
１．はじめに

　本稿は，中央アジアのカザフスタン，キルギ

ス，タジキスタンの選挙制度改革を概観し，選

挙権威主義体制下の選挙制度変更がいかに実行

され，新たな選挙制度の採用がその後の国内政

治にどのような影響をもたらしうるのか，検討

する（１）。ソヴィエト連邦の崩壊後，国家として

独立した中央アジア諸国は，新たな政治経済制

度の設計に着手することとなった。数多くの重

要な政治制度設計と経済改革の遂行のなかでも，

もっとも重要なものの１つが，いかなる選挙制

度を採用するのか，すなわち選挙制度改革をめ

ぐる議論であった。さらに，一度制定された選

挙制度はロックインされることなく，ほとんど

の国は，選挙法の大幅な改訂を経験した。そし

て，新たに制定された選挙制度は，その後の政

党システムや中央－地方関係，政治指導者の政

権運営に少なからぬ影響を与えた。中央アジア

諸国の政治指導者はいずれも，程度と時期の差

はあれ，独立後数年で権威主義体制を強化する

方向へ大きく舵を切った。しかし，権威主義体

制のもとでの選挙と選挙制度は，まったく意味

を持たないわけではなく，ときに政治指導者の

政治的道具として利用され，戦略的に設計され

てきたのである。

　中央アジア諸国の「選挙制度改革」とはいか

なるものだったのであろうか。それはどのよう

な要因によってもたらされてきたのだろうか。

より一般的に言い換えれば，選挙権威主義体制

下での選挙制度変化の要因は，研究蓄積のある

民主主義体制下の選挙制度設計の要因といかな

る相違点があるのだろうか。本稿は，こうした

問いを念頭に置きながら，中央アジアの選挙権

威主義体制であるカザフスタン，キルギス，タ

ジキスタンの選挙制度改革を概観し，権威主義

体制下の選挙制度改革の論理を探求する。

　本稿の目的は大きく２つある。第一に，中央

アジア諸国の選挙制度の変化を概観し，中央ア

ジア諸国の選挙過程の経緯と現状について，一

定の情報を提供する。３カ国を射程に含めるた

め，必然的に紙幅と情報は限られるが，特定の

分析視角に基づく選挙過程の概観は，各国の現

状はもちろん，広く権威主義体制の選挙に関心
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要旨：本稿では，中央アジアのカザフスタン，キルギス，タジキスタンの選挙制度改革を
概観し，選挙権威主義体制下の選挙制度がどのように変更され，選挙制度選択にはいかな
る要因が寄与しているのか検討する。野党が脆弱な選挙権威主義体制下では，小選挙区制
は与党に有利な議席バイアスをもたらすかわりに，統治エリートの凝集性を弱め，結果的
に体制運営に支障をきたす可能性をはらむ。こうした選挙制度設計のジレンマのもと，高
い支持動員能力をもつ権威主義体制の指導者は，小選挙区制下の議席プレミアムがなくて
も選挙に圧勝できるため，統治エリートの自律性をより効果的に抑制できる比例代表制の
選択が可能になる。中央アジアの３カ国の事例は，政治指導者の支持動員力が低いときに
小選挙区制に依存し，その動員力が増したときに比例代表制へと選挙制度を変更する傾向
にあることを示唆している。
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〈特集２　諸外国の選挙制度改革（アジア・オセアニア編）〉

中央アジア諸国における選挙制度の「改革」
―選挙権威主義体制下の選挙制度設計とその帰結―
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をもつ読者にも比較可能な情報を提供できるだ

ろう。第二に，中央アジア諸国の選挙制度選択

の予備的説明を試みることで，当地域の選挙権

威主義体制の事例が，独裁制の政治制度研究に

いかなる理論上の含意を持ちうるのか，その可

能性を探求する。本稿で検討する３つの事例の

比較分析は，理論と仮説をテストするための事

例研究というよりも，３カ国の経験から，独裁

制下の選挙制度変更に関していかなる理論と仮

説を導きだしうるのか，すなわち仮説探索的意

味合いが強いことをここで強調しておきたい。

　本稿では，以下のように議論を進める。次節

では，独立後の中央アジア３カ国の選挙制度改

革をめぐる議論と実際の選挙制度の変更がいか

なるものであったのか，各国ごとの状況を概観

する。第３節では，そうした権威主義体制下の

選挙制度変更は，民主主義体制の選挙制度変更

を説明する既存理論ではうまく説明できないこ

とを論じる。そして第４節では，中央アジアの

選挙制度変更を説明する上で重要な要因を検討

し，独裁制下の選挙制度選択の論理を探求する。

２．中央アジア諸国における 
　　　　　選挙制度の変遷

　選挙システムと一口にいっても，選挙キャン

ペーンや政党に関する様々な規定など，選挙過

程全体のあり方を定める多様なルールがある。

ここで検討するのは，選挙制度，すなわち，各

政党や候補者の獲得した票数がいかなるルール

をつうじて議席数へと変換されるのか，という

問題である。小選挙区制に近い選挙制度を選択

するのか，また比例代表制の要素を色濃くもつ

選挙制度を採用するのかという点において，過

去約２５年のあいだに中央アジア諸国の選挙制度

は大きな変化を経験してきた。いうまでもなく，

選挙制度設計は，誰が選挙において大きな議席

を得ることができるのか，ひいては誰が統治に

大きな影響力をもつのか，という点で政治運営

に大きなインパクトを与える。カザフスタン，

キルギス，タジキスタンといった，政治競争が

不完全なかたちではあれ曲がりなりにも存在す

る選挙権威主義体制において，政治指導者たち

は選挙制度設計に心を砕いてきた。そして，選

挙制度変更が提案されるたびに，その是非を巡

って大きな議論が巻き起こってきた。選挙制度

の変化を説明し理解する前に，まず各国の議会

選挙における選挙制度がどのように変遷してき

たのか，簡単に振り返る。

２．１．カザフスタン：

　　  小選挙区制から比例代表制への漸進的移行

　１９９１年１２月の独立以後，カザフスタンは計６

回の議会選挙（１９９４年３月，１９９５年１２月，１９９９

年１０月，２００４年９月，２００７年８月，２０１２年１月）

を経験してきた。カザフスタンは権威主義体制

であり，いずれの選挙でも多かれ少なかれ大統

領と与党に都合よく選挙過程が不正に操作され

てきたことは否定できない。主要な国際選挙監

視団である OSCEは，これまでの選挙監視レポ

ートで，カザフスタンの選挙が民主主義的選挙

の国際基準に達していない事実を報告してきた。

他方，カザフスタンは，ウズベキスタンやトル

クメニスタンと異なり，基本的に野党結成は合

法であり，選挙への参加が認められていて，選

挙区では複数の候補者あるいは政党が立候補す

ることができる。つまり，完全な権威主義的統

制を敷く「閉鎖的権威主義体制」ではなく，冷

戦終結後に数多くみられるようになった「選挙

権威主義体制」（Schedler 2013）の典型例である

とみなすことができる（２）。

　独立後約２５年のあいだにカザフスタンは，小

選挙区制から国全体を１つの選挙区とする完全

比例代表制へと徐々に選挙制度を変更してきた
（３）。まず，１９９３年１月の第１次憲法制定後には

じめて実施された１９９４年３月の議会選挙では，

総議席数１７７のうち，直接選挙で選出された６０

人の議員はすべて小選挙区下の相対多数で選出

された。とはいえ，残りの１１７議席のうち，４２名

はいわゆる「国家リスト」をつうじて大統領が

指名し，残りの７５議席は労働組合や政党によっ
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て間接的に選ばれる方法を定めていたため，小

