
はじめに

　立法組織における人事――誰にどの役職を配

分するか――は，議員の再選（Weingast and 

Marshall 1988; Pekkanen et al. 2006; Stratmann 

and Baur 2002）や，組織内の権力構造や一体性

（Cox and McCubbins 2007），組織の政策能力

（Krehbiel 1991）などを規定する重要な要因であ

る。それゆえ，立法組織内の人事に関しては，

これまで，アメリカ（Cox and McCubbins 2007; 

Krehbiel 1991; Shepsle 1978; Shepsle and Wein-

gast 1981; Weingast and Marshal 1988），ドイツ

（Stratmann and Baur 2002），アルゼンチン，コ

スタリカ，ベネズエラ（Crisp et al. 2009），ニュ

ージーランド（Nemoto et al. forthcoming）など，

様々な国を対象として多くの分析が行われてき

た。

　日本に関しても，１９５５年から２００９年の半世紀

以上にわたる自民党の長期一党支配のもとで，

与党自民党内での人事システムは高度に制度化

されたこともあり，内閣，国会，党における役

職配分に関して，豊富な研究が蓄積されてきた

（川人 １９９６；河野 １９９１；Nemoto et al. 2008;佐

藤・松崎 １９８６）。しかし，優れた知見の蓄積の一

方で，従来の研究は概ね自民党のみを対象と

し，さらに中選挙区制下で形成・発展した人事

制度を前提とする傾向があったため，自民党の

ルールは，党固有の特徴，中選挙区制をはじめ

とする制度条件，普遍的要素のいずれに由来す

るものなのか必ずしも明らかになっていない
（１）。

　自民党の人事システムは，中選挙区制のもと

での党の長期支配とともに確立され，小選挙区

比例代表並立制下で受け継がれていった。それ

に対し，民主党は党自体が小選挙区比例代表並

立制のもとで誕生したように，その人事システ

ムも小選挙区比例代表並立制のもとで形成され

ている。自民党との比較の観点から民主党の人
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要旨：本稿では，中選挙区制度下で確立された自民党の役職配分パターンとの比較の観点
から，小選挙区比例代表並立制下で２００９年に政権に就いた民主党は，党の一体性維持，得
票の増大，政策形成を実現するうえで，どのような役職配分パターンを行っているのかを
検討する。分析からは，民主党は，自民党と同様に年功序列型人事と党内のグループ均衡
型人事によって党内の一体性維持を図っている一方，自民党が行ってきたような，党の得
票拡大のために選挙に弱い議員に優先的に役職を与えることや，与党経験の乏しい時期に
官僚出身者を積極的に登用して政策形成を推進するようなことはしていないことが示され
た。自民党と民主党が党の一体性維持のために同じ手段を用いているのは，中選挙区制と
小選挙区制の間で，政党内対立の深刻さやリーダシップの強さに違いがあるものの，党の
一体性確保の手段自体は同じであるからと考えられる。一方，両党の得票拡大手段が異な
るのは，自民党が中選挙区制のもとで候補者中心の集票システムを確立し，それを小選挙
区制のもとでも利用し続けているのに対し，民主党は小選挙区制のもとで政党中心の集票
活動を行っているからと考えられる。
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〈特集１　政治家のキャリア・リクルートと選挙戦略〉
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事システムを分析することは，異なる制度条件

（特に選挙制度）のもとでの党の権力構造や議員

の選挙誘因の違いは，人事システムにいかなる

違いをもたらすのかを検証する格好の機会とな

るだろう。

　本稿では，２００９年９月に発足した鳩山由紀夫

内閣，２０１０年９月に発足した菅直人改造内閣，

２０１１年９月に発足した野田佳彦内閣での民主党

議員への内閣，国会の役職配分を分析すること

で，政党が党の一体性維持，得票の増大，政策

形成を実現するうえで，どのような役職配分パ

ターンを行っているのかを検討する。なお，与

党の役職と野党の役職では価値や就任すること

で得られる便益が大きく異なるので，野党時代

はひとまず分析に含めない。また，２０１０年６月

に発足した菅内閣，２０１１月１月に発足した菅再

改造内閣，２０１２年１月に発足した野田改造内閣

は，多くの役職が再任であるため，分析の対象

から外す。

　分析からは，民主党は，自民党と同様に在職

期間に基づく年功序列型人事と党内のグループ

間の勢力比に基づくグループ均衡型人事によっ

て党の一体性維持を図っている一方，自民党が

行ってきたような，党の得票拡大のために選挙

に弱い議員に優先的に役職を与えることや，与

党経験の乏しい時期に官僚出身者を積極的に登

用して政策形成を促進するようなことはしてい

ないことが示された。自民党と民主党が党の一

体性維持のために同じ手段を用いているのは，

中選挙区制と小選挙区制の間で党内対立の深刻

さやリーダシップの強さに違いがあるものの，

党の一体性確保の手段自体は同じであるからと

考える。一方，両党の得票拡大手段が異なるの

は，自民党が中選挙区制のもとでの候補者中心

の集票システムを確立し，それを小選挙区制下

でも利用し続けているのに対し，民主党は小選

挙区制のもとで政党中心の集票活動を行ってい

るからである。

　本稿の構成は以下の通りである。第１節で，

自民党政権下での役職配分パターンとその合理

的説明について振り返る。第２節では，小選挙

区比例代表並立制下での民主党政権ではいかな

る役職配分パターンがあらわれるのかについて

本稿の仮説を提示する。第３節では，本稿の分

析対象とする鳩山政権，菅政権，野田政権での

内閣，国会，党の議員の役職決定過程について，

誰がどの役職を決定したのかという点と，どの

役職から決定されていったのかという点に特に

注目しつつ，記述する。第４節では，本稿の仮

説を検証するためのデータセットと方法論につ

いて説明し，第５節で，仮説の検証を実行する。

なお，自民党の役職配分とその合理性について

は，従来の研究で概ね合意が見られることと紙

幅に限界があることから，従来の研究に依拠

し，本稿で独自の分析は行わない。

１　自民党政権下での役職配分

　自民党の長期政権下での具体的な役職配分の

パターンとしては，広く知られる�派閥均衡型

人事と�当選回数に基づく年功序列型人事に加

え，�選挙に弱い議員への再選に有利な役職の

配分，�結党初期の段階における官僚出身者の

抜擢が指摘されてきた。以下，個々に役職配分

ルールを検討する。

１．１　政党の一体性の維持：

　　　　　派閥均衡型人事と年功序列型人事

派閥均衡型人事

　派閥均衡型人事と年功序列型人事は，政権維

持や政策形成のために政党の一体性を確保する

ための役職配分ルールであると言える。まず，

派閥均衡型人事は，佐藤・松崎（１９８６）によれ

ば，派閥勢力比型，派閥代表型，全員参加型の

３種が存在する。このなかでも，自民党内で議

員と派閥が最も強い関心を寄せ，さらに研究者

がそのメカニズムについて多くの分析を行って

きたのは，「派閥所属議員の実数にほぼ比例し

た形で役職を各派に配分する」方式である派閥

勢力比に基づく大臣ポストの配分である。各派

閥にいくつの役職を配分するかは，総理大臣の
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派閥に対する態度を表す象徴的なものの１つで

