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擬似連立政権下の国会運営：
自民党派閥と委員会制度
川村

Ⅰ . はじめに

一義

指す上で、民主党という大政党から除名される事態は
致命的だからである 1。
日本の国会では、否決がほぼ確実視される内閣不信

本稿では、中選挙区制下の自民党を組織的に特徴付

任決議案が野党によって提出されてきたが、それは議

けていた派閥に焦点を当て、自民党の分権性は 55 年

事妨害を図るという立法的効用ではなく、次期選挙に

体制期の国会運営にも影響していた可能性が高いこと

おける与党の責任を明確化させるという選挙的効用

を明らかにする。筆者は、別稿において、55 年体制

を期待するからだと言われる（増山 2009）2。このモ

期の国会運営が決して安定していたわけではなく、む

デルを参考にすると、不信任案に賛成する与党の造反

しろ近年の連立政権期に比べると不安定性が顕著であ

議員は、次期選挙を見据え、何らかの懲罰によるコス

ることを指摘し（川村 2011）、比較分析の観点からも

トよりも利益の方が上回るという効用計算を行ったこ

同様の指摘があることに触れた（Powell 2000）。連立

とになる。そして、選挙制度は、そうした議員の効用

政権期より自民党の優位性が確保されていたにもかか

計算に最も強い制約を加えるルールとして機能する 3。

わらず、そうした不安定な国会運営を強いられた背景

そうした造反議員（派閥）が、小政党や無所属議員の

には、中選挙区制という世界的に特異な選挙制度によ

当選可能性が比較的高かった中選挙区制の帰結を踏ま

る制約があったと考えられ、派閥の並立を指して「擬

えて行動していたことは疑いないところである 4。三

似多党制」、あるいは総裁の交代を指して「擬似政権

木武夫政権下の 1976 年衆院選において、自民党が公

交代」といった比喩が用いられたのは周知の通りであ

認候補だけでは過半数議席に届かず、保守系無所属候

る。議院内閣制議会の効率的運営と多数派の安定性の

補の追加公認によって辛うじて過半数議席を維持した

関係は、グリッドロックが常態化している今日の国会

経緯は良く知られている。統治機構における国会の機

運営を考える上でも重要な論点である。

能や政党内手続の民主性、現行選挙制度の是非をめぐ

2011 年 6 月 2 日の菅直人内閣不信任決議案の採決過

っては種々の議論があるが、再選可能性を追求する政

程は、改めて現行選挙制度の帰結を印象付けた。当日

治家にとり、選挙制度が議会制度以上に重要な制約を

までは、菅政権への不満を募らせた民主党議員の造反

加えている実態は改めて認識されるべきである 5。

によって可決される可能性が大きいと報じられていた
が、実際には 1 名が賛成（事前に離党していたのが 1 名）

議院内閣制は、多数派の形成を選挙結果に依拠させ

したのを除いて反対し、結局は否決された。直前まで

ることにより、効率的な議会運営を指向する（Huber
1996）。それゆえ、政府立法が淡々と通過する「真空

は、大平正芳内閣（1980 年 5 月 16 日採決）や宮沢喜

状態」こそ理想的な議院内閣制議会の姿であるが、現

一内閣（1993 年 6 月 18 日採決）に対する不信任決議

実にはその他の様々な制度的条件や外生的環境によっ

案が可決された事例が引用されたりしたが、当時と現

て制約される（増山 2003, 2004）。この点、日本の国

在とで決定的に異なるのは選挙制度である。造反を示

会では、少数派（野党）にも一定の権利を保障する国

唆していた民主党議員が当日になって翻意したのは、

会中心主義的制度化が一方で図られたことにより、議

小選挙区での当選（あるいは比例代表での復活）を目

院内閣制の理想的運用は著しく制限されてきたことが
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明らかになっている（川人 2005, 2010）。また、いわ
ゆる政府・与党の二元体制が長く続き、政府（内閣）

における与党の合理的選択の帰結として理解される。
分析方法としては、川人（2005）が用いた閣法（内

は国会運営に全くと言って良いほど介入できなかった

閣提出法律案）データに、筆者が効果を検証したい変

（飯尾 2007 参照）。その結果、十分な事前審査を経ず、

数を追加し、増山（2003）や川人・増山（2005）が

提出も遅れた政府立法に対しては、国会で不成立とい

採用した生存分析によって検証していく 11。そのた

う形で制裁を加えられることもあった（福元 2007）。

め、アプローチの新規性には乏しいことを認めざるを

このように、国会（行政）制度に限っても、日本の

得ない。また、本稿の分析対象は、衆参ねじれが発生

国会が長く理想的な議院内閣制議会と呼べなかったこ

する 1989 年以前の厳密な意味での 55 年体制期におい

とは明らかであるが、そうした制度の選択・維持は、

て、予算国会に新規に提出された衆議院先議の閣法で

中選挙区制という世界的にも特異な選挙制度との均衡

ある。そして、変数化の対象とするのは衆議院の審

であった可能性が高い 。選挙制度と議会政治の関係

議過程のみであるとともに、55 年体制期を特に区分

については、たとえば中選挙区制下でも見られた個人

しないで通時的に分析している 12。筆者にとっては、

投票（personal vote）を促す選挙制度で、しかも候補

1990 年以降の連立・連合政権時代の政権安定性と国

者選出過程が分権的であるほど造反投票が行われやす

会運営の関係に関心を持ったのが本研究の契機である

い（Hix 2004）、党内の意思決定手続も分権的になる

とともに、参議院での審議過程をいかに考慮するかも

（Hazan and Rahat 2010）、あるいは議会においても分

重要であったが、異なる時期・組織を統一的に把握し

権的手続が採用される（Taylor 2006）といった研究

ようとすると、逆に多くの情報を捨象しなければなら

結果が発表されている。

ない 13。さらに、たとえば派閥間対立の激しかった「三

6

かつての自民党は、結党時から「党改革＝派閥の解

角大福中」時代と総主流派体制に移行した時代とでは

消」を掲げ続け、新党勢力が政権交代可能な野党にな

質的に大きく異なることも間違いないが、それらを区

ることを目指して離合集散を繰り返した 1990 年代前

分して分析することは本稿の紙幅を超える別個の研究

半においても、自民党にとっての政治改革とは派閥の

課題となる。従って、以上の限界を認めつつ、筆者と

解消であった 。日本政治研究において、派閥の起源

しては、これまで国会運営を制約するルールと認識さ

については様々な議論があるが、同士討ちをせざるを

れてきた議院内閣制（多数主義）と国会中心主義に選

得ない中選挙区制の制約によるところが大きかったと

挙制度を加えることで、国会研究のより大きな可能性

いう点ではほぼ一致している 。従って、55 年体制期

が示されれば、現時点では十分だと考えている。

7

8

の自民党は他党を圧倒する優位政党であったという前

以下、Ⅱでは、専ら先行研究の業績に依拠しながら、

提ではなく、マイケル・ライサソンが指摘したように

派閥が自民党の統合化と分権化という相反する機能を

（ライサソン 1967; Leiserson 1968）、一種の擬似連立

同時に営み、その歪みが事前審査の限界として国会運

政権であると前提する方が、55 年体制期の国会運営

営に波及した構造と、歴史的な長期政権から極端な短

を的確に理解できるのではないかと考えられる。

命政権まで存在した歴代自民党政権の特徴を、世論の

そこで、本稿では、多数派の不安定化が国会運営の

支持と国政選挙での勝敗という観点から確認する。そ

困難化にもつながるという基本仮説を立て、55 年体

してⅢでは、データ・セットの概観を兼ねて、委員長

制期の国会運営を再検証したい。具体的には、法案が

属性の傾向と影響を集計し、自民党の安定性と国会運

付託された委員会の委員長属性を、主流派（総裁派閥

営の関係に関する基本仮説の妥当性を確認する。その

議員を含む）・反主流派・無派閥・野党議員に区分し、

結果を踏まえ、Ⅳでは変数の設定と効果の予測を行い、

その他にも内閣支持率といった外生的要因を考慮する

Ⅴでは生存分析を用いて国会運営の安定化・不安定化

ことで、それらの変数が法案通過の難易を左右するの

の要因を探る。Ⅵは結論であるが、柔軟な政党間交渉

かという点に注目する。委員会制度は、二院制ととも

が可能だった中選挙区制時代と、しばしばグリッドロ

に手続の分権化を促す典型的な議会制度である。議院

ックが生じる今日の違いについて触れておきたい。

内閣制議会における委員会制度は軽視されがちだが、
国会外で既に分派的行動をとっている自民党議員が委
員長となった場合、その委員長は国会制度も最大限に
利用するはずである 9。また、国会運営の困難化が専
ら与党の不安定化に起因することを確認できれば、野
党の影響力の有無という国会研究における長年の議論

