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1　基本認識

　本稿の目的は、1990年代以降の政治改革の過程を通じて、国会の審議

過程がどのように変化してきたか、あるいは変化してこなかったのかを検

証し、そこから今後の国会改革の課題を考察しようというものである。

　 初に、国会の現状をどう評価するか、基本的な認識について述べてお

きたい。
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2 忘れられた改革（大山）

　ある国の議会を国際比較の視点から評価しようとする際、 も重要な判

断基準となるのは、議会が政策決定過程においてどの程度の影響力を保持

しているかであろう 1。もちろん議会の影響力の大きさは容易に評価でき

るものではなく、これまでの比較議会研究においてもさまざまな指標が提

案されてきたが、ここでは、①法案審査の実施主体となる委員会の権限お

よび自律性、ならびに、②政府による審議のコントロールの 2点を指標と

して検討することにしたい 2。

　まず、①は、議会側が実質的かつ専門的な審議を実施し、政策決定に影

響力を及ぼす能力（変換能力）を有しているかどうかを判断するための指

標である。日本の帝国議会を含め、かつての議会においては委員会の役割

はそれほど大きくなく、本会議が実質的な審議の場として機能していた。

とくに、議院内閣制下の議会では、行政府によって準備された比較的完成

度の高い法案の審議が中心となるため、本会議における大局的な議論で足

りていた面があった。しかし、法案件数が増加し、その内容も複雑化した

現代においては、本会議だけで法案審議を処理することは困難となり、ど

この国の議会でもほぼ例外なく、委員会審査の比重が高まっている。ただ

し、法案審査を行う委員会がどの程度の権限や専門性を有しているかは国

によってまちまちであり、本会議の負担軽減のために予備的な審査を実施

するだけのものから、専門的なスタッフや調査のための予算をもち、立案

段階から実質的に政策決定を担う委員会もある。そこで、専門分野別の常

任委員会が設置されているか否か 3、また、委員会にどれほどの権限が与

1 Mezey は、比較議会の古典ともいえる著作のなかで、議会評価の基準として

「政策決定過程において議会がどの程度の影響力をもっているか」という問いを

立てている（Mezey 1979 : 23）。
2 比較的 近の例として、Gallagher, Laver and Mair （2011 : 54）は、①政府によ

る議事日程のコントロールのほか、②審議の中心が委員会にあるか、本会議にあ

るか、③委員会付託前に本会議が開かれるかどうか、について検討している。し

かし、政府のコントロールは議事日程の管理にとどまるわけではない。また、③

は本会議に対する委員会の自律性の問題なので、②と③はむしろ一体のものとし

て考えられよう。
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えられているかなど、委員会制度を比較することによって、その議会の変

換能力をおおよそ推定できることになる。

　②は、政府（内閣）が議会の審議をどこまでコントロールできるか、逆

にいえば、議会が政府からの独立を保って活動しているかどうかに着目し

た指標である。議会の影響力を左右する要因として、議会と政府との関係

が重要なのは当然であろう。議会が政府に対して従属的な地位に置かれて

いる場合には、審議がいかに効率的に進められ、多くの法律が成立したと

しても、議会の影響力は限定的である。強い議会は、政府の関与を受けず

に活動し、独自の立場から立法活動を行う必要がある。具体的には、議事

日程の決定に政府がどの程度関与できるか、政府に政府提出議案の審議促

進手段が与えられているか否か、政府と議会のいずれが法案の 終的な修

正権を握っているか、などの点が問題となる。

　議会制度の比較研究において、①および②のどちらの指標からも も影

響力の大きい議会と評価されてきたのはアメリカ連邦議会である。大統領

制のアメリカでは、権力分立が徹底しているため、原則上、政府には立法

に関与する権限が与えられず、議会の審議をコントロールする手段もな

い。他方、アメリカ連邦議会は高い変換能力を誇っており、その主な担い

手となっているのが強力な権限を有する政策分野別常任委員会（specialist 

standing committees）である。常任委員会にはその分野に関心をもつ議員が

所属し、委員会自ら法案を起草するほか、議員から提出された法案を練り

上げ、立法をリードする役割を負っている。

　アメリカ連邦議会の対極に位置づけられてきたのがイギリス議会であ

る。イギリス議会下院においては、多数派の支持によって形成される政府

が立法過程の主導権を握り、審議の重点は法案の実質的審議よりも政府対

野党の論戦にある。法案審査を担うのは専門性を有する常任委員会ではな

3 分野別常任委員会の存在は、「政策決定過程における議会の実効的な影響力

を保証するための（十分条件ではないかもしれないが）必要条件である」（Mattson 
and Strøm 1995 : 250）と考えられる。
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く、法案提出の都度、委員を選出して設置される委員会である 4。実際に、

イギリス議会の変換能力は限定的であり、政府法案が 100％成立すること

もめずらしくない。委員会審査で採択される修正の 90％は政府提出によ

るもので、軽微な字句の修正が多く、政府の意に反する修正はほとんどな

いとされる 5。

　かつては、イギリス議会を議院内閣制下の議会の代表格とみなし、アメ

リカ連邦議会に対峙させる見方もあった 6 が、①の常任委員会制度を比較

した場合、イギリス議会とヨーロッパ大陸の議院内閣制諸国の議会には大

きな違いがある。ヨーロッパ大陸の議院内閣制諸国の議会の大半は分野別

の常任委員会を設けており、法案は本会議を経ずに委員会に付託され、委

員会は自由に法案を修正できるとしているところが多い。つまり、これら

の国々の委員会制度は、同じ議院内閣制のイギリスの委員会とは性格を異

にし、アメリカ連邦議会に近い要素をもっていると考えられる。実際、こ

うした制度上の相違を反映して、ドイツ、フランス 7、イタリアなどのヨー

ロッパ大陸諸国の議会では、アメリカ連邦議会ほどではないにしても、活

発に議員による法案修正が行われている。

4 従来のイギリス議会下院の常任委員会は名ばかりの存在で、法案ごとに、本

会議からの付託を受けて審査を担当するために設置され、設置の順序にしたがっ

てアルファベットを割り振り、A 委員会、B 委員会などと称していた。2006年に

常任委員会制度の抜本的改革が実現し、常任委員会の名称を公法案委員会（Public 
Bill Committee）に変更するとともに、法案審査に関する委員会の権限が強化され

た。しかし、委員会は従来どおり法案ごとに設置されており、アメリカや日本な

どの常任委員会のような専門性と継続性をもつ委員会が誕生したわけではない

（大山 2010 : 187-188）。
5 Norton （2013 : 103）。ただし、Russell and Cowley （2016） が指摘するように、

イギリスにおいても政府があらかじめ与党議員の意向を斟酌し、賛成の得られる

法案を提出している可能性は無視できない。

6 もっとも、イギリス以外の議院内閣制諸国の研究者からは、イギリスを議院

内閣制下の議会の代表格とみなすことに対して、以前から疑問が表明されてきた

（Esaiasson et al. 2000）。
7 フランスの政治制度は大統領が大きな権限を有する「半大統領制」であるが、

首相および政府は議会下院の信任を必要とし、また、大統領が議会の審議に直接

関与することはないので、議会と政府との関係は通常の議院内閣制と変わりない。
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　では、日本の国会についてはどのように評価すべきなのであろうか。

　2では、①および②の観点から国会の制度を検討するが、筆者の基本認

識は以下のとおりである。すなわち、憲法および国会法をはじめとする関

連法規から判断する限りにおいて、国会の常任委員会は他の議院内閣制諸

国の委員会と比較すると強力な権限と自律性を有しており、他方、日本の

内閣は国会審議をコントロールする権限をほとんど与えられていない。要

するに、どちらの指標からみても、国会は政策決定過程において大きな影

響力を発揮しうるポテンシャルをもっていると考えられる。

　ところが、3で詳しくみるとおり、実際の国会審議の影響力は、そのポ

テンシャルとは裏腹に、低いと判断せざるをえない。内閣提出法案の成立

率は高く、ねじれ国会期の例外を除けば、修正率も 10％程度にとどまっ

ている。

　強い変換能力を付与されているにもかかわらず、影響力を発揮できない

日本の国会は、比較議会研究における不可解な例外とされてきた。強力な

常任委員会制度が整備され、政府の審議への介入をほとんど認めていない

国会の制度は、ヨーロッパ大陸諸国よりもアメリカに近いといえるほどで、

国会が主体的に活動し、内閣提出法案にも多くの修正を加える実質的な審

議を実施することが想定されていたと考えられる。ところが、実際にはそ

うした国会の強さが表面に出ることはほとんどない。イギリス議会下院同

様、審議の中心となるのは政府対野党の論戦であって、法案修正につなが

る実質的な審議は低調である。制度と実態との際立った乖離が謎だったの

である（Shaw 1979 : 371）。

　後述するように、制度と実態の乖離を生んだ原因は、1970年代半ばま

でに精緻なシステムとして整備された自民党による事前審査の慣行にあっ

たと考えられる。事前審査制は、政府の権限の不足を多数派の結束によっ

て補うために工夫された運用であり、国会審議の「合理化」（野中 2016 : 

64-65）の一形態と考えてよい。要約すれば、国会がもつ制度上の権限の強

さにもかかわらず、否、それゆえにこそ、変換能力の発揮が妨げられた結
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果、国会審議はイギリス議会以上に対決色の濃い「疑似（似非）ウェスト