あり，同時に，派閥による総理大臣への態度を

左右する要素である。

　自民党内で派閥均衡型人事が制度化された理

由について，河野（１９９１）； Kohno (1992)は，総

裁派閥や主流派は，将来にわたって主流派であ

り続けられる保証はなく，将来期において，現

在の非主流派と立場が入れ替わった際に仕返し

をされることを避けるためとする。さらに，川

人（１９９６）は，自民党を派閥による連合体とみ

なし，自民党が派閥連合として過大規模連合で

ある時期は，一派閥が離党しても党は過半数の

議席を維持できるため，主流派優遇人事が行わ

れやすいのに対し，最小勝利連合である時期

は，反主流派の離党は党の野党転落の危機を招

くため，派閥勢力比型の大臣ポスト配分が行わ

れるとする。

年功序列型人事

　派閥均衡型人事とならんで，自民党において

高度に制度化されてきたのは，当選回数に基づ

いて役職が配分される年功序列型人事である。

佐藤・松崎（１９８６）によれば，「当選１回はいわ

ば見習い期間であり，当選２回で国会常任委員

会の理事，政務次官，政務調査会の副部会長，

３回で同部会長に起用される」。「当選４回にな

ると中堅として副幹事長，幹事長直属の局長な

ど，党務執行の実質的責任を分掌する役職につ

く」。「当選５回から『入閣資格』が生じる」と

いう（p. ３９）。

　自民党内で年功序列型人事が制度化された理

由について，川人（１９９６）は，経歴の長い議員

がより大きな政治的影響力をもつ点に着眼す

る。そのうえで，彼は，Shepsle and Nalebuff 

(1990)などの研究を踏まえつつ，新人議員と比

較して地元に利益誘導しやすい現職議員の再選

に有利である点や，経歴の短い議員が一定の負

担をする代わりに，経歴の最後にフリー・ライ

ドする特権を与えられる戦略が，組織における

公共財供給の観点から，自分の全期間における

効用最大化につながる点に，年功序列型人事の

合理性を見出す。また，Nemoto et al. (2008)は，

年功序列型人事のもとでは，政策決定過程への

参画や利益誘導のための資源獲得など，議員が

党に所属することから得られる便益は，長期に

在籍すればするほど高まるため，年功序列型人

事は，所属議員に党への長期の忠誠を促すと主

張する。

１．２　得票や政権の獲得・維持：

　　　　　選挙事情に応じた役職の配分

　政府，議会，政党内には，有権者の利益を実

現することで再選につながりやすい役職とそう

ではない役職が存在する。例えば，日本では，

有力な業界団体が存在し，補助金，公共事業，

優遇税制，産業保護などによって業界に利益を

もたらす代わりに組織的な票や資金を得られる

農林水産，商工，建設分野は「御三家」と言わ

れ，議員はそうした分野を管轄する国会の委員

会や党の政務調査会部会への所属を競った（猪

口・岩井 １９８７）。

　Pekkanen et al. (2006)は，自民党内では，党全

体の議席を維持・拡大するため，再選に有利な

役職は選挙に弱い議員に与えられていることを

明らかにしている。具体的には，１９９６年から

２００３年までの小選挙区比例代表並立制下におい

て，内閣，国会，党内での役職就任状況を分析

し，選挙に有利となる分配分野（建設，運輸，

商工，農林水産，地方行政，予算，郵政）の役

職は，小選挙区で落選し比例代表で当選した議

員や，小選挙区に立候補した議員のうち選挙に

弱い議員が得ていることを示している。

１．３　政策形成：官僚出身議員の優遇

　佐藤・松崎（１９８６）によれば，「６０年代まで，

自民党政権における官僚出身者の役割は極めて

大きかった」（p. １０１），「戦後改革により立法府

の地位と役割が飛躍的に高められた結果，与党

指導者には行政能力がとりわけ求められるよう

になった。占領期から自民党政権の初期まで，
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高級官僚出身議員が政治の要職に抜擢されるこ

とが多かった理由は，ここにある」（p. ２３０）と

される。つまり，自民党政権の初期の段階で

は，官僚出身議員の行政能力を利用するために

彼らを要職に抜擢していたのである。

２　選挙制度と役職配分システム

　上記の自民党の役職配分ルールは，党固有の

特徴，中選挙区制をはじめとする制度条件，普

遍的要素のいずれに由来するものなのだろう

か。これらの問いに答えるために，本節では小

選挙区比例代表並立制下で民主党がどのような

役職配分ルールを築きつつあるのか理論的に検

討する。

２．１　政党の一体性の維持：

　　　　　派閥均衡型人事と年功序列型人事

派閥均衡型人事

　まず，自民党の派閥の存在自体が中選挙区制

が作り出した政党の権力構造や議員の選挙誘因

からの強い影響を受けて発展してきたため，当

然派閥均衡型人事も中選挙区制ゆえに定着した

のは，多くの研究が指摘するところである

（e.g., Cox and Rosenbluth 1993; Cox et al. 1999; 

Cox et al. 2000; Köllner 2004; Park 2001; Kraus 

and Pekkanen 2004; Ramseyer and Rosenbluth 

1993）。１つの選挙区から原則として３～５人

の候補者が当選する中選挙区制度のもとでは，

衆議院で過半数以上の議席獲得を目指す与党自

民党は，各選挙区に複数の公認候補者を擁立す

る。そこでは，自民党の候補者による政党内競

争が展開され，自民党候補者が同じ自民党の候

補者よりも多くの票を得て当選するためには，

政党の評判や支援だけでは不十分である。それ

ゆえ，政党に代わって，候補者に公認と資金を

与え，政党内競争を勝ち抜く支援をしてきたの

が派閥である。派閥は，自民党の候補者が選挙

で勝利するために重要な存在であり，そうした

重要性を背景に，与党・政府の政権運営や政策

形成に対しても，強い影響力を行使してきた。

　しかし，中選挙区制のみが自民党内での派閥

の存在理由であったわけではない。派閥は中選

挙区制以前から存在しており，派閥の起源自体

は中選挙区とは無関係であるとされる。派閥の

起源は，１９５５年の自民党結党以前の旧自由党系

と旧民主党系の対立にさかのぼることができ，

その出現理由をめぐっても党が自前で資金や人

材を調達することができず，代わってその役割

を担った実力者を中心に派閥が形成されたと指

摘される（居安 １９８４：第３章）。中選挙区制下

での政党内競争と並んで自民党内の派閥が発展

した理由として指摘されるのは，所属議員や一

般党員・党友による総裁公選である（e.g., Cox 

and Rosenbluth 1993; Cox et al. 1999; Cox et al. 

2000; Krauss and Pekkanen 2004; 佐藤・松崎 

１９８６：第３章）。内閣総理大臣を狙う有力議員

は，総裁選で自身に投票する議員を安定的に確

保しなくてはならない。そのために，派閥が組

織化され，派閥の領袖はメンバーから総裁選で

支持される代わりに，彼らに資金と選挙での党

の公認と並んで役職を与えてきた。派閥メンバ

ーからの忠誠を得たり，派閥の影響力を拡大し

たりするために，派閥は役職獲得競争を展開し

た。そうした競争を緩和し，党の一体性を確保

するために構築されたのが，派閥均衡型人事で

あった。

　小選挙区制のもとで民主党は派閥均衡人事を

実施するのだろうか。民主党には，概ね鳩山グ

ループ，小沢グループ，菅グループ，羽田グル

ープ，川端グループ，横路グループ，前原グル

ープ，野田グループの８つのグループが存在す

る。グループの形成とそこへの所属は，出身政

党，支持団体，政策・信条，人間関係，初当選

時の選挙支援などに基づく。中選挙区制時代に

自民党の派閥が強固な結束を誇り，小選挙区比

例代表並立制のもとでも一定程度結束が維持さ

れたのに対して，民主党内のグループは，出入

り自由で，複数の派閥に所属しているなど，結

束力は弱い（板垣 ２００８；伊藤 ２００８）。

　しかし，党代表選挙において，グループを単
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位とした選挙競争が行われることが多い。板垣