Ⅱ . 自民党派閥と政権安定性
1. 自民党派閥の二面性

にも大きく貢献する可能性がある 10。すなわち、野党

派閥が自民党を分権化し、歴代政権に大きな負担を

の影響力とは、与野党の効用差が縮小・逆転した場合

強いてきたことは当然だが、一方で、派閥がなければ
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自民党は優位政党たり得なかったことも間違いない。

であり、政党のラベルは必須であったことから、キリ

この命題は、政党間の本格的な連立政権にも当てはま

スト教民主党の派閥化は、あくまで所属議員の左右イ

るが、中選挙区制下の自民党においては、かなり異な

デオロギーが誘因となっており、しばしば多数派の維

る意味を持っていた。それを象徴したのが、選挙にお

持を危うくさせてきた 16。それに対し、自民党の派閥

ける「反党行為」に対する罰則の緩さである。自民党

化は、無所属でも立候補でき、個人投票が促進される

籍を有するものの、何らかの理由で公認を受けられず、

中選挙区制に適応するため、本来なら野党が媒介すべ

無所属で立候補せざるを得ない事例は数多いが、自民

き利益までを包括した専門化や、個人後援会の組織化

党公認であるにもかかわらず野党の支援を受けた場合

が進められたのと同様、当選の手段として活用された

や、さらに極端な事例として自民党公認候補と対立す

ものであり、結果的には多数派の形成・維持にも役立

る野党候補を何らかの形で支援したと見なされた場合

。
ってきた点で本質的に異なる（Calder 1988: 192-5）

であっても、本部から処罰が下されないことは多々あ

このように、人事派閥の制度化は、ともに効率的

った（読売新聞政治部 1966: 第 1 章参照） 。それゆえ、

な役職配分を期待する執行部と所属議員の利害を一

執行部としては除名や衆議院解散といった強硬手段の

致させた。結果的に、自民党候補者同士が競うこと

有用性が低かった。また、仮にそうした強硬手段を行

で自民党全体の名声は必然的に高まるため、執行部

使しても、1993 年衆院選で野党化した経緯から明ら

はむしろ個人投票を促し、候補者は自民党の公認を

かな通り、よほどの大勝を収めない限り、結局は反対
派の協力が不可欠な状況は変わらない。つまり、所属

欲するという関係が成立したのである（McCubbins
and Rosenbluth 1995）。また、厳密な票割りが難しか

議員は、自民党にいながらにして公然と首相（総裁）

った事情もあり、むしろ自民党は無所属での立候補も

の交代を要求するという行動が許容されていた。

戦略的に活用したという指摘もなされている（Reed

14

議院内閣制下の政党規律を維持する上で当然の手段

2009）。こうして、制度的派閥の存在が自民党の分権

とも言える除名や解散権の有効性が低いことを踏ま

化を招いたことは確かだが、派閥が制度化されてこそ

え、自民党（歴代執行部）は、議員が自民党に所属す

自民党は優位性を確保できたという関係も否定できな

る効用を高めるため、シニオリティ・ルールと人事派

いのである 17。これは、Olson（1965）に代表される

閥の制度化を図るとともに、事後的抵抗を抑制する

集合行為論からも説明が可能である。すなわち、多元

ため、事前審査制度と総裁選挙手続の制度化も図っ

的組織の統制を試みる場合、指導者と成員で構成され

た 。川人（1996a, 1996b）が明らかにした通り、シ

るグループの組織化を促し、その指導者間で利害調整

ニオリティ・ルールは自民党政権の長期化という文脈

を図る方が効率的である。政党派閥が集合行為問題の

が与えられて運用可能となり、確立されたのは 1970

解決に資する点は Panebianco（1988）も指摘しており、

年代半ばである。役職配分原則は、岸信介政権の頃ま

自民党長期政権は派閥の長所によって支えられたとい

でが戦前派議員優遇、佐藤栄作政権の頃までが主流派

う点で先行研究はほぼ一致している。

15

優遇、そして与野党伯仲期以降が派閥勢力比型という
経過を辿った。主流派優遇から派閥勢力比型への転換
が促されたのは、自民党が野党勢力に対する過大規模
連合から最小勝利連合に転落したことで、反主流派の
離党可能性が相対的に高まったためである。

2. 事前審査の限界と総裁選挙
もちろん、派閥の短所が顕在化すれば、一転して否
定的機能を担う危険性もそれだけ大きかった。自民党

一方で、全ての所属議員が等しくシニオリティ・ル

は、以上二つの制度化とともに、政調部会から総務会

ールの恩恵に与ったわけではない。主流派優遇であれ

に到る意思決定過程、及び総裁任期とその選出方法を

派閥勢力比型であれ、役職配分の対象となるためには

党則で定め、仮に派閥間対立が生じても、その弊害を

派閥に所属することが重要であった。もちろん、無派

最小限に抑える制度化も図った。ところが、この二つ

閥議員も対象となることはあったが、その機会は圧倒

の制度はしばしば限界を露呈した。

。こう
的に少なかった（佐藤・松崎 1986: 第 3 章参照）

自民党内の事前審査手続は、政調部会が法案の内容

して、自民党派閥は、人事（栄達）という利得に与る

を実質的に決定し、総務会での全会一致の承認を経て

ことを目的とした特殊な制度化を果たした。高度に制

国会に提出されるというものである。小泉純一郎政権

度化された派閥が存在する貴重な例として、イタリア

時代、総務会で郵政民営化関連法案が多数決で決定さ

のキリスト教民主党（1994 年に分裂）と日本の自民党

れた際に大きな混乱を来したように、総務会での全会

はしばしば比較されてきた（e. g. Sartori 1976: ch. 4;

一致慣行は近年まで維持されてきた。もちろん郵政民

Boucek 2009）。しかし、イタリアの選挙制度は、1993
年から 2005 年までを除いてブロックごとの比例代表制

営化関連法案は特殊な事例であり、大抵は大きな混乱
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が起きないよう会議前に根回しが行われ、全会一致慣