選挙区制で選出されていた議員の割合は５１％ほ

どにすぎなかった。

　このように小選挙区制と任命制度を組み合わ

せたにもかかわらず，選挙結果は必ずしも大統

領陣営にとって手放しで喜べるものではなかっ

た。ソヴィエト連邦崩壊後の経済危機と急進的

な経済改革への不満が，民主化の気運の後押し

を受けながら，大統領と議会勢力との対立を深

めていった。第一に，親大統領政党である人民

統一連合は全議席の２５％ほどしか獲得できず，

この議席占有率は主要野党の議席率とほぼ拮抗

していた（Olso 2002; Higashijima 2015, 123-124）。

第二に，基本的に親大統領的であるものの，情

勢によっては反旗を翻しかねない，地元選挙区

や職能団体に大きな力をもつ無党派議員が議席

の約５０％を占めていた。実際にこうした背景の

もと，１９９４年議会選挙後，大統領陣営に対する

野党の議会での攻勢は勢いを増していった。

　政治対立の深まりを受けて，大統領は権威主

義的統治を強化する方向に舵をとる。１９９５年３

月に，前年選挙で落選した候補者が一票の格差

の深刻さを憲法裁判所に訴え，１９９４年選挙の結

果は無効であると提訴した。これを受けて，憲

法裁判所は１９９４年選挙に違憲判決を下し，議会

が解散される。この間の議会の不在を利用し，

ナザルバエフ大統領はレファレンダムをつうじ

て大統領権限を強化した第２次憲法を制定し，

また自身の大統領としての任期延長を認めさせ

た。この第２次憲法では，新たに２院制を定め

ている。上院（４７名）は地方議会による間接選

出（４０名）と大統領による直接任命（７名）に

よって選ばれ，下院のメンバーはすべて絶対多

数の小選挙区制によって選出されることになっ

た。

　権威主義体制への回帰のなかでおこなわれた，

この１９９５年議会選挙では，親大統領政党である

人民統一党と民主党は全議席の５２％を獲得した

一方，多くの野党は深刻な選挙不正を訴えて選

挙をボイコットしたため，全議席の１０％ほどし

か獲得できなかった（Bremmer and Welt 1996;

岡 ２００３，４７４）。他方，無党派議員は１９議席（全

議席の約２８％）を占めており，どの政党にも属

さない自律的な議員が存在していた。

　この純粋な小選挙区制を維持することなく，

ナザルバエフ大統領は，次の選挙に臨んで選挙

法のさらなる改正をおこなう。１９９９年下院選挙

と２００４年下院選挙は，絶対多数の小選挙区制と

比例代表制を組み合わせた混合システム下でお

こなわれた。この混合システム下では，有権者

は小選挙区制部分で個人候補者１人に一票を投

じ，拘束式比例代表制部分ではいずれかの政党

１つに一票を投じることができた。拘束式比例

代表制下では，７％という高めのパーセント条

項が設定され，７％以上得票した政党に対し得

票率に比例して議席が配分されるよう取り決め

られた。１９９９年選挙，２００４年選挙ともに，下院

の総議席の８７％（６６議席）が小選挙区制で，残

りの１３％（１０議席）が比例代表制で決められた。

　２００４年議会選挙では，石油収入の増加と急速

な経済成長にともなう大統領への求心力の高ま

り，そして内部不和がもとでしばしば分裂しが

ちな脆弱な野党が原因となって，３つの親大統

領政党であるオタン党，アサル党，アイスト・

ブロックが総議席の７５％を得て勝利した。対し

て，与党陣営に対抗する主要野党であるアクジ

ョル党は１議席しか獲得できなかった。実際に，

全国区で実施される比例代表制部分での得票率

を比較すると，１９９９年選挙で与党陣営は５４.７５％

の得票率しか獲得できなかったのに対し，２００４

年選挙では７９.０６％もの票を得ており，大統領

陣営の動員力が上昇していることが推察される

（Higashijima 2015, 141）。ただし，大統領陣営は，

必ずしも一枚岩ではなかった。第一に，無党派

議員は２００４年選挙でもいまだに全議席の２０.６％

を占めていた。第二に，与党間で足並みがそろ

わず，小選挙区制下での選挙区調整が進まずに，

同士討ちが起こる選挙区もしばしば見られた

（Issacs 2011, 17）。

　こうした現状を打開するために，２桁台の急
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速な経済成長率と豊富な天然資源を背景に求心

力を高めていたナザルバエフ大統領は，これま

で複数の政党に分かれていた親大統領陣営を１

つの支配政党へと束ねる動きを加速させる。

２００６年７月４日に娘のダリガの率いる第２党ア

サルとオタンが合併し，オタンは公称党員約

７００,０００人の最大政党となる。さらに，同年１２

月には，親大統領的な少数与党である農民党と

市民党を合併し，公称党員が１,０００,０００人に達す

るヌルオタン党が結成され，２００７年７月にナザ

ルバエフはその党首を兼任することとなる。

　さらにナザルバエフは２００７年５月１６日に憲法

改正に踏み切る。憲法改正では，大統領本人に

よって「政府の形態を『大統領制』的なものか

ら『大統領－議院内閣制』的なものへと変革す

る」ことが提案され（RFE/RL Kazakhstan, 2007. 