（２００８）によると，「抗争が最も激しくなるのは，

『代表選挙』のときである」（p. ７７）という。民

主党では，１９９６年の結党から２０１１年までの間に

１５回の代表選出を行っており，そのうち９回が

公選による。選挙においては，各グループが必

ずしも一体的に同一の候補者を支持するわけで

はないが，立候補には当国会議員の２０名以上の

推薦が必要となるし，候補者擁立や票固めが一

定程度グループに基づくことは多い。民主党内

において，代表選挙の存在などを主な要因と

し，グループが一定程度の結束を誇り，またグ

ループ間での対立が存在する以上，政権運営に

あたって，一方のグループを厚遇し，他方のグ

ループを冷遇すると，冷遇されたグループが反

対することで（特に，与党が過半数の議席を維

持できないまでに反対勢力を集めることで），

政権の維持や法案の成立が困難になる可能性が

ある。こうした事態を防ぐために，民主党政権

は，派閥均衡型人事を行うことで，各グループ

からの支持を調達し，円滑な政権運営や政策形

成を実行しようとすると予測される。

年功序列型人事

　議員が党に長期に在職すればするほど，より

上位の役職を得て政治的影響力を行使できるよ

うにすることで，離反や造反を防ぎ，党への忠

誠を確保しようとする年功序列型人事は，選挙

制度とは直接に関係のない広範な適応可能性の

ある組織の一体性確保手段である（Shepsle and 

Nalebuff 1990）。ただし，上述の通り，選挙制度

の変更によって政党内競争が政党間競争へ移行

したため党執行部が議員の公認への影響を強め

（Cox et al. 1999; Krauss and Pekkanen 2004），除

名や選挙での公認取り消しなどの手段によっ

て，議員を統制しやすくなった。ただし，その

場合でも，所属議員の除名は党の議席減につな

がり，またそもそも議員が離党覚悟で反対して

きた場合の有効な対抗策にはならない。したが

って，新選挙制度下においても，年功序列型人

事によって，所属議員からの忠誠を獲得するこ

とは，党の一体性を保つための効率的な手段で

あろう。以上から，小選挙区制のもとでも，民

主党は，党内宥和のために，在職年数に基づく

年功序列型人事を行うと予測される。

２．２　得票や政権の獲得

　党所属議員を選挙に強いか弱いかという視点

から分類する場合，政党が，再選に有利な役職

を選挙に強い議員に与えるか，それとも選挙に

弱い議員に与えるかは，票・議席ひいては政権

の獲得・維持を左右する重要な問題である。党

勢を発展させて強固な政権を実現するために

は，政党には，選挙に強い議員に再選に有利な

役職を与えてより政党の選挙基盤を安定させる

ことと，かろうじて当選したような選挙に弱い

議員にも再選に資する役職を与えて僅差の選挙

戦を勝ちにつなげることの両方が要請される。

政党は，得票の増加や政権を追及するうえで，

自身の持つ有権者からの支持調達のリソースを

所属議員に対して有効に配分しなくてはならな

い。

　このようなリソース配分の問題に直面した場

合，所属議員の再選が個人投票と政党投票のい

ずれに依拠しているかは，政党が役職を選挙に

強い議員と弱い議員のいずれに優先的に与える

かに大きな影響を与えると考えられる。個人投

票（personal vote）とは，有権者が候補者個人

への評価をもとに投票態度を決定することであ

り，候補者も当選のために選挙区へ利益誘導を

行うなどして個人としての評判を高めようとす

る。一方，政党投票（party vote）とは有権者が

政党への評価をもとに投票を決定することであ

り，候補者も自身よりも政党の政策を有権者に

訴えかけ，政党の評判を高めようとする（Cain 

et al. 1987）。

　まず，所属議員の再選が個人投票に依存して

いる場合，政党は選挙に弱い議員に対して，再

選に有利な役職をより優先的に与えるだろう。

有権者は候補者個人の評価，特に候補者がどれ
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ほど選挙区に利益を誘導するのかを基準に投票

するから，選挙に弱い議員（有権者からの選挙

区への利益誘導の能力が不十分と評価されてい

る議員）は，政党から利益誘導を行いやすい役

職を与えられて有権者からの評価を改善する以

外に，選挙成績を好転させる手段がない。した

がって，政党は党の得票・議席増大のために，

選挙に弱い議員に対して，利益誘導につながる

再選に有利な役職を与える傾向にあるだろう。

ただし，政党は選挙に弱いすべての議員に再選

に有利な役職を与えるのではない。次回選挙で

当選の見込みのない議員に役職という貴重なリ

ソースを与えるのは不合理であり，そうした候

補者には公認を与えず，候補者を差し替えるだ

ろう。代わって，政党がリソースを与えるの

は，役職とそれによる利益誘導しだいで次回選

挙での当選が見込める候補者である。

　しかし，選挙に強い議員にもまったく役職を

与えないわけではない。個人投票のもとでは，

彼らとて選挙区に利益をもたらすことで個人の

評判を高めなければ落選の危機に瀕する。した

がって，再選に有利な役職の配分をめぐって

は，一定程度従来の選挙で安定的な成績をおさ

めてきた議員に配慮しつつも，選挙に弱い議員

に配分することになるだろう。

　それに対して，所属議員の再選が政党投票に

依存している場合，政党は選挙に強い議員に対

して，再選に有利な役職をより優先的に与える

だろう。政党投票のもとでは，政党は有権者へ

の利益誘導リソースを党の評判を高めるために

有効に使う必要がある。その際，選挙に強い議

員の掲げる党の政策は，それだけ有権者から支

持されているものであり，党は彼らにより多く

のリソースを配分することで，党の評判の向上

につなげようとするだろう。つまり，政党にと

って，選挙に強い議員に役職を与えることで有

権者からの党の評価を高めることが，党全体の

得票や獲得議席を増大させるためのもっとも有

効な手段である。一方，選挙に弱い議員に役職

を与えることは，党の勢力伸張にとって非効率

な手段である。選挙に弱い議員は，有権者から

十分な支持を集めていない議員であり，彼らに

党のリソースを配分することは，党にとって，

再選リソースの適性配分につながらない。ま

た，彼らには役職を与えなくとも，党全体の評

判を高めれば，有権者は個人よりも政党を基準

に投票するため，選挙に弱い議員も党への支持

によって，得票を伸ばし，再選可能性を高める

ことができる。

　比較政治学の観点から，日本の旧中選挙区制

は，もっとも個人投票の性格の強い選挙制度で

ある（Carey and Shugart 1995）。実際，中選挙区

制度のもとでは，自民党は後援会中心の個人投

票によって集票を行ってきた。具体的には，自

民党の候補者による政党内競争が展開され，有

権者は政党よりも候補者個人の資質や彼らとの

つながりを基準にして投票態度を決定した。自

民党候補者も，同じ党候補者に勝利するために

は，政党の評判や支援だけでは不十分であり，

上述した派閥に加えて，個人の集票組織である

後援会に依存した選挙運動を展開した（石川・

広瀬 １９８９：第３章）。

　さらに，新小選挙区比例代表並立制が導入さ

れた後も，上記のような中選挙区制時代に強固

な後援会に基づく集票ネットワークが形成され

たこともあり，政党よりも候補者個人を中心と

した選挙活動と立法活動が行われている。野中

尚人は，小選挙区比例代表並立制下でも，「党自

体の地方組織がきわめて脆弱で，事実上ほとん

ど存在していない」（野中 ２００８：１１５）という。

また，国会議員に面接調査を行った Ellis S. 

