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岸田政権の成立と課題 ：

内部の権力構造を焦点として

呉明上

（台湾・義守大学マスメディア学科教授）

【要約】

「安倍政治」継承を標榜した菅義偉首相は 2021 年 7 月中旬の時

点では自民党総裁再選への意欲を示していたが、同年 9 月 3 日に不

出馬を表明、二ヶ月に満たない短期間での急変に日本の政界は揺れ

た。菅総理の声明後には、総裁選、党幹部人事、国会での首班指

名、新内閣成立、衆院解散・総選挙、新政権始動と短時間に政治上

の大きな出来事が次から次へと続き、目を離す暇もなかった。岸

田文雄が熾烈な選挙戦をくぐり抜けて自民党総裁に当選、衆院選

挙にも順調に勝利したことで「ポスト安倍時代」が幕を開けた。し

かし、派閥政治の中で生まれた岸田政権は、民意に応え、「安倍政

治」の枠から脱却して独自のリーダーシップを発揮できるか否かと

いう課題に直面している。

キーワード：菅義偉、安倍晋三、自民党、衆議院選挙、岸田政権
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一　はじめに

日本は 2020 年 1 月 15 日に新型コロナウイルスの（Covid-19）

の最初の感染者が確認されて以来、感染拡大が静かながらも急速に

進行し、翌月になって多数の感染者を乗せたクルーズ船「ダイヤモ

ンド・プリンセス」号が横浜に停泊すると大騒動が引き起こされ

た。安倍首相は初めての重大な伝染病と向き合うにあたり 1、経済と

感染予防の間で翻弄され続けた。例えば、観光による経済効果への

配慮により外国（特に中国）からの旅行客に対する入国制限の実施

を遅らせ、また 7 月 22 日には地域経済振興のため菅義偉官房長官

主導で「Go To トラベル」政策 2 が起ち上げられたが、感染拡大が

人流により加速され、12 月 28 日に中止せざるを得なくなった。安

倍首相は煩雑で厳しい感染対策から持病が再発し、第二波がピーク

に達した 8 月 28 日に辞任を表明した 3。

1 日本はアジアで猛威を振るった SARS・MERS 禍に見舞われておらず、新型コロ

ナウィルスは日本が遭遇した初めての重大な伝染病であった。SARS（重症急性呼

吸器症候群、Severe Acute Respiratory Syndrome）は 2002 年 11 月から 2003 年 9
月にかけて蔓延し、台湾でも 2003 年に深刻な感染拡大が起きた。MERS（中東呼

吸器症候群、Middle East respiratory syndrome coronavirus、略称 MERS-CoV）

は 2012 年 9 月にサウジアラビアで最初の感染者が確認され、2015 年 5 月に韓国

で爆発的な感染拡大がみられた。
2 「Go To トラベル」政策は、観光庁所管による国内旅行振興政策である。主に旅

行代理店を通して旅行の予約を行った者を対象に、一人一泊 2 万円を限度として

旅費の 50％相当の補助とクーポン券を支給する。「Go To トラベル」は経済振

興政策「Go To キャンペーン」の一環であり、他に飲食店対象の「Go To Eat」
（農林水産省所管）、舞台やスポーツ対象の「Go To イベント」（経済産業省所

管）、商店街対象の「Go To 商店街」（同）を起ち上げたが、感染拡大のため中

止となった。
3 御廚貴、芹川洋一『日本政治：コロナ敗戦の研究』（東京：日本経済新聞出版、

2021 年）、25 ページ。
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「安倍政治」の継承を掲げた菅義偉首相は諸派閥の支持のもと組

閣・政務を行ったが、感染状況への対処については、遅れや秩序だ

っていない場面があった。例えば、三回目の緊急事態宣言発令の遅

れに、東京オリンピック開催に関する紛糾が重なって、8 月の新型

コロナ感染者はピークに達し、内閣支持率の急激な下落を招いた。

菅首相はオリンピック開催前の 7 月 17 日に読売テレビの番組で自

民党総裁選での再選への意欲を明言していたが 4、一ヶ月半後の 9月

3 日に行われた首相官邸での記者会見において、コロナ対策と選挙

活動の両方に同時に取り組むことはできないとして、総裁選不出馬

を突然に表明し、日本の政界に激震が走った 5。

自民党は衆議院において過半数を占めているため、その総裁は、

すなわち首相ということになる。菅総理の辞任発表により自民党総

裁選は大きな盛り上がりの中で進行し、9 月 29 日の投票日には稀

に見る熾烈な争いがみられた。岸田文雄は二回目の投票でようやく

河野太郎を降して当選し、10 月 4 日に国会の首班指名で順当に第

100 代総理大臣となった。新しい首相の下では「アベノミクス」に

よる成長路線からの脱却と「成長と分配の好循環」を強調し、10

月 31 日の衆議院選挙で手堅く勝利を収めたことで、岸田内閣は正

式に民意の試練を乗り越え、「ポスト安倍時代」となる岸田政権が

本格的に始動した。

しかし岸田内閣では安倍・麻生両派のメンバー、あるいは盟友が

4 「首相、総裁選出馬に意向 ワクチン 接種完了目標前倒し」『読売新聞』2021 年 7
月 17 日（夕刊）、1 面。

5 安倍・菅両首相による新型コロナウィルス対応の詳細については、日本経済新聞

社政治担当論説委員編『コロナ戦記：政治の中間決算』（東京：日本経済新聞出

版、2021 年）、18～179 ページ；森功『墜落：「官邸一強支配」はなぜ崩れたの

か』（東京：文藝春秋、2021 年）を参照。
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党・行政の要職を占め、派閥色の濃いものであった。岸田首相が民