5.16），議会への権限委譲，政党に対する国家補

助の規定，大統領任期を従来の７年から５年に

縮減することが盛り込まれた（４）。さらに，憲法

改正を受けて６月には選挙法の改正をおこなっ

た。改正法では，国全体を１つの選挙区とする

完全な比例代表制で全議席が選出されることが

定められた。当選者は，議席配分決定後，あら

かじめ提出されている各政党の候補者リストの

中から党指導機関が選出するという変則的な

「非拘束式」の比例代表制であった（岡 ２００８，３４）。

　すべての議席が比例代表制のもとで争われた

２００７年議会選挙は，ヌルオタン党が８８.４１％の

得票率を獲得し，全議席を掌握する「地滑り的

圧勝」であった。ただし，このような支配政党

による下院の全議席掌握は，部分的競争選挙の

なかで生まれた結果であったとはいえ，独裁体

制の強化であると国際社会や野党からの反発を

招いた。そうした批判に対応するために，２００９

年には一党のみしか７％条項をパスできなかっ

た場合，第２党は少なくとも２議席を確保でき

る，という野党にとってより融和的な選挙法の

改正がなされた。結果として，２０１２年１月にお

こなわれた議会選挙では，体制内野党であるカ

ザフスタン民主党アクジョルと共産人民党の２

つが７.４７％，７.１９％の得票率を得て比例的に議

席が配分され，合計１８議席を得たが，ヌルオタ

ン党は８０.９９％の得票率で全９８議席中８３議席（８４ 

％の議席率）を獲得し，再び圧勝した。他方，

唯一の急進的野党である全国社会民主党は１.６８ 

％しか得られなかった。

２．２．キルギス：

　　  アカエフの小選挙区制とバキエフ以降の

　　  比例代表制

　キルギスもカザフスタンと同様，選挙への野

党参加が認められているが与党に有利なかたち

で選挙過程が歪められている選挙権威主義体制

の典型例であるとみなされてきた。他方，カザ

フスタンとは対照的に，キルギスの選挙権威主

義体制は脆弱で，独立後最初に樹立されたアカ

エフ政権は２００５年３月のいわゆる「チューリッ

プ革命」で倒れ，その後に成立したバキエフ政

権は２０１０年４月の政変によって瓦解した。バキ

エフ政権後は，ローザ・オトゥンバエヴァによ

る暫定政権を経て，２０１１年１２月よりアルマズベ

ク・アタンバエフが大統領の任に就いている。

独立後からこれまで，５回の議会選挙（１９９５年

２月，２０００年２～３月，２００５年２月～３月，

２００７年１２月，２０１０年１０月）を経験しており，２０１５

年１０月４日に６度目の議会選挙が実施された。

　その間，カザフスタンと同様，キルギスも選

挙制度の変更に踏み切ってきた。まず，１９９５年

議会選挙実施前の選挙法の制定，その前段階の

選挙制度決定をめぐる政治過程は非常な熱を帯

びた。比例代表制の導入を押し進めるアカエフ

大統領と，それに反対し小選挙区制の導入を主

張する，地方に強い基盤をもつ議員とのあいだ

で活発な議論が繰り広げられた（Jones Luong 

2002, 173-178）。そうした議論の上に制定され

た選挙制度は，議員側の意向どおり，上院と下

院の議席総数の１０５をすべて絶対多数の小選挙

区制で決定するというものであった。

　その後，１９９６年に制定された第２次憲法（１９９８

年に改正）と１９９９年に定められた選挙法にもと
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づいて実施された２０００年議会選挙では，下院６０

議席のうち１５議席について国全体を１つの選挙

区とする拘束式比例代表制（５％の阻止条項付

き）で選出することが決められた。しかしなが

ら，下院の残り４５議席と上院の議席総数４５は引

き続き，絶対多数の小選挙区制が適用された。

比例代表制を部分的に含む点で混合システムで

あったが，両議院の議席の約８５％が小選挙区を

つうじて選出されていた事実に鑑みると，選挙

制度はあくまで小選挙区制ベースであった。

　選挙実施後の大規模な大衆抗議運動，そして

その後のアカエフ体制崩壊を生んだ２００５年議会

選挙直前に，選挙制度は再び絶対多数の純粋小

選挙区制へと戻された。新たに一院制となった

議会の議員定数は７５に定められ，すべての議席

が小選挙区をつうじて選出された。選挙制度に

若干の変更があるが，アカエフ体制期のキルギ

スの選挙制度は，総じて小選挙区制に基づくも

のであったのである。

　小選挙区制に基づく選挙は，カザフスタンと

同様，地方に基盤をもつ無党派政治家の権力を

温存することとなった。１９９５年議会選挙で選出

された無党派議員は全体の６３.８％を占め，比例

代表制を部分的に導入したにもかかわらず，

２０００年議会選挙での無党派議員の比率は６９.５％

へと上昇した（Higashijima 2015, 218-219）。他

方，大統領を支持する政党は，９０年代のカザフ

スタンと比べても脆弱であった。例えば，１９９５

年議会選挙で親大統領政党として選挙に参入し

た社会民主党は１３.３％の議席しか獲得できず，

２０００年の議会選挙の親大統領政党であった民主

勢力連合と「我が祖国」は，合わせて１５.２％の

議席率しか獲得することができなかった（Hi-

gashijima 2015, 219）。２００５年議会選挙が実施さ

れる約２年前に，アカエフはカザフスタンのオ

タン党やロシアの統一ロシアに倣うかたちで，

「支配政党」を担うべきアルガ党を結成してい

る。しかし，小選挙区制下でおこなわれた２００５

年の選挙では他の親大統領の政党や無党派政治

家との候補者調整に失敗し，同士討ちがおこる

選挙区がいくつも見いだされた（宇山 ２００６，４９）。

キルギスにおける強力な地方エリートの勃興は，

小選挙区制という制度的要因のみによって説明

できるわけではなく，急速な経済改革による地

方の経済エリートの醸成（Radnitz 2010）や地

方分権的傾向など，多くの重要な要因がある。

しかし，小選挙区制は全国レベルよりも地方の

選挙区レベルをベースとした選挙競争を強力に

促すため，政党組織と政党システムの制度化を

阻害していた側面があることは否定できない。

　小選挙区制のもたらす政治の遠心化を防ぎ，

全国レベルの政党間競争を制度化する目的から，

バキエフ政権期の２００７年１２月の議会選挙より，

キルギスの議会選挙は純粋比例代表制下でおこ

なわれることとなった。新たな比例代表制では，

カザフスタンと同じく，国全体を１つの選挙区

とする拘束リスト式の比例代表制が導入された。

政党をベースとした政治競争を促進するうえで

比例代表制には２つの閾値が設けられた。すな

わち，政党は議席を得るために，�少なくとも

５％以上の票を全国で得ること，そして�少な

くとも０.５％以上の票を７つの州およびビシュ

ケクとオシュの２つの主要都市のすべてで獲得

する必要があることが定められた。

　２００７年の議会選挙実施までに，バキエフ大統

領は支配政党アクジョルを結成し，カザフスタ

ンのヌルオタンや統一ロシアがそうであったよ

うに，比例代表制下での急速な勢力拡大を目指

した。２００７年議会選挙では，３つの政党，すな

わちアクジョル，社会民主党そして共産党が２

つの閾値の条件を満たし，議席を獲得した。全

国レベルで５％以上の得票をできない小政党，

あるいは５％以上の票を得たにもかかわらず得

票が北部州に偏っていたために議席を得られな

かった主要野党のアタメケン党のような政党も

出た。この２つの閾値をつうじた多くの政党の

排除とバキエフ政権による深刻な選挙不正が組

み合わさり，アクジョル党は６１％の得票で７９％

もの議席率（９０議席中７１議席）を獲得し議会支

配を強めた（Central Election Committee of Kyr-
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gyzstan 2008）。