Kraussと Robert Pekkanenも，議員が新制度導

入後も依然として後援会に依存した個人投票に

基づいた選挙運動をしているとする（Krauss 

and Pekkanen 2004）。

　このように，自民党の場合，議員の多くが中

選挙区制から小選挙区比例代表並立制に選挙制

度が変更された後も，個人投票のもとで選挙活

動を行ってきた。本稿の１．２で述べたように，

Pekkanen et al. (2006)は，小選挙区比例代表並
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立制のもとで，自民党内で再選に有利な役職は

選挙に弱い議員に与えられているとするが，彼

らの指摘する役職配分は個人投票のもとで行わ

れており，政党投票のもとでも行われるのかに

ついては，十分な議論がなされていない。つま

り，個人投票のもとであるからこそ，自民党は

選挙に弱い議員に利益誘導につながる再選に有

利な役職を与え，党の得票・議席増大を図って

いたと考えられる。

　一方，民主党は，小選挙区比例代表制度のも

とで結成された政党である。上述のように，民

主党内では，議員の多くが小選挙区から当選す

ることを望んでおり，党，議員ともに小選挙区

での当選を前提とした誘因構造のもとで行動し

ている。小選挙区は，個人投票と政党投票のい

ずれを促進するかという比較政治学視点ではち

ょうど中間に位置する。小選挙区制のもとで

は，有権者は政党ではなく個々の候補者に投票

する。同時に，各選挙区には政党から１人候補

者しか擁立されず，政党対決の要素もある。つ

まり，一般的には，小選挙区制では，有権者の

投票に対して，個々の候補者の政策能力や知名

度も重要である一方，政党への評価も重要であ

る。しかし，日本の民主党の場合，現行の小選

挙区制において，候補者の多くは，個人の力量

よりも，政権交代や党としての政策を有権者に

主張し，有権者も候補者の知名度よりも民主党

という党への評価に基づいて投票している。伊

藤（２００８）によれば，「党内の大半を占める当選

１～３回議員たちの多くは，『組織』の支えがな

い分，流動的な無党派層を中心として当選して

きた連中で，自民党議員のように，しっかりと

した個人後援会組織を持っている者はほとんど

いない。つまりは，選挙のたびに風が，それも

『追い風』が吹くことを期待するしか，当選への

処方箋がないわけである」（p. １２４）という。こ

こでいう「追い風」とは，いわゆる無党派層な

どの一般有権者による政党への評価である。

　以上から，政党投票中心の選挙活動を行って

いる民主党は，党の票や議席を増大するため

に，有権者からより支持を受けている選挙に強

い議員により役職を与えて，党の評判を高めよ

うとすることが予測される。

２．３　政策形成

　民主党の議員の多くは，与党経験がわずか

で，現実的な政策知識や情報，立法経験に乏し

い。一部には，自民党時代や細川・羽田連立政

権時代，自由党時代に政権の経験をもつ議員も

存在するが，２００９年の衆議院議員総選挙結果に

よる民主党全衆議院議員３０８人中政権経験があ

るのは４８人とごく少数である。それも，ほとん

どの議員の与党経験は１９９３年以前の自民党所属

時代や１９９３年から１９９４年までの細川護熙政権，

羽田孜政権下であり，１０数年にさかのぼるにす

ぎない。したがって，民主党政権は，与党経験

を補うために，官僚出身者を要職に抜擢すると

予測される。

２．４　仮説：予測される小選挙区比例代表並立

制下での民主党の人事パターン

　以上，本節での考察をまとめると，小選挙区

比例代表並立制下で民主党が実行するだろう役

職配分パターンについて，以下の４つの仮説を

提示する。

仮説１：政党は，小選挙区比例代表並立制の

もとでも，党首公選などに起因して

党内に指導部をめぐるグループ間の

対立が存在する場合，一体性確保の

ために，グループ均衡型人事を行

う。

仮説２：政党は，選挙制度とは関係なく，一

体性確保のために，年功序列型人事

を行う。

仮説３：政党は，政党中心の選挙活動が促す

選挙制度のもとでは，党の評判を拡

大するために，選挙に強い議員によ

り役職を与える。

仮説４：政党は，選挙制度とは関係なく，与
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党経験が浅い時期において，法案形

成能力を補うために，官僚出身者を

積極的に登用する。

３　民主党政権下での役職決定過程

　以下では，上記の仮説を内閣（大臣，副大臣，

大臣政務官）と国会（常任委員会委員長，理事）

での役職配分に焦点を当てることで検証する。

本節は，鳩山内閣，菅改造内閣，野田内閣での

役職決定過程をそれぞれ記述する。

３．１　鳩山内閣

　役職のうち，もっとも最初に決定したのは，

鳩山由紀夫の党代表と内閣総理大臣である。鳩

山は，２００９年５月１６日の両院議員総会で党代表

に選出され，同年８月３０日の衆議院議員選挙で

民主党が３０８議席を獲得する大勝利をおさめた

時点で，事実上総理大臣の座を手にした。彼は

衆参両院での指名を経て，９月１６日正式に任命

された。鳩山は，衆議院議員総選挙後の９月３

日に小沢に対して党幹事長就任を要請し，小沢

も受け入れた（『朝日新聞』２００９年９月４日）。

　９月４日から，大臣，官房副長官，衆議院議

長が並行して選任された（２）。５日の鳩山・小沢

会談により，鳩山が閣僚人事は自ら決定する一

方，党・国会人事は小沢に一任することが確認

された（『朝日新聞』２００９年９月６日，９月１１

日）。鳩山は，９月１５日までに大臣の人事を固

め（『朝日新聞』２００９年９月１６日），９月１６日の

国会での首班指名後に公表した（『朝日新聞』

２００９年９月１７日）。次に，副大臣，大臣政務官と

衆議院常任委員会委員長，同理事が並行して選

任され，１８日に決定した。各省の大臣が副大

臣，大臣政務官を選任する一方，小沢幹事長が

国会人事を担った。これらの役職は同時期に選

任されており，有力な議員は，複数の大臣から

役職を提示されたり，政府と国会の間で指名が

重なったりしたようである（『朝日新聞』９月１９

日，９月２１日）。

３．２　菅改造内閣

　２０１０年９月１４日の党代表選挙において，現職

の菅直人は小沢を退け，総理大臣と党代表を引

き続き務めることとなった。また，慣例により

衆議院議長の横路孝弘も衆議院の任期中はその

職を務める。９月１５日，菅は大臣と党役員の選

任に着手した（『朝日新聞』２０１０年９月１５日）。

１７日には，菅は大臣の顔ぶれを発表すると同時

に，民主党の両院議員総会は，岡田克也幹事長，

玄葉光一郎政策調査会長，鉢呂吉雄国会対策委

員長などの党役員人事を了承した（『朝日新聞』

２０１０年９月１７日）。１８日，政府と党はそれ以外

の役職の選任に着手し（『朝日新聞』２０１０年９月

１９日），２１日に，副大臣，大臣政務官，国会常任

委員会委員長，理事が決定した（『朝日新聞』

２０１０年９月２２日）。

３．３　野田内閣

　２０１１年８月２９日，野田佳彦は民主党代表選挙

に勝利し，直ちに大臣と党役員の選出に着手し

た（『朝日新聞』２０１１年８月３０日）。８月３０日，

野田は，正式に国会で内閣総理大臣に指名され

た。３１日，民主党の両院議員総会は，輿石東幹

事長，前原誠司政策調査会長，平野博文国会対

策委員長，樽床伸二幹事長代理などの党役員人

事を決定した（『朝日新聞』２０１１年８月３１日）。

続いて，９月２日，野田は大臣と副官房長官を

発表した。野田は，翌３日に，副大臣，大臣政

務官，国会常任委員会委員長，理事に選任に着

手し，５日に決定した（『朝日新聞』２０１１年９月

６日）。

４　データ

　本節では，上述の仮説を検証するためのモデ

ルと変数を設定する。分析対象は，各内閣で組

閣および国会・党人事が行われた時点で民主党

に在職していた全衆議院議員である。

　前節で示した役職決定過程に基づき，３つの

内閣ごとにそれぞれ大臣と，副大臣・大臣政務
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官・国会常任委員会委員長，同理事の分析を行