意に順応して「安倍政治」の枠を越えて独自のリーダーシップを発

揮できるか、また 2022 年の参議院選挙に勝利して「ねじれ国会」

を回避できるか、これが岸田政権の直面する大きな課題である。

二　菅義偉首相の退陣

7 月 23 日から 9 月 5 日にかけて開催された東京オリンピック・

パラリンピック閉幕後、直ちに衆議院の解散総選挙を行えば、日本

のアスリートの活躍や感染状況の緩和を背景に勝利を収めることが

でき、その余勢を駆って自民党総裁再選を果たすというのが、もと

もと菅総理の描いていたプランであった 6。さらに 2015 年の安倍総

理のように無投票再選になれば一番良い。そのため菅総理は 7 月中

旬、テレビ番組で総裁再選への意欲を明言していた。ところが一ヶ

月半後の 9 月上旬の首相官邸での記者会見において、総裁選不出馬

を表明した。

なぜ菅総理の決定は短期間の間に大きく変わってしまったのか？

主な理由は二つある。感染状況をコントロールできず支持率が落ち

たことと、国会議員補選と首長選挙での敗北が重なり、党内の求心

力を失ったことである。

一つ目の感染状況のコントロールと民意については、まさに『日

本経済新聞』特別研究員・芹川洋一が形容した通り、菅政権は「コ

ロナ連動政権」であり 7、感染拡大を抑えられなかったのが内閣支持

率下落の主因である。

「安倍政治」の継承を標榜した菅首相が 2020 年 9 月に組閣を行

6 森功『墜落：「官邸一強支配」はなぜ崩れたのか』前掲書、286 ページ。
7 御廚貴、芹川洋一『日本政治：コロナ敗戦の研究』前掲書、149～151 ページ。
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った際、内閣支持率は 62％に達し、不支持はわずか 13％であった

（図 1 参照）。ところが 11 月に再度感染拡大が始まると、支持率

はそれに伴って下落した。2021 年 4 月に入って変異株の感染件数

が増えると感染状況は緊迫したものとなった。東京オリンピック開

催が差し迫っていたことから、菅総理は三回目の緊急事態宣言の発

令により、自国民と外国人旅行客への行動制限を行うことにはため

らいを見せていたが、感染状況が急激に悪化した後の 4 月 25 日に

同宣言を発令した。当初 5 月 11 日までとされていた同宣言の期間

は、感染状況に緩和が見出せないことから二度にわたり延長され、

宣言が解除されたのは 6 月 20 日のことであった。だがその後再び

の感染拡大をうけ、菅総理は 7 月 12 日から 8 月 22 日までの期間、

東京都に四回目の緊急事態宣言を発表し、その後千葉・神奈川・埼

内閣支持 内閣不支持 自民党支持 立憲民主党支持

（注 1）2021 年 10 月・11 月の内閣支持率は、岸田内閣のもの。 

（出典） 「内閣支持率」『NHK 選挙 WEB』（https://www.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/）を整

理して作成。

図 1　菅内閣・自民党・立憲民主党の支持率
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玉の関東三県と大阪府、京都府・兵庫県などの関西地区や福岡県、

また茨城・栃木・群馬・静岡の四県にも緊急事態が宣言され、結局

9 月 30 日まで継続された。

四回目の緊急事態宣言の期間は、東京オリンピック開催を控えて

おり、開催に抗議する多くの群衆が街頭に繰り出した。加えて 8 月

に入り感染者が急激に増加、同月 7 日には全国で 15753 人と四日連

続で過去最高を更新し、東京でも過去二番目の 4566 人となった 8。

さらにワクチン接種のスピードが遅かったことと、政府が隔離施設

と病床の数を正確につかめていなかったことで、医療機関には重症

患者しか収容することができず、自宅隔離者から多くの死者を出し

た。

感染状況のコントロールと医療資源分配が機能しなくなったこと

で、菅政権の支持率は下がり続けた。NHK の調査によれば、6 月

の支持率は 37％だったが、7 月には 33％に下がり、8 月には 29％

と、いわゆる危険水域とされる 30％未満となった。一方不支持率

は 45％から 46％、52％と上昇した（図 1 参照）。その上、8 月の

調査では 85％の回答者が「自分や家族がコロナに感染する不安を

どの程度感じるか」という質問に「大いに感じる」または「ある程

度感じる」と答えており、75％が政府によるワクチン接種の進み具

合が遅いとし、52％が重症以外の患者の自宅療養措置に関して「納

得できない」と答えていた 9。

二つ目は、補選と地方選での敗北である。自民党は、菅総理の任

8 「新型コロナ　全国感染 1万 5753人　4日連続最多」『読売新聞』2021年 8月 8日、

1 面。
9 「内閣支持率」『NHK 選挙 WEB』、https://www.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/

archive/2021_08.html。
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期中に計 8 回あった 2021 年の国会議員補選と知事選全てで敗北し

（表 1 参照）、菅総理の党内での求心力喪失につながった。中でも

参院広島選挙区補選・東京都議会選・横浜市長選での敗北の影響が

最も大きかった。

まず広島での選挙について。4 月 25 日に実施された三件の参院

議員補選は菅総理就任以来初の国政選挙であり、ほどなく行われる

ことになっていた衆院選の前哨戦と位置づけられていた。中でも参

院広島選挙区補選は、もともとの当選者であった自民党・河井案里

議員が公職選挙法違反による有罪判決確定により、当選無効となっ

たために行われたものであった。結果として自民党公認の西田英範

候補が野党（立憲民主党・国民民主党・社民党）推薦の宮口治子候

補に敗れた。広島は長らく「保守王国」と呼ばれる自民党の地盤

で、例えば 2017 年の衆院選挙でも 7 選挙区のうち 6 議席をとって

いたが、今や野党に敗れることとなった。補選の投票率は 33.6％

で、西田の獲得票数は 33 万 692 票と 4 万票の差で敗れ、自民党の

組織票が従来通り強固なのか、少なからず疑念が生ずることとなっ

た 10。

次に東京都議会選挙についてである。同選挙は常々衆院選の前に

行われるので、与党の政権防衛戦とみられている。前回と違い、自

民党は公明党が協力に転じる中で 11 過半数議席獲得を勝敗ラインと

し、42 の選挙区から 60 名の候補者を立てた。ところが蓋を開けて

みると、自民党は 8 議席増ながらわずか 33 議席しか獲得できず、

10 鬼原民幸「三つの補選・再選挙で野党系候補が勝利 　次期衆院選、試される『真

の共闘』」『朝日新聞』2021 年 5 月 19 日（夕刊）、5 面。
11 公明党は 2017 年の東京都議選では「希望の党」と協力したが、2021 年には自民

党との協力に転じた。同党は 1993 年以来行われた 8 回全ての選挙で、公認候補者

を全員当選させている。
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公明党の 23 議席を加えて 56 議席としてもなお過半数には届かなか