　しかし，そうした比例代表制下の選挙での

「圧勝」は，バキエフ政権下の政治的抑圧と選挙

不正によってもたらされたものであり，体制の

人気の高さを説得的に示すものではなかった。

やがて，バキエフの強権政治に不満を抱く北部

の地方エリートとバキエフ派の南部のあいだに

大きな政治的亀裂が顕在化する。２０１０年４月６

日，南部出身のバキエフに不満をいだく北部出

身のエリートたちが組織した抗議運動が盛り上

がりをみせると，バキエフはそれに対しさらな

る暴力的抑圧で対応する。治安部隊と抗議運動

の衝突は，抗議運動側に８６人の死者を出し，抑

圧は抗議運動をさらに活性化させた。２００７年議

会選挙で支配政党アクジョルによる議会の支配

をつくりだすことに成功し，２００９年大統領選挙

で再選されたにもかかわらず，バキエフはこの

大衆運動の盛り上がりにより２０１０年４月１５日に

カザフスタンに逃れ，あっけなく辞職した。

　バキエフ政権崩壊後のオトゥンバエヴァ暫定

政権下で新憲法が制定され，そこではバキエフ

政権下の反省を踏まえ，新議会の総議席１２０の

うち，１つの政党が６５議席以上を占めることは

できないことが明記された（５）。２００７年と同じ比

例代表制のもとでおこなわれた２０１０年１０月の議

会選挙は，国際選挙監視団より，公正で自由な

選挙であるというポジティヴな評価を受けた（６）。

参加した２９の政党のうち，２つの閾値をクリア

した５つの政党が議席を獲得した（アタジュル

ト党：２８議席，社会民主党：２６議席，アルナム

ス党：２５議席，共和党：２３議席，アタメケン党：

１８議席）。その後，連立交渉を経てアルマズベ

ク・アタンバエフ率いる社会民主党と，共和党，

アタジュルト党による連立政権が作られた。そ

の後複数回の連立組み替えを経験している。

　比例代表制下で政党ベースの選挙競争が生み

出されるよう制度変更をしたとはいえ，ほとん

どの政党は強い地域的亀裂を反映していた。例

えば，社会民主党やアタメケン党は主に北部地

域の有権者の支持を受けていたし，バキエフの

アクジョル党のメンバーを含むアタジュルト党

などは南部の支持が強かった（Huskey & Hill 

2011, 878）。このような背景から，２０１５年議会

選挙に向けて，政府は新たに選挙制度改革を協

議し，国レベルのパーセント条項を１０％に引き

上げること，選挙参加に必要な選挙資金の上限

を引き上げることなどが議論された。しかし，

このような選挙法の改正は，小政党の選挙参加

を困難にし，政党間の機会主義的な連合を促す

だけであるという反発も見られたため（Sabyr-

bekov 2015），新たな比例代表制での閾値は２つ

の意見の妥協点，すなわち�全国レベルの得票

が７％以上であること，�少なくとも０.７％以

上の得票を７つの州およびビシュケクとオシュ

の２つの都市のすべてで獲得すること，と定め

られた（OSCE/ODIHR 2015b）。様々な問題と課

題が提起されたが総じて競争的であったと評価

された２０１５年１０月４日の総選挙では，６つの政

党が議席を獲得し，アタンバエフ大統領の社会

民主党，元共和党のメンバーがつくった新党オ

ーヌグ党とキルギスタン党，そしてアタメケン

党が連立を形成した。

２．３．タジキスタン：

　　  小選挙区制ベースの混合制度の維持

　タジキスタンは，１９９１年１２月の独立後，計５

回の議会選挙を実施している（１９９５年２月，

２０００年２～３月，２００５年２～３月，２０１０年２～

３月，２０１５年３月）。その間，内戦中の１９９５年選

挙も含め，選挙は民主的といえるほど十分公正

で自由ではないが，野党参加が許され複数の候

補者が各選挙区に立候補しているという点で，

選挙権威主義体制であった。タジキスタン内戦

は，１９９７年に国連を中心とした国際仲裁によっ

て終結する。終結にあたって人民戦線と統一タ

ジク抵抗軍とのあいだに結ばれたモスクワ秘密

協定は反乱軍の幹部を政府に登用するよう取り

決めるなど，多極共存的な特徴をもっていた。

また，そうした内戦の終結は，政府に参入する

ことで様々なレントの恩恵に与ることができる，
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という強力な政治エリート間の合意によって導

