2013 年 10 月 9 日

2013 年ドイツ連邦議会選挙の考察

山 本 利 久
はじめに
ドイツ連邦議会(下院に相当)選挙は、国内外が注目する中、9 月 22 日投開票が行われ、我
が国でもメディアが大きく報道した。EU で一人勝ちを続ける経済大国ドイツで、アンゲ
ラ・メルケル首相が三度その座につくことが出来るのか、連立を組む必要が生じた場合相
手はどの党になるのか、FDP(自由民主党)の人気が凋落する中、様々な予測がなされてきた。
小選挙区比例代表併用制の下で、結果はメルケル首相率いる CDU/CSU(キリスト教民主・
社会同盟)が第一投票(Erststimmen、候補者への投票)で、37.2・8.1＝45％、第二投票
(Zweitstimmen、政党への投票)で、34.1・7.4＝41.5％となり、第 1 党の座を維持した(いず
れの数字も暫定)。ただ今回これまで連立を組んできた FDP が惨敗、｢3 人以上・5％以上｣
規定を満たさなかったため、議席を全く確保できなかった。その結果、先ず考えられる組
閣シナリオは、メルケル首相が連立の組み直しを検討せざるを得ない状況下に置かれたこ
とだ。そしてその連立相手はどの党になるのかが最大の関心事となった。そうした中、野
党第一党の SPD(ドイツ社会民主党)との大連立もまことしやかに囁かれている。
如何なる形の内閣になるにしろ、新政権が内外に抱える課題は多く、その政策はドイツ国
内はもとより、ユーロ圏、EU、延いては世界の経済・政治にも大きな影響を齎す可能性が
高い。
この機会にドイツの政経事情をより深く理解し、今後の動向を注目する上で参考になれば
と思い、本レポートを作成してみた。何かの役に立てば幸甚である。
選挙結果
今回の＊選挙結果は図の通り、メルケル首相の率
いる CDU/CSU が当初拮抗も予想されたが、ほぼ
予想通り得票を大きく伸ばし過半数に迫る躍進、
野党第一党の SPD も議席を伸ばした。その一方旧
東ドイツの政党に基盤を置く DIE LINKE(左派
党)と環境問題を重視する GRUENE(緑の党)の議
席が後退、政権与党の一郭であった FDP は全議
席を失った。その結果超過・調整議席を含めた総
出所：日経

(2013/9/24)