ミンスター型（イギリス型）」ともいうべきものになったというのが、筆

者の見立てである。

2　国会審議の制度的枠組み

（1）  強力な常任委員会制度

　国会の制度上の重要な特色というべき、充実した権限を有する政策分野

別常任委員会は、アメリカ連邦議会の委員会制度をモデルとして、1947

年に制定された国会法によって設置されたものである（大山 2003a : 92-95、

大山 2011 : 28-41、岡崎 2005a）。

　帝国議会時代の議事は三読会制とよぶ方式によっていた。審議の主導権

は本会議にあり、第一読会とよばれる 初の本会議で提案者の趣旨説明を

聴取した後に、本会議の決定にもとづいて、その都度設置される特別委員

会 8 に議案が付託された。委員会の任務は本会議からの付託を受けて法案

を審査することに限られており、委員会での法案審査終了後、本会議で第

二読会に進むべきかどうかを決定し、第二読会での逐条審議を経て、 後

に第三読会において議案全体の一括採決が実施された。法案審査を担当す

る特別委員会はあくまで予備的審査機関であり（岡﨑 2004 : 145）、1で述

べた指標に照らして考えるならば、委員会制度から推測される帝国議会の

変換能力は限定的であったといえるだろう。

　第二次大戦後、法案の審議手続は、GHQ の強い影響下で起草された国

会法の制定によって一変した 9。三読会制は廃止され、法案は本会議を経

ることなく、所管の委員会に付託することが原則とされた。委員会審査に

8 帝国議会にも常任委員会は存在しており、衆議院では、予算、決算、請願お

よび懲罰の 4種類の常任委員会が設置されていたが、これらは通常の法案を審査

するものではなかった。

9 国会法制定の経緯と GHQ 側の意向については、岡﨑（2005a : 75-84）を参照。
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期限が設けられることもなく、委員会は自主的に法案の審査を進めること

ができるようになった。委員会が本会議で審議する必要はないと判断した

法案は、7日以内に議員 20人以上から本会議での審議を要求した場合を

除いて、廃案になるとの規定も設けられた（56条 3項）。

　GHQ との交渉にあたっていた日本側も、政策分野別常任委員会制度の

必要性は理解していたようだ。しかし、本会議を経ずに提出された法案を

委員会に付託する方式（委員会中心主義とよばれた）は、従来の審議手続

を根本的に変革し、委員会に法案審議の主導権を与える点で、当時の日本

側関係者にとって予想外のものであった（西沢 1959）。

　ただし、国会法制定の翌年、1948年の国会法改正によって本会議にお

ける趣旨説明制度と中間報告制度が導入され、委員会中心主義の審議方式

には重大な修正が加えられている 10。趣旨説明制度は、議院運営委員会で

とくに必要性を認めた議案について、本会議での趣旨説明を聴取できると

いうもの（56条の 2）であり、「議員全員への重要議案の趣旨の徹底」（白

井 2013 : 145）を目的としていた。また、中間報告制度は、委員会で審査

中の議案について、議院の決定により本会議における中間報告を求め、さ

らに、緊急性があると認める場合には、委員会審査に期限を設け、ある

いは直接、本会議で審議できるとしたものである（56条の 3）。いずれも、

部分的に帝国議会時代の本会議中心主義に回帰した手続といえよう。この

うち、中間報告の例は多くない 11 が、趣旨説明はやがて、制定時の意図

を越えてほとんどの議案について行われるようになり、3でみるように国

会審議が変質していくなかで、委員会付託保留の手段として与野党間のか

けひきに利用されるようになる（白井 2013 : 147-152）。

　国会審議において中心的な役割を果たすことになった常任委員会には、

10 この改正の経緯については、岡﨑（2005a）および白井（2013）を参照。

11 参議院では比較的例が多いが、衆議院で委員会審査中の議案について中間報

告を求めた例は、第 1回、第 24回、第 140回国会の 3例のみ（衆議院事務局編『衆

議院先例集　平成 15年版』）。
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それにふさわしい権限が付与された。アメリカ連邦議会においても、当時、

議会権限を強化するための改革が進行中であり、1946年 8月に常任委員

会制度や立法補佐機構の整備を盛り込んだ「立法府再編成法」（Legislative 

Reorganization Act of 1946）が成立したばかりであった。その 新の成果が

GHQ を通じて国会法に直接取り入れられた結果、国会の常任委員会は、

当時、議院内閣制下の議会としては 強レベルのものとなったのである。

　現在、衆議院、参議院にはそれぞれ 17の常任委員会が設置されており、

そのうち議院運営などを担当するものを除く大半の委員会は国土交通、農

林水産などの行政分野に対応している。議員は任期中、同一の常任委員会

の委員をつとめることが原則とされ、長期にわたって同じ委員会の委員と

して活動する議員も少なくないため、本会議とは異なる専門的な観点から

審査を行うことができる。委員会は、付託された法案を自由に審査し、修

正するだけでなく、所管事項について独自の法案を起草してもよい。議案

の審査のために必要な場合には、利害関係者や学識経験者の意見を聴くた

めの公聴会を開くことができる。委員会のなかに小委員会を設置すること

も可能で、予算委員会および決算委員会（衆議院での名称は決算行政監視

委員会）では、委員会を数個の分科会に分けてより詳細な審査を実施でき

る。各常任委員会にはその職務を補佐するために調査室が設置され、専門

の職員が配置されている。

　また、委員会は、行政監視の前提となる調査を実施するために国会に認

められている権限、すなわち国政調査権の実施主体でもある。調査のため

に委員を各地に派遣できるほか、証人の出頭および証言、記録の提出を要

求することもできる。第一回国会の終わりには「議院における証人の宣誓

及び証言等に関する法律」（議院証言法）が制定され、証言を拒否した者

や虚偽の証言を行った者などに対する処罰規定が設けられた。

　このような日本の常任委員会制度は、国際比較の視点からはどのように

位置づけられるだろうか。

　図表 1は、西欧諸国と日本の委員会制度を比較したものである。現在で
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は、イギリスを例外として、ほぼすべての議会で分野別の常任委員会が設

けられ、本会議を経ずに議案を付託されて審査を実施している。加えて、

近年では、多くの国々で、審議の充実を目的として委員会権限の強化を

図る改革が実行されている。フランス議会の場合、1958年制定の第 5共

和制憲法の下で、常任委員会の権限には大幅な制限が加えられていたが、

2008年の憲法改正で各議院の常任委員会数がこれまでの 6から 8に引き

上げられるとともに、本会議での審議は政府原案によるとされていたも

のを委員会修正案に変更するなどの改革が実現している（大山 2013 : 98）。

図表１　国会及び西欧議会の委員会制度比較

傍聴の可否 法案付託時期 法案提出権 政府法案修正 審議時間 調査の強制権

日本 議員及び委員

等の許可を得

た者

（テレビ中継

もあり）

本会議前

（本会議で趣

旨説明を行う

場合あり）

有 修正自由

（本会議では

原案の前に委

員会修正案を

採決）

委員会が決定

（緊急の場合、

本会議で期限

を設定）

有

フランス 議員は傍聴可 本会議前 無 修正自由 本会議が決定

（本会議に付

託撤回権）

有

ドイツ 議員は傍聴可 本会議前 無

（法案の分割・

合体は可能）

修正自由 委員会が決定

（本会議に付

託撤回権）

無

イタリア 議員は審議参

加可

（表決権なし）

本会議前 無 修正自由 本会議が決定

（本会議に付

託撤回権）

無

スウェーデン 不可 本会議前 有 修正自由 委員会が決定

（付託撤回不

可）

無

（政府職員の

みが対象）

イギリス 可 本会議後 無 修正自由

（本会議では

委員会報告書

を審議）

委員会付託時

に本会議の議

事日程に掲載

無

Mattson and Strøm （1995） 掲載のデータ（Table8.3, 8.4）から抜粋したものに日本を

追加し、その後の議事手続改革による変更が判明した国について加筆・修正を

行った。
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イギリス議会下院では、かつての常任委員会には参考人を聴取する権限も