った（議席総数は 127）。またこれは 2009 年の政権交代の際にあ

った 38 議席よりも少ない。

最後に 8 月 22 日に行われた横浜市長選について、自民党は公認

候補を立てなかったが、菅総理は小此木八郎候補を強力に支持し

た。菅総理は政界デビューの前、1975 年から八郎候補の父である

自民党衆院議員・小此木彦三郎の秘書を務めていたことがあり、小

此木候補とも浅からぬつき合いの、兄弟のような間柄だった 12。菅

総理は 1987 年に横浜市議会議員に当選、1996 年になって横浜市内

を選挙区とする神奈川 2 区選出の衆院議員となり、現在まで当選を

重ねている。そのため、横浜市は菅総理の地盤と言える。しかし選

挙の結果は、野党が政府による感染対策の不手際を強く責めるとい

う状況下で、菅総理が強力に支持した小此木候補の得票数は 32 万

5947 票にとどまり、立民・共産両党の支持を得た新人・山中竹春

候補に 18万票もの差をつけられて敗北 13、菅総理の選挙戦の中でも

大敗となった。

国会議員補選と首長選で連敗となったことで、菅総理は自民党内

での求心力を喪失した。特に当選三回までの若手議員の間に生まれ

た危機感は強く、菅首相のもとで近く行われる衆院選で勝つことは

できないと考えた 14。若手議員とは、2012 年に初当選した後、党内

の「安倍一強」と政党政治での「自民一強」という有利な情勢下で

2014 年・2017 年に当選・再選した、言い換えれば「安倍政治」と

12 松田賢弥『影の権力者：内閣官房長官菅義偉』（東京：講談社、2016 年）、93～
96 ページ。

13 「横浜市長選確定得票」『読売新聞』2021 年 8 月 23 日（夕刊）、1 面。
14 「横浜市長選挙 　首相『謙虚に受け止める』総裁出馬かわらず」『読売新聞』2021

年 8 月 23 日（夕刊）、1 面。
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いう有利な状況で順調に当選した衆院議員を指す。しかし 2021 年

の衆院選をとりまく状況はすでに大きく変わっていた。安倍総理退

陣をうけた菅政権は感染状況のコントロールがうまくいかず国民の

強い恨みを買っていたし、「野党共闘」の挑戦も加わり、楽観はで

きなかった。若手議員の危機感と不安は菅総理のリーダーシップに

対する大打撃となった。彼らは 2021 年衆院選候補者の 22％を占め

ており、自民党の勝敗への影響は非常に大きかった 15。

表 1　2021年、菅総理任期内の補選・改選結果
選挙の種類 実施日 自民党の対応 選挙結果

山形県知事選挙 1 月 24 日 大内理加を推薦 落選

千葉県知事選挙 3 月 21 日 関正幸を推薦 落選

衆議院北海道第

2 区補選

4 月 25 日 指名・公認なし 不戦敗

参議院長野県選

挙区補選

4 月 25 日 小松裕を公認 落選

参議院広島県選

挙区再選

4 月 25 日 西田英範を公認 落選

静岡県知事選挙 6 月 20 日 岩井茂樹を推薦 落選

東京都議会選挙 7 月 4 日 候補者 60 名を擁立 敗北（自公で過半数に

満たず）

横浜市長選挙 8 月 22 日 党公認の推薦なし 落選（菅総理支持の小

此木八郎が大敗）

（出典）筆者により整理・作成。

15 「自民『3 回生』、試練の秋　『風吹かぬ選挙』幹部も危機感　党公認の 2 割、勝

敗に影響　衆院選」『朝日新聞』2021 年 10 月 20 日、4 面。
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三　岸田政権の誕生

菅総理が自民党総裁選不出馬を表明したことで、岸田文雄前政調

会長の 8 月 26 日を皮切りに、高市早苗前総務相・河野太郎内閣府

特命担当大臣（規制改革など担当）・野田聖子幹事長代行がそれぞ

れ 9 月 8 日・10 日・16 日に相次いで出馬を表明、候補者数の多さ

と熾烈な選挙戦から、近年稀に見る盛り上がりがみられ、メディア

と世論の関心を集めた。

1　総裁選と新しい首相の誕生

2021 年 9 月の自民党総裁選では、岸田を支持した岸田派以外の

派閥は自主投票とした。これは第二次安倍政権の期間と、菅が総裁

となった 2020 年の選挙とは異なる展開であり、さらに若手議員が

民意の動向を量って派閥の拘束から脱却したことで、投票に向けた

国会議員の動きは予測し難いものとなった。

『読売新聞』が 9 月 4 日・5 日に実施した「次の首相にふさわし

い人」についての世論調査によると、河野太郎が 23％でリード、

石破茂が 21％でそれに次ぎ、以下岸田文雄（12％）、小泉進次郎

（11％）、高市早苗（3％）、野田聖子（2％）と続いた 16。河野は

世論調査で一般市民から最多の支持をとりつけた上、民意の動向を

量る党内若手議員の支持も得た。河野は所属派閥の領袖である麻生

太郎の支持は得ていなかったが、小泉と石破の支持を獲得すること

に成功した 17。民意からみると、河野は支持率調査で一位・二位・

16 「『次の首相』河野氏 23％　本社全国世論調査結果」『読売新聞』2021 年 9 月 6 日、

7 面。
17 「各派閥、異例の自主投票　石破氏不出馬『河野氏を支持』　自民総裁選、あす告

示」『朝日新聞』2021 年 9 月 16 日、1 面。
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四位につけて優勢であり、総裁選第一回投票の際も国会議員票と同

数の地方票を得ていた 18。このため河野は声望が高く、彼が第一回

投票で過半数をとって当選するかが選挙の焦点であった。

状況が変わったのは、高市早苗が立候補を届け出てからであっ

た。高市はもともと出馬する意欲があったが、国会議員 20 名の推

薦を得ることができず、一度は断念していた。ところが小泉と石破

が河野支持を表明すると、石破の政敵である安倍晋三が積極的に高

市を支援し始めた。推薦人確保に協力するだけでなく、同時に国会

議員一人一人に直接電話をかけて支持をとりつけ、さらに決選投票

にもつれ込んだ場合は互いを全力で支持することで岸田陣営と合意

した 19。

第一回投票では当選に必要な過半数の票を獲得した候補者がい

なかったため、上位二名の岸田と河野で決選投票を行うこととなっ

た。高市は総得票数こそ第 3 位だったものの、国会議員票では 114

票と河野を大きく上回り、安倍の支援が奏効し、河野が一回目で当

選するのを阻止できたのは明らかであった。決選投票となる第二回

18 中北浩爾『自民党：「一強」の実像』（東京：中央公論新社、2017 年）、88～
89 ページ。2014 年の自民党大会では、総裁選について二点修正が行われた。第一