う（３）。まず，はじめに大臣就任を分析する。従

属変数はMinisterであり，議員が大臣に就任す

れば１，そうでなければ０をとるダミー変数で

ある。次に，副大臣，大臣政務官，国会常任委

員会委員長，同理事の就任を分析する。これら

の役職決定は並行して行われ，議員がいずれの

役職にも就任する可能性を有していた。そのた

め，これらの役職就任は１つの分析で同時に扱

う。従属変数は SVM_VM_Chair_Directorであ

り，議員が，副大臣に就任すれば１，大臣政務

官に就任すれば２，委員会委員長に就任すれば

３，同理事に就任すれば４，これらの役職のい

ずれにも就任しなければ０をとる。

　続いて，独立変数に移る。投入する変数は，

すべての分析に共通する。まず，仮説１を検証

するために，Hatoyama，Ozawa，Kan，Hata，

Kawabata，Yokomichi，Maehara，Nodaの８つの

グループ所属変数を投入する。これらは，議員

がそれぞれ鳩山グループ，小沢グループ，菅グ

ループ，羽田グループ，川端グループ，横路グ

ループ，前原グループ，野田グループに所属し

ていれば１，そうでなければ０をとるダミー変

数である（４）。民主党の場合，複数のグループに

重複して所属している議員が存在し，そうした

議員は複数のグループ所属変数で１をとる。他

の条件が制御された後も，特定のグループに所

属していることで，役職に就任するのであれば

（特定グループの優遇），各変数は正，役職に就

任しないのであれば（特定グループの冷遇），各

変数は負の係数をとるだろう。

　次に，仮説２を検証するために，Years in Offi-

ce，Years in Office2を投入する。Years in Officeは

議員の衆参を通じた総在職年数を表し，Years 

in Office2はその２乗である（５）。年功序列型人事

のもとでは，各役職への就任可能性は，所定の

在職期間に近づくにつれて次第に高くなり，そ

れを超えると次第に低くなると予測される。す

なわち，在職年数は各役職の就任に対し逆 U字

の関係であると考えられる。仮説は，Years in 

Office2の係数は負，Years in Officeの係数は正で

あると予測する。
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表１　変数の記述統計

野田内閣菅改造内閣鳩山内閣
ダミー変数及びカテゴリー変数 値値値

４３２１０４３２１０４３２１０
１２２８８１１２９２１１２０８Minister

７６１４１７１６１７７７５１５２０１７１７６８１１４２０１１９３SVM_VM_Chair_Director

３５２６５３６２６７３１１８８Hatoyama

８７２１３８８２１５６４１５５Ozawa

３５２６５３６２６７３４１８５Kan

１５２８５１３２９０１１２０８Hata

２６２７４２６２７７２４１９５Kawabata

１１２８９１２２９１１２２０７Yokomichi

１９２８１１９２８５２１１９８Maehara

１５２８５１７２８６１８２０１Noda

２１５８５２１７８６SMD

３５２６５３５２６８２６１９３Former Bureaucrat

野田内閣菅改造内閣鳩山内閣
連続変数

最大値最小値標準偏差平均値最大値最小値標準偏差平均値最大値最小値標準偏差平均値
１８２０.４４４１.１７４２３５.０７９１０５.２７３１７３６.１１１０.００７２１６.３７５９０.０６４１５９３.３４００.００７２１０.４８４９５.６０１Years in Office2

４２.６６７１.０８３７.３０６７.２１６４１.６６７０.０８３７.２０２６.１９４３９.９１７０.０８３７.３９１６.４２０Years in Office

０.５０７－０.００１０.１１００.１３５０.５０７０.００５３１０.１０１０.１６００.４７００.００５３１０.０９６５０.１５９Vote Margin

１６５５３.１１０３８.４７９４０１５.７２２３０４２.８５６１６５５３.１１０２８.４４１３９９５.０８９３０３８.７０６１６５５３.１１０２８.４４１３９６７.２９８３２５３.３２９Population Density

（注）　鳩山内閣の変数は，鳩山と小沢を除いた小選挙区当選者に関するものである。菅改造内閣の変数は，菅と横路を除いた議員に関するものである。野田内閣に関
する変数は，野田と横路を除いた議員に関するものである。



　仮説３を検証するために，議員が小選挙区選

出であれば１，そうでなければ０をとるダミー

変数である SMDと，次点候補に対する各議員

の得票比（対次点得票比）の対数である Vote 

Marginを投入する（６）。Vote Marginは，各議員が

次点候補に大差をつけて当選したほど高い値を

とり，僅差で辛勝したほど小さい値をとる。仮

説は，SMD，Vote Marginがそれぞれの従属変数

に正の影響を与えることを予測する。

　仮説４を検証するために，議員が官僚出身で

あれば１，そうでなければ０をとるダミー変数

である Former Bureaucratを投入する（７）。仮説

は，Former Bureaucratの係数がともに正である

ことを予測する。

　それ以外に，制御変数として，議員の選挙区

の人口密度（人 /km2）である Population Density

を加える（８）。表１に，各変数の記述統計を示

す。

５　分析結果

５．１　鳩山内閣

　２００９年９月の鳩山政権成立にあわせて決定さ

れた役職は，財務大臣に藤井裕久が起用された

のを除いて，すべて小選挙区で当選した議員に

与えられている。すなわち，鳩山政権では，小

選挙区で落選し比例代表で当選した議員や比例

代表のみに立候補し当選した議員は，役職配分

の対象とはならず，小選挙区で当選した議員の

みに役職が与えられている。これは，仮説２が

予測する通りの結果である。したがって，以下

の分析では，民主党衆議院議員３０８人のうち，小

選挙区で当選した議員のみを分析対象とし，比

例代表復活議員４３人や比例代表単独立候当選議

員４４人は分析から除く。加えて，各役職の選任

に先立って決定していた総理大臣の鳩山由紀夫

と党幹事長の小沢一郎も除く。

　分析結果を表２に示した。モデル１は，大臣

就任についての分析である。Ministerは二値変

数であるため，二項プロビット回帰分析を用い

た。野田グループからの入閣者は存在しないた

め，野田グループのみに所属している７人の議
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表２　鳩山内閣の役職配分

モデル２モデル１
常任委員会理事常任委員会委員長大臣政務官副大臣大臣

標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数
０.５３８０.３６５１.４６３－１.４２７０.７８１０.０１４１.２４２－１.５４６０.８６４－０.８３２Hatoyama

０.３４１１.３２６***１.６６４－１.８７４０.６７４－０.４２４０.８９４０.１５００.９９４－０.４６２Ozawa

０.４７０－０.２３１１.６８５－４.７４０**０.６２１－０.３８５０.８７０－０.９０２１.０３３－１.０７８Kan

０.９７３０.３９６２.３６３－１.４１１１.１２９０.４７０１.５０７０.２３３１.１４２０.３２３Hata

０.５４７－０.０７１１.５９１－３.０４３†０.８８６－０.５３４０.９７２０.３９４０.８０２－０.０７７Kawabata

０.９９０－１.６１５Yokomichi

０.６２１－０.３９０１.５０９－１.７２３０.７１７０.９１００.９１９－０.３２２０.８８０－１.００４Maehara

Noda

０.００３８５－０.０１１８**０.０１６６－０.０４５２**０.０４４２－０.１１６**０.０１４７－０.０２７８†０.００５６７－０.０１２７*Years in Office2

０.０８３１０.３２７***０.５９３１.７６２**０.５１６１.４２０**０.３５５０.８６４*０.２５００.６１８*Years in Office

SMD

２.０１５１.１２９４.４３５０.２７９３.１０３７.６７８*３.５４４８.５５２*２.９８８５.９２０*Vote Margin

０.４７１－０.１２３１.９７８－１.２９２０.８５３０.５８１１.２６１－０.９４３１.２３６－１.０３０Former Bureaucrat

３.９０e-０５３.０９e-０６１.００e-０４－１.０７e-０４９.７１e-０５－７.０８e-０５１.０４-e０４－１.５９e-０４７.１９e-０５７.０３e-０５Population Density