行が守られるようになっている。とりわけ中選挙区制

したものだった。そうした摩擦を事前に解消させるこ

下では、分権性と単一性の両立手段として、総務会の

とによってのみ、国会における政党規律も維持された

全会一致慣行が重要な機能を営んでいたわけである。

のであり、国会における自民党議員のあらゆる行動

ところが、総務会に限らず政調部会等も含め、各レ

の背後に、派閥の作用があったことは疑いない（see

ベルにおける採決方法には、もう一つ「役員一任」と

Fukui 1978）。従って、議院内閣制議会の効率性を担

いうものがあった。これは、どうしても意思統一が難

保する上で重要な、一旦選出された以上は首相の政権

しい場合、政調会長や総務会長、場合によっては幹事

運営に結束して協力するという根本原則は、中選挙区

長や副総裁も登場して、自民党としての最終方針を役

制下の自民党において、あらゆる政治過程を通じて脆

員に委ねるというものである。どうしても混乱が収束

いものだったのである。

しない場合は総裁（首相）一任となることもある。田
中（1981）は、分権的な自民党にとり、この役員一
任決定は危険性を伴ったことを指摘する。全会一致慣

3. 政権安定性

行が守られない唯一の例外とも言える総裁選挙によっ

以上の通り、中選挙区制下の自民党政権が長期化を

て生じる主流派と反主流派の対立は根深く、それが時

実現するためには、非常に厳しい条件を満たす必要が

として最終方針の混乱を招くと同時に、反主流派にと

あり、むしろ安定する方が稀だった。二面性を備えた

っては絶好の機会となる。すなわち、野党勢力や（メ

派閥の制度化によってこそ自民党の大規模な分裂が長

ディアを通じた）世論の反発が喚起された時、反主流

年回避されてきたという関係は認められるが、それは

派はそうした反発を利用して現政権への攻撃を強める

歴代自民党政権の安定性を犠牲にすることで成り立っ

危険性があるからである（150-79）。

たものである。人事に特化した派閥の制度化は、所属

また、反主流派が形成される契機となる総裁選挙に

議員のイデオロギーや媒介利益の多元性に基づく政策

ついても、その選出手続が固定的なものとして受け入

的対立に、栄達を狙った対立の危険性も加えることに

れられていたわけではない。選出方法は、大別して両

なった。田中（1981）も「観測気球」と表現してい

院議員総会における公選（党員・党友による予備選挙

る通り、反主流派は、あらゆる機会を捉えて政権（主

を経た場合を含む）と、話し合いによって一本化され

流派）への抵抗姿勢を見せた。総裁を中心とする執行

た候補を両院議員総会で承認するものとの二つであ

部は、役職配分や十分な事前審査等によってそうした

る。公選が党内対立を助長しかねないという危惧は結

対立を少しでも抑制するよう努めるが、制度的条件や

党時からあったようであり、英国保守党を模範とすれ

外生的環境が少しでも不利になれば、自民党派閥の二

ば話し合いによる選出が望ましいとされていた（自由

面性は欠点として顕在化したのである。

民主党 2006a）。しかし、現実には初代総裁鳩山一郎

増山（2001a, 2002）は、制度的条件と外生的環境

が公選されて以来、石橋湛山・岸信介・池田勇人・田

を統一的に取り込んだモデルにより、日本の岸政権か

中角栄・大平正芳・中曽根康弘の 6 名が公選されてい

ら小泉政権までを対象として生存分析を行っている。

る。また、当初は話し合いで選出された佐藤栄作も、

分析結果を総合すると、政権の終了危険率は在任期間

その後は全て公選で再選され、歴史的な長期政権を維

や任期といった時間変量に等しく左右され、時間的制

持した。

約が強まるほど終了危険率も高まるという基礎的効果

田中（1986）が明らかにした通り、自民党議員の

が確認された上で、弱小派閥出身の総裁や少ない与党

間では、その時々の総裁選出手続は暫定的なものであ

議席といった制度的条件、そして内閣支持率の低下と

るとの認識が浸透しており、次期総裁が話題になり始

いう外生的環境も同様の効果のあることが確認され

めると、総裁候補以前に現行の選出手続が問題とされ、

た 18。派閥間対立の具体的効果については、総裁が岸

各派閥は有利な選出手続とすべく工作を展開した。こ

信介系列（現在の町村派）や三木武夫系列（現在の高

の点については、反主流派による総裁交代の動きが世

村派）出身である場合、及びそもそも派閥領袖ではな

論に反応し、野党の動きと連動しているという指摘が

い場合に、終了危険率が有意に高くなっている。従っ

古くからあり（升味 1969: 342-3）、政策的対立以外の

て、日本の議院内閣制も欧州諸国と同じ構造を抱えて

契機で人事派閥の欠点が露呈することも多かった。

いるということに加えて、やはり中選挙区制下の自民

自民党派閥が展開した対立は、除名や衆議院解散と
いった議院内閣制の効率性を担保する手段の有効性が

党政権は厳しい条件を克服することが必要だったので
ある。

低い中、所属議員が派閥の二面性を使い分け、自民党

歴代自民党総裁にとっては、出身派閥の勢力という

の分裂が事実上あり得ないことを前提とした政権批判

条件とともに、総裁任期という非公式的選挙サイクル

を展開するという、中選挙区制の世界的特異性を反映

が大きな障害となってきた。自民党総裁の任期は、田
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中角栄、三木武夫、福田赳夫の各総裁が 3 年であった

敗で弱体化し、保守本流出身であるにもかかわらず短

のと、中曽根康弘総裁が特例として任期の 1 年延長を

命に終わった点で共通する。

認められた事例を除き、結党から 2003 年までは 2 年
であった 19。これは、衆議院議員の形式的任期の半分
であり、現在でこそ 3 年だが、それでも議員任期と総
裁任期が一致したことはない 20。Damgaard（2008）は、
議院内閣制諸国の政権終了の要因を、任期や憲法規定
といった技術的要因と、辞任や解散といった裁量的要

Ⅲ . 委員長属性
1. 委員会制度の比重

因に分けているが、議員や首相としての任期中に党首

これまで先行研究の業績を参照しながら、中選挙区

としての任期が満了する事態はどちらに分類されるの

制下の自民党を安易に単一政党とは前提できないこと

か不明である。党内対立が要因ならば後者だが、党首

を確認してきた。本稿では、事前審査の制度化にもか

任期が厳格に制度化されているなら前者にも分類でき

かわらず、自民党の潜在的不安定性が国会運営に波及

る。言い換えれば、党を分裂させかねないほどの政策

していたという基本仮説を操作するため、国会運営の

的対立や、国政選挙における敗北といった大きな変動

分権化を促す委員会制度に着目し、その委員長属性を

がない限り、通常、非公式的選挙サイクルが政権の存

変数化する。もっとも、国会の機能についてすら懐疑

亡に関わるほど重大視される事態は想定されていない

的主張が見られる中、委員会制度がどれほど重要なの

ということである。

かという疑問もあろう。この点について若干の説明を

本稿で分析対象とする期間に首相は 13 人存在し、

加えておきたい。

通算在職期間の平均は約 2 年 7 ヶ月である。歴代政権

委員会制度は議会研究にとって重要なモデル化対象

には歴史的な長期政権から極端な短命政権まで存在す

であるが、法案成立の原則的保証という前提を置く議

るが、平均は総裁任期に近く、総裁任期の制約の大き

院内閣制議会の研究で重視されてきたとは言い難い。

さが単純な比較からも読み取れる。一方で、首相が頻

日本の国会でも、1948 年の国会法改正により、衆参

繁に交代しながらも自民党は与党であり続け、55 年

両院は委員会審査中の議案について本会議での中間報

体制期の長さを意味する通算在職期間の合計は約 33

告を求めることができるとされ、必要ならばそのまま

年 8 ヶ月に及ぶ。もちろん、Maravall（2008）が、首

本会議で審議・採決できるともされた。しかしなが

相の在職期間と出身政党が与党であった期間には差が

ら、（与党の要請を受け）議長が中間報告を求め、そ

あり、その差は議院内閣制の方が拡大すると指摘して

のまま採決に踏み切った場合、与野党対立の激化を通

いる通り、差が生じること自体は不思議ではない。し

じて世論の悪化を招く可能性もあり、実際に中間報告

かしながら、彼が主要な議院内閣制諸国を対象とした

が用いられた例は僅少である 23。議長が介入できるそ

集計での差は 3 年 5 ヶ月にすぎず、55 年体制期の自民

うした例外を除けば、委員会運営の権限は委員長に集

党政権における 31 年 1 ヶ月という差は異常なほど突

約されており、日程や議題設定も委員長の決定次第と

出している 。分析対象期間が大きく異なるので単純

なる 24。それゆえ、委員長属性は法案の成立確率に少

な比較はできないが、それを踏まえても差は大きす

なからず影響する事実が確認されている（増山 2003:

ぎ、議院内閣制諸国の一般的傾向として、首相の交代

らず、中選挙区制下の自民党が分裂に到る可能性は低

134-6 参照）。たとえば、第 23 回国会（1955 年）から
第 114 回国会（1989 年）までに新規に提出された衆
議院先議の閣法 4153 件のうち、不成立だった法案は
803 件であるが、そのうち委員会に付託されないまま
不成立だったのは 86 件にすぎない 25。つまり、ほと

かったという特徴が再確認される。

んどの法案は委員長の判断によって採決が見送られて

21

は国政選挙を通じた政権交代と関連することが多いこ
とを示している。言い換えれば、政権基盤を安定化さ
せるのは非常に難しいほど分権化していたにもかかわ

ところで、出身派閥の勢力や世論の支持が決定的に

いることになる。

重要であることは増山が明らかにした通りであるが、

こうして、委員長の権限は国会制度の観点から見れ

もう一つ付け加えるならば国政選挙での勝敗も重要で

ば比較的強いものであるが、本稿の目的に照らすと、

あっただろう。岸・池田両政権は在任中の国政選挙全

議院内閣制議会であるという公式的な特徴とは別に、

てで勝利し、佐藤・中曽根両政権も 1971 年参院選と

自民党内の事前審査が制度化されていたという非公式

1983 年衆院選を除いて全て勝利している 。それに対

的な特徴も問題となる。すなわち、法案の内容を実質

し、三木・大平・田中の各政権は、国政選挙での敗北

的に決定するのは政調部会長であり、法案の形式的な

を機に弱体化した典型である。とりわけ田中・大平両

承認を統括するにすぎない国会委員長の属性はそれほ

政権は、当初の支持率こそ高かったものの、政策的失

ど重要かという問題である。こうした疑問に対しては、

22

148

事前審査が必ずしも機能しなかったという前述の指摘

でない。事前審査の限界として、合意は難しいと判断

をもって反論が可能だが、ここではさらに 2 点ほど付

された場合の役員一任という迂回策は前述したが、そ

け加えておきたい。

の他にも調査会という組織を設置し、その調査会は総

第一に、政調部会と国会委員会では議員の配分方法

裁直属の機関とすることで、議員同士の利害が衝突す

に決定的な相違があり、一般議員にとっても国会委員

るような問題は調査会に委ねて収拾を図るといった手

会はより重要だった。政調部会については、所属す

段も多用された（日本経済新聞社 1983: 40-2 参照）。

る国会委員会によって自動的に決定される部会に加

すなわち、国会委員会の公式制度としての安定性とは

え、希望する二つの部会に所属することが認められて

対照的に、政調部会の運営はかなり流動的であり、国

いたのに対し、国会委員会については、もともと限ら

会委員会の制約は政調部会以上に強いと見るべきであ

れた定員を野党とも分け合うために競争が激しく、委

る。

員候補を各派閥が選定した上で政調会長が決定してい
た（猪口・岩井 1987: 121, 148）。それゆえ、政調部
会の所属議員比がほぼ派閥勢力比に準じていたのに対