に、第一回投票では都道府県の党員・党友票を国会議員票と同数とすること、第

二に、第二回（決選）投票が行われる場合は、もとは票を持たなかった都道府県

連にも一票の権限を与えるというものであった。選挙規程にこのような修正が行

われた主な理由は、2012 年の総裁選で多数の党員・党友票を獲得していた石破が

最後には派閥連合の支持を受けた安倍に敗れたこと、さらに石破が第一回投票で

リードしていたにもかかわらず第二回投票（当時都道府県連には投票権がなかっ

た）で敗れており、党支部から中央に対して一般党員の意思を重視していないと

いう強い批判が沸き起こったからである。
19 「岸田氏　議員票圧倒　自民総裁選　決選『高市票』取り込む」『読売新聞』2021

年 9 月 30 日、3 面。
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投票では、国会議員票の数は変わらないが、地方票の票数は計 47

票となる（47 都道府県の支部が各一票を持つ）ので、明らかに前

者の比重が増す。第一回投票での岸田・河野両氏の国会議員票の票

差は 60 票だったので、高市の得た国会議員票が第二回投票の鍵と

なった（表 2 参照）。

表 2　自民党総裁選の状況
第一回投票

候補者 国会議員票 地方票 総得票数

岸田文雄 146 110 256

河野太郎 86 169 255

高市早苗 114 74 188

野田聖子 34 29 63

第二回（決選）投票

岸田文雄 249 8 257

河野太郎 131 39 170

（出典）筆者作成。

第二回（決選）投票では岸田・高市両氏の事前合意が効果を発

揮、岸田の国会議員票は第一回から 103 票増となり、総得票数 257

で河野の 170 票を凌駕し当選を果たした。ただ二回の投票のどちら

でも地方票では河野に遠く及ばず、岸田の勝利が派閥政治と長老の

意向の産物であり、地方党員の民意とは明らかに隔たりのあること

が示された。

総裁選の結果が出た後、菅内閣は 10 月 4 日午前の臨時閣議で総

辞職、同日午後の臨時国会で首班指名が行われ、岸田は順当に第
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100 代総理大臣に選ばれ、組閣に入った 20。岸田内閣の大臣ポスト

20 のうち 13 を初入閣組が占め、そのうち末松伸介文部科学大臣・

牧島かれんデジタル担当大臣・堀内詔子ワクチン担当大臣の三名は

当選三回目の若手議員であった。初入閣の衆院議員は当選五回以上

でなければならないという自民党の慣例を破って要職に就けるだけ

でなく、年齢も老壮青にわたっており、「ポスト安倍時代」到来と

いう新たな状況が現出した。

2　総選挙

岸田首相は第 205 回臨時国会会期末の 10 月 14 日に衆院解散を

宣言、10 月 31 日を総選挙の投開票日とすることも決めた。首相が

就任 11 日で衆院を解散したのも、その後の選挙戦がわずか 17 日だ

ったのも、戦後最短記録となった。

岸田首相はなぜ速やかに衆院選を行おうと決めたのか？理由は

主に四つある。第一に、一般に新しい政権には約三ヶ月の「蜜月」

期があるが、岸田内閣は成立当初の支持率が決して高いわけではな

く、蜜月も早く終わる恐れがあった。そのため早期に選挙を行い、

内閣支持率を上げようとしたのである。NHK の調査が示すところ

によると、岸田内閣成立当時の支持率は 49％と、2001 年の中央省

庁再編後に生まれた 10 内閣の中で麻生政権の 48％に次ぐ低さであ

った。第二に、新型コロナウィルスの「第六波」襲来が内閣に与え

る影響を懸念していた。第三に、野党が「共闘」への協議に使える

時間を短縮し、自公勝利のチャンスを大きくしようとした。第四

に、岸田首相は衆院議員の任期満了直前にもかかわらず解散権を行

20 「衆院選、31 日投開票 　岸田氏が方針、新内閣発足へ」『朝日新聞』2021 年 10 月

4 日（夕刊）、1 面。
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使することで、まず果断な決心とリーダーシップを見せようとし、

同時に任期満了に伴う選挙で自民党が過半数割れした 1976 年の選

挙の轍を踏まないようにしたのである 21。

岸田首相は「成長と分配の好循環（新資本主義）」を選挙戦の主

軸として掲げ、格差が拡大する経済政策の改善を強調、安倍政権下

の「経済成長戦略」からの転換を企図する独自の政策ビジョンを打

ち出した。一方立憲民主・国民民主・社民・共産・れいわ新撰組の

野党五党は、289 の小選挙区中 217 で候補者一本化を果たして「野

党共闘」戦線を構築し 22、「政権選択選挙」である衆院選において初

めて自公と対峙する局面が生まれた 23。

選挙結果は、自民党は 15 議席減らしたものの予想より多い 261

議席を獲得、単独過半数であるだけでなく、単独での「絶対安定多

数」を達成した。「絶対安定多数」とは衆議院に 17 ある常設委員

会で過半数の委員を確保、委員長を独占できる議席数を指し 24、自

民党が衆院における政策決定過程を主導できることを意味する。ま

21 「新政権、実行力アピール　三木内閣で惨敗、警戒か　任期満了直前の解散、狙い

は」『朝日新聞』2021 年 10 月 14 日（夕刊）、9 面。1976 年 12 月の衆院選は戦後

の新憲法体制下で唯一任期満了を受けて行われたものであり、自民党は定員 511
議席中 249 席しか獲得できなかった。

22 立憲民主・共産・れいわ新撰組・社民の野党四党は「市民連合」の仲介で「政策

合意」を締結した。国民民主党は同合意に参加しなかったが、立憲民主党と選挙

協力に関する覚書を交わし、候補者指名でも四党と協力することになった。
23 「市民連合（安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合）」は、安保法制

に反対する抗議活動を契機に 2015 年結成された。同連合は 2017 年衆院選の際「野

党共闘」による自民党への対抗を呼びかけたが、希望の党をめぐる騒動と民進党

分裂により頓挫した。2021 年衆院選での「野党共闘」は「市民連合」の仲介によ

り成立したものである。
24 「安定多数」とは衆議院に 17 ある常設委員会で「半数」の委員を確保、委員長を

独占できる議席数を指し、衆院では 244 である。参院の「安定多数」は 131、「絶

対安定多数」は 152 である。
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た公明党は 3 議席増の 32 議席を得たので、自公両党の合計は 293