与えられていなかったが、2006年の改革によって、強制権はないものの、

参考人招致、書類および記録の提出要求、公聴会開催の権限が付与された

（前掲注 4参照）。

　それでも、アメリカをモデルとして整備された国会の常任委員会制度は、

議院内閣制下の議会としては も強力な部類に属するといってよいであろ

う。多くの国の委員会は、付託された政府法案を修正し、組み替えること

はできても、新たな法案を起草する権限をもたない。国会の委員会同様に

法案起草の権限を与えられているのは、図表 1掲載のスウェーデンのほ

か、アイスランド、ノルウェー、スイスなど北欧諸国を中心とする一部の

国々の委員会のみである（Mattson and Strøm 1995）。図表の項目には取り上

げていないが、ベルギー、フランス、オランダ、ノルウェーでは少人数で

精密な審査を実行するための小委員会の設置も認められていない（Mattson 

and Strøm 2004 : 109）。

　また、独自の観点から法案の修正や起草を行うためには、委員会自体が

調査のための権限をもつ必要があるが、強制力のある調査権を有する国は

限定されており、ほとんどの国の委員会は任意で参考人の出頭や書類提出

を求めることができるにとどまっている。国会では 1948年の法改正で、

本会議がある程度まで委員会審査をコントロールできるようになったが、

諸外国では、いったん委員会に付託した議案を本会議に取り戻す付託撤回

権が認められているところが多く、 初から委員会審査の期間に制限を設

けるとしている国も少なくない。国会の常任委員会の権限のうち、唯一、

諸外国よりやや弱いと考えられる点は、委員会審査終了後の本会議に政府

原案が上程され、委員会から本会議に修正案を提案する形式をとることく

らいであるが、これは実質的にはそれほど大きな意味をもつものではなか

ろう。
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（2）  政府による議事のコントロール

　常任委員会制度以上に、国会を議院内閣制下の議会のなかでの例外的な

存在としている要因が、政府による議事コントロールの欠如である。

　議院内閣制をとる国の憲法では、内閣の法案提出権について明確な規定

をおくのが通例である。日本でも、大日本帝国憲法は明文で政府の法案提

出権を認めていた。ところが、日本国憲法には内閣の法案提出権に直接言

及する明文の規定はなく、議案の国会への提出を首相の職務とする規定

（72条）を根拠として法案提出を認めているに過ぎない 12。また、諸外国

の憲法では、内閣提出法案の審議を促進し、成立をはかるための手続が定

められていることが多いが、日本国憲法にはそうした規定も存在しない。

国会法などの関連法規も、内閣の国会審議への介入をことごとく否定して

いる。

　政府による議事のコントロールには、大きく分けて、二つの手段がある

と考えられる。すなわち、①審議スケジュールの管理、および、②修正案

の統制である（Döring　2006 : 147）。この二つの観点から、国会の制度を

整理してみよう。

　まず、①の審議スケジュールについてであるが、議院内閣制下の議会で

は、本会議の議事日程の決定になんらかのかたちで政府が関与するのが一

般的である。多くの国々では議事日程を決定する議事協議会等の場に政府

代表の参加を認めており 13、フランスやスペインのように、政府法案に優

先権を認めている国も少なくない（Rasch and Tsebelis 2011）。フランスの場

合、2008年の憲法改正にもとづいて実施された 2009年の改革により、議

12 内閣が法律の発案権を有するか否かについては ､憲法制定時に学説の対立が

存在した（高見 2003 : 5-6）。大石は、内閣総理大臣の法案提出権（大石は「内閣」

ではなく、内閣総理大臣の権限として議論すべきであるとしている）に関する規

定を欠く日本国憲法は「その意味で不備があるといわざるをえない」と述べてい

る（大石 2008 : 149）。
13 たとえば、ドイツ連邦議会の議事運営機関である長老評議会（Ältestenrat）に
は、議長、副議長、各会派代表の議員などのほか、政府代表 1名が参加すること

が慣行となっている。
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事日程は各議院が決定するものとされ、行政監視や野党の議事にあてる日

数が増加した（48条）が、4週のうち 2週は政府法案の審議のために確保

されている（大山 2013 : 97）14。また、イギリス議会下院の議事日程は「通

常の経路」（usual channels）を通じた政府と野党との交渉によって決定され、

20世紀初頭以降、政府の議事を優先することが定着している。これまで

の改革の成果として、野党の議事や平議員の議事を優先する日が設けられ

るようになったが、会議日のおよそ 3分の 2程度は政府提出法案の審議に

あてられている（上田 2012 : 554-555）。

　さらに、審議が紛糾した場合に備えて、政府側に審議打ち切りの手段

を与えている国もある。イギリス議会下院における審議打ち切り手続

（allocation of time、通称ギロチン）、はよく知られているが、フランス議

会下院で用いられる信任手続（内閣が法案の可決に自らの信任をかけ、信

任決議が否決されなければ、法案は可決されたものとみなす手続）も同様

に審議打ち切りの効果をもつ 15。ドイツでも首相が連邦議会に対して自ら

に対する信任動議を提出することが認められており、特定の議案の採決と

結合させることによって、同じ効果をもたせることが可能である 16。また、

委員会権限の強化など、審議の充実を図る議会改革を実施するのと引き換

えに、議会側の審議引き延ばしを防止し、効率的に議事を進めるために、

審議スケジュールを合理化する試みも盛んである 17。

　ところが、国会では議事運営全般に関する決定が常任委員会の一つであ

14 日本との比較の視点からは、「むしろ半分以上の議事日程が制度上政府に優

先的に割り当てられている点に目を向けるべきであろう」（上田 2012 : 559）。
15 ただし、2008年の憲法改正により、信任手続を用いることができるのは、

予算法案、社会保障財政法案のほか、1会期につき 1法案のみとするとの制限が

加えられた（49条 3項）。

16 基本法の規定では、信任決議と結合した法案が否決された場合に連邦参議院

の同意によって法案成立をはかる「立法上の緊急事態」という制度も用意されて

いる（81条）。ただし、この制度が実際に使用された例はない。

17 イギリスの「立法のプログラム化」（programming of legislation）やフランスの

「立法時間のプログラム化」（le temps législatif programmé）など。
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る議院運営委員会に委ねられているため、公式に内閣が関与する余地はな

い。議院運営委員会理事会には慣例として内閣構成員が出席しているが、

議事日程について内閣側の希望を述べるわけではない（上田 2012 : 571）。

また、内閣には、内閣提出法案の審議を促進する手段も一切与えられてい

ない。審議促進手段は議会の立法権を制約するものであるから憲法で規定

すべき事柄だが、内閣の法案提出権すら正面から規定していない日本国憲

法は、当然ながら、内閣提出法案の審議促進手段についても沈黙している

ためである。

　では、②の修正案の統制についてはどうか。議院内閣制下の議会のう

ち、北欧諸国やドイツでは政府法案に対する議員修正に特段の制限を設け

ていないようであるが、政府提出法案について政府が賛成した修正のみを

受け入れるとの規定を置いているところも少なくない（Rasch and Tsebelis 

2011）。フランス第 5共和制憲法が規定する一括投票（政府が受け入れた

修正案のみを取り入れて、法案の一部または全部を一括して採決する手続）

などはその典型的な例である（大山 2013 : 92-94）。

　これに対して、日本の内閣には議員から提出される修正案を統制する手

段がまったく与えられていない。唯一、議員修正の統制らしきものが存

在するとすれば、1955年の国会法改正によって導入された本会議での修

正案提出の制限であろう。1955年改正ではそれまで議員単独でも議案を

発議できるとしていたのを改め、一般の議案については衆議院で 20人以

上、参議院では 10人以上、予算を伴う法案については衆議院 50人以上、

参議院 20人以上の賛成者を得なければ提出できないとする賛成者要件（人

数要件）を導入した（56条）。同時に、本会議における修正動議の提出につ

いても、議案提出の場合と同様の賛成者要件が加えられた（57条）。これ

らの改正も、趣旨説明制度と中間報告制度を導入した 1948年の改正同様、

帝国議会時代の議院法への回帰という性格をもっていた 18。ただし、委員

18 議院法 29条は、「凡テ議案ヲ発議シ及議院ノ会議ニ於テ議案ニ対シ修正ノ動

議ヲ発スルモノハ二十人以上ノ賛成アルニ非サレハ議題ト為スコトヲ得ス」とし
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会審査において修正案を提出する場合には、賛成者などの要件はなく、従

来どおり 1人でも提出可能である。

　驚くべきことに、内閣には自ら提出した法案を自由に修正する権限さえ

も与えられていない。国会法は「内閣が、各議院の会議又は委員会におい

て議題となった議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する」

（59条）としたうえで、重ねて、「一の議院で議決した後は、修正し、又は

撤回することはできない」と規定している（同条但書）。かりに、衆議院

で可決された内閣法案について、参議院議員から多くの修正案が提出され

たとしても、内閣側からそれに対応した妥協案を提示することはできない

しくみになっているのである。

　但書は 1955年の国会法改正による追加だが、本文の規定は、国会法制

定時に「政府ハ何時タリト既ニ提出シタル議案ヲ修正シ又ハ撤回スルコト

ヲ得」としていた帝国議会時代の議院法（30条）を修正して設けられたも

のである。これについて、鈴木（1953 : 120）は、「（議院法の規定は）帝国

議会は単に天皇の立法に対する協賛機関に過ぎなかった」ことに由来する

もので、「新憲法においては、国会が国権の 高機関にして唯一の立法機

関であり、法律は国会の議決のみによって制定せられ、内閣は単に議案の

提出権のみを認められているに過ぎないのであって、国会法が、内閣提出

議案の修正及び撤回を先議の院の議決前に限り、その院の承諾を得て許す

ものとしたのは、国会優越の原則に基く当然の理であるといわねばならな

い」としていた 19。しかし、実際には、議院内閣制をとるほとんどすべて

の国々において、内閣には法案提出権が認められているのと同時に、自ら

提出した法案に対する修正権も認められている 20 のであり、議院法の規

ていた。発議要件復活の経緯と議院法の影響については、原田（2012）参照。なお、

この改正の意義については、3（1）でも検討する。

19 浅野・河野（2014 : 138）も鈴木の説明を踏襲している。

20 Inter-Parliamentary Union （1986 : 993）は、政府がその提出法案の修正権をもつ

のは「一般的な原則（general rule）」であると述べ、その権限は政府の法案提出権

に由来するとしている。なお、同書では、議員の修正権についてはその提出時期
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定のほうが世界標準に近いものであった 21。