2. 委員長属性の概観

し、人気の国会委員会では委員を持ち回りにせざるを

ここではデータ・セットの概観も兼ね、図表を用い

得ず、長期間にわたって特定の委員会に所属し続ける

て、基本仮説がおおよそ妥当であることを確認するが、

ことは難しかった（148-51）。つまり、一般議員が特

本稿が着目する主流派・反主流派の認定基準について

定の政策分野への精通や族議員化を目指す場合、まず

説明しておこう。佐藤・松崎（1986）は、中曽根第 2

は希望する国会委員会に配属され、その後も長く委員

次改造内閣（1984 年 11 月 1 日組閣）以降の主流派・

を務める必要があった 。結果的に、長い委員歴はそ

反主流派の認定を避けている。確かに、11 月の総裁

26

の政策分野に精通した議員であることの証明となる。

任期満了に際しては、鈴木・福田・河本各派を中心と

実際、各省庁の政策に関する最高責任者は閣僚である

した二階堂進の擁立構想が挫折し、田中派の支持を取

が、派閥統制の関係で頻繁に入れ替えられるだけでな

り付けた中曽根が話し合いで再選された経緯があっ

く、その政策分野に疎い閣僚も多いため、官僚は実質

た。その後の総裁選挙においても、話し合いによる候

的に閣僚 OB や国会の常任委員を通じて陳情すること

補一本化が定着したことから、竹下政権をもって総主

があった（読売新聞政治部 1966: 41）。いわば、国会

流派体制に移行したという指摘がある（居安 1996 参

委員会は議員と官僚の接触が公的に保障されている機

照）。しかしながら、それは公選を実施していないと

関であり、議員の政策的専門化を促してきた核である

いうことにすぎず、総裁候補と目される派閥領袖は必

（猪口・岩井 1987: 29-30）。

ず存在した。筆者が総裁選挙の経緯や報道から判断し

第二に、政調部会と国会委員会とでは、広義の立法

た結果、中曽根第 2 次再改造内閣（1985 年 12 月 28 日

過程における重要性の意味が異なることも認識されな

組閣）下の鈴木・福田・河本各派、中曽根第 3 次内閣

ければならない。両者の決定的相違を示す事例として、

（1986 年 7 月 22 日組閣）下の竹下・宮沢・安倍各派、

野党の態度も関わってくる国会委員長人事では、従来

そして竹下内閣（1987 年 11 月 6 日組閣）下の宮沢・

その委員会とはあまり関係のない議員が委員長に据え

安倍両派を反主流派と認定した。様々な批判もあるだ

られる場合があった（猪口・岩井 1987: 124） 。法案

ろうが、自民党の恒常的分権性をなるべく体系的に捉

の立案を行う政調部会の機能は自民党議員の利益集約

えたいという目的に沿ったということである。

27

と合意形成であるが、国会委員会は野党にも態度表明

自民党委員長の属性は、委員長ポストを得る直前の

の機会を与えた上で自民党の意思を最終決定する場で

衆院選を基準とし、その認定に際しては、佐藤・松崎

ある。従って、族議員の活躍の場としての機能はない

の巻末資料や『朝日新聞』、『国会便覧』を参照した。

反面、自民党議員は党議に従って法案の成立に協力す

もちろん、派閥の離合集散が起きた場合は、その後の

ることを求められ、国会委員会はアリーナという別の

派閥を基準としている。また、衆院選直後の時点では

意味での重要な機能を営む。こうした作業を統括する

所属派閥が明らかでなかったが、その後の時期におい

強い権限を持つ委員長人事は重要であるため、慣行と

て明確化した場合は、佐藤・松崎と同じくその派閥を

しては政調部会長よりも多くの当選回数を必要とし、

当てている。なお、委員長が途中で交代した場合もあ

初入閣直前に経験するポストとなっていた（佐藤・松

るが、その場合は交代後の委員長を基準とした。なる

崎 1986: 39-42 参照） 。

べく観察数を増やすための措置であり、そうした事例

28

このように、非公式制度である政調部会は、公式制

は極少数であることを断っておきたい。

度である省庁制や委員会制に依拠して編成・活動して

本稿の分析対象期間における衆議院の常任委員長に

いるのであり、政調部会を上位に置くモデル化は妥当

ついては、第 29 回国会（1958 年）から第 78 回国会（1976
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年）までと、第 92 回国会（1980 年）から第 100 回国

人事でも派閥勢力が考慮されていたことを反映してい

会（1983 年）まで、及び第 106 回国会（1986 年）以

る。ただし、自民党の場合、消長の激しい中間派委員

降のそれぞれにおいて、自民党が独占した。それ以外

長より注目されるのが無派閥委員長であり、無派閥委

の時期には、自民党の敗北を受け、概ね社会・公明・

員長の下で閣法がどれだけ円滑に審査されたのかとい

民社各党に若干のポストが配分されている 。一方、

う問題は、派閥の効用を論じる組織論モデルの妥当性

特別委員長については、多党化の進んだ佐藤政権の頃

を検証することでもある。野党の方では、社会党委員

から、そのほとんどのポストを野党に配分しており、

長下の付託法案数がかなり多いが、これは岸政権が野

衆院選で敗北した田中政権の頃に拍車がかかった。常

党宥和路線を放棄するまで、付託法案数の多い大蔵委

任委員会は付託法案数が格段に多く、常任委員長の判

員長ポストが社会党に割り当てられていたことに起因

断は国会運営全体にも影響を及ぼすため、自民党も独

している。

29

占にこだわったが、特別委員長ポストは野党との取引
対象とされる傾向があった（井芹 1990: 15 参照）。
では、委員長属性の傾向・帰結を確認していくが、

そして、本稿で着目する主流派・反主流派別に審
査件数を集計したのが図 2 である。付託された閣法の
半数は主流派委員長下で審査されており、恐らくは

ここでは法案審議過程の分析という方法をとることを

1970 年代半ばまで継続した主流派優遇人事を反映し

踏まえ、個々の法案を単位として、どの属性の委員長

ているものと思われる。もちろん、どのような人事慣

下で審査されたかという観点からまとめる。対象は、

行であれ、重要な委員長ポストには主流派議員を当て

55 年体制期の予算国会に新規に提出され、衆議院で

たはずであり、こうした傾向であるのは当然の帰結で

先議され、かつ委員会に付託された閣法である。

あろう。

まず、委員長の所属派閥別に審査件数を集計したの

次に、委員長属性がそれほど法案の成否に影響した

が図 1 である。派閥系列の詳細については表 1 を参照

のかという疑問に答えるため、主流派・反主流派別に

されたい。自民党委員長の場合、付託法案数の多寡は

衆議院で不成立となった件数を集計したのが図 3 であ

概ね派閥勢力比に準じており、内閣人事と同様に国会

る。当然ながら、それぞれの委員長が審査した法案総

表1

自民党派閥系列（1989 年まで）

派閥領袖

五大派閥

中間派

佐藤系列

佐藤栄作→田中角栄→竹下登

池田系列

池田勇人→前尾繁三郎→大平正芳→鈴木善幸→宮沢喜一

岸系列
三木系列

三木武夫→河本敏夫

河野系列

河野一郎→中曽根康弘

大野系列

大野伴睦→村上勇・船田中→水田三喜男

石井系列

緒方竹虎→石井光次郎

藤山系列

藤山愛一郎

石橋系列

石橋湛山→石田博英

川島系列

川島正二郎→椎名悦三郎

大麻系列

大麻唯男

森系列
中川系列
無派閥

野党

※
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岸信介→福田赳夫→安倍晋太郎

森清→園田直
中川一郎

無派閥

無派閥

社会党

社会党

公明党

公明党

民社党

民社党

共産党

共産党

なるべく直系となるように整理しており、細かい異動は捨象されていることに留意された
い。また、委員長ポストが一度も配分されなかった派閥（たとえば田中派分裂後の二階堂
グループ）は本稿と関係ないので除いている。緒方竹虎は 1956 年 1 月に死去している。