きだされたものであった（Driscoll 2015）。強力

な体制派エリートを緩やかに束ねるなかで生み

出される政治の分権的傾向は，内戦終結以降，

ラフモンが権威主義体制を強化して徐々に野党

を弱体化させようとするなかでも見いだされる

（Markowitz 2012）。

　比例代表制へ徐々に移行したカザフスタンや，

バキエフ体制期に比例代表制を導入したキルギ

スとは対照的に，タジキスタンでは１９９５年以降，

若干の変更はあるものの小選挙区制ベースの選

挙制度が一貫して維持されている。１９９５年議会

選挙は，ソヴィエト期におこなわれた１９９０年選

挙と同じ選挙制度のもとでおこなわれ，総議席

１８１のすべてが絶対多数の小選挙区制のもとで

選出された。その後，２０００年議会選挙に向け，

１９９９年１２月に新たな選挙法が制定された。また，

同年９月のレファレンダムによる憲法改正で２

院制が採用された。下院の総議席６３のうち（７），

６５％にあたる４１議席を絶対多数の小選挙区制で

選出し，残りの２２議席の選出は国全体を１つの

選挙区とする比例代表制（５％の阻止条項あり）

で決められた。議席数や小選挙区制・比例代表

制の割合は変更されることなく，２００５年，２０１０

年，そして２０１５年に実施された議会選挙は，同

じ小選挙区制ベースの混合選挙制度下で実施さ

れた。

　カザフスタンやキルギスの小選挙区制下の選

挙と同様に，１９９５年と２０００年の議会選挙で選出

された議員には，多くの無党派議員が含まれて

いた。１９９５年議会選挙では，６２.４％にあたる

１１３の議員が，そして２０００年議会選挙では１６％

の１０名がどの政党にも属さない無所属議員であ

った（Grotz 2001, 465）。しかし，小選挙区制下

で無党派議員の増加を抑制し選挙競争を政党ベ

ースにするために純粋比例代表制へと移行した

カザフスタンやキルギスとは異なり，タジキス

タンは，２００５年議会選挙以後，立候補に際して

の供託金の額を大きくつり上げることで，無党

派候補者の数をコントロールしている（OSCE/ 

ODIHR 2005, 2010, 2015a）。その結果，２０１０年

議会選挙以降，すべての議員がなんらかの政党

に所属している。

　こうした小選挙区制ベースの選挙で，２０００年

選挙以降，与党として議会を掌握しているのが

ラフモン大統領の率いるタジキスタン人民民主

党である。２００５年選挙では深刻な選挙不正のも

とで６３議席中４９議席（７７％の議席率）を獲得し，

大統領を支える支配政党としての体裁を整えた。

以後２回の選挙でも同党は８０％以上の議席率を

保持している。このような支配政党としての地

位が，中央アジアの他の支配政党，例えばカザ

フスタンのヌルオタン党の支持動員戦略とどの

ように異なるのか，与党の「圧勝」と選挙制度

のあいだにどのような関連があると考えられる

のかについては，次節で検討する。

３．権威主義体制下の選挙制度の「改革」： 
いつ比例代表制を導入するのか

　前節では，カザフスタン・キルギス・タジキ

スタンの３つの選挙権威主義体制における選挙

制度の変遷を概観した。３カ国の経験は，選挙

制度の違いに応じて大きく以下の２つのグルー

プに分けることができる。第一のグループは，

純粋比例代表制を採用している後期ナザフバエ

フ体制（２００７年から現在のカザフスタン）とバ

キエフ体制（２００７年から２０１０年のキルギス）で

ある。そして，第二のグループは，純粋小選挙

区制あるいは小選挙区制ベースの混合制度を採

用していた前期ナザルバエフ体制（１９９１年から

２００６年），アカエフ体制（１９９１年から２００５年），

そしてラフモン体制（１９９４年から現在）である
（８）。選挙権威主義体制の選挙制度改革の要因

を検討する本稿の目的から，最も重要な問いは

次のものであろう。すなわち，いかなる条件下

で権威主義体制の指導者は選挙制度を小選挙区

制から比例代表制へと変化させるのであろうか。

　この重要な問いに対して，近年急速な発展を

遂げている権威主義体制の統治と選挙の研究が

十分な答えを提示しているとはいえない。他方，
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選挙制度の起源に関する研究は，１９世紀から２０