　このようにみてくると、憲法および関連法規によって規定される国会の

制度は、内閣の審議への介入を徹底して排除している点で、議院内閣制と

しては異例な、きわめて権力分立型の色彩の濃いものといえるだろう。内

閣には法案提出権こそ認められているが、法案の国会提出後は、国会がま

さしく「唯一の立法機関」として活動するアメリカ連邦議会に近い審議が

想定されていたと考えてよいのではないか。これを内閣の側からみれば、

自らが起草した法案であっても、いったん国会に提出した後は、修正を含

めてすべて国会に委ねるしかないということになる。

（3）  政府と与党会派との距離

　これまで多くの研究者によって政治制度の類型化が試みられてきたが、

そのなかで大きな影響力をもったものの一つがレイプハルトによって提示

された多数支配型（マジョリタリアン型）とコンセンサス型の二分法であ

ろう。レイプハルトの議論は、選挙制度や政党制はもとより、違憲審査制

の存在、中央銀行の独立性など、広範な要素を考慮するものであるが、議

院内閣制下の議会における審議過程にこの類型を適用するならば、多数派

によって支えられた政府が議事をコントロールし、議会審議の影響力が比

較的小さい場合が多数支配型、政府によるコントロールが弱く、議会によ

る法案等の変換能力が高い場合がコンセンサス型となるだろう。レイプハ

ルト自身、指標の一つとして、立法府に対して執政府が優位に立つ多数支

配型と執政府および立法府がバランスを保つコンセンサス型との相違をあ

げている（Lijphart 2012 : 3）

や賛成者要件、内容等の制限の有無に関して各国議会への照会結果をまとめてい

るが、政府の修正権については当然に認められるという認識によるのか、各国議

会の実態調査は行われていない。

21 この点がこれまでほとんど注目されてこなかったのは、日本の憲法学におい

て修正権の位置づけに関する研究が乏しかったことにも原因があろう（奥村 2012 
: 795）。
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　こうした理解に立てば、強力な常任委員会制度をもつ一方で内閣の審議

への介入を排除している国会の制度は、コンセンサス型に属すると考えざ

るをえない。ところが、近年、日本の国会を多数支配型ととらえる見方が

有力に主張されている。

　増山（2003、2015）は、Döring（1995 : 223-246）の議論に依拠しつつ、国

際比較の視点から国会を分析する。そして、議事運営については、議院運

営委員会での全会一致が尊重されているものの、多数派によって選出され

る議長の決裁権が規定されていること、予算の編成・提出権は内閣に専属

し、予算を伴う法案や修正案の議員発議には厳しい賛成者要件が規定され

ていること、多数決により、または議長の職務権限として、議事に時間制

限を課すことが認められていることなどを根拠として、国会の制度や規則

は多数主義的な議事運営を保証していると結論づけている。国会の制度は、

「国会における議事運営の制度的権限を多数与党が掌握するという意味に

おいて」（増山 2015 : 151）、与野党対決型（多数支配型）だというのである。

　また、川人（2015 : 135-136）も、「国会の議事運営は政党各派間の協議に

もとづいて決定され、内閣が直接には関与できなくなっているので、コン

センサス・モデルに近いようにも見える」としながらも、政権党が過半数

を占めていれば、与野党協議ができなくとも多数決で議事を進められるの

で、「マジョリテリアン・モデルがあてはまる部分が多い」とする。

　両者の議論は国会の動態についての豊富なデータにもとづくものであ

る。しかし、委員会に十分な変換能力があり、かつ、内閣の権限が制約さ

れているにもかかわらず、内閣を支えている多数派に権限が与えられてい

ることを根拠として国会の制度を多数支配型とみなす議論には、以下の理

由により賛成できない。

　第一に、多数派（与党会派）による審議のコントロールが可能であると

しても、それを根拠に、国会の制度を（執政府の立法府に対する優位とい

う意味での）多数支配型とみるのは無理であろう。たしかに、少なくとも

1970年代以降の国会審議においては、政府と与党会派がほぼ一体として
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行動してきたため、政府に権限が与えられていなくても多数派が代替でき

るという主張に合理性があるようにみえるかもしれない。しかし、3で述

べるように、表面上、政府と与党会派の一体化が進んだのは、政府に優位

性が認められていない（多数支配型ではない）制度の下で、国会審議を円

滑化するための工夫として精緻な事前審査が制度化されてきたためだと考

えるべきである 22。政府の権限を多数派が代替している実態があるからと

いって、制度そのものが多数支配型であるかのように評価するのは、議論

の方向が逆ではなかろうか。

　第二に、かりに政府と与党が一体となって審議を進めることが通例で

あったとしても、政府の権限と与党会派の権限とは別のものであって、両

者を混同することはできない 23。4でみるように小泉内閣では事前審査制

の廃止が模索されたが、政府と与党会派は一体で、政府権限は与党会派に

よって代替可能だとしてしまうと、なぜ政府が事前審査制の廃止をめざし

たのかが理解できなくなる。

　 後に、根本的な問題として、日本の制度において政府と与党会派とは

けっして一体ではないことを指摘しておかなければならない。

　議院内閣制の国々のなかでも、政府と与党会派との一体化の度合い（政

府と与党会派との距離、与党会派の政府からの自律性の程度といってもよ

い）は、国によって異なっている（大山 2003b : 82-87）。 も一体化が進ん

でいると考えられるイギリスでは政府の規模が大きく、下院与党議員の約

3分の 1が政府の一員として行動しているうえ、政府構成員はそのまま下

22 ただし、国会の議事手続において多数を占める与党会派の権限によって審

議を進めることが認められていなければ、事前審査によって政府と与党の一体化

を確保しても、国会審議の円滑化を保証することはできない。その意味で、1948
年および 1955年の国会法改正によって委員会中心主義に修正が加えられ、議長

権限の強化などの改革が実施されていたことは、事前審査という運用を効果的な

ものにするための制度的基盤を提供するものだったといえよう。

23 川人の議論については、野中も「政府権限がなくても議会多数派が代替する

だけという判断は、マジョリタリアン型か否かという問題以前に、比較議院内閣

制論の観点からは不適切である」としている（野中 2016 : 48）。
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院与党の幹部でもあり、政府から独立した与党会派はそもそも存在しない。

会派への国庫補助の対象となるのも野党会派のみである 24。イギリスのよ

うな場合には、議事手続上の与党会派の権限と政府の権限は分かちがたい

ものであって、両者を強いて区別する必要もない 25。

　これに対して、ヨーロッパ大陸などの議院内閣制諸国では、政府と与党

は一体にはならず、大統領制下の権力分立とは異なるものの、行政府と立

法府は相互に独立した存在である。フランスやスウェーデンなどのように、

閣僚と議員の兼職を禁止しているところも珍しくない。議場における閣僚

席の配置も、政府と野党が対峙するイギリスとは異なっている。これらの

国々では政府は議会外の存在であって、議会は独自の立場から政府が提出

した法案を審議し、多数を占める与党が中心となって修正を加える。そこ

で、実質的な法案審査にふさわしい場として、専門性を有する分野別常任

委員会制度が発達してきたと考えられる。

　日本国憲法の規定では、首相は国会議員の中から指名され（67条）、閣

僚の過半数も国会議員でなければならない（68条）。しかし、首相以下の閣

僚は、国会の議席を保持していても内閣の一員としての職務に専念し、国

会では積極的な議員活動は行わない。大臣、副大臣、政務官は常任委員を

辞することが認められており（国会法 42条 2項）、委員会活動には参加し

ない。つまり、政府の構成員となっている議員が担当法案の委員会審査を

積極的にリードするイギリス議会下院とはまったく審議のあり方が異なっ

ており、ヨーロッパ大陸型に近いといえる。しばしば、与党と内閣との「権

力の二重構造」が問題とされてきたことからも、政府と与党会派との間に

距離があることがわかる（大山 2003b : 226）。さらに、近年は連立内閣が常

態化しており、その点からも、政府と与党会派は一体とはいえない。

24 下院における補助制度は発案者の名前にちなんでショート・マネー（Short 
Money）とよばれ、議席数および得票するに応じて野党会派に配分される。

25 もっとも、政府と与党との一体性を特色とするイギリス議会下院においてさ

え、バックベンチャーの反乱によって政府法案が敗北する可能性はある。
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　結論的にいえば、日本の内閣は自律性を保った与党会派を介してのみ、

国会審議に関与しうるのであって、国会の制度を執政府が立法府の優位に

立つという意味での多数支配型ととらえることはできないと考える。

3　運用による審議の変質

（1）  事前審査制の確立

　政府にとって、自らが提出した法案等の議案の成立を期すためには、過

半数の議員の賛成を獲得することが必須の条件であり、審議の紛糾を回避

するには議席の多数を占める与党会派の賛成をあらかじめとりつけておく

ことが重要となる。したがって、どこの国でも、政府は重要法案や予算案

について、なんらかのかたちで与党との事前協議を実施している。日本で

も、帝国議会の時代から、広い意味での事前審査（協議）が実施されてき

た 26。

　しかし、自民党政権下で形成された事前審査制は、閣議決定以前の早い

時期に草案段階の法案を対象として実施されるために議員による修正の余

地が大きいだけでなく、議案の一字一句まで審査が及び、事前審査終了時

点で与党議員に党議拘束がかけられるなど、高度に精緻化されたシステム

である点に特色がある。事前審査制の定着によって、国会審議は大きく変

質することになった。

　事前審査制を考えるうえでしばしば引用されるのは、1962年に当時の

自民党総務会長であった赤城宗徳が内閣に送った文書である。この文書を

事前審査制の起点とみるかどうかについては議論がある 27 が、「各法案提

26 近の政治史研究により、自民党結党以前、さらには帝国議会時代にも、政

府と国会（議会）の間で法案をめぐる事前調整の慣行が存在したことが史料にも

とづいて明らかにされている（奥・河野 2015）。
27 奥（2014 : 74）は、すでに定着していた政務調査会の事前審査に加えて、新た

に総務会による了承を慣行とするよう求めたものであり、事前審査の「制度化の

終局面を意味する文書」として理解すべきだとしている。
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出の場合は閣議決定に先だって、総務会に御連絡を願い度い。尚政府提出