数を分母としている。そうすると、図 2 と照合させれ

法案比率の推移を示しているが、主流派と反主流派の

ば、反主流派・無派閥委員長の危険性が相対的に高か

比率は大きく入れ替わりながら推移してきたことがわ

ったことは明らかであろう。すなわち、そもそも主流

かる。当然ながら頻繁な内閣改造と同時に国会人事も

派委員長の審査件数が半数を占めていたにもかかわら

行われたわけであるから、変動があること自体は驚く

ず、この両属性の委員長下では成立率が 2 〜4% ほど

ことではないが、その大きさは改めて認識する必要が

悪化している。両属性の委員長下で不成立となった法

ある。反主流派委員長の比率が大きい年は、池田・佐

案を全て列挙することはできないが、たとえば三木政

藤・大平・中曽根等の各政権が国政選挙の敗北で不安

権下の第 75 回国会（1975 年）に提出された学校教育

定化していたか、総裁任期満了の前後とほぼ重なって

法改正案は反主流派委員長下で、大平政権下の第 87

おり、政権延命の一環として反主流派の支持を取り付

回国会（1979 年）に提出された防衛関係 2 法改正案

けようとしたのかもしれない。逆に、主流派委員長の

は無派閥委員長下で、それぞれ廃案となっている。ど

比率が大きい年は、国政選挙で勝利した直後とほぼ重

ちらも社会党を中心とした野党勢力が敏感に反応した

なっており、国政選挙での勝利が国会運営の安定化に

法案であり、反主流派議員の動きは野党勢力にも影響

もつながった可能性が示唆される。もっとも、主流派

されていたという前述の田中の指摘に合致するものと

には総裁派閥以外の派閥も含まれているので、図 5 は

言える。

主流派委員長と総裁派閥委員長の付託法案比率を並置

時系列によった推移も確認しておこう。図 4 は付託

図1

しているが、主流派と総裁派閥の比率は乖離する方が

委員長属性（派閥系列）別の閣法審査比

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

図2

委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法審査比（集計）

図3

委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法不成立率（集計）
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図4
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委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法審査比（時系列）
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1956 ᖺ

1960 ᖺ

1964 ᖺ

1968 ᖺ
ὶὴ

図5

1972 ᖺ
ὶὴ

1976 ᖺ
↓ὴ㛸

1980 ᖺ

1984 ᖺ

1988 ᖺ

㔝ඪ

主流派委員長全体と総裁派閥委員長の閣法審査比（時系列）

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1956ᖺ 1959ᖺ 1962ᖺ 1965ᖺ 1968ᖺ 1971ᖺ 1974ᖺ 1977ᖺ 1980ᖺ 1983ᖺ 1986ᖺ 1989ᖺ
ὶὴయ

⥲ὴ㛸䛾䜏

多かった。つまり、主流派委員長の比率が大きいこと

するまでに要した日数（中央値）の推移を示したのが

をもって、一概に国会運営が安定しているとは言えな

図 6 と図 7 である。無派閥委員長と野党委員長は存在

いことも確かであり、総裁派閥出身の委員長であるこ

しなかった年もあり、図を煩雑化するだけなので除い

とが、どれだけ円滑な国会運営に資したのかという問

ている。やはり国政選挙での勝利直後は差がないが、

題も検証する必要がある。

どちらを見ても反主流派委員長が概して消極的だった

主流派委員長と反主流派委員長では、どれだけ議事

傾向が読み取れる。乖離の大きい年においては、反主

運営に違いが生まれるのかという点について、その予

流派委員長の下での通過率が 15% 超下がり、通過日

算国会における衆議院通過率と、法案が衆議院を通過

数も 1 ヶ月超長く要することもあった。特に、通過日
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図6

委員長属性（主流派・反主流派）別の閣法通過率（時系列）
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衆議院通過法案における中央値を示している。

数については中央値を用いているわけであるから、そ

る限りにおいて存在意義を持つようになる。そうする

うした傾向は重要法案数に影響されない本質的なもの

と、そうした制度化の帰結として、総裁ポストをめぐ

だということである。さらに、もう一つの特徴として、

る派閥間「抗争」は抑制され、族議員の養成に見られ

55 年体制期後半になるほど、そうした変動が激しく

る派閥間「競争」への転換が促されたのではないかと

なっていることが挙げられる。この現象は、人事派閥

いう推論が可能である（河田 1996 参照）。

の制度化と軌を一にしていると言えよう。すなわち、

国政選挙での勝敗が重要であることが確認されたの

初めは領袖に対する個人的忠誠が集まることによって

で、衆参両院選の勝敗を基準とし、選挙直後の予算国

形成される派閥も、時間の経過とともに構成員の入れ

会を第 1 回とした上で、任期経過に応じた衆議院通過

替えが必要となり、部下の効用最大化欲求を充足させ

率の変化を示したのが図 8 である 30。参院選サイクル
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図8

2012.3

各属性の委員長下における閣法通過率と選挙サイクル
（1） 衆院選サイクル

（2） 参院選サイクル
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の効果は薄いが、それでも両者が共通に示唆している