世紀初頭のヨーロッパ諸国の事例を中心に研究

が蓄積されてきたが，先行研究は先進民主主義

諸国を実証分析の舞台にしていた。ここでは，

民主主義下の選挙制度選択の主要研究を概観し，

選挙権威主義体制といかなる前提条件の違いが

存在すると考えられるか，検討する。

３．１．既存理論の再検討：

　　  民主主義体制下の選挙制度選択

　為政者がいつ選挙制度を変更するのかという

選挙制度選択の問題は，民主主義体制下の「ゲ

ームのルール」がいかに形づくられるのかとい

う観点から，旺盛な研究がなされてきた。先行

研究は，主に１９世紀後半から２０世紀初頭にかけ

てのヨーロッパ諸国，いわゆる先進民主主義諸

国の経験に基づいて分析をおこなってきた。こ

れらの研究は大きく，�政治的要因に着目した

説明と�経済的要因を重視した説明の２つの研

究群に分けられる（Leeman & Mares 2014）。

　第一の説明は，政党の強さと選挙制度の効果

に着目する政治的説明である。Boix (1999)は，

民主的選挙下の激しい政党間競争のもと，政府

与党がいかなる選挙制度を選択するかは，政府

与党と野党の選挙での強さの違いに由来すると

論じている（９）。選挙権が拡大され，新興野党勢

力（２０世紀初頭のヨーロッパの場合，社会主義

政党）が強力で，与党が複数の政党（ヨーロッ

パの文脈では，保守主義勢力と自由主義勢力）

からなっている場合，小選挙区制下での野党勢

力の「地滑り的」勝利を防ぐために，与党は比

例代表制へと選挙制度を変更する。逆に，野党

が弱く与党が一枚岩的な場合，小選挙区制が維

持される。彼は西ヨーロッパ諸国を中心とする

２３カ国のデータを用い，社会主義勢力が強く既

存政党の有効政党数が高いときに，比例代表制

が選択されやすい傾向にあることを示した。他

方，Calvo (2009)は，比例代表制が導入される見

込みは，既存政党がどれだけ「党派的バイアス」

（partisan bias）を回避したいかにかかっている，

と論じる。熾烈な政党間競争にさらされている

小選挙区制では，地域的に支持の偏っている政

党は，支持が地理的に拡散している政党よりも，

同じ得票率で多くの議席を獲得できる。したが

って支持の拡散している既存政党は，この「党

派的バイアス」を緩和するために，比例代表制

を導入するという。Calvo (2009)は９カ国の西

ヨーロッパ諸国のデータを分析し，仮説を支持

する分析結果を見いだしている。

　Boix (1999)と Calvo (2009)の主張は，２０世紀

初頭の西欧諸国の選挙制度選択を説明する上で

非常に有力であるが，選挙権威主義体制におい

ても同様の仮説が当てはまるかは定かではない。

第一に，多くの先進民主主義諸国が経験した社

会主義勢力の伸張，つまり強力な野党勢力の出

現は，ほとんどの選挙権威主義体制では見られ

ない。選挙権威主義体制の多くの国では，野党

勢力は脆弱で，ある程度の得票を上げ相応の議

席を獲得するが，選挙で与党を脅かし，圧勝す

る強力な動員能力をもつことは稀である。権威

主義下の脆弱な野党という条件下では，政府与

党の選挙制度選択の戦略的計算は民主主義下の

それと異なると想定される。第二に，一点目と

も関連するが，激しい政党間競争が展開される

先進民主主義諸国の選挙と比べると，選挙権威

主義体制の選挙は選挙不正や選挙法の規定など

によって政治競争に制限があり，「党派的バイ

アス」が生じる前提を欠いている。第三に，野

党が脆弱で政治競争は十全でないにもかかわら

ず，カザフスタンのように比例代表制へ移行す

るケースがしばしば見られた。逆に，キルギス

のアカエフ政権やタジキスタンのように，与党

は必ずしも強力でなく選挙不正なしに選挙に圧

勝できないにもかかわらず，小選挙区制が維持

される事例もあった。選挙権威主義諸国の多国

間統計分析でも，与党得票率が２５％以下になる

まで，小選挙区制は野党に有利な議席バイアス

をもたらさないことが示されている（Higashi-

jima & Chang 2015）。選挙権威主義体制の経験

は，Boix (1999)と Calvo (2009)の説明が，その

69中央アジア諸国における選挙制度の「改革」



まま独裁制には当てはまらないことを示唆して

いる。

　第二の説明は各国の経済構造から選挙制度の

分岐を説明する経済的アプローチである。Cu-

sack, Iversen, & Soskice (2007)は，２０世紀初め

のヨーロッパで右派政党が比例代表制を選択す

るかどうかは，経営者団体と労働組合が協調的

な関係にあったかに依存すると主張する。団体

交渉や技術形成に関して階級を超えた合意形成

が可能な意思決定過程をもつ国では，比例代表

制を導入したときに分配をめぐる紛争が起きに

くくなる。ゆえに比例代表制への移行が進みや

すくなるという。他方，Rogowski (1987)は国際

的経済要因に着目し，貿易依存的な国ほど，比

例代表制を導入する傾向にあると主張した。経

済を開放すると，国際市場での競争性を保つた

め，政府は国内の保護主義勢力に抗し，高い経

済効率性を追求し，安定した価格を維持する必

要が出てくる。選挙区が一般に大きな比例代表

制では，各地域あるいは各産業からの圧力や要

求を効果的に封じ込めることができる。したが

って，貿易依存的な国では，政府与党は比例代

表制に移行しやすくなる，というわけである。

　しかし経済的説明も残念ながら，中央アジア

諸国ひいては選挙権威主義体制の選挙制度選択

を説明するのに十分であるとはいえない。第一

に，政治的説明と同様に経済的説明も分配をめ

ぐる競争が深刻化するほど強力な政治競争を前

提としているが，すでに述べたようにそうした

前提は中央アジア諸国をはじめとした選挙権威

主義体制に当てはまらない。第二に，選挙権威

主義体制および中央アジア諸国では，Cusack 

et al. (2007)らが拠り所としているような，自由

市場型経済と調整市場型経済からなる「資本主

義の多様性」（Hall & Soskice 2001）は体系的に

存在するとはいえない。

　以上より，民主主義諸国の経験から提示され

た選挙制度の選択に関する既存理論は，中央ア

ジア諸国を含む選挙権威主義体制の選挙制度の

違いをうまく説明できないことがわかる。それ

では，いかなる条件下において権威主義体制の

指導者達は小選挙区制から比例代表制，あるい

は比例代表制から小選挙区制へと選挙制度を変

更するのであろうか。

３．２．権威主義体制下の選挙制度選択：

　　 議席バイアス，体制内力学，動員資源分布

　選挙権威主義体制と民主主義体制のあいだに

は，様々な相違がある。そして，選挙選択を考

える際に考慮すべき要因も，数多くあるだろう。

しかし，選挙制度選択のロジックを考えるにあ

たって，本稿で着目する重要な事実は，選挙権

威主義体制下の野党は，経済資源や支持動員能

力の面で選挙に勝利できるほど十分に強くない

という点である。この事実は，小選挙区制と比

例代表制のいずれを選択するのか，という与党

側の戦略的計算を，民主主義下のそれと全く異

なるものにしうる。

　Rokkan (1970)や Boix (1999)が論じたとおり，

　２０世紀初頭のヨーロッパ諸国のように野党勢

力が選挙上非常に深刻な脅威である場合，小選

挙区制の維持は与党にとってリスクの高いもの

である。民主主義下では，野党勢力が与党に比

肩しうる得票能力をもつため，伯仲した選挙競

争のもと，小選挙区制は少しの得票率の差で，

野党の地滑り的勝利をもたらすかもしれないか

らである。他方，与党優位を保証する経済資源

や選挙不正の存在により，野党勢力の票の動員

能力が高くない選挙権威主義体制下では，小選

挙区制は与党の議席率を得票率以上に引き上げ

て，与党にのみ有利な「議席プレミアム」をつ

くり出す。小選挙区制は，大政党の議席に有利

なようバイアスがかかる選挙制度であり，選挙

権威主義体制下の大政党とはほとんどの場合，

体制政党だからである。そうであるならば，政

府与党は選挙で圧倒的勝利を飾るために必要な

票を得られるほど強くない場合，小選挙区制に

依存し，議席プレミアムの助けを借りて選挙で

の「圧勝」と議席占有をつくり出そうとするだ

ろう。
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　１９９０年代のカザフスタン，アカエフ期のキル

ギス，そしてタジキスタンの事例をみると，小

選挙区制下の与党有利の議席バイアスは，強く

存在している。これら３つの事例では，いずれ

も当時の大統領たちは自前の動員能力を十分に

もたず，与党勢力の得票率，それにともなう議