の各法案については総務会に於て修正することもあり得るにつきご了承を

願い度い」という文面から、少なくとも事前審査制が前述のようなシステ

ムとして定着するのは 1962年以降のことだったと判断してよいだろう 28。

また、同時に国会の正規の機関である各委員会の委員長に文書が送られて

いたことにも注目すべきで、そこで「各法案の審議は総務会において 終

的に決定することになっているので各常任委員会各特別委員会の段階にお

いて法案修正の場合は、改めて、その修正点について総務会の承認を受け

られ度い」と述べられていることから、これ以降は自民党内で法案修正を

決着させ、国会提出後には修正につながるような実質的審議は実施しない

という方針を確認できる。

　では、唯一の立法機関として出発したはずの国会で、事実上の立法機能

を与党内に移行させる事前審査制が導入されたのはなぜなのか。

　赤城文書の背後には当時の大蔵省の働きかけがあったといわれる。どの

ような働きかけがあったかを確認するのは困難であるが、大蔵省をはじめ

とする官僚側が、国会の自由な立法活動、とりわけ国会の決定によって国

の歳出が増加する事態を問題視していたことは、1953年時点での吉田首

相の次のような国会答弁からもうかがえる。吉田は、選挙区向けの財政支

出を求める議員立法（いわゆるお土産法案）を抑制すべきだとの認識を示

し、「行政府が立法府からいろいろ干渉され、しかも予算の伴うような干

渉を受けるということは、政府としてははなはだ迷惑に存じております。

迷惑を痛感いたしております 29」と発言していた 30。

28 佐藤・松崎（1986 : 85）は、1960年代初めまでは政調会の審議の実態を示す

資料が乏しいことも、その活動が「注目を集めるほどのものでなかったことを示

唆している」と述べている。

29 『第 18回国会衆議院予算委員会議録第 3号』1953年 12月 4日、5頁。

30 岡﨑（2005b : 145）は、「議員立法反対論には、行政のコントロール外の議員

立法を「立法府からの干渉」と捉える行政ないし官僚サイドの反発が存在」して

いたとみる。
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　議員提出法案および議員修正に関しては、2（2）で述べたように、1955

年の国会法改正によって賛成者要件が導入され、一応の決着をみた。この

改正は、個々の議員による立法活動を統制するとともに、小会派による立

法活動をも困難にするものであった。しかし、それだけでは、大会派の立

法活動や党派横断的な活動を抑制するには不十分である。とくに、与党会

派が一致して内閣提出法案を修正する事態を回避するためには、別な仕掛

けが必要となる。そこで、より精緻で実質的な事前審査を実施し、その結

論に従って与党議員を拘束する方法が考えられたのであろう。

　現在の衆議院においては、議員が法案等を提出する場合に所属会派の承

認（機関承認）を要するという慣行が存在するが、この慣行は 1952年の第

13回国会における自由党の決定を端緒とし、1963年頃までに「会派を超

えた議院のルールとして確立したもの」（高見 2003 : 13）であるという。こ

れも事前審査の制度化と並行した動きとしてとらえることができよう 31。

　事前審査は、内閣が自ら提出した議案の審議にまったく関与できない制

度の下で、議案の国会提出以前に担当省庁と与党議員との協議を実施する

ことによって、国会審議のリスクを回避するための工夫であった。党内シ

ステムとしての事前審査制が完成の域に達すると、国会の常任委員会に対

応して分野別に設けられた自民党政務調査会の部会において、法案の逐条

的な審査が実施されるようになる。自民党内の決定は全会一致を原則とし

ており、法案をめぐって激しい議論が展開された場合も、いったん決定

がなされればその内容に従って衆参両院をまたぐ党議拘束がかけられるの

で、与党議員の国会での立法活動は抑制される。しかし、その一方で、事

前審査は、法案の閣議決定・国会提出以前の早い段階で与党議員に意見表

明の機会を与え、非公開の場での影響力の行使を可能にするものでもあっ

た。内閣側は、法案審議の安定性と予測可能性を確保するために、事前審

査の結果を受け入れざるをえなかったからである（高安 2014 : 41）。リス

31 機関承認慣行の成立とその評価については、原田（2012）を参照。
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クを回避したい官僚だけでなく、与党議員にとってのメリットも大きかっ

たために、事前審査制は定着し、強化されていくことになったと考えられ

る 32。

　事前審査制が機能するためには、国会審議において与党会派の主導権が

確保されていなければならない。当然のことだが、事前審査の結果である

党議は与党議員を拘束するだけで、野党議員による修正案提出等の活動を

統制するものではないからだ。その意味で、1948年および 1955年の国会

法改正は、多数派＝与党会派の主導権を強化し、事前審査体制の基盤とな

るものであった（前掲注 22参照）33。しかし、逆にいえば、国会法改正に

よる多数派の権限強化が直ちに内閣優位の国会運営を可能にしたわけでは

なく、与党会派の国会内での活動を縛る事前審査制の確立とむすびつくこ

とによって、はじめて効果を発揮しえたことに留意すべきであろう。

（2）  審議合理化の帰結

　精緻なシステムとしての事前審査制の定着は、いわゆる族議員の活動状

況などからみても、おそらく 1970年代半ばのことと考えられる 34 が、こ

れに平仄を合わせるように、1970年代中頃を境に国会審議の変質と空洞

化が明らかになっていく。

　審議の変質はまず本会議審議時間の激減となってあらわれた。第 1回国

会から 1954年までの平均で 134時間に達していた衆議院の年間本会議開

会時間は、1970年代後半には 50～ 60時間程度にまで落ち込んだ。諸外

国の議会では年間数百時間から千時間を超える本会議が行われているのと

32 事前審査制の内閣にとっての意味については、4（1）でも述べる。

33 「30年改正は、55年体制を意識して行われたものではないけれども、結果と

しては、55年体制下での国会運営を規律する法律として機能することとなる」（松

澤 1990 : 38）。
34 佐藤・松崎（1986 : 93）は、70年代後半から部会の開催回数が著しく減少し

ている点に着目し、族議員の影響力が増大し、彼らによるインフォーマルな調整

に政策決定が委ねられるようになった結果、部会の審議も形式化していったとみ

る。
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比較すると、この数字は異常といってよい。本会議日 1日あたりの審議時

間はわずか 1時間ほどでしかなく、本会議の儀式化が進行した。 初期の

国会では本会議で法案に修正が加えられた例もあったが、このころから法

案に関する質疑や討論もほとんど行われなくなってしまう。初期の国会で

政府を追及する野党側、とくに小政党にとっての重要な手段であった本会

議での緊急質問も次第に回数が減り、やがて姿を消してしまった。

　委員会の審議時間も減少傾向にあるが、本会議と比較すれば活発といえ

る（大山 2003a : 97-98）。しかし、その内容は変質が著しい。もともと、委

員会は党派間の論戦を行う場ではなく、委員の自由な発言を許容し、法案

修正を含む実質的な審査を行うためのものだったはずである。実際に、諸

外国議会の委員会では、与野党を問わず議員間の自由な討議によって、法

案修正につながる審査が行われている。党議拘束をかける場合も、委員

会審査終了時までの政府と与党会派との協議の結果によるのがふつうであ

る。ところが、国会では、事前審査制の下で与党議員の自由な発言は許さ

れなくなり、委員会審査までが与野党の論戦を中心とする対決一辺倒のも

のになってしまった。1970年代には開会前に発言順位と発言時間を所属

議員数に比例して各会派に割り振る慣行が定着し、法案を条文ごとに精査

する逐条審議は実施されなくなった。専門家や利害関係者の意見を立法に

反映させるためのものだった公聴会も本来の役割を失い、重要法案に関す

る審議が終盤に差しかかったところで開かれる通過儀礼と化してしまっ

た 35。

　事前審査制定着後の国会審議をヨーロッパの議院内閣制諸国における標

35 野中（2016 : 41）は、「政治全体が二重構造化して事前審査制度がきわめて大

きな意味をもつようになった結果、国会運営のパターンにも大きな影響が及」び、

「本会議の極端な形骸化、与党議員の活動のこれも極端な弱体化、質疑偏重と討

論の極端な衰弱、頻繁な首相の委員会への出席など、ヨーロッパのほとんどの議

院内閣制諸国とは大きく異なる制度・慣行が形成されてきた」と指摘する。その

とおりであるが、国会の制度はもともとヨーロッパの議院内閣制諸国とは異質で

あり、それが事前審査制を作りだす原因になったことに注意が必要である。
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準的な審議と比較すると、図表 2のようになる。

　議院内閣制下の議会では会派の存在が重要な意味をもつため、その審議

を分析する際には行政府対立法府という単純な図式に頼らず、審議をい

くつかのパターン（モード）に分けて考える必要がある（King 1976、大山 

2003b : 206-209）36。そうした観点から議院内閣制標準モデルをみると、委

員会では主として与党モード（政府・与党協議モード）、そしてクロスパー

ティーモード（与野党協調モード）の審議が実施され、本会議では野党モー

ド（政府・野党対抗モード）の審議が行われていると推定できる。

　議院内閣制では、多数を占める与党会派の賛成をとりつけることが政府

法案の成立にとって必須の条件であり、そのために必要となる政府と与党

会派との協議は主として議会内の委員会審査において行われる。事実、ヨー

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

図表 2　議案審議過程のずれ

36 King は与党（政党内）モード（intra-party mode）、政党間モード（inter-party 
mode）、野党モード（opposition mode）、クロスパーティーモード（cross-party 
mode）、ノンパーティーモード（non-party mode）の 5つのパターンを区別してい