案が衆議院での「可決」というイベントを観察期間中

のは、任期中間の国会運営が最も安定的だということ

に迎える確率を算出するということになる。法案の存

と、反主流派委員長の非協力的姿勢は選挙の前後で強

続日数（生存時間）は、会期初日から「可決」ないし「打

まるということである。特に衆院選サイクルでは、前

ち切り」までの日数となる。確率に注目することから

回選挙で敗北した場合、選挙前後における反主流派委

わかる通り、一般的な多変量分析のように説明変数に

員長の消極的姿勢が鮮明である。もちろん、二院制の

よって従属変数を予測するのではなく、イベントを迎

帰結として、参院選後だが衆院選前でもあったり、そ

える「危険率（hazard rate）」が、説明変数によって

の逆の場合もあるので、精確性には疑問の余地もある

単位時間あたりどれだけ押し上げられるかを算出する

が、選挙前後の反主流派委員長の態度悪化と、任期中

ものである 32。本稿では、複数の共変量を説明変数に

間における国会運営の円滑化という 2 点は疑いない。

設定できるコックスモデルを用いる 33。なお、補足的

以上検討した通り、委員長属性の相違は議事運営上

な説明であるが、本稿では法案の「可決」をイベント

の差異も生むようである。政府・与党の二元体制が政

に設定するため、形式的な「危険率」という呼称は実

権運営と国会運営の分離を帰結したのは当然だが、そ

質的に不適切であり、いわば「成功率」であることを

れは決して両者の不安定化が相互に影響しないという

断っておきたい。

ことではなく、むしろ双方向で強く影響し合うという

生存分析を法案に適用する上での障害は会期制度で

ことである。人事派閥の制度化の帰結として指標の動

ある。本稿が分析対象としている予算国会の多くは

きは変化するようになるが、反主流派委員長の消極的

常会であり、国会議員の任期が会期中に満了しない

姿勢は 55 年体制期において一貫している。一党単独

限り、常会の会期は最低でも 150 日間と定められてい

政権と国会運営の難航という矛盾する現象を解釈する

る（国会法第 10 条）。また、衆院選とその後の特別会

に当たり、自民党を擬似連立政権と捉えるモデル化の

の時期が常会の召集時期と重なる場合は、特別会の召

有効性が最終的に確認される。

集をもって常会に代えた事例もあるが、特殊な初期国
会時代を除き、当初会期日数は概ね 120-150 日間であ

Ⅳ . 変数の設定と効果の予測

った 34。こうした当初会期日数は名目にすぎず、多く
の場合は会期が延長されている。この場合、会期末が
差し迫るという意味での時間依存を考慮すると、当初

ここでは、分析に用いる変数と予測される効果につ

会期内に可決された法案と会期延長後に可決された法

いて整理しておこう。分析方法として、本稿では生存

案の観察期間を同じくするのは妥当でない。増山や川

分析を用いている 。近年、政治学においても応用例

人・増山は、当初会期内に成立しなかった法案は当初

が増えている分析方法であり、観察期間において、観

会期末で観察が打ち切られたと見なし、会期延長後ま

察対象の個体に何らかのイベントが発生した状態を表

で存続した法案を「複製」して、この問題に対処して

す変数（多くはダミー変数に代表される名義変数）を

いる 35。従って、本稿でもこの対処法を踏襲しており、

設定し、その発生確率を時間経過に依存させて算出す

名目的な法案数は 3432 件であるが、実際の個体数は

るものである。本稿で用いる個体群を例とすれば、法

4190 件となる。

31
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まず、先行の国会研究で用いられ、本稿の基本仮説

を上下させるとしても、一時期の池田・佐藤・中曽根

とは直接関係しない制御変数について説明しておこ

の各政権のように、国政選挙で勝利して世論の支持も

う。①会期日数は法案審議に時間的制約を加える典型

岸・
強い首相に強く抵抗するとは考えられない。逆に、

的変数であり、当初会期内に可決された法案に対して

田中・竹下の各政権のように支持基盤が強固で、世論

は当初会期日数を当て、延長後に可決された法案に対

の支持も当初は強かったが、その後急速に不安定化し

しては延長後会期日数を当てる。②付託法案数は、各

た政権もあり、委員長属性の効果を上下させる様々な

国会において、各法案の付託された委員会がどれほど

制度的条件や外生的環境を考慮する必要がある。増山

の法案を処理したかを表しており、前国会から負担を

（2001a, 2002）が明らかにした通り、政権安定性は与

引き継ぐという意味で継続法案も算入している。③提

党議席の多寡や支持率の高低に大きく左右されてき

出順位は、その付託委員会において、各法案が何番目

た。

に提出されたかを表す順序変数である。④特別会は、

政権安定性を左右するのは与野党対立ではなく、む

定期的な常会とは文脈が異なると予測される特別会を

しろ与党内の亀裂が顕在化するか否かである。第一に、

示すダミー変数である。そして⑤本会議趣旨説明は、

多党制下（連立政権）の首相は、野党ではなく連立政

重要法案において聴取されることのある本会議趣旨説

党からの脅威を感じると議会解散に踏み切るのでは

明の有無を示すダミー変数である。

ないかと指摘されている（Smith 2004: 233-4; see also

次に、55 年体制期に限らないことだが、政権にと

Strøm and Swindle 2002）。ただし、第二に、連立政

って重大な関心事であるはずの選挙サイクルを表す変

権の首相が国政選挙によって難局打開を図りたいとし

数を設定する。⑥前回国政選挙で勝利は、各予算国会

ても、次期選挙の勝敗予測だけで解散の是非を判断す

直前の衆参両院選で自民党が勝利した場合を 1 とする

ることはなく、連立政党間や与野党間の勢力差等を考

ダミー変数である。前回国政選挙で勝利していれば、

慮した上で、議会解散と連立枠組み変更の効用を比

次期選挙までは安定した国会運営を図れるはずだが、

較する（see Lupia and Strøm 1995, 2008: 66-9, 75-6）。

その効果は任期の経過とともに薄れるとも考えられ

一方の連立政党としては、政党間の政策的乖離が顕在

る。そこで、順序変数である⑦衆議院任期経過年数、

化したり、環境の変化や新たな政治的課題に遭遇した

及び⑧参議院任期経過年数を設定し、任期の経過を制

りし、それらの問題への政党の対処を有権者がどのよ

御するとともに、前後に衆参両院どちらの選挙も行わ

うに判断するか不明である場合、不利益を避けるため

れなかった予算国会を示す⑨完全な任期中間国会を設

に不安定化した連立政権に留まるよりも離脱へ向かう

定することで、国政選挙の遠近がどのような効果をも

と言われている（Müller and Strøm 2008: 167-8）。

たらすかを、より詳細に分析する 36。

中選挙区制下の自民党に援用すれば、反主流派の抵

それでは、本稿の基本仮説を検証するための変数に

抗を受けた首相（総裁）は、世論の支持を踏まえた次

ついて説明しておこう。本稿の主眼である委員長属性

期選挙の見通しや反主流派の勢力、あるいは野党との

については、⑩反主流派委員長、⑪無派閥委員長、⑫

議席差といった要因を考慮し、衆議院解散か内閣改造、

野党委員長、⑬総裁派閥委員長のそれぞれを 1 とする

あるいは退陣の選択をするということになる。一方の

ダミー変数を設定する。前述したような先行研究によ

反主流派としては、現政権が世論の強い支持を受けて

り、野党委員長下では不成立になる確率は上がるとさ

いる場合、抵抗するより協力するとも考えられるが、

れているが、反主流派委員長に象徴される自民党自体

主流派と反主流派の勢力差が大きければ、衆議院解散

の欠陥が、与野党対立と比べてどれほど国会運営を困

と内閣改造のどちらを選択されても構わないかもしれ

難化させたかが第一の焦点である。さらに、パネビア

ない。もちろん、次期選挙を見据えるのは野党も同じ

ンコやオルソンの組織論モデルに基づけば、派閥の二

であるし、逆に派閥に属す必要性を感じていないと考

面性によってこそ自民党は多数派であり続けたという

えられる無派閥委員長は、そうした環境に左右されな

論点も検証される必要があり、人事派閥の恩恵に浴さ

いかもしれない。このように想定される因果関係は多

なかった無派閥委員長の効果が第二の焦点となる。そ

岐にわたり、符号の方向を含めた効果を一概に予測す

して、主流派委員長の中でも特に政権への忠誠が強い

ることは難しいが、ここでは⑭与党議席率と⑮内閣支

と予想される総裁派閥委員長の効果も別個に分析され

持率を設定し、委員長属性との交互作用を観察するこ

る必要があり、自派閥の勢力拡大がどれほど国会運営

とで、特に仮説を操作せずに分析を行う。

の安定化に資したのかが第三の焦点である。

両者の違いは、小幅な会派異動を除けば、与党議席

さて、委員長属性の効果を分析する上で注意を要す

率が前回選挙に基づく所与の制度的条件であるのに対

るのは、観測される効果は一定なのかという問題であ

し、内閣支持率は常に変動する外生的要因だというこ

る。つまり、先に検討した通り、委員長属性が危険率

とである。これは、恒常的な多数派と政党規律に特徴
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付けられる議院内閣制議会が、民意にどう対応してい
るかという興味深い論点を検証することにもなる。内
閣支持率は、1960 年 12 月以降、時事通信社が毎月行
っている時事世論調査データを用い、各法案が委員会

3. 選挙サイクルについて
次に、選挙サイクルを表す変数についてであるが、
やはり前回国政選挙での勝利は与党に大きな強みを与

に付託された時点の内閣支持率を設定する。委員会付

えるようであり、通過確率を 30% 前後高める効果を

託時点を選択したのは、法案が提出されたものの、委

持つ。任期経過の効果については、衆議院任期が安定

員会付託が遅れている間に内閣支持率が悪化し、法案

性所与モデルでのみ有意に通過確率を下げるのに対

を積極的に通過させる動機が弱まる可能性を考慮した

し、参議院任期は両モデルで有意に通過確率を上げる

からである。

効果を持つ。こうした衆参両院選サイクルの対照的な
帰結は、解散の有無と大きく関わっているはずである。

Ⅴ . 分析
1. 分析モデル

衆議院解散は首相の意思でいつでも実施される可能
性があり、任期経過とは直接関係しない一方で、参議
院の通常選挙は 3 年に一度必ず行われるだけでなく、
実施時期も予算国会閉会直後となる。それゆえ、参院
選を見通した業績誇示のために法案が推進されるの

表 2 は、（1）与党議席率のみを設定した通期の分析

か、それとも限られた会期で国会が効率的に運営され

（b）と、（2）内閣支持率も設定した 1961 年以降
結果（a）

るからなのかは定かでないが、確実に言えるのは時機

（d）を示している。それら二つの変数と
の分析結果（c）

を制御できない参院選サイクルが政権・国会運営を強

委員長属性がどのような関係にあるのかについて、相

く制約しているということである。それに対し、衆議

（c）であり、関連
互に独立しているとするモデルが（a）

院の任期経過が両モデルで対照的な効果を示したの

（d）である。それら二つ
しているとするモデルが（b）

は、なるべく世論の支持が得られる時機を見計らって

の変数が自民党の多数派としての安定性を反映してい

衆議院が解散されるからであろう 38。つまり、世論の

ることを踏まえ、便宜上、与党議席率のみ設定したモ

支持を得ていれば 1 年目であれ 4 年目であれ法案は強

デル（1）を安定性所与モデル、内閣支持率も設定した

く推進されるということであり、安定性所与モデルで

モデル（2）を安定性変動モデルと呼んでおく。

通過確率を下げる効果を示したのは、そうした安定性
の変動による効果が衆議院の任期経過という変数に潜

2. 制御変数について

在化して示されたからだと推測できる。
また、完全な任期中間国会の効果が（c）を除いて仮

まず、制御変数のうち、会期日数、付託法案数、提

説とは正反対に有意だったことは、かつてのエリート

出順位、特別会は一貫して強い有意性を持ち、当然

支配論の主張とは裏腹に、自民党の国会運営は外生的

ながら符号の方向は増山（2003）の分析結果と一致

な世論の動向に強く制約された慎重なものであったこ

している。会期が延長されるほど通過確率が下がると

とを示唆している。

いうことは、会期延長が法案の通過を促進すると言う
よりも、それだけ国会運営が難航していることを意味
する。一方で、付託法案数が増えるほど通過確率が上

4. 委員長属性について（安定性所与モデル）

がるということは、それだけ効率的な委員会運営が行

与党議席率の効果は（a）で有意だったが、（b）では委

われることを意味する。もちろん、提出順位が劣後し

員長属性との交互作用項のみ有意であることから、与

たり、特別会である場合には通過確率が大きく低下し

党議席率の効果は一様ではないことを示している。さ

ている。本会議趣旨説明は、安定性所与モデルでのみ

らに、委員長属性の場合、（a）では 5% 水準の有意性

5% 水準の有意性を持ち、符号は正であるから、重要

をもって通過確率を下げていた反主流派委員長の効果

法案であるほど通過確率は高まることを意味する。こ

が、（b）では単独・交互作用双方で有意性を失うこと

れは、自民党が重視する法案ほど強く推進されること

から、反主流派委員長の非協力的姿勢は議席率といっ

を意味する 37。もっとも、安定性変動モデルでは有意

た所与の制度的条件とは関係ないことを示している。

性が失われるということは、そうした重要法案が強く

（b）ともに通
それに対し、無派閥委員長の場合は、（a）

推進されるか否かは政権安定性に強く依存することを

過確率を大きく下げる単独の効果が確認されるのに加

示唆しているとも言える。

え、与党議席率が 1% 上がるほど通過確率も 4.5% 上
がるという効果が示され、与党議席率との強い交互作
用も確認される。国会運営の安定化に最も努力するは
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表2