席率はどちらも概ね低かった。すでにアカエフ

体制や１９９０年代のナザルバエフ体制をみて確認

したとおり，与党勢力はしばしば複数の政党か

らなり議席数も総じて低く，体制寄りとはいえ

無党派議員が多かった。こうした中，小選挙区

制下の議席プレミアムは議会支配をつくりだす

ために大きな役割を果たした。例えば，カザフ

スタンの１９９５年選挙で選出された議員は，平均

で６１％の票を得ていたが，体制寄りの無党派議

員を含む与党議員は，８０％もの議席を占めてお

り，政府与党側が１９％もの議席プレミアムを享

受していたことがわかる（Central Election Com-

mission of Kazakhstan 2010）。また１９９９年議会

選挙でも，小選挙区制部分で親大統領な議員

（与党所属と無党派を含む）は６１.７％の得票で

８０.６％の議席を獲得していた（von Gumppen-

berg 2001, 420-423）。他方，当時の主要野党で

あったカザフスタン共産党は，１７.７％の得票を

上げたにもかかわらず，３.９％の議席率しか獲

得できず，小選挙区制の与党バイアスによって

議席を減らしていた（von Gumppenberg 2001, 

420-423）。タジキスタンの２０１５年議会選挙でも，

与党の人民民主党は比例代表制部分で６５.２％の

得票しか獲得していなかったが，小選挙区制部

分で８５.３％の議席を獲得して，総議席の８１％を

占めた（Yuldoshev 2015; OSCE 2015, 30）。与党

に有利な議席バイアスは，それ以前の２０１０年と

２００５年のタジキスタン下院選挙でも確認される
（１０）。小選挙区制の生み出す議席バイアスは，

選挙不正や選挙法の操作だけでは達成しがたい

大統領政党の圧倒的優位をつくり出していたこ

とが分かる。そして，そのような小選挙区制を

活用した議会支配の維持と選挙での「圧勝」は，

とりわけ権威主義体制の指導者の動員能力が低

いときに，重要な意味をもってくるのである。

　しかしながら，選挙権威主義下の小選挙区制

は，政府与党有利の議席プレミアムを生み出す

一方，第２節で中央アジアの諸事例を見て分か

ったとおり，統治エリート間の凝集性を阻害す

るという副作用をもつ。小選挙区制のもとでは，

選挙区が小さいため，その地域に濃密なパトロ

ネジ・ネットワークをもち，したがって高い動

員能力をもつ地元有力者の選挙上の協力が非常

に重要なのである。そのため，中央の政治指導

者は，中央と地方の議員や高級官僚などの重要

な官職と引き換えに，地方エリートの有力者に

地方の票を動員するよう呼びかけるが，この独

裁者と統治エリートの「選挙契約」は，体制支

持をアウトソーシングし，地方エリートの動員

能力に選挙勝利の多くを委ねている点で，自律

的な統治エリートの勃興を促進しがちである。

例えば，２００４年カザフスタン議会選挙において，

与党陣営は２１％もの議席プレミアムを得ていた

が，６７の選挙区のうち，３８の選挙区で与党候補

者同士あるいは与党候補者が候補者調整に失敗

しており（１１），オタン党以外の与党は単なる衛星

政党ではなく，かなりの程度自律的だったとい

われている（Issacs 2013, 17）。純粋小選挙区制

のもとで争われたキルギス２００５年議会選挙でも，

そうした体制派候補者同士の同士討ちが頻繁に

おこっていた（宇山 ２００６）。候補者レベルの詳

細なデータがないために小選挙区制下での選挙

競争がいかなるものか，タジキスタンの事例に

ついては詳しく検討できない。しかし，タジキ

スタンにおいて地方エリートの力が非常に強く，

実際のところかなり分権的な統治構造になって

いるという事実は，先行研究で指摘されている

ところである（Markovits 2012; Driscoll 2015）。

　地元選挙区で高い動員能力をもつ体制派エリ

ートが，大統領のエージェントとして自前の資

源を用いて体制の選挙勝利に貢献することは，

体制内での彼らの発言力を増大させ，結果的に

大統領にとり体制運営の足かせとなりうる。そ

こで，自律的なエリートの伸張を防ぐうえで効
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果的になるのが，選挙区の規模を拡大して選挙

競争をより大きな地域を単位にしておこなう，

つまり比例代表制に近い選挙制度を採用する戦

略である。これにより，地方エリートとの選挙

協力やエリートの個人資源よりも，独裁者自身

の有する全国的な「行政資源」，そして票を動員

しうるある程度制度化された政党組織こそが，

選挙での圧倒的勝利のうえで重要になる。こう

した戦略的計算をもとに，比例代表制へと選挙

制度を移行させたと考えられるのが，２００７年カ

ザフスタン議会選挙前のナザルバエフ大統領と，

２００７年キルギス議会選挙前のバキエフ大統領で

ある。すでに述べたように，両大統領ともに国

全体を１つの選挙区とする比例代表制を敷き，

選挙制度変更に前後して，全国レベルの動員能

力を備えうる与党を結成した。そして，両者と

もに地域に地盤をもつだけでは選挙で勝利する

ことを困難にする規定を盛り込んだ。キルギス

では上述したように，９つの州と都市のすべて

でまんべんなく０.５％以上得票することが議席

獲得の要件とされた。また，カザフスタンにつ

いても，政党結成に５０,０００人以上の署名が必要

とされ，さらに上述したとおり，当選議員の決

定は議席配分決定後，アルファベット順に記載

された政党リストの候補者から党が当選者を決

定するという，中央の意向が色濃く反映される

制度変更がなされている（１２）。

　比例代表制への選挙制度移行が体制の安定性

や正統性を切り崩さずに進むために，少なくと

も２つの条件が必要になる。第一に，比例代表

制への移行に地方エリート達が同意するほど，

大統領の権力と動員能力は盤石で，大統領はこ

れからも強力でありつづける，という了解が存

在する必要がある。大統領が比例代表制への移

行を提案したとしても，その提案を他のエリー

トが受容するかについては，選挙制度が選挙後

の彼我の力関係に及ぼす効果を考えると，大い

に交渉の余地がある（１３）。現に，すでに少し触れ

たが，大統領が脆弱で，地方の体制派エリート

の協力に依存していた１９９０年代前半のキルギス

では，アカエフ大統領の比例代表制提案は，議

員の強硬な反対にあった（Jones Luong 2002）。

他方，カザフスタンでは，天然資源輸出による

財政資源の増大と急速な経済成長，それにとも

なう中央政府に対する地方政府の財政的従属化

により，大統領の求心力がこれからも高まると

いう期待が形成されていた（Higashijima 2015）。

そうした見込みは，大統領に抵抗するよりも，

「勝ち馬」に乗るように体制に従属したほうが

よいという統治エリートの戦略的計算につなが

り，結果的に大統領の比例代表制の提案を他の

エリート達に受諾させたと考えられる。

　第二に，比例代表制への移行は，小選挙区制

下で享受していた議席プレミアムを減じさせる

ため，圧倒的勝利を手にするために大統領とそ

の支配政党は，より強力な動員能力を有さなけ

ればならない。カザフスタンでは，１９９９年から

２００７年まで一貫して，主に経済資源の分配によ

る支持動員能力の高まりが見られた。１９９９年，

２００４年，２００７年議会選挙における与党の得票率

は，それぞれ５４.７５％（オタン党・農民党・市民

党を合わせた数字），７９.０６％（オタン党・アサ

ル・アイストブロックを合わせた数字），８８.４１ 

％であり，与党支持が高まっていることが分か

る。全体として選挙不正による水増し効果も確

かにあるが，OSCEの選挙監視レポートを比較

すると，選挙不正の度合いは１９９９年選挙の方が

高かったと判断することができ（Higashijima 

2015, 126-135），得票率の増加は，選挙不正をさ

らに強化した結果というより，大統領とその政

党が経済分配によって票の買い取り能力を上昇

させた事実に依るところが大きい。また，２００７

年と２０１２年議会選挙では，脆弱な野党勢力と

７％条項が影響して，ヌルオタン党は，それぞ

れ１１.６％と３％の議席プレミアムを得ているが，

この数字は，２００４年議会選挙までの２０％近くの

議席バイアスに比べるとずっと小さい。上記の

２つの条件を満たした上で比例代表制へと選挙

制度を移行させ，実際に圧倒的勝利を飾ること

は，大統領の強さの積極的な誇示を可能にし，
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体制の強化と安定化に正のフィードバックをも