るが、法案審議過程に現れるのはそのうち、与党モード、野党モードおよびクロ

スパーティーモードである。



八
二

25忘れられた改革（大山）

ロッパ大陸諸国では政府法案の修正が活発であるが、その主要な舞台は委

員会であり、そこで採択される修正案の多くは与党会派の提出によるもの

か、あるいは協議の内容を受けて政府側から提出されたものである。たと

えば、修正活動の活発なフランス議会下院では、2014～ 2015年会期に実

に 25,888件もの修正案が本会議に提出され、4,742件が採択されているが、

提出件数の半数近くを占める 大野党・共和党からの修正案の採択率はわ

ずか 2.1％でしかない。これに対して、政府提出の修正案は 83.2％（1,009

件）、委員会提出は 62.5％（307件）、与党・社会党所属議員提出のものは

37.6％（2,614件）が採択されている 37。現在は委員会修正案をもとに本会

議の審議が行われるので、委員会での修正件数が統計上わかりにくくなっ

たが、かつては委員会から多数の提出案が本会議に上程され、採択される

修正案の過半数を占めていたほどであった 38。これらの点から、委員会が

政府と与党会派との協議の場として機能していること、いいかえれば、委

員会で与党モードの審議が行われていることが読み取れるだろう。また、

与野党の協調性が高いとされるドイツ連邦議会のようなタイプの議会で

は、与党モードと並行してクロスパーティーモードの審議が重要な意味を

もつ。ドイツの委員会には所管の省庁の職員も出席し、修正案の起草を補

助しているという。

　イギリス議会（ウェストミンスターモデル）はここでも例外的存在で、

政府が議会内の存在であるために、委員会でも野党モードの審議が行わ

れ、公式の議会審議において与党モードを処理する場がない。そこで、

与党議員の要望を法案に反映させるには、政府との非公式な協議（behind-

the-scenes negotiations）によるか、あるいは、与党の要望をあらかじめ汲

んだ政府提案によることになる 39。

37 http : //www2.assemblee-nationale.fr/static/14/statistiques/ban_14e_2014_2015.pdf
38 2003～ 2004年会期の場合は、委員会から本会議へ 2.780件の修正案が提出

され、そのうち 2,172件が採択された（大山 2013 : 104）。
39 Russell and Cowley （2015）。そうした回路を通じても与党議員の意向が十分

に反映されない場合に、バックベンチャーの反乱が起きることになる。
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　しかし、審議の場が本会議に移ると、ヨーロッパ大陸諸国の議会にお

いても野党モードが主流となる。委員会審査終了時点で与党議員には党議

拘束 40 がかかり、本会議では政府・与党対野党の論戦が実施されるので

ある。

　議院内閣制標準モデルと国会との相違点は、与党モードの審議が法案の

国会提出以前に事前審査で処理されていることである 41。その結果、本来

は本会議で実施すべき野党モードの審議が委員会で行われ、本会議の極端

な空洞化を招くことになった。与党モードが公式の審議外で処理され、審

議開始後は野党モードの審議が主流となる点だけに着目すれば、制度には

大きな相違が存在するにもかかわらず、日本の国会はイギリス議会に近い

ようにみえる。いわば「疑似ウェストミンスター型」ということになるだ

ろう。ただし、日本の場合、高度にシステム化された事前審査の場で与党

モードの審議を実施してきたため、イギリスにくらべて与党議員の影響力

は強い（したがって、与党議員の反乱はほとんど起きない）といえる。

　与党モードを国会外で処理する日本の立法過程については、審議の場が

ずれているだけで、実質的には議院内閣制標準モデルと変わりないという

見方があり、事前に与党内で与党モードが処理されるため、かえって与党

議員の影響力が増し、多元的な決定を保証しているとして、積極的に評価

する意見もある。しかし、決定過程の透明性の低下は看過しえない問題で

あろう 42。

40 日本の国会のように両院をまたぐ党議拘束がかかるわけではないので、正確

にはそれぞれの議院における「会派拘束」である。

41 「日本の国会の 大の特徴は与党内モードがほとんど完全に存在しないこと」

（野中 2016 : 43）にあるが、そうなった原因は与党モードが事前に処理されている

ことにあるといえよう。

42 増山（2015 : 40-41）は、「権力融合による事前の変換機能が高いほど、多数派

の意向を貫徹させる民主主義が実現するが、逆に事前の変換機能が低下し、議会

における事後的な立法的変換が観察されるほど、立法責任は不明確にならざるを

得ない」という。多数派の意向が貫徹することを民主的と評価するか否かは論者

によって見解が分かれるだろう。しかし、透明性の低い事前審査制による政策決

定で、果たして立法責任が明確化されるのだろうか。
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　ヨーロッパ大陸諸国では与党モードおよびクロスパーティーモードの実

質的審議を行う委員会を非公開（議員のみ傍聴可）としているところが多

い（図表 1）が、野党も出席する公式の場で審議を実施し、本会議に報告書

が提出されるので、どのような交渉がなされ、議案がどのように修正され

たかについての情報を得ることはできる。しかし、日本の事前審査は党内

での手続であって、一般市民がその内容を知ることはできない。国会審議

開始後は、過半数を占める与党議員の賛成によって内閣提出法案を原案ど

おり可決することが審議の目的になり、国会は官僚が作成した法案を承認

するだけの「ラバースタンプ」だという批判を受けることになった 43。

　他方、野党モードの審議もイギリス議会と比較すれば低調といえよう。

イギリス議会下院で政府対野党の論戦が活発なのは、議会内の存在である

政府が野党と相対し、二大政党制が常態であったために、野党第一党が次

期選挙で政権を狙う立場を明らかにしてきたからである。しかし、日本の

内閣は国会の外の存在であって、審議の基本構造がイギリスとはまったく

異なる。国会の党首討論が低調なのはあながち日本の政治家の弁論術が稚

拙なせいばかりでもない 44。審議の大部分は野党が外部の存在である内閣

に対して質問するという形式（質疑）をとるため、野党が政府・与党に論

戦を挑むのはむずかしく、国会の審議は無意味なものという印象を与えて

しまっているのではないか。

　日本人の国会や政治家に対する信頼度は諸外国と比較して低い傾向にあ

るが、与党モードを欠き、野党モードも低調な国会審議のあり方が政治不

信を助長する原因の一つになっていることは疑いないであろう。

43 もっとも、与野党協調によって変換型の審議を実現しているドイツにおいて

さえ、一般市民の多くは議員が盲目的に党議拘束に従っていると信じているとい

われる（Patzelt 2000 : 46）。
44 2014年までの党首討論の開会数は、年平均 3.75回にすぎない（武蔵 2016 : 
322）。党首討論が国会で十分機能しない理由については、大山（2000）を参照願

いたい。
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4　改革の試みと挫折

（1）  政治改革の忘れ物

　事前審査制は官僚と与党議員の双方にとって大きなメリットがあり、そ

れゆえに定着してきたと考えられるが、内閣にとっては必ずしも歓迎すべ

きものではなかったろう。事前審査の対象となるのは閣議決定以前の省庁

作成の法案であり、内閣は官僚と与党議員との交渉結果を待つ立場に置か

れるため、内閣の指導力発揮は困難となる。国会審議のリスクが低下する

ことは内閣にとっても望ましいに違いないが、事前審査制はいわば「必要

悪」であったと考えられる。事前審査が行政分野ごとの部会で実施される

ため、行政省庁の割拠制を助長し、既得権益を擁護する方向に作用したこ

とも問題であった。

　1994年の公職選挙法および政治資金規正法の改正以来、一連の政治改

革によって首相（＝与党党首）の権限は格段に強化された（竹中 2006）。こ

の間、国会でも政治改革に呼応するかたちで改革が実施され、1999年の

国会審議活性化法により、政府委員制度の廃止や党首討論の導入が決定

した。しかし、内閣提出法案の審議のあり方、とくに内閣による議事コン

トロールの欠如などを特徴とする審議手続そのものが見直されることはな

かった。事前審査制の定着によって政府の権限の乏しさが補完され、多数

支配型に近い審議が実現していたため、改革の必要性が薄れていたのはた

しかだが、内閣が従来の利益分配型政治の枠組みを越えて大胆な政策変更

をめざそうとすれば、与党内の全会一致による決定方式が障害になること

は明らかであった。

　2001年に成立した小泉内閣は、従来の事前審査制によるボトムアップ

型の政策決定過程では実現不可能と考えられていた改革を志向し、事前審

査体制からの脱却を試みた（大山 2011 : 96-106）。2002年 3月には、小泉

総裁直属の自民党国家戦略本部国家ビジョン策定委員会が、①首相を中心

とする内閣主導体制の構築、②官僚主導の排除、③族議員政治との決別か



七
八

29忘れられた改革（大山）

ら成る「小泉三原則」を打ち出し、そのための具体的方策として、閣議の

実質化などとともに事前審査制の廃止を提言した 45。

　2002年 4月には、日本郵政公社法案および信書便法案の郵政関連二法

案が、はじめて自民党の了承抜きで閣議決定され、国会に提出された。自

民党総務会は法案の国会提出のみを了承して、内閣・与党間の調整を国会

審議に委ねたため、日本郵政公社法案については国会審議の段階で与党三

党からの共同修正案が可決されている。法案修正を余儀なくされた小泉内

閣はいったん旧来型の手続に復帰するが、2005年の郵政民営化法案の提

出にあたって、再び事前審査制に挑戦した。衆議院では 51人もの自民党

議員が反対票を投じたものの、僅差で可決されたが、8月 8日の参議院本

会議において法案は否決され、国会審議における内閣の敗北という事態に

いたった。

　その後、首相による衆議院解散、総選挙における自民党の大勝を経て、

ほぼ同内容の郵政民営化法案が再提出され、同年 10月に可決・成立する。

参議院議員の顔ぶれは変化していなかったにもかかわらず、8月の採決時

に造反した議員のほとんどが賛成に回った。日本では内閣が法案の成立に

信任をかけることは認められていないが、解散権の行使が信任手続同様に

与党議員に対する締めつけとして効果をもったといえよう 46。しかし、当

初法案の否決が内閣の敗北であったことに変わりはなく、小泉政権はその

後、事前審査制の形式を尊重しつつ、事前審査過程での事実上の影響力の

獲得に努めるようになった。公式な審議手続の改革に関心が向くことはな

かったのである。

　事前審査制の廃止があらためて政治課題となったのは、2009年に成立

した民主党政権においてである（大山 2011 : 6-9）。民主党は「政治主導」

45 自由民主党国家戦略本部国家ビジョン策定委員会「政治システム（ 終提

言）」。

46 Köster-Riemann （2011 : 255-256）は、内閣による審議コントロール権限の乏し

い日本で解散権が内閣の権限不足を補う手段として使われていると評価してい

る。
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による政策決定の実現を公約しており、自民党の政務調査会に相当する政

