」と「取引」を可能にせし
めていたこの55年体制が崩壊した後に模索さ
れた90年代の２つの改革、すなわち政治改革
と行政改革が、その後の「敵対」と「決断」
の政治を用意し、それが長期政権となった現
在の「安倍一強」に帰結する経緯を描く。結
論を先取りすれば、平成を超えて存続するこ
とになった安倍自民党政権は、ポスト55年体
制時に結実した諸改革から生まれた「鬼子」
であり、この時代の新たな制度的条件に適応し

たからこそ、長期政権となり得たのである3。

１．「ポスト55年体制」のはじまり
　55年体制の崩壊の予兆は早くからあった。
昭和天皇崩御から約半年後に行われた７月の
参院選で自民党は敗退、「マドンナ・ブーム」
に乗った社会党が第１会派となり、ここに戦
後初めてとなる「ねじれ国会」が生まれた。「ね
じれ国会」はその後４回に亘って2013年まで
生じるが、とりわけ2007年参院選後のねじれ
は、民主党が第一次安倍内閣、次いで福田内
閣を退陣に追い込むなど、野党攻勢の基盤を
提供することになる。
　89年以前から、リクルート事件や竹下内閣
による消費税導入、宇野宗佑首相の女性スキ
ャンダルなどもあり、自民党は逆風に立たさ
れていた。さらに翌90年に東京株式市場の暴
落がバブル崩壊の合図となり、その後も今度
は佐川急便事件が起きたことで、自民党のヘ
ゲモニーは決定的に揺らぐことになる。与野
党幹部を巻き込んだ一連の汚職事件は、世論
とマスコミからの強い批判を招き、政治改革
を求める勢いを後押しした。ここで問題とさ
れたのが、どぶ板選挙とそのための派閥から
提供される選挙資金が必要とされる中選挙区
制であり、代わりに求められたのは「妥協」
と「取引」ではなく、政策による選挙を可能
にする制度変革だった。
　もっとも、宇野内閣以降の海部内閣（89年
８月～ 91年10月）、宮澤内閣（同11月～ 93年
７月）は、ともに政治改革を約束しながらも、
党内の「守旧派」の反対から政治改革を断念
せざるを得なかった。後の小泉首相（2001年
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４月～ 2006年９月）は、郵政民営化に際し
て自党の反対派を「抵抗勢力」と呼称したが、
自民党の改革政党としての自己規定は、この
時の反省に基づく。政治学者・菅原琢が実証
したように、2000年代半ばの民主党が改革を
打ち上げ、第一次安倍、福田、麻生内閣が支
持率が伸び悩み、低下したのも、こうした有
権者の改革志向からの転回があったからだっ
た4。
　93年７月の解散総選挙では、「新党さきが
け」と「新生党（小沢新党）」による分派も
あって、すでに自民党は過半数割れに追い込
まれ、７党１会派からなる細川連立政権が発
足する。ここに自民党の一党支配体制と、そ
れを裏から支えた万年野党・社会党とによる
戦後の「１. ５党体制」は終焉を迎える。
　自らを「政治改革政権」と位置づける細川
政権は、自民党政権下で実現されなかった政
治改革に着手する。自民党と社会党の守旧派
の反対を押し切って衆議院での小選挙区導入
と政党交付金制度を中心とする「政治改革関
連4法案」 が臨時国会に提出され、細川首相
と河野自民党総裁による超党派のトップ会談
による合意でもって可決に至る。

２．小選挙区制による「敵対の政治」
　選挙制度の変更は、政党間競争のあり方を
大きく変えていった。議席定数は小選挙区
300、比例代表は全国11ブロック200に割り振
られた。中選挙区制と異なり１名しか当選し
ない小選挙区制は、当選可能性を高めたい候
補者と、死票を嫌う有権者とによって二大政
党制を招く傾向があることは、これを実証し
た公法学者の名から「デュヴェルジェの法則」
として知られる。実際、新たな選挙制度のも
と戦われた1996年の衆院選以降、政党数と候
補者数は減少傾向にあり、代わって上位二党
の合計得票率は増加していった5。つまり、小
選挙区制を基盤とする選挙制度は、巨大与党
を作り上げることを可能にする制度であり、

「政権交代のある民主主義」を謳う政治改革
が目指したものでもあった。例えば、2014年
の衆院選で自民党は小選挙区の得票率は48％
に留まったが、議席上は75％を獲得している。
　また、複数候補者の擁立と互いの競争から
成り立っていた自民党の派閥政治は衰退して