０.３９５－１.４２９***４.２１９－１１.１４６**１.４７５－５.３３２***２.１６７－６.１２７**３.００６－７.９６４**定数項

１９４２１２観察数
－１４５.３３３－１９.７４１Log Likelihood

***: p < ０.００１;　**: p < ０.０１;　*: p < ０.０５;　†: p < ０.１



員も分析対象から除き，Nodaも投入しなかっ

た。モデル２は，副大臣，大臣政務官，国会常

任委員会委員長，理事の分析である。上述の通

り，これらの役職は並行して選任されており，

各議員はこれら４種の役職のいずれにも就任す

る可能性があったため，１つのモデルで同時に

分析する。従属変数 SVM_VM_Chair_Director

は，カテゴリカル変数であるため，多項プロビ

ット回帰分析を用いる。なお，大臣，官房副長

官，衆議院議長，党国会対策委員長の１４人は，

副大臣，大臣政務官，国会常任委員会委員長，

理事に先立って決定されていたため，分析から

除く。さらに，横路グループの議員と野田グル

ープの議員は，副大臣，大臣政務官，国会常任

委員会委員長，理事のいずれかに就任したた

め，分析に加えることができない。したがっ

て，横路グループのみに所属している４人の議

員と野田グループのみに所属している７人を分

析から除き，Yokomichiと Nodaも加えない。

　まず，仮説１について，ともに Hataと Kawa-

bataが委員長に対して負に有意（p < 0.01; p < 

0.1），Ozawaは理事に対して正に有意である（p 

< 0.001）。羽田グループや川端グループに所属

していることは委員長就任に負の影響を，小沢

グループに所属していることは理事就任に正の

影響を与えている。また，上述のように，野田

グループから大臣への起用がない。だたし，鳩

山内閣の大臣は在職９年以上の議員によって構

成されており，野田グループには９年以上在職

の議員が５名しかいない。それゆえ，野田グル

ープから大臣への起用がないのは，グループに

入閣に必要な在職年数に達した議員が少ないか

らと考えられる。以上をまとめると，議員にと

ってもっとも重要な大臣への就任について，特

定のグループへの優遇，冷遇が得られないこ

と，羽田グループ，川端グループ所属による委

員長就任，小沢グループ所属による理事就任を

除いては，グループ所属による役職就任への影

響はないため，鳩山内閣では派閥勢力比型人事

が行われたと解釈でき，仮説１は概ね妥当する

と考えられる。

　続いて，仮説２に関して，Years in Office2，

Years in Officeは，すべての役職に対して，統計

的に有意な水準（少なくとも１０％）で，予測通

りそれぞれ負，正の効果をもつ。在職年数と大

臣就任は逆 U字の関係にあり，仮説を支持す

る。仮説３について，Vote Marginは，大臣，副

大臣，大臣政務官の就任に対して，予測通り正

に有意である（p < 0.05）。既に述べたように，

鳩山内閣では，内閣，国会の役職は，藤井財務

大臣を除いてすべて小選挙区当選の議員によっ

て占められており，さらに小選挙区当選の議員

の中でも，次点候補により大差をつけて当選し

ている議員が大臣，副大臣，大臣政務官に就任

していることが明らかになった。仮説３は強く

支持される。最後に，仮説４について，Former 

Bureaucratは有意ではない。官僚出身者である

ことは，いずれの役職の就任と有意な関係は認

められない。仮説は支持されない。

５．２　菅改造内閣

　菅改造内閣の分析において，組閣前に先立っ

て留任が決定していた菅総理大臣と横路衆議院

議長は対象から除く。分析結果は表３に示され

る。モデル３では，大臣への就任を分析し，従

属変数はMinister，手法は二項プロビット回帰

分析を用いた。まず，特筆すべきは小沢グルー

プからの大臣起用がなく，菅総理大臣が直前の

代表選挙で対立候補であった小沢一郎のグルー

プを冷遇していることが分かる。これは仮説１

に反する。次に，大臣は小選挙区選出議員のみ

によって構成されており，仮説３を支持する。

さらに，官僚出身議員は，大臣に起用されてお

らず，仮説４に反する。したがって，モデル３

は，小沢グループの３９人，小選挙区で落選して

比例代表から選出された４３人，比例代表単独に

立候補し当選した４４人，官僚出身の３５人，Oza-

wa，SMD，Former Bureaucratを除く。モデル４

は，副大臣，大臣政務官，国会常任委員会委員

長，理事の分析である。上述の通り，これらの
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役職は並行して選任されており，各議員はこれ

ら４種の役職のいずれにも就任する可能性があ

ったため，１つのモデルで同時に分析する。従

属変数は，SVM_VM_Chair_ 

Directorで，多項プロビット

回帰分析を用いる。なお，大

臣，官房副長官，党幹事長，

国会対策委員長の１４人は，副

大臣，大臣政務官，国会常任

委員会委員長，理事に先立っ

て決定されていたため，分析

から除く。さらに，横路グル

ープ，前原グループ，野田グ

ループからの委員長への就任

がないため，モデル４は，横

路グループの３人，前原グル

ープの７人，野田グループの

６人，Yokomichi，Maehara，

Nodaを除く。代わって，横

路グループ，前原グループ，

野田グループのメンバーを含

め，委員長就任の１５人を除いたモデル５を加え

る。モデル５の従属変数 SVM_VM_Chair_Dire-

ctorは，０，１，２，４のいずれかの値をと
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表３　菅改造内閣の役職配分

モデル４モデル３
常任委員会理事常任委員会委員長大臣政務官副大臣大臣

標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数
０.５１１－０.１６２０.６５２０.４８２０.６９６０.３１９０.７０８０.９８２０.６５８－０.３１３Hatoyama

０.３１７０.０４３０.６５６－０.０１４０.６０４０.５９５０.６７４１.１５６†Ozawa

０.４６８０.１７５０.７６３－０.６４１０.６７８０.１６３０.７２９１.４７１*０.７２６－０.８２０Kan

０.８７９０.６８１１.０３２０.９３６１.０４５０.９３１１.３２３０.３８０１.０１９－０.３１０Hata

０.５３０－０.４０２０.７５５０.５７３０.９１０－１.３２８０.８５３－０.１８１０.７５５－０.８８８Kawabata

０.８１９－０.２３５Yokomichi

０.７２３０.１１５Maehara

０.８１１－０.０１７Noda

０.００７７－０.０３４１***０.００５７６－０.０１８１**０.２０７－０.３６１†０.０２０５－０.０５３６**０.００３３－０.００７０*Years in Office2

０.１１９０.６３７***０.１９２０.６５０**２.５１５４.７２９†０.４８３１.３６９**０.１３１０.３５９**Years in Office

０.３９５１.７３２***１.１７８２.１４４†０.９９２２.０６５*１.０８０１.７２７SMD

２.１８１０.０８０Vote Margin

０.４８１－０.５６６０.８５４０.４２４０.９０５－０.７６３０.８８５０.２８６Former Bureaucrat

３.４９e-０５－１.１５e-０５７.２４e-０５－４.８２e-０５６.８６e-０５－７.２４e-０６７.７５e-０５－２.２４e-０５５.７３e-０５－９.４６e-０６Population Density

０.４５３－３.３５３***１.９９８－７.０５７***７.６６７－１６.７９５０９３.０９６－１０.７０９**１.２１６－４.１５５**定数項

２７３１４９観察数
－１７２.７４３－２３.９３１Log Likelihood

モデル５
常任委員会理事大臣政務官副大臣

標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数
０.５４９－０.０１３６０.７３５０.４６７０.７８８１.２１６Hatoyama