議席数 630(暫定)をこれら 4 党(CDU/CSU を一つ

の党とカウントして)が占めることになった。注記：＊これらは暫定数字、最終確定は 10 月
になる。
連邦の議会制度
ドイツ連邦の議会は BUNDESRAT(連邦参議院、上院に相当)と BUNDESTAG(連邦議会、
下院に相当)から構成されている。
＊連邦参議院：代表決権数 69(議席ではない)
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連邦参議院は各州(含む都市州)政府の代表者によって構成される。具体的には 16 の州に
人口に応じて決められた代表決権(4～6)が与えられる。従って国民による”選挙”は行われ
ない。通常各州の首相乃至閣僚が出席する。任期はなく、審議する法案に因って、代表
者が入れ替わることが普通。各州には 6 議席があるが、票決権は 1 名の代表者によって
のみ行使される。議長は各州の輪番制。その権限は基本法(憲法に相当)の改正法案、およ
び財政法案を含む州に関する法案の審議と決議を行う。ここでどの様な法案が｢州に関連
する法案｣であるかの識別は明確ではない。｢州に関連しない法案｣として、連邦参議院の
審議を経ず成立した法案が、憲法裁判所によって｢州に関連する法案｣だったとして失効
したケースも実際出た。その関連もあり、連邦レベルと共に州議会選挙の動向も無視で
きない。通常連邦参議院の審議と決議を要する法案は、全体の半数程度と言われる。
＊連邦議会：法定議席数 598、超過・調整議席を含めると現在 630(暫定)
任期と制度：4 年、選挙制度は小選挙区比例代表併用制(比例代表制を主に、小選挙区制
の要素を織り込む)。特に本年の法改正で得票数の議席数へのカウントが複雑になった。
16 の連邦州(含む都市州)に人口に応じて、法定定数の半分 299 を配分する。各連邦州に
配分された定数は、更に人口に応じて州内で区割りされ(選挙区)、投票(第一投票)が行わ
れる。第二投票(政党への投票)は連邦議会における各政党の勢力図を決める礎。
選挙権・被選挙権：18 歳以上のドイツ国民
投票：有権者は、小選挙区用(候補者)と比例代表用(政党)の 2 票を同時に投ずる
○3 人以上、5％以上ルール：所謂｢5％条項｣、一種の足切り
ドイツでは非常に多くの政党や候補者が連邦議会選を目指す。具体的にどんな状況にあ
るのかを知るには参考資料｢包括結果｣一覧表を参照して頂きたい。このルールの目的は
議会における少数政党の乱立を防ぐもので、連邦議会の比例代表で政党が議席を得るに
は第 2 投票の 5％以上を獲得するか、小選挙区で当選した候補者が 3 名以上いる場合に限
られる。
○得票数の議席への転換など(Sainte-Lague/Scheppers 方式)：2 段階
＊第一投票：各州の各選挙区へ配分される 299 議席は有権者の直接選挙で最高得票を獲得
した候補者だけが、第 2 投票の結果割り当てられた議席数に関わらず獲得する。
＊第二投票：各党がここで獲得する総議席数から小選挙区で選出された候補者に与えられた
議席数を差し引いた議席が、各党の州名簿上の上位者から順番に割り当てられる。
＊法定最低議席数(598)と超過議席(Ueberhangmandate)など：上記のプロセスを経ると、
法定定数を超過(超過議席)するため、議席配分に際して、第 2 投票時の各党の勢力関係を
出来るだけ均等にするため議席数の増加が必要となる。具体的には、政党が第 2 投票で
配分されるはずの議席を越える数の候補者を小選挙区で当選させた場合は、その超過分
を取り消さず、超過議席として議席は確保される。今年の連邦選挙法改正で、超過議席
に見合う数の調整議席(Ausgleichsmandate)が、超過議席の発生しなかった政党に追加配
分されることになった。
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注記：得票を具体的な獲得議席数に転換する際、上記の方式に因る計算が複雑なことな
どから、集計・計算と最終確認に時間が掛かる。今回公式データは全て当初は暫定値とし
て発表され、10 月 9 日に最終結果が公表された。本レポートの作成・引用資料等は、従
って全て暫定値に基づいている。その差は僅少。
○投票率・有効投票率
今回も、小選挙区、比例のいずれも前回(2009 年)とほぼ変わらず、それぞれ 71.5％、98.4％
と非常に高く、国民の関心の高さを示した。
主な政策論争
今回の選挙では主に次の事項が焦点となった：順不同
＊貧富の格差拡大・社会保障など；
欧州で最も豊かな国、ドイツでも貧富の格差が拡大してきた。生活保護を受けながら限
定的な就業を余儀なくされる人々も増えている。こうした状況下でユーロ危機に血税を
支払うのはこれ以上ご免だ、とする市民の声も高まっている。そこには EU 圏外から流
入する移民問題(その数は 740 万人に達し、加盟国中最大)も絡み、大きな社会問題となっ
ている。
＊失業問題など；
ドイツの失業率 6.8％はユーロ圏では群を抜いて低く、その低下傾向は持続されている。
しかし若年労働者の失業率は EU
圏では最低だが、8.1％と高い。そ
の雇用対策は大きな社会問題とな
っている。またメルケル首相の基本
理念には、ユーロ圏諸国もドイツ流
に、健全財政を堅持し、構造改革を

出所：日経(2013/8/13)