いくことになり、これは小泉内閣以降、派閥
均衡内閣という慣例を無視することを可能に
した。これは、時の政権の純化路線を促し、
組織の多元性と政策的多様性を減じさせるこ
とになることは、総裁選で安倍首相に伍する
ライバルがいないといった状況を作り出す。
　選挙にあっては後援会に支えられた候補者
同士ではなく、政党候補者間の競争となるた
め、公認権も大きな意味を持つ。党執行部か
ら配分される政党助成金が導入されたことも
あって、政党はトップダウン型の組織へと変
容していくことになる。2005年の「郵政解散」
で「刺客候補」と呼ばれた政党候補が立てら
れ、その後、「小泉チルドレン」、「小沢チル
ドレン」、「安倍チルドレン」と呼ばれる議員
が大量に生まれたのも、こうした制度変更に
よるものだった。
　選挙が政党本位で戦われるようになったこ
とで、体系的な選挙公約は2000年代に「マニ
フェスト」と呼ばれることになるが、ここか
ら選挙や国会で、党の政治的主張や政策の優
位性を一方的に謳い、相手のそれを貶める「敵
対の政治」も定着していくことになった。こ
れは「ポスト55年体制」になって「取引」と

「妥協」（それに付随した「対話」と「買収」）
がもはや通用しない新しい政治文化が定着し
ていくことを意味した。

３．行政改革による「決断の政治」
　先の細川連立内閣はしかし、政党間の協議
不足を理由とする「国民福祉税構想」の反発、
首相自身の佐川急便スキャンダルでもって、
８ヶ月で退陣する。後継の羽田内閣が不信任
案で総辞職（94年６月）した後、与党となっ
たのは自民党と社会党、新党さきがけによる
自社さ政権だった。社会党党首を首班とする
村山内閣は、従軍慰安婦補償や原爆被爆者
救済、さらに侵略行為の反省を表明する「村
山談話（『戦後50周年の終戦記念日にあたっ
て』）」など社会党カラーも打ち出されたが、
消費税引き上げや減税の決定など、経済・財
政政策ではそれまでの改革路線を逸脱するも
のではなかった。
　村山首相の辞任を受けて首班指名を受けた
橋本龍太郎は、そのまま96年10月衆院選で比
較第一党の座を確保する。首相は施政方針演
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説で「21世紀に相応しい新しいシステム」を
謳い、「行政改革」「経済構造改革」「金融シ
ステム改革」「社会保障構造改革」「財政構造
改革」「教育改革」の６つを掲げた。
　中でも、行政改革は野党再編の結果生まれ
た新進党が積極的だったこともあって、政治
主導を可能にする改革へとつながっていっ
た。橋本行革は、一府二二省からなる中央省
庁を一府一二省体制としたことで知られてい
るが、他方で、首相および内閣の権限強化と
いった改革も実行した。
　同改革は、閣議での首相の発議権や経済
財政諮問会議を始めとする関係閣僚・専門家
会議の設置、首相官邸スタッフ増員など、
2001年に実現する内閣府創設を含め、内閣の
補佐機能を拡充するものだった。橋本行革の
進め方もまた、首相自身が審議会の議長とな
り、メンバーに担当大臣、労使代表、学識者
などを迎え、事務方トップにはそれまでのよ
うに官僚ではなく、政治家（水野清）を据え、
事務局も官民双方からの出向者で占められ
た。こうした政治主導による改革や政策実現、
さらに政策領域に応じた組織配置と指揮系統
は、その後、小泉政権下で活用される経済財
政諮問会議の原型となり、現政権下ではこれ
に加えNSC（国家安全保障会議）といった外
交安全保障の領域にまで拡張されている。
　橋本内閣が1998年７月の参院選敗北の責
任を取って退陣した後の小渕政権は自由党と
公明党との連立政権となったが、副大臣制度
や国会の政府委員制度廃止、党首討論の実
施など、小沢・自由党首が主張する政治主導
の形を引き継いでいくことになる。こうした
政治家が前面に立ち、他方で省庁・国会の調
整機能を形骸化している状況は、現下でも観
察される。
　内閣官房のスタッフ数をみても、1989年に
は248人に過ぎなかったのが、行革以降には
590人、さらに2018年時点では1,049人にまで
膨れ上がっている6。2014年に安倍内閣は、
内閣人事局を設置して人事権を強化したが、
これによって日本でも首相、内閣府、担当省
庁からなる政策ネットワークを指す「執政府