策調査会を廃止し、政策決定を内閣に一元化するという方針を打ち出した。

与党による議員立法の発案も原則として禁止された。その代償として、国

会審議開始後に委員会段階で内閣提出法案の修正を容認し、与党議員の意

見を反映させることにしたのである。しかし、民主党の試みも挫折にいた

る。連立与党間の協議も含めて、実質的な調整は法案の国会提出以前に終

了し、国会審議は低調なままであった。結局、2010年に発足した菅内閣

の下で、政策調査会の再建が決められ、自民党政権時代同様の事前審査制

が復活することになった。

　この間、与党幹部の権限が強化され、一般議員の発言権が低下するとい

う与党内での力関係の変化はあったが、内閣が与党に依存する国会審議の

根本は変わらなかった。自民党政権、民主党政権ともに「政治主導」の実

現を課題としてきたが、いずれも制度改革に手をつけることはなく、事実

上の政府与党一体化路線を推進してきたということになろう。

（2）  過剰な「ウェストミンスター化」

　近年の国会における内閣提出法案の審議状況をみると、野党が参議院の

過半数を制する「ねじれ」に陥った時期を除いて、内閣提出法案の成立率

は長期的な上昇傾向にあることがわかる。

　武蔵（2016 : 311）によると、1995年から 2014年までの期間中、与党が

両院の過半数を保持していた非ねじれ期においては、内閣提出法案の成立

率は 95.5% に達し、修正率はわずか 8.0% であったという。1955年以降、

初のねじれが生じる 1989年までの間、内閣提出法案の成立率が 80％を

若干上回る程度であった（古賀・桐原・奥村 2010 : 122）ことと比較すると、

成立率の上昇傾向は明らかである。また、修正率については、第 1回から

第 137回国会（1996年）までに提出された内閣提出法案 7535本を分析し

た福元（2000 : 45）のデータによれば 16％に実質的な修正、9％に形式的修

正が加えられていたとされているので、こちらは減少傾向にあり、原案の
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まま可決される内閣法案が増加している。近年は、国会に対して政府が優

位に立つ多数支配型の傾向が強まっているといってよいだろう。

　2014年 5月には、共産、生活、社民を除く与野党 7党の合意により「国

会審議の充実に関する申し合わせ」がなされたが、その内容は、首相の国

会出席軽減のほか、内閣提出法案の即時付託、常任委員会の定例日開催、

質問通告の前倒しなど、審議の実質化よりも効率化に重点があり（武蔵

2016 : 320-321）、こうした傾向を追認するものであった。

　さらに重要な点は、事前審査という国会外の場において行われてきた政

府と与党議員との協議が衰退しているとみられることである。事前審査の

変質を定量的に明らかにするのは困難だが、2015年の安全保障関連法の

ように従来であれば事前に与党議員から多くの修正要求が出たと思われる

内容の法案が内閣主導で国会に提出され、ほぼ無修正で可決・成立してい

る。与党議員の影響力低下については、岩井（2014）などの論考があるほか、

自民党議員あるいは自民党議員経験者からの発言も多い。2015年 10月の

自民党税務調査会会長の更迭も内閣（首相官邸）に対する与党の敗北と受

け取られた。

　もともと、事前審査制は、与党が政府から強い自律性を保っている状況

において、与党議員を統制する必要から生まれたものであった。議会外の

政策決定過程をも視野に入れた国際比較では、かつての日本における与党

議員は強い政策影響力をもつと評価されてきた 47。しかし、一連の政治改

革を経て、与党内での首相（党首）の権力が強化され、与党の自律性は低

下した。国会の制度の基本にかかわる改革は着手されないままだが、与党

議員を掌握することによって、内閣のリーダーシップが補強された結果、

公式な国会審議だけではなく、それ以前の非公式な場においても与党議員

の影響力は減少しつつある 48。

47 伊藤（1994 : 19-20）は、西ドイツと日本を比較して、「日本では与党議員が、

官僚の原案作成に近い段階で早期に協議できるために、それだけ政策影響力が大

きい」とする。
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　1994年の公職選挙法改正によって衆議院に導入された小選挙区中心の

選挙制度は、与党議員の影響力低下を招いた原因の一つと考えられる。小

選挙区制はスウィングの大きさを特徴とするが、政党への帰属意識が薄く、

無党派層が大きな比率を占める日本では、イギリス以上にスウィングが大

きくなり、ベテラン議員が退場を迫られている。また、選挙制度改革と政

治資金規正法改正との相乗効果によって、派閥が弱体化したことの影響も

大きい。与党議員をまとめて首相に対抗していた派閥が機能しなくなった

ため、経験の浅い与党議員たちは首相に対して従属的な立場に置かれるよ

うになったからである 49。

　こうした日本の状況とは逆に、影響力の弱い議会の典型とされてきたイ

ギリス議会下院では、委員会制度の改革や政党内におけるリーダーとバッ

クベンチャーとの協議の場の整備などを通じて、与党議員の影響力が増大

している（Norton 1994）。2005年から 2012年の間に審議され、成立した

12本の政府法案を分析した Russell and Cowley（2016 : 129）によれば、修

正のほとんどは政府提案によるものだが、実質的内容を伴う政府修正のう

ち 60％以上について、政府構成員以外の議員の影響力を確認できるとい

う。議員提出の修正案の採択率は 4％に過ぎないが、審議の過程で政府側

が法案の再考を約束し、議員修正案の内容を盛り込んだ政府修正案を提出

する場合が少なくないためである。これにくらべ、与党モードの審議を肩

代わりしていた事前審査が十分に機能しなくなったうえ、国会での与党議

員の造反もほとんどない国会は、イギリス以上に多数支配が強まり、過剰

な「ウェストミンスター化」の状況にあるといえるかもしれない。

　しかし、ねじれ期には多数支配型の国会運営が様変わりし、国会審議に

48 ただし、内閣があえて指導力を発揮しようとしない分野では、従前どおり、

少数の与党議員の動向が法案の行方を左右しうる。たとえば、「政治における男

女共同参画推進法案」に対する自民党部会での異論の例など（朝日新聞 2016年
11月 17日付等）。

49 高安（2014 : 43-44）は、派閥の弱体化により、「自民党はプリンシパルとして

首相に自らの意思を示すことが難しくなった」と分析している。
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おいて与野党が合意したうえで法案修正にいたるケースが増加する。第

142回国会（1998年）から第 166回国会（2007年）までの自公政権期には内

閣提出法案の成立率は 90.2％、同修正率 7.1％であったが、ねじれ発生後、

第 169回国会（2008年）から第 171回国会（2009年）には成立率が 83.9％

に低下する一方で修正率は 24.0％に跳ね上がった（茅野 2016 : 41）。成立

率の低下が軽微だったのは、内閣側が審議の困難を予想して法案の絞り込

みを行った結果だと考えられよう。それまでの国会では通常会期ごとに内

閣から 100～ 120件程度の法案が提出されていたが、2008年の第 169回

国会では 80件、2009年の第 171回国会では 69件にとどまっていた。以

後もほぼ同様の変動が観察されている 50。

　同じルールの下で運営されている国会の審議が参議院の議席配分によっ

て激変するのは、政府による国会運営が多数派の結束に依存していること

に起因する 51。二大政党化が進行する過程で政党の結束力は高まっている

が、政府による議事コントロールの欠如、強力な常任委員会制度、強い権

限を有する第二院の存在などにみられる国会の分権的性格は変化していな

い。そのため、野党が参議院の多数派を占めた場合には、制度と運用の齟

齬が表面化し、強い国会が復活することになる。衆議院を通過した内閣提

出法案に対して参議院で多数派となった野党が異を唱えた場合、議事日程

の管理どころか修正案の提出すらできない内閣にはなすすべがないのであ

る。

　事前審査によって国会での実質的審議を封じていたことも、ねじれ期に

おける内閣提出法案の審議を一層困難なものにした。議院内閣制下の議会

において野党が第二院の多数を占めた場合には、政府法案について両院の

50 武蔵（2016 : 311）による 1995年から 2014年までのデータでは、ねじれ期に

おける成立率は 88.8%、修正率は 26.1% である。

51 武蔵（2016 : 326）は、「完全ねじれ国会になることによって、野党がアジェン

ダ設定を支配することになり、与野党間の合意形成機能が高まったとしても、非

ねじれ国会になると、その反動として、与党がアジェンダ設定者として、野党の

影響力を多数決で排除する国会に転じるのが現状であろう」と述べる。
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意見が一致しないケースが増加し、法案の両院間での往復や両院協議会な