０.３１８０.１０３０.６０２０.６６８０.７２８１.２３１†Ozawa

０.４８２０.３０９０.６７１０.２５７０.７４７１.５３０*Kan

０.８８８０.４９９１.０８９０.５２７１.３９７０.０８３Hata

０.５４７－０.５７８０.９３３－１.４６５９０.９１０－０.５３８Kawabata

０.８３３－０.３５６１.０８５０.８８８１.３４９－０.５８８Yokomichi

０.６１９０.３４５０.８４８－０.０９４９０.８５９０.２８８Maehara

Noda

０.００８－０.０３６９***０.１９３－０.３５３†０.０２６－０.０６２２*Years in Office2

０.１２６０.６５１***２.３９３４.７２９*０.５８７１.５７１**Years in Office

０.３９７１.７０６***１.０８２２.２８１*１.１４６２.１６２†SMD

Vote Margin

０.４７９－０.４２７０.９４９－０.５６２０.９６１０.５５８Former Bureaucrat

３.５０e-０５－７.２４e-０７７.０５e-０５８.６８e-０６６.９６e-０５２.２０e-０５Population Density

０.４６２－３.４１２***７.５５７－１７.４６４*３.７７３－１２.３６３**定数項

２６８観察数
－１５２.４１５Log Likelihood

***: p < ０.００１;　**: p < ０.０１;　*: p < ０.０５;　†: p < ０.１



る。

　仮説１について，Ozawaと Kanは，モデル４

と５ともに，副大臣に対して正に有意な効果を

もつ（少なくとも１０％水準）。小沢グループや

菅グループに所属していることは副大臣就任に

正の影響をもつ。さらに，上述の通り，小沢グ

ループからの大臣への起用はない。大臣は最高

位の役職であり，多くの議員が就任を望んでい

る。菅内閣に対する小沢やグループ所属議員に

よる倒閣の動きの一端は，菅の小沢グループに

対する冷遇人事があるとも考えられる。以上か

ら，仮説１は否定される。

　仮説２に関して，Years in Office2，Years in Of-

ficeは，すべての役職に対して，統計的に有意な

水準（少なくとも１０％）で，予測通りそれぞれ

負，正の効果をもつ。在職年数と大臣就任は逆

U字の関係にあり，仮説を支持する。仮説３に

ついて，上述のように，大臣は小選挙区で当選

した議員のみが就任している。さらに，SMD

はモデル４の副大臣を除いて，モデル４，５の

すべての役職に対して，統計的に有意な水準で

（少なくとも１０％），正の効果をもつ。小選挙区

で当選した議員は，いわゆる比例代表復活当選

議員や比例代表単独議員よりも役職を得やす

い。なお，モデル３において，Vote Marginは有

意ではない。また，モデル４，５から比例代表

復活当選議員や比例代表単独議員を除き，Vote 

Marginを加えたものの，有意ではない（紙幅の

都合より結果の表示は省略）。ただし，小選挙

区選出議員がより役職を得やすいという結果か

ら，仮説３は妥当する。最後に，Former Bu-

reaucratは有意ではなく，仮説４は支持されな

い。

５．３　野田内閣

　野田内閣の分析において，野田総理大臣と組

閣前に先立って留任が決定していた横路衆議院

議長は対象から除く。分析結果は表４に示され

る。モデル６では，大臣への就任を分析し，従

属変数はMinisterで，二項プロビット回帰分析

を用いた。大臣は小選挙区選出議員のみによっ

て構成されており，仮説３を支持する。したが
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表４　野田内閣の役職配分

モデル７モデル６
常任委員会理事常任委員会委員長大臣政務官副大臣大臣

標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数
０.５２１－０.５１７０.８０８－０.６４４０.７７５－０.６２８０.７６４－０.９２００.８８１－１.２９６Hatoyama

０.３５２０.１３８０.７７３－０.２２３０.６０２－０.６３１０.６６４０.５９７０.８１０－０.７４１Ozawa

０.４７５０.５２６０.８６３－０.３４４０.６８０－０.４６０１.０８２－１.０３００.６５５－０.７２４Kan

１.０５２－０.８９４１.２３２０.９０９１.１０７０.４１９１.０６８０.７１３０.７８１０.５４６Hata

０.５５７－０.４６３０.７８３１.２０１０.８３７－０.２５７０.８２６０.９２９０.８６８０.１２６Kawabata

０.９０１０.３８８１.０１６－０.３７６１.１８８０.６２７１.２７７１.８７７０.７９０－０.６８７Yokomichi

０.５９９０.８２４Maehara

０.８５５０.４９９Noda

０.００６６－０.０２８９***０.００６０４－０.０１９２**０.０７９－０.１７７*０.０３１０－０.０８６６**０.００４３１－０.０１０４*Years in Office2

０.１３３０.６１３***０.２１００.７２６**０.９０３２.４０８**０.７２２２.２２６**０.１８００.５１０**Years in Office

SMD

２.００９３.４００†３.９６４－５.５５０３.４１８－０.３３６３.６１３－２.７１５１.９９６－１.６４４Vote Margin

０.５１７０.２３０１.０４６１.０７７０.９７９－０.３０５１.０６５１.１１２０.６１１０.５１０Former Bureaucrat

４.４６e-０５－７.０９e-０５７.８８e-０５－１.２５e-０５８.４２e-０５－１.１０e-０４１.１０e-０４－２.５１e-０４*５.６９e-０５－２.３４e-０５Population Density

０.５０５－２.８０２***１.７７４－５.４７０**２.４２７－７.３３３**３.８７９－１２.２９２**１.８６５－５.７２７**定数項

１８９１４９観察数
－１４１.６９４－２３.９３１Log Likelihood



って，モデル６は，小選挙区で当選した議員の

みを対象とし，小選挙区で落選して比例代表か

ら選出された４１人，比例代表単独に立候補し当

選した４４人を除く。次に，モデル７，８，９， 

１０は，副大臣，大臣政務官，国会常任委員会委

員長，理事の分析である。上述の通り，これら
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表４　野田内閣の役職配分　つづき

モデル９モデル８
副大臣常任委員会理事常任委員会委員長大臣政務官

標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数
０.９６７－１.３５９０.５０６－０.５７７０.７００－０.７７１０.７７５－０.８７４Hatoyama

０.７９００.０２３１０.２９１０.０８６５０.７３９－０.０４６１０.５３８－０.６３３Ozawa

１.３７２－１.４９００.４４４０.４１９０.７８９－０.４１００.６５７－０.６８６Kan

１.２９１０.７９４０.９１９－０.５６１１.２１５０.４１３１.０３２０.０６４１Hata

０.９９９１.２３８０.５１５－０.０５７６０.７３５０.９９８０.８５６－０.０２７８Kawabata

１.８８４４.４７２*０.８２７０.６４５１.０１７－０.６４７１.１２１０.０８２５Yokomichi

１.４４９－０.２２８Maehara

０.５９７－０.３２６１.０２３０.４５５７５０６０.７９８－０.６８０Noda

０.０４７４－０.１３２**０.００６１２－０.０３３４***０.００５－０.０１９９***０.０９０－０.２３２*Years in Office2

１.１００３.２８３**０.１１９０.７１５***０.１８５０.７２６***１.０２９３.０５４**Years in Office

０.３０８０.０１８６０.８０４－０.５６００.７０５０.２１７SMD

３.５８５０.５３５Vote Margin

１.５５２１.２０３０.４４５－０.１７６０.９４０－０.１８８０.８３０－０.３９８Former Bureaucrat

１.４７e-０４－３.２０e-０４*３.４１e-０５－４.３６e-０５６.２９e-０５５.９１e-０５７.４８e-０５－１.２１e-０４Population Density

５.９０９－１８.０４１**０.３５５－２.６２４***１.５３２－５.７６５***２.６４１－９.０１４**定数項

２６３観察数
－１７５.２７１Log Likelihood

モデル１０モデル９
常任委員会理事大臣政務官常任委員会理事大臣政務官

標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数標準誤差係数
０.５５６－０.４２４０.８０６－０.７６８０.５５２－０.４２１０.８１３－０.６２９Hatoyama

０.２９８－０.０１５０.５３５－０.６１００.３６１０.１１３０.６２８－０.７０２Ozawa

０.４７１０.３０５０.６５７－０.５１００.４９３０.４０７０.６７３－０.３７３Kan

１.０４３－０.５５４１.０８００.０７９９１.１０８－０.９３２１.１４４０.３７７Hata

０.５４３－０.３０７０.８９８－０.０９５００.５８３－０.６５６０.８７０－０.３２７Kawabata

１.０１２１.４６２１.２４４０.６５０１.１０２１.４６９１.３２７１.３７１Yokomichi

０.７０４０.５４６１.０１２－０.５３９０.７２７０.５５１１.１７３－０.４７０Maehara

０.６１５－０.５１１０.７６６－０.５６３Noda

０.００６５８－０.０３９８***０.０８７４－０.２２６*０.００７２１－０.０３５８***０.０７９４－０.１７３*Years in Office2

０.１２７０.８２２***０.９９８３.００１**０.１４２０.７０８***０.９０８２.３８０**Years in Office

０.３２２－０.１３００.７１００.１０４SMD

２.０７５３.９５４†３.４５６０.０９４０Vote Margin

０.４５７－０.１２５０.８３１－０.３９１０.５２４０.１４３１.０５２－０.２９８Former Bureaucrat

３.５６e-０５－３.５１e-０５７.８３e-０５－１.３０e-０４†４.６３e-０５－５.９４e-０５８.９９e-０５－１.２１e０-４Population Density