推進することでドイツの様な経済成長・発展が期待できるとする含意が、様々な形で
ちらつく。ただドイツの構造改革は必ずしも充分でない、との海外からの指摘もある。
＊EU(ユーロ圏なかんずくギリシャなど南欧)諸国への財政支援など；
ギリシャへの追加支援では、EU 内にドイツの積極的支援を期待する向きが多い。2014
年以降に再び資金不足に陥るリスクがあり、今年末までにその対策を固める必要がある。
ドイツではこれまでにもユーロ危機に際し、ドイツの血税が過分に浪費される恐れがあ
るとして、特に市民の間で反対論が根強く存在していた。
メルケル流に従えば、｢もし我々皆がより向上し、危機により的確に適合するようになれ
ば、団結は必ず効果を現す。さもなければ我々は皆弱体化してしまう｣、と言う事になる。
この思想は正に今回の選挙戦のスローガン”erfolgreich zusammen”(成功を共に)そのも
のだ。彼女の批判者達は、構造改革の遅れはギリシャ一国ではない、と言う。メルケル
首相は、対応に当りこれまで大規模で、革新的なイニシアチブを取らず、派手さはない
が堅実な”小規模対策”を重視した姿勢を一貫して講じてきた。
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ドイツがこれまでユーロ救済に取り分けた金額は 2800 億ドル(約 28 兆円)、その内既に
救済をコミットした額は 1530 億ドル(約 15.3 兆円)に達している。ドイツ国民が何処まで
その負担に耐えられるのか？今回の選挙でメルケル首相は国民から一定の理解と支持を
得たとも見られるが、事態は決して容易ではなかろう。
尚ドイツは EU の中で唯一財政黒字を計上、その額は GDP の 0.2％となっている。こう
したことから今後共ドイツに対する EU、ECB, IMF それにユーロ圏加盟国からの支援増
額要請は更に強まることが予想される。
＊エネルギー・環境問題；
産業立国(モノ作り)ドイツでは安価なエネルギーの安定供給が不可欠。東電福島第 1 原発
事故の発生でメルケル首相の原子力発電に対する姿勢が 180 度転換した。それまでの幾
つかの原発について、その操業期間を延長する決定を覆し、全ての原発の廃止を促進す
よう命じたのだ。尚彼女は第 5 次コール内閣(1994 年～98 年)で環境・自然保護・原子
力安全担当大臣を務めたことがある。
今後の組閣
ドイツ基本法は連邦議会選挙から 30 日以内に、新しく選出された議員による議会を開かれ
ければならないと定めている。今回は 10 月 22 日がその期限となる。いずれの党も単独の
過半数獲得が出来なかったため、連立協議が長引けば、その成立に 1990 年の 47 日、2005
年の 65 日を要したと同様の事態も起こる可能性がある。
野党全党が結集すれば、理論的には過半数を獲得するため、組閣が可能。ただ現状は、左
派党と連立を組む意向のある与・野党がいないため、この線は非現実的。組閣(連立を主体
として)の形態とパートナー並びのそれぞれの可能性を示すと次のようになる。；
① CDU/CSU(UNION)と SPD による連立(大連立)
② UNION と GRUENE の連立
③ SPD, DIE LINKE, GRUENE の連立：可能性は否定されないが
④ UNION 単独：メルケル首相にその意向はないようだが、過半数に 5 議席欠ける勢力
⑤ SPD と GRUENE の連立：過半数に及ばず、可能性はほぼない
＊過去の大連立と連立の事例
▽①が現在最も有力視されているが、今回の
選挙で票を伸ばした SPD にも連立に賛否両
論がある。次の選挙を見据えた SPD の選挙
戦略からみると、合意形成は必ずしも簡単で
はなかろう。
▽戦後ドイツでは単独過半数を獲得した政党は
なく、連立が常態。表の出所：日経(2013・9・23)
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○大連立の可能性：表の出所：日経(2013/8/22)
現在有力視されている CDU/CSU と野党第一党 SPD との”大連立”構想について若干付言す
ることにした。実はこの 3 党による”
大連立内閣”は、既に 2005 年秋の総選
挙の結果実現している。この時はメル
ケル首相率いる CDU/CSU は改選前
より議席数を 22 も減らし、FDP と合
わせても過半数を得られず、緑の党と
の連立構想も頓挫、唯一残された選択
肢が SPD との連立折衝だった。結果
的にその構想は実現をみたが、当時の
両党の趨勢を反映、メルケル氏の首相
実現までには多くの時間と困難を伴
った。
それに比べると、今回は大連立のための両党間折衝が行われるとしたら、メルケル氏の
立場は、絶対優位とも言えそうだ。ただそれが、SPD の政治的思惑をより複雑にするこ
とは避けられそうもない。選挙前の両党の主な政策面での立場を纏めたものが上の表で
ある。
今回の選挙戦でメルケル首相と SPD の党首シュタインブリュックが、直接対峙したのは
ただ一回だったと言われる。それは 9 月 1 日のテレビ討論会だった。それはシュタイン
ブリュック党首がメルケル首相を米国の NSA よるスパイ活動の範囲に関する情報を米国
政府が提供するのを待ち過ぎたとして、避難した時だった。これに対し首相は笑みを浮
かべて、”私は先ず行動して、後に熟慮するのではなく、その逆を行う”、とだけ述べた、
と言われる。
メルケル首相
メルケル首相が今回 3 度目の首相に就任すると、英国のマーガレット・サッチャー元首相
(11 年)を抜いて、12 年の長期政権となる見通し。サッチャー元首相と対照的にメルケル首
相には国の内外の指導者達にメルケル嫌いは少ない。そのため今回の選挙結果に一様に安
堵し、多くは彼女のリーダーシップに何がしかの期待を抱いている。
メルケル氏は戦後ドイツ連邦のただ一人の女性の、そして”鉄のカーテン”の裏側、東ドイツ
で教育を受けた最初の首相でもある。
彼女は 1954 年ハンブルグに生まれ、数ヵ月後牧師(福音主義教会)であった父と母と共に東
ドイツに移住、大学教育を受け(現ライプチッヒ大、物理学専攻)、東ドイツ科学アカデミー
に就職した。1990 年 10 月 3 日の東西ドイツ統一後に、CDU に入党、同年 12 月の連邦議
会選挙で初当選した。欧州一の経済大国ドイツの首相として、危機の中多くのリーダー達
が交代する中、既に 8 年に亘り君臨、その政策・行動は欧州ばかりか世界に影響力を及ぼ
5