どの開催を通じて、両院の妥協を図る必要が生じる。その際、第一院、第

二院のそれぞれで実質的審議が実施され、政府法案にも修正が施されてい

るのであれば、両院間の協議によって妥協が成立する確率が高まるであろ

う。フランス議会の例では、両院をまたぐ党議拘束が存在しないため、同

じ政党（または政党ブロック）が両院で多数派を占めていても頻繁に両院

の不一致が起きる。ただし、両院の多数派が一致していれば、ほとんどの

場合、両院協議会で妥協が成立する。これに対して、両院の多数派が一致

しない「ねじれ」の下では妥協がむずかしくなるが、それでも両院協議会

の成功率は 3割に達していた（大山 2013 : 107）。

　2013年の参議院選挙の結果、「ねじれ」は解消されたが、諸外国の第二

院と比較して強力な参議院の権限が見直されないかぎり、近い将来に問題

が再燃する可能性は大いにある。また、なんらかの理由によって首相が与

党議員を掌握できなくなった場合には、国会審議に関与できない内閣はた

ちまち苦境に立たされることになる。連立内閣が常態化していることも本

来のウェストミンスター型とは異なる点であって、国会運営の不安定化要

因となりうるだろう。

5　求められる改革

　1990年代以降、政治主導の確立と首相のリーダーシップ強化を掲げて、

衆議院に小選挙区制を導入した選挙制度改革、党執行部の権限を強めた政

治資金改革、首相権限を強化するとともに副大臣、政務官ポストを新設し

た中央省庁改革など、ウェストミンスターモデルに依拠した政治改革が

次々に実行されてきた。しかし、国会の議事手続改革は置き去りにされ、

分権的制度にもかかわらず（あるいは、それゆえに）、過剰なウェストミ

ンスター化（政府・与党の一体化を基礎とした多数支配）を招いているの

が国会の現状といえよう。
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　では、今後、どのような国会改革が求められるのであろうか。

　議院内閣制下の議会における改革の 2大テーマは、①内閣提出法案（予

算案・決算案を含む）の審議の充実および②行政監視の強化であり、諸外

国の議会改革は、つねにこの 2つのテーマをめぐって論じられてきたと

いっても過言ではない。ところが、従来の国会改革論議では、議員立法の

振興策や議員の待遇改善などが頻繁に検討されてきたのに対して、議会改

革の両輪といえる法案審議と行政監視についての議論は乏しかった。増山

（2003）が指摘しているように、1950年代までに行われた委員会中心主義

の是正は、与党会派を媒介とする間接的手段という限界はあるものの、法

案審議における内閣の主導権を強化する効果をもつものであった。しかし、

その後は制度の不備を補う事前審査制が機能することによって、改革の必

要性が薄れ、議論も下火になってしまった。

　与党議員の影響力が低下した結果、現状では内閣に改革に取り組む動機

が存在しないようにみえる。しかし、国会に強い自律性を与えている制度

そのものが変化していない以上、ねじれが再現されれば再び制度の欠陥が

表面化することになる。内閣提出法案が効率的に可決・成立する現状は、

短期的には内閣にとって歓迎すべきことであっても、長期的には有権者の

国会不信を助長し、政治過程全体への不信の原因となることにも留意すべ

きだろう。

　国会審議の空洞化を招いた原因が与党による事前審査制にあることは明

らかなのだから、事前審査という便法に頼らないですむように、ある程度

内閣の主導権を確保し、国会の場で内閣と国会との意見調整を実施できる

ように制度を改革することがとりあえずの優先課題となる。内閣による審

議への関与は一方的に内閣を利するものではなく、国会審議を活性化し、

審議を通じて合意を形成していくために不可欠だからである。

　内閣の関与には二つの側面がある。第一に、審議スケジュール管理、第

二に、修正権の問題である。

　審議スケジュールに関しては、現在の制度の下では、内閣は法案の国会
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提出時期を決定することはできるが、国会提出後は議事日程の決定にまっ

たく関与できない。この点を改めて、少なくとも予算案や重要法案につい

ては、委員会への法案付託時期や委員会審査の日程などに内閣の発言権を

認めるべきである。議院運営委員会とは別に、公式に内閣の代表が参加す

る議事運営機関を設置することが望ましいが、現行の議院運営委員会にお

いて内閣側の希望を聞くだけであれば、すぐにでも実現可能であろう。さ

らに、諸外国の議会で実施されている審議のプログラム化などを参考に、

内閣法案の審議をスケジュール化し、優先的に審議することも考えられる。

優先的議事日程については、上田（2012）が憲法上どこまで許容されるか

を検討しており、参考になる。

　修正権の問題に関しては、内閣が提出した議案について、国会審議開始

後も内閣による修正を自由に行えるように国会法を改正する必要がある。

内閣が国会審議の状況を考慮しつつ、議員の主張を取り入れた修正を提案

できるようにしなければ、公式な審議を通じて内閣と国会との合意を形成

することは不可能だからだ。これらは、本来、首相および内閣のリーダー

シップ強化を目的としてきた政治改革の一環として取り組むべきだった課

題であり、積み残された改革といえる。

　もちろん、国会審議に対する内閣の関与を認め、審議を効率化するだけ

では、国会の存在意義が問われかねない。議院内閣制下の議会においては

内閣提出法案が立法の主流となるのは当然であり、また、内閣提出法案の

多くが与党議員の賛成によって成立するが、それだけに法案を実質的に審

議し、問題点を明らかにするとともに必要な修正を加えることが議会の任

務となる 52。

　審議の充実策としては、事前審査制のもとで定着してきた審議慣行を見

52 内閣は、「審議における野党（や与党議員）からの理に適った批判や提案には

―そのような主張には報道を通じて国民（世論）からの政治的圧力が加わるであ

ろうから―適切な説明を行い、場合によっては法律案の修正にまで踏み込む政治

的責任を負うべき」（上田 2012 : 574）だが、そのためには国会側が十分な審議を

実施し、論点を明らかにしていくことが前提条件である。
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直し、委員会での発言の自由化や逐条審議の復活によって、審議を活性化

していくことがあげられよう 53。武蔵（2014 : 120）は、委員会での定例日

審査の義務づけ、法案審査の 低回数の保障なども提案している。また、

これまでの国会が日程闘争に陥りがちであったのは、短い会期と会期末ま

でに成立しなかった議案が廃案となる会期不継続原則の存在によって、国

会審議に時間的制約が課せられていたことも一因である。諸外国の議会に

は伝統的な会期不継続原則を維持しているところはほとんどなく、会期も

長期化・通年化している。日本でも、地方議会については 2012年の地方

自治法改正によって、通年会期制の採用が認められており、国会の会期制

度はもはや時代遅れである。会期制度を見直すだけでも、議員の意識を変

化させ、審議充実の効果が得られるのではないか 54。

　行政監視の充実・強化も重要な課題である。議院内閣制では多数を占め

る与党の支持によって内閣が成立しているため、野党モード（政府・野党

対抗モード）が支配する審議において実効性のある行政監視を実施するこ

とはむずかしい。行政監視の強化には、与野党協調のクロスパーティー

モードや議員が超党派の立場で行動するノンパーティーモードの場を設定

することがカギとなる。野党モードが支配的なイギリス議会下院において

も、1979年に設置された省庁別特別委員会（departmental select committees）

が与野党対立を越えた行政監視を実施し、バックベンチャーの活躍の場と

なっている。日本でも、1997年の衆議院規則改正によって導入された予

備的調査の制度は、40人以上の議員からの要請によって予備的調査の実

施を認め（少数者調査権）、野党主導の行政監視を可能にするものだった

53 委員会審査実質化のためには、審査の経過をまとめた報告書の提出を義務づ

けることも一案である。また、審査の一部を非公開とすることも検討の余地があ

るかもしれない（大山 2008 : 41-44）。
54 大石（2008 : 165-168,179-180）は、現代の議会は会期ではなく、選挙から次の

選挙までの期間（「立法期」ないし「選挙期」）を単位として活動すべきであると

主張するとともに、かりに会期制度を維持する場合にも、「会期不継続の原則は、

憲法が会期制度を採用したことの論理的帰結ではないのであるから、憲法改正を

待たずに変更することのできるものである」（180）と明確に述べている。
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といえる。しかし、予備的調査の制度は 2009年以降ほとんど活用されて

いない 55。

　国会は立法過程の公開性という点でも問題を抱えている。フリーキー

ワードで検索できる会議録の公開性は高いが、それ以外の情報発信がない。

諸外国議会の例では、調査報告書や法案審査に関する委員会報告書が議会

からの情報として重要な意味をもっているが、国会の委員会報告書は形式

的なものであるし、国政調査権を発動した際の調査報告書にいたっては衆

議院では 1954年、参議院では 1964年以降、まったく作成されていない。

　議会政治に対する国民の信頼を回復するには、こうした改革に加えて、

幅広い観点から代議制民主主義の立て直しを考えていく必要もある。とり

わけ重要なのは広義の選挙制度の改革であろう。国民代表機関としての

議会が影響力を発揮するためには、議会が適切に国民各層の意見を代表し

て行動することが前提条件となるが、193カ国中 156位という女性議員比

率（下院の比較。2016年 11月 1日現在 56）に象徴されるように、国会議員

の階層分布には大きな偏りがある。選挙制度改革は過剰なウェストミンス

ター化を抑制するためにも欠かせない。経験と能力のある人材を育成し、

国会に送るために、政党のあり方（政党助成のあり方）にも見直しが必要

となろう。

　（本稿は、2016年度日本政治学会（分科会 E―1　民主的正統性とガバナ

ンス）における報告の内容に加筆・修正したものである。）

55 1998～ 2009年には野党第一党であった民主党を中心に 42件の予備的調査

の請求があったが、2009～ 2014年にはわずか 1件だった（武蔵 2016 : 320）。
56 列国議会同盟（Inter-Parliamentary Union）のサイトに 新のデータが掲載され

ている（http : //www.ipu.org/wmn-e/classif.htm）。
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