議席と、定員 465の半数を大幅に上回るものとなった（表 3参照）。

注目された「野党共闘」は不成功に終わった。共闘のリーダーで

あった立憲民主党の議席は選挙前の 109 から 96 に減ったほか、共

闘に参加した五党合計でも 131 から 121 に減らした。選挙結果が

出ると、立憲民主党代表の枝野幸男は責任をとって辞任した。「野

党共闘」が成功しなかった主な理由は三つある。一つ目は『読売新

聞』が選挙前に行った世論調査にその一端を見ることができる。同

紙が 10 月 3 日に発表した結果によると、73％の人が政府の感染対

策に強い不満を抱いていたが、一方で 64％が自公政権継続を望ん

でいた（「選挙後に現在の与党議席が野党を少し上回る」のが望ま

しい 50％、「選挙後に現在の与党議席が野党を大きく上回る」の

が望ましい 14％）。また政権交代を期待していたのはわずか 30％

であった（「選挙後に現在の与党議席が野党を少し下回る」のが望

ましい 21％、「選挙後に現在の与党議席が野党を大きく下回る」

のが望ましい 9％）。言い換えれば、自公政権の感染対策に不満

はあるが、野党に政権を任せるのは安心できないということであ

る 25。

二つ目は、上述と関連するが、有権者が野党、特に（新）立憲民

主党に警戒心を抱いており、政党支持率が長らく低迷していること

である。2020 年 9 月 15 日、立憲民主党は国民民主党の大部分と社

民党の一部と合併して、衆院 107 名・参院 47 名の新党を結成した。

党名は引き続き「立憲民主党」とし、枝野幸男代表は結党大会の席

上、次の衆院選挙で政権交代を実現するという目標を表明した。新

25 「自公政権『継続を』64％　無党派層 55％　本社世論調査」『読売新聞』2021 年

10 月 3 日、2 面。
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党結成時点で衆院に 100 を越える議席を擁するのは、1994 年の新

進党以来の盛事であった。しかし NHK の世論調査では、（新）立

憲民主党は結党以来、支持率が 10％を越えたことがなかった。特

に 2020 年 10 月、2021 年 4 月および 7 月から、新型コロナウィル

ス感染拡大のため内閣支持率が明らかな下降を見せ、特に 8 月度で

30％を下回ったときでさえ、立憲民主党の支持率は大きな伸びを

見せていない（図 1 参照）。逆に、自民党の支持率は大きく落ち込

むことがなく、30％以上を維持していた。（新）立憲民主党結党と

菅内閣成立の時期はほぼ同じなので、明らかな対照がみられる。

なぜ（新）立憲民主党の支持率は高くないのか？主な理由は、民

主党政権の失敗による悲惨な記憶を有権者が拭いきれておらず 26、

さらに（新）立憲民主党の結党当時中枢を占めていたのが、ほぼ全

員民主党政権に参加した者だったからである。例えば枝野代表は民

主党政権時代、菅直人政権の官房長官であった。同政権は当時発生

した東日本大震災の際、無為無策だと批判された。最高顧問の菅直

人・野田佳彦両氏は、民主党政権時代に首相となったことがある。

平野博文代表代行は鳩山由紀夫政権の官房長官、蓮舫代表代行は野

田政権の行政改革担当大臣であった。党ナンバー2 の福山哲郎幹事

長は（旧）立憲民主党でも幹事長を務め、菅直人内閣の官房副長官

であった。有権者に言わせれば（新）立憲民主党は民主党の焼き直

しであり、信用を得られないのは当然である。

三つ目は、立憲民主・共産両党支持者の態度の違いである。選挙

当日に『読売新聞』と日本テレビが実施した出口調査によれば、立

憲民主党に候補が一本化された選挙区では、共産党支持者の 82％

26 御厨貴『平成風雲録：政治学者の時間旅行』（東京：文藝春秋、2018 年）、11 ペ

ージ。
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がその候補に票を入れた。しかし共産党からの候補に投票した立憲