している。8 月 23 日に発表された世論調査は 63％がメルケル首相の再任を望んでいる。競
争相手として最も有力視されている SPD のシュタインブリュック氏は 29％だった。
彼女の大変頑固だが、堅実で、信頼が置け、騒ぎを好まぬメルケル ブランドは昨今の混
沌とした時勢に上手く適合するもので、人々の高い関心を買うのであろう。
ただ彼女の政治姿勢にはドイツの国際的役割と責任に対する明白なヴィジョンに欠けると
の一部の指摘もある。ドイツの世界に占める重要性を考慮すると、いつまでもそうした態
度を取ることは許されないだろう。メルケル首相に批判的な人々は、こうした彼女の消極
性が選挙戦を失うのでは、との観測も出ていた。彼女には幾つかのニックネームがある。
例えば“Merkiavelli”(ルネッサンス期イタリアの政治思想家、外交官マキャヴェリに因んで)
或いは”毒クモ”(致命的に噛みつく前に覚られず忍びよる能力に対して) など。メルケル首相
の唱える緊縮財政、貯蓄奨励とハードワーク、競争力強化を志向した構造改革などは、そ
の受け入れにギリシャ社会や一部南欧諸国は執拗に抵抗した。彼等にはその背景にある北
欧的倫理観・宗教観は簡単には受け入れられず、時としてこうした罵声、嫌悪感となるの
だろう。しかし彼女の支援者たちにとり、彼女は天使だ。ドイツでは誰もが彼女を”Mutti”(お
かあちゃん)として知っているのだ(Time2013/9/23)。
彼女が時折見せる両手をひし形に組むしぐさは時として謎めく。今回の選挙戦でベルリン
の建物から垂れ下がった選挙用の幟は、そのひし形が支援者たちの写真で出来たイメージ
を描いたものだった。
しかし謎に包まれた深淵に潜む彼女の真の姿を突き止めることは決して容易なことではな
かろう。
惨敗の FDP
今回の連邦レベル選挙で FDP は小選挙区、比例共、規定を満たす得票を得られず惨敗し
た。連邦議会選挙の前哨戦となった、9 月 15 日投開票の行われたバイエルン州議会選挙で、
連邦議会で CDU と連立を組む保守派の CSU(党首兼州首相ホルスト・ゼーホーファー)は大
勝し、単独で絶対多数議席を得たが、最大のニュースは、バイエルン州議会で 2008 年以来
連立を組む FDP が惨敗してしまったことであろう。獲得した票は僅か 3.3％で、5％ルール
を大きく下回ってしまった。これはその後行われた連邦議会選挙の結果を或る程度予見す
るものであった。このため、FDP 首脳部は連邦議会選に当たり、CDU/CSU に比例での支
援を公に要請した：第 2 票(比例)で、両党の支援者たちに FDP に投票するように。
過去にはこうした折、CDU/CSU が自分達の支持者に対し、全体として中道右派を支援す
るため FDP に投票するよう働き掛けたこともあった。しかし今回メルケル首相はそうした
行動はとらないと明言した。その背景となったのが、今年 1 月のニーダーザクセン州議会
選である。そうした対応策が裏目に出て、結局州政府を SPD と緑の党の連立内閣に明け渡
すことになってしまった。
留意したい点はドイツ産業界、中でも輸出の中核を担うドイツの中堅企業との関連が強い
と言われ、市民の自由と自由市場を擁護してきた FDP が連邦議会選で敗北(戦後初めて議席
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が獲得できなかった)、連立与党から消えることの重みと今後の波紋であろう。
党首のヒリップ・レスラーは引責辞任した。
主な州議会の動向
前述の如くバイエルン州議会では、ホルスト・シーホファー率いる CSU(バイエルン州が基
盤)が 1966 年～2008 年と同様、絶対多数議席を獲得、再び単独政権の樹立に成功した。
ニーダーザクセン州は先に述べたような政変で、この 1 月 SDP と緑の党の連立内閣が成立
した。連邦議会と同時に行われたヘッセン州議会選挙では、連邦のケースと同様、過半数
を取得した政党がなく、今後の議会運営が混沌としている。
連邦議会の重要法案審議に州議会が絡む場合があるため、どの党が連邦議会での組閣に成
功したとしても、連邦参議院の動向は今後も気になるところだ。
今後の外交
＊EU
ギリシャを中心にした南欧支援の強化と当事国に対する構造改革・財政の健全化要請、
加盟国財政の一元化、銀行同盟・ユーロ共同債発行、金融規制・監督、政治統合化など、
ドイツの EU 折衝には引き続きドイツの基本姿勢を脅かす難問が犇めく。その一方こう
した面で関係国から、経済大国ドイツのリーダーシップ、責任を期待する声は益々強く
なると見られる。中でもフランスのオランド大統領との緊密な協力関係を更に強化でき
るか注目される。一方当事国ドイツはこれまで見てきたように決して一枚岩ではない。
ユーロ圏からの離脱を目指す政党が現れたり、新ユーロ圏形成を主張する組織もその一
部だ。
＊米国
米 NSA スパイ事件の再発防止と相互信頼関係の早期回復。2012 年のユーロ危機の深刻
化で示された米国のドイツに対する強い要請(短期の刺激策)時の相互理解の希薄化の改
善、EU/米国 FTA 早期実現、見解の相違を見せた対シリア政策などにおける両国間の相
互理解と協力関係強化を目指す折衝の進展などが注目をひく。
2011 年、メルケル首相はリビヤに”No-fly zone”を設けることに異を唱え、シリアへの軍
事攻撃参加も逸早く否定した。
むすびにかえて
現時点で連邦レベルでの組閣形態を確認することは出来ないが、今後暫くの間ドイツの政
治から目が離せない。最も可能性のある形態は CDU/CSU と SPD の大連立内閣だが、大き
な課題は SDP サイドにあるようだ。その一つが両党の議席差であろう。この状態で連立を
組むことになると SPD は政党としての主体性、独自性、つまりアイデンティティーを喪失
してしまうリスクを負いかねない。更に最悪のケースとして、今回の選挙で敗北した FDP
の二の舞になってしまう恐れを心配する向きも党内にあるようだ。現在水面下で大連立を
含めた組閣折衝が行われているが、当面は CDU/CSU、SPD を中心に、経済政策、EU 政
策、域外の外交政策等の面でのすり合わせ、妥協・譲歩等の政治的駆け引きを織り交ぜな
7