生存分析結果
（1） 与党安定性所与モデル
（a）
係数

反主流派委員長
無派閥委員長
野党委員長
総裁派閥委員長
与党議席率
反主流派委員長＊与党議席率
無派閥委員長＊与党議席率
野党委員長＊与党議席率
総裁派閥委員長＊与党議席率
前回国政選挙で勝利
衆議院任期経過年数
参議院任期経過年数
完全な任期中間国会
会期日数
付託法案数
提出順位
特別会
本会議趣旨説明

−0.093
−0.243

0.127

−0.053

0.017

0.243

−0.116

0.078

−0.145
−0.049

0.034

−0.190
−0.614

0.117

χ
対数尤度
2

（b）

標準誤差

有意確率

危険比率

0.043
0.087
0.069
0.045
0.005

0.030
0.005
0.065
0.234
0.001

0.912
0.784
1.135
0.948
1.018

0.048
0.033
0.030
0.059
0.002
0.002
0.008
0.071
0.056

0.000
0.000
0.008
0.014
0.000
0.000
0.000
0.000
0.036

1.276
0.891
1.081
0.865
0.952
1.034
0.827
0.541
1.124

係数
−0.086
−2.861
−2.987
−1.615

0.002
0.000
0.044
0.052
0.026
0.264
−0.141
0.074
−0.179
−0.049
0.032
−0.191
−0.632
0.113

1728.357
44156.914

標準誤差

有意確率

危険比率

0.601
1.196
0.879
0.617
0.008
0.010
0.020
0.015
0.010
0.048
0.033
0.030
0.060
0.002
0.002
0.008
0.071
0.056

0.886
0.017
0.001
0.009
0.809
0.988
0.027
0.000
0.011
0.000
0.000
0.012
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.042

0.917
0.057
0.050
0.199
1.002
1.000
1.045
1.053
1.027
1.302
0.868
1.077
0.836
0.952
1.032
0.826
0.532
1.120

1762.035
44132.699

※ 分析対象は 1956 年から 1989 年までの予算国会に提出された新規提出閣法（衆議院先議）のうち、委員会に付託された法案。
個体数は 4190。
（2） 与党安定性変動モデル
（c）
係数
反主流派委員長
無派閥委員長
野党委員長
総裁派閥委員長
内閣支持率
与党議席率
反主流派委員長＊内閣支持率
無派閥委員長＊内閣支持率
野党委員長＊内閣支持率
総裁派閥委員長＊内閣支持率
反主流派委員長＊与党議席率
無派閥委員長＊与党議席率
野党委員長＊与党議席率
総裁派閥委員長＊与党議席率
前回国政選挙で勝利
衆議院任期経過年数
参議院任期経過年数
完全な任期中間国会
会期日数
付託法案数
提出順位
特別会
本会議趣旨説明
χ2
対数尤度

−0.107
−0.197
−0.042
−0.046

0.022

−0.010

（d）

標準誤差

有意確率

危険比率

0.047
0.097
0.105
0.049
0.003
0.006

0.023
0.042
0.688
0.348
0.000
0.084

0.899
0.822
0.959
0.955
1.022
0.990

係数
−0.427
−4.956
−4.048
−1.814

0.029

−0.034
−0.021

0.023

−0.022

0.256

−0.028

0.087

−0.111
−0.049

0.032

−0.210
−0.567

0.094

0.055
0.041
0.034
0.073
0.002
0.003
0.010
0.072
0.059
1332.395
34105.443

0.000
0.496
0.012
0.131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.112

1.292
0.973
1.090
0.895
0.952
1.033
0.811
0.567
1.099

0.003
0.018
0.069
0.084
0.029
0.268
−0.040
0.093
−0.152
−0.050
0.035
−0.213
−0.585
0.070

標準誤差

有意確率

危険比率

0.625
1.335
1.408
0.645
0.004
0.009
0.005
0.015
0.013
0.006
0.011
0.025
0.025
0.011
0.056
0.041
0.034
0.074
0.002
0.003
0.010
0.074
0.060

0.494
0.000
0.004
0.005
0.000
0.000
0.000
0.119
0.102
0.595
0.094
0.006
0.001
0.010
0.000
0.336
0.007
0.041
0.000
0.000
0.000
0.000
0.241

0.652
0.007
0.017
0.163
1.029
0.966
0.979
1.023
0.979
1.003
1.018
1.072
1.088
1.029
1.308
0.961
1.098
0.859
0.951
1.036
0.808
0.557
1.073

1369.983
34053.232

※ 分析対象は 1961 年から 1989 年までの予算国会に提出された新規提出閣法（衆議院先議）のうち、委員会に付託された法案。
個体数は 3449。
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ずの総裁派閥委員長については、（a）では有意な効果