０.３６３－２.７９４***２.５３５－８.８３５***０.５３４－３.１３７***２.４２８－７.３２４**定数項

２５３１８３観察数
－１４６.９９４－１１７.５４１Log Likelihood

***: p < ０.００１;　**: p < ０.０１;　*: p < ０.０５;　†: p < ０.１



の役職は並行して選任されており，各議員はこ

れら４種の役職のいずれにも就任する可能性が

あったため，１つのモデルで同時に分析する。

従属変数は SVM_VM_Chair_Director，手法は多

項プロビット回帰分析を用いる。副大臣は小選

挙区選出議員のみによって構成されており，仮

説３を支持する。なお，大臣，官房副長官，党

政策調査会長，幹事長代理，国会対策委員長の

１８人は，副大臣，大臣政務官，国会常任委員会

委員長，理事に先立って決定されていたため，

分析から除く。さらに，前原グループから大臣

政務官，野田グループから委員長への就任がな

い。それゆえ，小選挙区で落選した議員，比例

単独で当選した議員，前原グループ所属議員，

野田グループ所属議員，Maehara，Nodaを除い

たモデル７，副大臣，前原グループ所属議員，

Maeharaを除いたモデル８（SVM_VM_Chair_ 

Directorは０，２，３，４のいずれかの値をと

る），委員長，小選挙区で落選した議員，比例単

独で当選した議員，野田グループ所属議員，

Nodaを 除いたモデル９（SVM_VM_Chair_Dire-

ctorは０，１，２，４のいずれかの値をとる），

副大臣，委員長を除いたモデル１０（SVM_VM_ 

Chair_Directorは０，２，４のいずれかの値を

とる）４つのモデルを用意する。

　まず，仮説１について，Yokomichiがモデル９

で副大臣に対して正に有意（p < 0.05）である。

横路グループに所属していることは副大臣就任

に正の影響をもつ。一方，それ以外では，グル

ープ所属変数と役職就任の間に有意な関係は見

られない。したがって，仮説１は概ね妥当する

と言える。仮説２に関して，Years in Office2，

Years in Officeは，すべての役職に対して，統計

的に有意な水準（少なくとも１０％）で，予測通

りそれぞれ負，正の効果をもつ。在職年数と大

臣就任は逆 U字の関係にあり，仮説を支持す

る。仮説３について，上述のように，ともに大

臣と副大臣には小選挙区で当選した議員のみが

就任している。さらに，SMDは有意でないも

のの，Vote Marginは，モデル７と９において理

事に対して正の効果をもつ（p < 0.1）。以上か

ら，仮説３は概ね支持される。最後に，Former 

Bureaucratは有意ではなく，仮説４は支持され

ない。

５．４　まとめ

　分析結果をまとめる。仮説１について，鳩山

内閣と野田内閣は概ねグループ均衡型人事を行

っており，仮説は支持されるのに対して，菅改

造内閣は小沢グループに大臣を与えないなど，

特定の派閥を冷遇する人事を行っており，仮説

に反する。仮説２について，３つの内閣ともに

年功序列型人事を採用しており，仮説は強く支

持される。仮説３は，３つの内閣において概ね

支持される。鳩山内閣では，財務大臣の藤井を

除いた全員が小選挙区当選の議員であり，さら

に小選挙区当選の議員の中でも，次点候補によ

り大差をつけて当選している議員ほど役職を得

やすい。菅改造内閣においても，小選挙区当選

議員は大臣を独占していると同時に，それ以外

への役職への就任可能性が高い。さらに，野田

内閣においても，小選挙区当選議員のみが大臣

と副大臣に就任している。仮説４については，

分析結果からはまったく支持されない。官僚出

身者であることや政策知識をもつ職業出身であ

ることは，いずれの役職就任に有利に作用して

いない。

議論

　本稿の比較政治と日本政治へいくつかの含意

を提供している。まず，比較政治に対して，政

党は再選のためのリソースをどの議員――特

に，選挙に強い議員と弱い議員のいずれか――

に配分するのかという問題に常に直面してい

る。選挙に際しては，党は当落線上にある候補

者に選挙資金や人的支援を集中させて，接戦に

勝利し，より多くの議席を獲得しようとしてい

ることは広く指摘される。一方，日常の政策形

成や立法活動においても，政党が，再選に有利

な役職を選挙に強い議員に与えるか，それとも
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選挙に弱い議員に与えるかは，票・議席ひいて

は政権の獲得・維持を左右する重要な問題であ

る。本稿では，政党が役職を選挙に強い議員と

弱い議員のいずれに優先的に与えるかは，所属

議員の再選が個人投票と政党投票のいずれに依

拠しているかによって異なることを明らかにし

た。つまり，所属議員の再選が個人投票に依存

している場合，選挙に弱い議員は，政党から利

益誘導を行いやすい役職を与えられて有権者か

らの評価を改善する以外に，選挙成績を好転さ

せる手段がないため，政党は選挙に弱い議員に

対して，再選に有利な役職をより優先的に与え

る。一方，所属議員の再選が政党投票に依存し

ている場合，選挙に強い議員に役職を与えるこ

とで有権者からの党の評価を高めることが，党

全体の得票や獲得議席を増大させるためのもっ

とも有効な手段であるため，政党は選挙に強い

議員に対して，再選に有利な役職をより優先的

に与える。

　加えて，本稿は，日本政治の文脈においても，

特に政党内競争に関する含意を提示している。

小選挙区中心の選挙制度のもとで誕生した民主

党においても，派閥均衡型人事はある程度厳格

に維持されている。これは，党首公選による党

首選出をめぐる党内競争・対立の緩和策として

の人事であり，すなわち，民主党内には党首公

選を起源とする派閥対立が存在することを示し

ている。各選挙区で同一政党の候補者が競合す

ることのない小選挙区制下においても，党首公

選などを要因として，政党内に組織化された内

部グループが生じ，政党内競争を引き起こすこ

とを示唆している。
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（１）　選挙制度改革後の自民党組織の研究とし
て Krauss and Pekkanen (2010)，民主党の組織
の研究として濱本（２０１１）が挙げられる。特
に濱本（２０１１）は，本稿と関心や分析対象を
共有する一方で，対象となる役職や期間，分
析手法の違いにより，本稿とは異なる帰結が
複数導かれている。紙幅の都合上，濱本
（２０１１）との相違を細かに検討することはでき
ないが，今後の課題としたい。

（２）　衆議院議長の候補には，横路孝弘と渡部
恒三が挙がり，最終的に９月１１日に横路に内
定した（『朝日新聞』２００９年９月１０日夕刊）。

（３）　議員の役職就任データは，日本政経新聞
社『国会便覧』第１２５版と第１２６版による。

（４）　民主党内での議員のグループ所属データ
は，板垣（２００８）；伊藤（２００８）；濱本（２０１１）
と各グループの政治資金収支報告書に寄付者
として記載されたリストに基づく。

（５）　議員の在職年数データは，日本政経新聞
社『国会便覧』第１２５版による。

（６）　議員の得票データは，日本政経新聞社
『国会便覧』第１２５版による。

（７）　議員の前職データは，国政情報センター
『国会要覧』第４１版による。

（８）　選挙区の人口密度データは，総務省統計
局「統計でみる市区町村のすがた」から筆者
が作成した。http://www.stat.go.jp/data/ssds/5 
b.htm
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