がら着地点を模索することになりそうだ。
組閣に失敗すれば、結局大統領ヨアヒム・ガウクが連邦議会を解散、そして新たな総選挙
を実施することになる。選挙民はそのプロセスをウオッチすることになるので、組閣折衝
に当たり各党とも国益、民益をいたずらに放置して、党利・党益だけに走るわけにはいか
なくなる。国の内外から信頼される安定政権の樹立を期待したい。
参考資料：pp.9～11
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参考資料：いずれも 2013 年 9 月 23 日現在の暫定値
A 第 1 投票(候補者)政党別得票率

B 同得票率の増減

出所：ドイツ連邦統計庁

出所：同左

C 第 2 投票(政党)得票率

D 同得票率増減

出所：ドイツ連邦統計庁

同左

E 議席数

F 同増減数

出所：同上

出所：同左
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○2013 年連邦議会選挙の暫定包括結果(2013 年 9 月 23 日)

出所：ドイツ連邦統計庁

注記：①投票率；少数選挙区で 71.5％(前回比＋0.8)、比例も同じ②有効投票率；少数選挙
区で 98.4％(同＋0.2)、比例で 98.7％(同 0.1)③選挙権民 61,903,9031 人、投票者数 44,289,652
人④比例制への政党数 29⑤小選挙区立候補の団体数 31
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○ドイツ株価指数

出所：Bloomberg website(2013/10//9)

○米国を 100 とした主要国の 1 人当り GDP の変化(2011 年の実績と 2060 年の予測)。2005
年ベース、購買力平価に基づく、作成 OECD。

出所：The Economist(2012/11/10)

(了)
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