民主党支持者は 46％にとどまり、20％は自民党に、11％は日本維

新の会に入れており 27、両党の支持者で「野党共闘」への態度は明

らかに異なった。またつけ加えると、『読売新聞』が選挙後 11 月

3 日に発表した世論調査の結果では、57％にのぼる人が立憲民主・

共産両党が政権交代に向けてさらに協力することに反対しており、

賛成と答えた 30％を大きく上回った 28。

この選挙で大金星をあげたのは日本維新の会で、選挙前の 11 か

ら 41 に議席を増やし、衆議院で単独で議案を発議・提出できる 20

議席を越えた。日本維新の会は地盤の大阪府の 15 選挙区で全勝し

たのにとどまらず（自民党候補は全員落選した）、比例区でも北海

道を除く全ブロックで議席を獲得し、第三党となった。日本維新の

会は改革を標榜、「改革なくして成長なし」を主軸とし、「変える

べきは変え、守るべきは守る」と強調して自民党の政治に不満を持

つ有権者、また現政権に批判的かつ改革志向を持つ無党派層の支

持を取り込んだ 29。『読売新聞』による出口調査では、「日本維新の

会」に投票した無党派層は 19％で、2017 年の 9％を大幅に上回っ

た 30。

27 「立・共　協力に温度差　衆院選　出口調査分析」『読売新聞』2021 年 11 月 1 日、

4 面。
28 「立共協力『よくない』57％　衆院選結果 　本社全国世論調査結果」『読売新聞』

2021 年 11 月 3 日、9 面。
29 田中愛治「『政党支持なし』層の意識構造と政治不信」『選挙研究』第 7 号（1992

年）、80～99 ページ。
30 「維新　無党派層取り込む　衆院選」『読売新聞』2021年11月1日（夕刊）、3面。

$1522.indd   47 2022/3/14   上午 10:26:44



問題と研究� 第 51 巻 1 号

－48－

表 3　2021年衆議院選挙の結果
選挙区 比例区 議席合計 選挙前議席

与党
自民 189 72 261 276

公明 9 23 32 29

野党共闘

陣営

立憲 57 39 96 109

共産 1 9 10 12

国民 6 5 11 8

れいわ 0 3 3 1

社民 1 0 1 1

維新 16 25 41 11

N 党 0 0 0 1

無所属 10 0 10 12

（注 1） 「選挙前議席」には欠員 4 議席と解散前の「希望の党」解党により消滅した比例区 1 議

席は含まない。

（注 2）「N 党」は「NHK と裁判してる党弁護士法 72 条違反で」を指す。

（注 3）「れいわ」は「れいわ新撰組」を指す。

（出典）筆者により整理・作成。

四　課題

NHK の世論調査によると、岸田首相の計算通り、衆院選後の内

閣支持率は 61％に上昇し、成立当初の 49％から大きく上昇した 31。

また選挙前の 9 月 14 日に『朝日新聞』が行った調査では、58％が

新政権には「安倍・菅」路線を「継承してほしくない」と答え、「継

承してほしい」と答えた 28％を大きく上回っている。また次の首

相に最も必要なものとして「実行力」を挙げた人が 64％で最も多

31 「岸田内閣 支持は 61％ 衆院選出口調査」『NEWS WEB』、https://www3.nhk.
or.jp/news/html/20211031/k10013329381000.html。
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く、その次の「誠実さ」は 15％であった 32。岸田政権が民意に応え

て「安倍政治」の枠から脱却し、独自の指導力を発揮できるかは、

内部の権力構造から見ると「派閥政治」と「政官関係」の二つが重

要である。

1　岸田政権と派閥政治

岸田首相の党・行政人事における布陣からみると、自民党の伝統

的な「派閥政治」の様相が現れている。野中尚人によれば、自民党

派閥政治の神髄は権力共有で、総裁選後も当選した新総裁は自派閥

で権力を独占することなく、他派閥と権力を共有するのである 33。

新総裁は党・行政の重要人事を行う権力を握っているのに、なぜそ

れを独占しないのか？石川真澄は、主に派閥勢力の合従連衡から生

まれた新総裁が党内の団結と政権安定を図るためであるとする 34。

佐藤誠三郎・松崎哲久と中北浩爾は、さらにはっきりと、自民党政

治で「派閥勢力の均衡」の人事制度が発展してきたのは「権力共

有」のメカニズムによるものでもあり、自民党は「派閥連合の政

党」ともなっていると指摘した 35。

まず、自民党の最高幹部について。最も衆目を集めるのは、「党

三役」と呼ばれる幹事長・総務会長・政務調査会長である。幹事長

は総裁を補佐して党務を執行するほか、政治資金の支出と分配、

党・行政人事の配置、各レベルの選挙における候補者公認といった

32 「次期首相に必要、「実行力」が 64％　朝日新聞社世論調査」『朝日新聞』2021 年

9 月 14 日、4 面。
33 野中尚人『自民党政治の終わり』（東京：筑摩書房、2008 年）、119 ページ。
34 石川真澄『戦後政治構造史』（東京：日本評論社、1978 年）、191 ページ。
35 佐藤誠三郎、松崎哲久『自民党政権』（東京：中央公論社、1986 年）、244 ペー

ジ；中北浩爾『自民党―「一強」の実像』前掲書、14～15 ページ。
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ことに実際の影響力を持っており、「党三役」36 のリーダーでもあ

る。総務会長は党の最高意志決定機関の議長で、自民党が提出する

法案は総務会の決議を経なければならないので、調整力のある総務

会長が鍵となる。政務調査会長は党による政策の調査研究、それに

法案を国会に提出するにあたっての事前審査を司る。

岸田首相は最初幹事長として麻生派の甘利明を任命したが総選挙

後に辞任、後任には竹下派の茂木敏充がついた。総務会長と政務調

査会長にはそれぞれ福田達夫（細田派）・高市早苗（無派閥）両氏

が就任した。高市はいかなる派閥にも所属していないが、安倍とは

政治的に固く結ばれた盟友であり、総裁選では当選した暁には安倍

路線を継承すると明言した。人事面で見ると、党三役はいずれも岸

田派以外の大派閥の手に落ちている。このほか、岸田首相は麻生を

総裁のすぐ下である副総裁につけた。自民党の党則では、副総裁は

常設ポストというわけではなく、総裁が必要と認めたときに設ける

ものである。岸田首相が麻生を副総裁に任命したのは、党三役のポ

ストで派閥のバランスをとった以外にも、麻生が党内で重要な地位

にあることを示している。

次に、内閣と派閥の勢力バランス人事について。表 4「岸田内閣

と派閥勢力」からはっきりと見て取れるように、勢力が大きい派閥

ほど多くの大臣・副大臣ポストを得ている。総選挙前に外務大臣だ

った茂木が総選挙後に幹事長となったため、竹下派のポストは 4 か

ら 3 に減った。茂木の異動に伴い、外務大臣には林芳正がついたの

で、岸田派のポストが 3 から 4 に増えた。派閥ごとの副大臣の数

36 自民党の最高幹部については、「党三役」に選挙対策委員長を加えた「党四役」、

さらに国会対策委員長を加えた「党五役」という呼び方もある。岸田は選対委員

長に谷垣グループの遠藤利明、国対委員長に細田派の髙木毅を任命した。
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は、総選挙後にも変わっていない。

総裁選挙の過程からみると、岸田が二回の投票どちらでも地方票

では河野に遠く及ばなかったにもかかわらず、その一般党員からの

支持の薄かった岸田が当選した一番の理由は、裏で糸を引いていた

安倍の力を得たこと、また麻生が「時期尚早」として自派閥のメン

バーであった河野の支持を拒否し、それが国会議員を牽制するのに

効果があったからである。安倍・麻生両氏は岸田当選の陰の功労者

であり、党・行政人事からみても、この二人の巨大な影響力が現れ

ている。安倍は 2021 年 11 月 11 日に細田派（清和政策研究会）の

大会で新しい会長に推挙され、細田派は「安倍派」と改称した。安

倍は党内最大派閥のトップとなり、影響力はますます軽視すること

のできないものとなった。

細田派は党総務・政調会長のポストを握ったほか、内閣でも官房

長官（松野博一）・防衛相（岸信夫 37）・経済産業相（萩生田光一）

を得た。麻生派は党副総裁のほか、内閣の財務相（鈴木俊一 38）・経

済再生担当相（山際大志郎）という重要なポストを得た。経済再生

担当大臣は第二次安倍内閣のときに新設されたもので、主に成長戦

略に関する政策を管轄する国務大臣である。岸田内閣では主に経済

再生と新型コロナ対策・健康危機管理を担当しており、初代は甘利

明、前任は西村康稔である。

日本政府は 1990 年代に政治・行政改革を推進した。前者では選

挙制度改革などを通じて政党の権力を党首を中心とする党中央に集

37 岸信夫は安倍晋三の実弟である。安倍の父・安倍晋太郎は岸信介元首相の娘であ

る岸洋子と結婚後、寛信・晋三・信夫の三子をもうけた。このうち信夫が伯父で

ある岸信和の養子に迎えられ、岸姓となった。
38 鈴木俊一は麻生太郎の義弟である。麻生の妻は鈴木善幸元首相の三女ちか子で、

俊一はその弟である。
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中させ、後者では中央省庁改革と権力の再配分を通じて首相のリー