（core executive）」が完成する。これはまた
その後の「政高党低」、すなわち首相官邸を
頂点とする政策形成と実効を可能にして、 

「決断の政治」を実現せしめた改革の結果で
もあった7。

４．改革の遺
レガシー

産
　2000年代前半の小泉政治と後半に実現し
た民主党による政権交代は、政治改革と行政
改革という、以上の制度的条件によるものだ
った。
　「敵対の政治」を準備した選挙制度改革は、
その後の小泉首相による郵政解散（2005年）
と民主党による政権交代（2009年）につなが
る。小選挙区制は、政策の一貫性と争点の単
純化を要請し、さらに民意のスウィングによ
って巨大与党を作り出す。2009年の民主党の
獲得議席（308議席）は史上最高の議席率を
記録している。
　二大政党制へのドライブは、野党勢力の結
集をうながし、とりわけ2003年の「民由合併」
と続く政権交代を可能にした。新進党は96年
の（旧）民主党の躍進を許したゆえに政権を
とり逃しており、政党の凝集性こそ政権交代
のための条件であることが学習されたためだ
った。
　「決断の政治」によって実現した政治主導
とそれを可能にする執政府強化は、小泉政権
下の経済財政諮問会議による「聖域なき構造
改革」、郵政・道路公団の民営化や地方の行
財政改革、派遣労働の拡大などにつながる。
多くの反対がありながらも、こうした改革が
なし得たのは、政治主導を可能にする選挙制
度に加え、首相個人の政策イニシアティブを
具体化する資源が行革によって与えられたか
らだ。小泉政権以上の行財政改革を訴えてい
た民主党もまた、2009年選挙で「政治主導」
をマニフェストで謳い、政策決定の一元化

（『国家戦略局』の創設）や官邸主導など、執
政府の強化をマニフェストで訴えるに至る。
　言うまでもなく、政策内容は違えども、現
在の安倍政権は、こうした平成の二大改革の
遺
レガシー

産の上にある。党執行部の優位は、党内の
組織的・政策的多様性を縮減し、イデオロギ
ー的な純化路線を許すとともに、その都度の
争点設定を可能にして、選挙での優位性を確
保する。さらに、官邸主導のもと、集団的自
衛権（平和安保法制）など世論の強い反対が
あってもトップダウンによる政策実行が行わ
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れる。もちろん、こうした特徴には、安倍政
治に代わる党内のオルターナティブの表出を
妨げ、国会審議の形骸化、首相個人周辺で
の不透明な利益供与など、副作用が伴ってい
るのも確かである。

５．おわりに――政治再生の条件とは
　もっとも、その安倍政権も最長で2021年ま
でと、すでにレームダック期が見えつつある。
平成が終わった後のポスト安倍時代の日本政
治はどのように構想されるべきか。
　まず、「敵対の政治」を要請する選挙制度
のもとでは野党勢が分裂していては、自民党
に代わり選択肢とはなり得ない。ポスト55年
体制に突入してから、野党（非自民勢力）は、
社会党や共産党、さらに旧民主党といった福
祉を重視する「社民主義の極」と、みんなの
党、維新の会（党）、希望の党など改革志向
の「新自由主義の極」とに分裂してきた。他
方、過去２回（2014年、2017年）の衆院選の
得票率を見る限り、野党系得票率はほぼ半分

（それぞれ47.6％、42.9％）に迫っている。巨
大与党を作り上げる小選挙区制であるにも係
らず政権交代が起きないのは、最悪の組み合
わせといえる。そのため、野党同士の競争で
はなく、巨大与党にどのように互すことがで
きるのか、そのために「社民主義」と「新自
由主義」それぞれの極を包摂できる理念・政
策的パッケージの構想が求められる。
　もともと議員内閣制は、立法府と行政府の
融合から成り立つため、政権に対するチェッ
クアンドバランスが成り立ちにくい政治制度
である。さらに日本のように司法による違憲
立法審査権が確立していない国では、１強政
治に対する歯止めが利きにくい。時の政権に
代わる選択肢を提示するとともに、法案と政
策を不断にチェックする野党が求められる。
　次に、「決断の政治」を可能にしている執
政府に対して、立法府の機能強化が目指され
るべきだろう。日本の国会は、内閣の提出法
案がほとんどである一方、法案修正の権限や
審議日程に関与できず、これが法案の実質的
審議や修正を難しくしている。国会を与野党
対決の場ではなく、行政府と立法府との緊張
ある対立の場へ変えるためには、政権に国会
運営の責任を負わすような制度へと変更する

とともに、各委員会での逐条審議や会期不継
続原則の見直しなど、国会機能を高めるよう
な改革が必要となる8。すなわち、平成を通
じて強くなった執政府に対応する、強い立法
府の形成が意識されるべきだろう。
　民主主義とは、「敵対」と「決断」からな
る「決定」の仕組みであると同時に、「妥協」
や「取引」からなる「熟議」のための手段で
もある。平成が日本政治を後者から前者へと
向かわせた時代なのであれば、その改革の果
実を活かしつつ、いかにバランスを取り戻す
かが、次の時代の課題となるだろう。歴史家
のE.Hカーは「過去と未来の間には、絶えず、
作用があり、また相互作用がある」と指摘す
る9。過去から未来の架け橋をいかにかける
のかが、ますます問われる局面が訪れている。
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