たらしたといえる。

　他方，キルギスのバキエフ大統領による比例

代表制への移行と支配政党アクジョルの「圧倒

的勝利」は，根強い地域的亀裂を補うための政

治的抑圧，そして露骨な選挙不正によってはじ

めて達成されたものであった。つまり，上述し

た２つの条件を無理矢理満たすために，非常に

抑圧的な手段に頼り，コンセンサスよりも武力

と不正に依存するところが大きかった。したが

って，そのような選挙勝利が体制の正統性を高

めることはなく，政治的抑圧の強化の悪循環の

なかで，人々の不満が抗議運動と蜂起につなが

り，体制はあっけなく崩壊した。キルギスのバ

キエフ体制の事例は，支持動員能力が不十分な

もとでの比例代表制への移行という戦略的失敗

が，強権政治への依存を強め，結果的に体制を

脆弱化する負のフィードバックをもたらす可能

性を示唆する一事例であるといえるかもしれな

い。

４．結論

　本稿では，選挙権威主義体制下の選挙制度選

択の決定要因とその帰結について，中央アジア

のカザフスタン・キルギス・タジキスタンの経

験を踏まえながら，考察を深めてきた。３カ国

の「選挙制度改革」の変遷を簡単に概観した後，

統治エリート間の権力資源分布と体制内力学，

そして小選挙区制のもたらす与党陣営への議席

プレミアムの関係から，中央アジアの事例が，

独裁制下の選挙制度変更の理論にいかなる教訓

をもちうるのか，考えてきた。脆弱な野党しか

存在しない選挙権威主義体制下では，２０世紀初

頭のヨーロッパの先進民主主義諸国とは対照的

に，小選挙区制は与党の議席率を得票率以上に

増幅させる。しかし，そうした小選挙区制は，

独裁者と地方の統治エリートの力関係に関して，

統治エリートの自律性を促進するかたちで機能

するため，体制運営の円滑化にとって脅威とな

りうる。したがって，おもに財政資源を用いて，

市民の自発的動員能力を全国的に引き出せる独

裁者は，比例代表制を選好する。こうした思惑

で比例代表制への移行を決定したと考えられる

事例が，２００７年議会選挙前のカザフスタンのナ

ザルバエフ体制であった。逆に，議席プレミア

ムと地方エリートの動員能力に頼らざるを得ず，

小選挙区制を維持しているのが，アカエフのキ

ルギス，１９９０年代のカザフスタン，そしてタジ

キスタンのラフモン体制であった。一方，バキ

エフ大統領による比例代表制の選択は，支持動

員能力を欠いていたにもかかわらず，ロシアや

カザフスタンに倣って比例代表制を選択した結

果，他の政治エリートへの戦略的考慮を欠いた

制度設計となった「失敗事例」であった。

　本稿の分析視角と仮説が，選挙権威主義体制

のすべてのケースを説明しうると筆者は考えて

いない。国内の動員資源分布と体制内力学，小

選挙区制のもたらす議席バイアスのダイナミズ

ムの他にも，たとえば隣国の選挙制度に倣って

選挙制度を変更したり，国際的圧力で特定の選

挙制度を採用したりするなど，他の有力な要因

は無数に存在するからである。また，すでに分

析で示唆されているとおり，権力資源分布が特

定の選挙制度をもたらすこともあるし，選挙制

度がその後の権力資源分布を形づくることもあ

る。つまり，選挙制度選択をはじめ，権威主義

体制下の制度選択を考えるにあたり，内生性問

題は避けてとおれない（Pepinsky 2014）。厳密

な因果推論をおこなうためにクリアすべき方法

論上の問題を，国レベルの比較事例分析におい

て解決することは，自然実験的状況を見いださ

ないかぎり，不可能に等しいだろう。しかし，

具体的事例の体系的な比較分析は新たな理論的

視角と仮説の発見をもたらし，それは因果仮説

の厳密な実証と並び政治学の発展の両輪をなす

ものである。今後は，中央アジア諸国から得ら

れた理論的知見を，他の要因を体系的に統制し，

因果関係の向きをより厳密に特定できる統計的

手法をつうじて，地域横断的に検証することが

必要になるだろう。
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（１）　本稿では，閉鎖的権威主義体制のウズベ
キスタンとトルクメニスタンを検討しない。
選挙競争のない閉鎖的権威主義体制の選挙に
おいて，選挙制度の意味は減じられるか，あ
るいは選挙権威主義体制の選挙制度とはその
起源と帰結がかなり異なるものになるからで
ある。

（２）　中央アジア諸国における政治体制と選挙
不正の変遷については，東島（２０１３）を参照。

（３）　カザフスタンの選挙制度についての分析
は，Gumppenberg (2001)，Jones Luong (2002)，
Issacs (2011)，湯浅（２０１１）などを参照。

（４）　同時にこの憲法改正では，ナザルバエフ
大統領の３選を可能にする条項（大統領は５
年任期で最大２期までしかつとめられないが，
初代大統領はその限りではない）も盛り込ま
れた。

（５）　２０１０年キルギス憲法では，これまでの大
統領制から半大統領制的な執政府－議会関係
が規定され，大統領ではなく議会が内閣形成
をおこなう権限があることなどが明記されて
いる。

（６）　実際に世界の政治体制の政治競争の度合
いを評価するポリティⅣによれば，キルギス
は２０１０年以降，「民主主義」へ移行したと考え
られている（http://www.systemicpeace.org/pol 
ity/kyr2.htmを参照）。

（７）　上院議員は，間接選出あるいは大統領任
命によって選ばれる。

（８）　すでに少し解説したように，選挙制度改
革は現在も進行中であり重要な研究課題であ
るが，選挙権威主義体制の選挙制度を考える
本稿では扱わない。

（９）　Calvo (2009)の「党派性バイアス」（par-
tisan bias）も含め，原初的アイディアは Rok-
kan (1970)に由来する。彼らは Rokkan (1970)
のアイディアを精緻化し厳密な実証分析をお
こない，選挙制度選択の研究を再活性化させ
た。

（１０）　Inter-Parliamentary Unionの２００５年（http: 
//www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2309_05.ht 
m）および２０１０年（http://www.ipu.org/parline-
e/reports/arc/2309_10.htm）の下院選挙の選挙
データを参照して議席バイアスを計算すると，
与党はそれぞれ１３.２６％，１６.２６％だけ比例代
表制部分の得票率より多く議席を獲得してい
る。

（１１）　Nurmukhamedov and Chevotariev (2005)

がまとめた選挙統計データより筆者が計算。
（１２）　拘束式の比例代表制が政党規律や政党の
凝集性を高める効果をもつことは民主主義諸
国を対象とした分析でも，つとに指摘されて
いる。例えば Hix (2004)を参照。

（１３）　この視点から，９０年代初頭の中央アジア
諸国の選挙法制定を分析したものとして
Jones Luong (2002)がある。
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