ダーシップを強化した。言い換えれば、統治機構改革は首相（党総

裁）の権力を大幅に強化したのであり、「人の話をしっかり聞く」

岸田首相が民意を反映して「安倍政治」の枠から脱却し、独自の指

導スタイルと新局面打開を実現できるかが、その政治的課題であ

る。

表 4　岸田内閣と派閥勢力
派閥 派閥勢力 大臣数 副大臣数

細田派 （95）87 4 6

麻生派 （52）49 3 5

竹下派 （53）46 （4）3 3

二階派 （47）37 2 2

岸田派 （46）41 （3）4 2

石破派 （15）12 0 1

石原派 （10）7 0 1

無派閥 （69）93 3 3

公明党 （57）60 1 3

（注 1）派閥の名称は、岸田政権成立当初のもの。

（注 2） 派閥勢力は衆参両院の合計人数。（）内が総選挙前の、（）の後が総選挙後の議席数で

ある。

（注 3）公明党については、総選挙前後の衆参両院の合計議席を記す。

（注 4） 総選挙後、竹下派の茂木敏充外相は党幹事長に転任、後継には岸田派の林芳正がつい

た。そのため、大臣の人数は竹下派が 4 人から 3 人に、岸田派では 3 人から 4 人となっ

ている。

（注 5） 「細田派」領袖（清和会会長）の細田博之は選挙後衆院議長となり、慣例により派閥を

退会したため、同派は 2021 年 11 月 11 日に全体会議を招集、安倍晋三を新会長とする

ことを決議し、「安倍派」が正式に誕生した。

（注 6） 「竹下派」領袖（平成研究会会長）である竹下亘は選挙前の 9 月に病没。同派は選挙後

の 11 月 25 日に全体会議を招集、茂木敏充を新会長とすることを決議し、「茂木派」が

誕生した。

（出典）筆者により整理・作成。
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2　岸田政権と政官関係

政策決定の過程で政治家と官僚がどのように関係しているのか

は、一貫して政治学の関心の赴くところである。官僚は政策・立法

の専門知識とそれを実施するノウハウを持ち、また情報を独占で

きる有利な立場にあり、強大な影響力を擁しているため、「官僚

主導」であるという見方が一時主流となった 39。それに加え、戦後

は内閣が頻繁に変わったにもかかわらず政治は安定した状態を保っ

ていたことも、「官僚主導」の説得力を強めた。これに対して、

村松岐夫は国会議員 101 人と高級官僚 251 人へのアンケート調査

の結果を分析し、官僚の「活動量」は大きいものの、「自己支配

性」を欠くとした 40。また村松は「プリンシパル−エージェント理論

（principal-agent theory）」の視点を利用し、政治家と官僚は決し

て権力対立の構造にはなっておらず、政治家が権力を「委任」して

官僚に行使させているとした。つまり、自民党の政治家は長期かつ

広汎にわたり政策形成と実行を官僚に「委任」してきた結果、官僚

は自らを権力の中枢と誤認しているのであり 41、「官僚主導」という

のは大げさであるという。

村松は、各自が職責を果たし互いに協力する政官関係を、ラグ

ビーのスクラムに喩えた 42。菅義偉総理も、政治家と官僚は互いに

協力する関係にあるべきで、政治家が政策の方向を打ち出し、官僚

39 西尾勝『行政学』（東京：有斐閣、2001 年）、98～99 ページ。
40 村松岐夫『戦後日本の官僚制』（東京：東洋経済新報社、1981 年）、150～152 ペ

ージ。
41 村松岐夫「20 世紀をふりかえる（8） 官僚制」『書斎の窓』No. 488（1999 年 10 月

号）、2～7 ページ。
42 村松岐夫『政官スクラム型リーダーシップの崩壊』（東京：東洋経済新報社、

2010 年）。
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はそれに基づいて情報と具体的な業務処理のプランを提供するもの

で、政策の成否の最終責任は政治が負うと指摘している 43。

しかし、「日本最大最強のシンクタンク」の呼び名を持つ官僚シ

ステムも、徐々に活力を失ってきている。大蔵省（現財務省）官僚

の出身で中央省庁改革・公務員改革に参与した経歴を持つ田中秀明

は、一番の原因は「政治主導」への改革のもとで官僚が徐々に「政

治化」し、本来持っているべき「専門性」を失ったことにあると指

摘する 44。田中は、官僚と政治家の地位は本来平等であり、政治化

の知恵袋という役割を持つ官僚は「専門性」を備えているべきであ

るという。ところが「政治主導」を核心とする改革のもと、官僚シ

ステムは政治家に従属する組織となり、官僚による「忖度」現象が

次第に表面化してきた。以前にも「忖度」はあったが、「政治主

導」改革の中での「いきすぎた」忖度が官僚の自律性低下をもたら

し、本来あるべき「専門性」が失われ、官僚の「政治化」が結果と

して政府全体のガバナンス機能を低下させた。朝日新聞取材班はさ

らに一歩踏み込んで、特に「内閣人事局」の設立（2014 年）後、

首相官邸が霞ヶ関官僚の幹部人事を握り、各省庁の官僚が首相官邸

に絶対服従となる状態を招き、能動的に政策構想を出す原動力を失

った「指示待ち官僚」になっていったと指摘した 45。

岸田首相が「安倍政治」脱却への企図のもと「新しい」政策を

打ち出すとき（例えば、経済成長重視の「アベノミクス」と異なり

43 菅義偉『官僚を動かせ 政治家の覚悟』（東京：文藝春秋企画出版部、2012 年）、

10～13 ページ。
44 田中秀明『官僚たちの冬：霞が関復活の処方箋』（東京：小学館、2021 年）、4～

9 ページ。
45 朝日新聞取材班『自壊する官邸：「一強」の落とし穴』（東京：朝日新聞出版、

2021 年）、12～13 ページ。
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「成長と分配の好循環」を強調した「新しい資本主義」を提唱して

いる）、いかに官僚システムが能動的・積極的に献策を行えるよう

官僚システムの活力を引き出すかが、岸田政権の直面する重大な課

題である。

五　結論

菅総理は辞任を前にした 9 月 9 日の官邸での記者会見で、日本

には新型コロナ対策にあたって中央と地方の橋渡しをする、省庁横

断的な統一指揮機関が一つもなかった、と感慨を込めて語った 46。

日本政府はその結果、新型コロナウィルスによるかつてない感染

状況に進退窮まり、安倍・菅両首相が暗然として退陣することと

なった。幸運だったのは、日本の感染状況に緩和がみられることで

ある。菅総理が 9 月 3 日に総裁選不出馬を表明した後、感染状況に

は緩和がみられ始め、感染者数が下がり始めた。全国の感染者は 9

月 11 日以来 10000 人を下回り始め、9 月 29 日にはさらに 2000 人

未満、10月 31日の衆院選当日には 228人まで下がっていた 47。衆院

選の際、感染対策は有権者が関心を持つ重要な争点だったが、選挙

が終わり岸田政権が成立した頃には、感染状況はすでに緩和してい

た。そのため本研究では主に自民党総裁選と総選挙の過程を材料

に、内部の権力構造から岸田政権の成立とその直面する課題を検討

した。

菅総理は東京オリンピック開催前、自民党総裁再選への意欲を明

46 「新型コロナウイルス感染症に関する菅内閣総理大臣記者会見」首相官邸、2021
年 9 月 9 日、https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2021/0909kaiken.
html。

47 「統計資料」『嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）：日本』、https://www.google.
com/search?q=COVID-19+％E6％97％A5％E6％9C％AC。
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言していたが、9 月になって突然総裁選不出馬を表明、二ヶ月足ら

ずの急変に、日本の政界に激震が走った。菅総理不出馬の主な理由

は二つある。一つ目は感染状況をコントロールできず支持率が下降

し続けていたことで、8 月度には 30％未満となっていた。二つ目

は自民党の地盤とみられている広島選挙区での参院補選、首都東京

の議会選、菅総理の地盤である横浜での市長選と、国会議員補選と

首長選挙で敗北が重なり、党内の危機感を呼び起こした。特に「安

倍一強」の力に頼れない当選三回以下の若手議員の危機感は強かっ

た。また菅内閣の感染対策が奏功しないことで国民の恨みを買い、

さらに野党が「野党共闘」の統一戦線を敷いていた。

菅総理が不出馬を表明した後の熾烈な総裁選で、岸田は第一回・

第二回投票ともに地方票では河野に及ばなかったが、安倍・麻生両

氏の支援を得て国会議員票で優勢となり当選した。岸田首相の人事

には自民党伝統の派閥政治の様相が反映されており、民意の期待と

はほど遠いものとなった。

自民党を率いた 10 月の衆院選挙での岸田首相の勝利は、民意の

試練をくぐり抜けたことを意味するが、次の二つの課題に直面して

いる。第一に岸田首相が派閥政治、特に安倍・麻生両氏の影響力か

ら脱却し、独自のリーダーシップを発揮できるか。第二に岸田政権

が霞ヶ関官僚に「最強のシンクタンク」としての機能を再び発揮す

るよう促し、手を取り合って滞りなく政策を推進できるかである。

2022 年 7 月の参院選は岸田政権の「成績評価試験」であり、一年

に満たない期間の中で実績を上げ、有権者の支持と承認を勝ち取

り、安定した政権運営が続けられるよう、選挙結果による「ねじれ

国会」を回避しなければならない。

（寄稿：2021 年 11 月 14 日、再審：2021 年 12 月 19 日、採用：2022 年 2 月 5 日）  

翻訳：田中研也（フリーランス翻訳）
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岸田政權的成立與挑戰： 
以內部權力結構為焦點

吳明上

（義守大學大眾傳播學系教授）

【摘要】

標榜繼承「安倍政治」的菅義偉首相於 2021 年 7 月中旬表示再

度問鼎自民黨總裁的意願，卻於同年 9月 3日宣布退出，在短短不到

二個月的時間出現重大的變化，震撼日本政壇。菅義偉首相宣布退選

後，自民黨總裁選舉、自民黨幹部的人事佈局、國會的首相指名選

舉、新內閣的組成、眾議院解散與重新選舉、新政權的啟動等，政治

上的重大事件在短時間內一件接著一件展開，令人目不暇給。岸田文

雄在激烈的自民黨總裁選舉中獲勝，也順利贏取眾議院選舉，開啟了

「後安倍時代」。然而，誕生於派閥政治的岸田政權是否能夠順應民

意，擺脫安倍政治的窠臼，展現獨自的領導權，將是岸田政權面臨的

挑戰。

關鍵字：菅義偉、安倍晉三、自民黨、眾議院選舉、岸田政權
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The Establishment and Challenge of the 
Kishida Regime:  

A Focus on Internal Power Structure

Ming-Shan Wu
Professor, The Department of Mass Communication, I-SHOU University

【Abstract】

Prime Minister Yoshihide Suga, who came into the inheritance 
of “Abe politics”, expressed around the middle of July his will to 
run for the president of the Liberal Democratic Party. However, later 
on September 3rd he announced his withdrawal. In less than two 
months, the drastic changes shocked the Japanese political arena. 
After Prime Minister Yoshihide Suga announced his withdrawal, major 
political events, such as the election of the Liberal Democratic Party’s 
president, the personnel arrangement of the Liberal Democratic Party’s 
cadres, the nomination of the Prime Minister on the parliament, the 
formation of the new cabinet, the dissolution and re-election of the 
House of Representatives, and the launch of the new regime, unfolded 
one after another in a short period of time. Fumio Kishida won the 
fierce Liberal Democratic Party presidential election, as well as the 
House of Representatives election, ushering in the “post-Abe era.” For 
the Kishida regime that derives from factional politics; it faces many 
challenges on whether it can comply with public opinion, shake off the 
stereotypes of Abe politics, and show its unique leadership.

Keywords:  Yoshihide Suga, Shinzo Abe, LDP, House of Representatives 
election, Kishida regime
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