るほど国会運営は慎重に行われると言えるのではない

を持たず、（b）では与党議席率との強い交互作用を示

だろうか。実際、政党の大規模化は党内の多元化と表

すが、その効果は無派閥委員長より小さい。つまり、

裏一体であり、優位性を高めるほど造反議員の発生

総裁派閥委員長も有利な制度的条件の恩恵を受ける

率も高まるとする研究がある（e. g. Carey 2007; Kam

が、政権への協力姿勢は一貫しているということであ

2009: 70-2）。優位性が高まるほど法案の推進に慎重

る。

を期するとしても、それは理論的に何ら矛盾しないだ

野党委員長については、（a）では通過確率を有意に
上げ、（b）では単独の効果が無派閥委員長より強いの

けでなく、むしろ当然の帰結と言えるのである 40。
そうした結論を踏まえて委員長属性の効果を再検討

に加え、与党議席率との強い交互作用も示し、与党

すると、（c）では野党委員長の効果が失われ、無派閥

議席率 1% の上昇が通過確率の 5% 超の上昇につなが

委員長の有意性も低下するが、反主流派委員長の有意

っている。（a）の結果は理解しづらいかもしれないが、

性は上がっている。さらに、（d）では、委員長属性ご

衆議院ではさほど重要ではない特別委員長ポストが野

とに大きく異なる結果が出ている。まず、反主流派委

党に多く配分されたことから、与野党の勢力差に応じ

員長の場合、単独での効果は有意でないが、内閣支持

て抵抗姿勢を示すことはあったが、最終的には通過に

率との交互作用項は 0.1% 水準の有意性を獲得してい

同意せざるを得なかった現実を反映していると言えよ

る。危険比率を見ると、内閣支持率が 1% 上昇すると
主流派委員長下での通過確率は約 3% 上昇するが、反

う。
以上より、政権への非協力的姿勢は野党委員長、無

主流派委員長下では 1% 未満しか上昇しない。与党議

派閥委員長、反主流派委員長の順に鮮明であるが、与

席率との交互作用項は 10% 水準で有意であるが、前

党議席率次第では野党委員長より無派閥委員長の方が

述した与党議席率の負の効果を改善するには到ってい

危険であり、逆に総裁派閥委員長の協力姿勢は一貫し

ない。つまり、反主流派委員長の消極的姿勢は、内閣

ている。もっとも、議席率という所与の制度的条件で

支持率に反映される政権安定性の変動に反応してお

は説明できない部分も多い。

り、人事派閥の欠点が露呈していると言えるが、効果
は低いながらもそうした消極的姿勢が内閣支持率の上

5. 委員長属性について（安定性変動モデル）
そこで、適合性の高い安定性変動モデルを検討する

昇とともに改善することは確かであるから、反主流派
を統制する上で世論の支持が不可欠だという関係が最
終的に確認される。

と、因果関係がより明確になる。まず、内閣支持率を

次に無派閥委員長についてであるが、単独で 0.1%

設定すると与党議席率の符号が有意に逆転する点は

水準の有意性をもって強い負の効果を示していること

留意されるべきである。与党議席率が 1% 上昇するご

は、人事派閥の恩恵に浴さない無派閥議員の潜在的危

とに通過確率が数 % ほど低下するという結果は一見

険性を反映している。ただし、内閣支持率が 1% 上が

矛盾に思えるが、内閣支持率が 1% 上昇するごとに約

れば通過確率は 5% 超上がることになり、反主流派委

3% 上昇する点を踏まえれば整合的な解釈が可能であ

員長よりも効果が高い。また、与党議席率との交互作

る。解釈方法には、①支持が危うい法案は初めから提

用項も 1% 水準で有意であるが、その効果は与党議席

出されないと予測する消極的議事運営論に立脚し、与

率の負の効果を改善する。すなわち、与党議席率が

党の優位性が高まるほど法案の選別が行われ難くなる

1% 上がるほど通過確率は約 3.5% 上がることになり、

という逆説的な解釈、②選挙サイクル論に立脚し、優

この点も反主流派委員長とは異なっている。人事の機

位性が高まるほど与党は次期選挙で得票を減らす危険

会を常に探っている反主流派議員は、たとえ世論の支

性が増すため、法案の推進には慎重になるという解釈

持が強い政権であっても非協力的姿勢を大きく改める

の 2 通りがあり得る 。いずれの解釈も本稿の基本仮

ことはないが、人事派閥の恩恵に浴さない無派閥議員

説と矛盾するものではないが、自民党の分権性と事前

は、専ら世論の動向と与野党の勢力差を探りながら姿

調整の限界を踏まえれば、後者の解釈がより適切であ

勢を定めているということである。もちろん、基礎的

ろう。

効果は無派閥委員長の方が大きいわけだから、やはり

39

前回国政選挙での勝利の効果も併せて考えると、与

党内の効率的な統制のためには制度化された派閥が必

党の優位性が高まるほど法案の通過確率は上昇しやす

要だったという組織論的仮説も支持されたことにな

いが、その程度は時々の世論の支持に依存するという

る。

ことである。従って、必ずしも与党の規模が大きけれ

なお、反主流派や無派閥の委員長とは対照的に、総

ば多数主義的な国会運営が推進されるとは限らず、む

裁派閥の議員が委員会の運営権を握ることは、その他

しろ与党議席率単独の効果が示す通り、優位性が高ま

の主流派委員長に比べても、それだけで通過確率を
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16% 超も上げる。また、内閣支持率には一切左右さ
れず、与党議席率が 3% ほどの改善効果を持つだけで

支持（外生的環境）である。日本の国会が必ずしも理

ある。従って、総裁派閥委員長の政権への忠誠が揺ら

指摘されていたが、本稿の分析結果は、世界的に特異

ぐことはなく、いかに自派閥の勢力を拡大し、役職配

な中選挙区制の帰結という観点からも、そうした主張

分での裁量権を強化するかが首相（総裁）の重要課題

を支持するものである。

であり、自派閥が大規模で安定的であるほど政権も安
定化するという関係が最終的に確認される。

想的な議院内閣制議会ではなかったということは既に

広く日本政治研究の文脈に置くならば、本稿の分析
結果は、かつて自民党長期政権を説明するモデルとし

最後に野党委員長の効果を確認しておくが、安定性

て多くの研究を生んだ創造的保守主義論や日本型多元

所与モデルと同じく、与党議席率・内閣支持率との交

主議論を、国会研究の立場から積極的に補強するもの

互作用項を設定すると単独でも有意確率を高める。そ

と言える 42。人事派閥の制度化は、確かに同士討ちに

の単独での効果は予測通り負の方向に有意だが、自民

勝利するための利益誘導の助長や、首相（総裁）の指

党の無派閥委員長ほどではなかった。内閣支持率との

導力を弱めるといった効果を持ったが、一方では自民

交互作用項の符合は負、与党議席率との交互作用項の

党の自浄作用を強化したという側面があったことも否

符合は正であるが、前者は有意でない。野党委員長

定できない。反主流派委員長の行動様式からは、反主

下での通過確率が、与党議席率 1% の上昇によって約

流派が恒常的に抵抗していたわけではなく、内閣支持

5% 上がるという効果は変わっておらず、野党委員長

率の低下といった政権の不安定化と連動していたこと

の協力姿勢は前回選挙で決定された与野党の勢力差に

が明らかとなった。つまり、世論の支持を失った首相

依存していたことになる 。

に対しては反主流派の抵抗を通じて辞任の圧力が加え
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られるという意味で、民意への応答性が確保されてい

6. まとめ

たことは確かである。
政権安定性にも影響するほどに制度化された派閥が

以上の通り、自民党の分権性は国会においても重大

存在したため、ある意味では自民党の極端な保守化を

な不安定要因となっていたが、反主流派委員長は世論

抑制してきたという主張もあり、当初は自民党派閥に

の支持を睨みながら姿勢を定めており、議院内閣制議

批判的だったメディアも、55 年体制期後半において

会といえども多数派の安定性は変動するという意味で

は、自民党の包括性・多様性を担保する手段として肯

選挙サイクルの帰結と言える。恒常的に非協力的だっ

定的に評価するようになる（武重 1996: 227-34）。政

た無派閥委員長と対比すれば、いわば派閥が党内統制

治学においても、升味準之輔が既に指摘していた通り、

のための「必要悪」であったことを示している。また、

そうした自民党派閥の長所はエリート支配論が通説だ

政権安定性や国会運営の成否に対する世論の強い効果

った時代から着目されており、エリート支配を打破す

は、自民党長期政権を所与としたエリート支配論の誤

る存在として派閥間競争に期待する向きすらあったの

りを確認するものでもあり、議院内閣制にとって中選

である（升味 1969）。

挙区制が特異な帰結を導いたのは確かだが、55 年体
制それ自体は決して特殊な現象ではなかったことを明
確化したとも言えよう。

本稿では一般的・体系的な議論を志向してきたため、
何箇所か断った通り、かなりの情報を捨象せざるを得
なかった。佐藤・松崎が認定を止めた 1985 年以降の「ニ
ューリーダー」の時代における認定基準、あるいは時

Ⅵ . 結論と示唆

期区分や個々の法案の政策的相違を無視したことの是
非は問われて当然である。また、衆参両院（議員）の
分権性を横断的に把握したり、初期国会から今日まで

本稿では、中選挙区制下の自民党を擬似連立政権と

の政権安定性を通時的に把握するアプローチの模索も

見なす前提の妥当性と、国会（議会）運営の成否にお

重要な課題である。恐らく、これらの問題点が解決さ

いては与党（多数派）の安定性が決定的であることを

れて後続の研究が蓄積された時に、日本の代議政体に

強調してきた。つまり、仮に野党勢力が抵抗して与党

対する理解は飛躍的に高まるはずである。すなわち、

の譲歩を勝ち取ったように見えても、それは国会制度

国会での議論を可視化するといった理念的で安易な改

が野党に有利なルールを提供しているということでは

革論ではなく、政治家がどのように行動するかは有権

なく、与党が不安定化した場合の効用差の縮小・逆転

者の選択次第であるという政党政治の観点から、選挙

の結果として理解される。そうした効用計算がなされ

制度や二院制の本来的機能も捉え直されるだろうとい

る際には、国会制度もルールとして機能するだろうが、

うことである。

より重要となるのは選挙制度（制度的条件）や世論の

たとえば、2007 年参院選以降の自民党政権、2010
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年参院選以降の民主党政権は衆参ねじれに直面し、国

System,” in Frank P. Belloni and Dennis C. Beller（eds.）Faction

会は深刻なグリッドロックに陥っているが、これは本

Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative

当に二院制という議会制度の弊害としてのみ捉えられ
るものだろうか。そもそも、衆参ねじれは、時の与党
が有権者の支持を失うために生じることを認識する必
要がある。つまり、野党も協力せざるを得ないほど有
権者が支持している首相であれば、これほどまで深刻
なグリッドロックは生じなかったはずであり、二院制
の問題と言うよりは、民主党の組織構造上の問題か、
その改善を難しくする衆議院の現行選挙制度に起因す
る問題であろう。
中選挙区制下であっても、かつて自民・社会の二大
政党制が実現し、自民党に相当の危機感を抱かせた時
期があった。その後の「万年野党」化は、専ら硬直性
を打破できなかった社会党自体の欠陥に起因するもの
であった。また、池田・佐藤・中曽根の各政権のよう
に、自民党の深刻な分権性にもかかわらず、世論の支
持を得た首相は長期政権を実現した。つまり、ある政
治制度が導入されたからと言って特定の帰結が必ず導
かれるわけではなく、問題は、そうした新しい政治制
度にアクターが適応し、行動様式を定着させるかであ
る。仮に、衆議院の現行選挙制度を維持するならば、
民主・自民の二大政党が合理的な行動様式を確立する
までには、まだかなりの時間を要すると考えられる。

Perspective. Santa Barbara: American Bibliographical Center,
pp. 43-72
福元健太郎（2000）
『日本の国会政治 全政府立法の分析』東京大学
出版会
福元健太郎（2007）
『立法の制度と過程』木鐸社

Fukumoto, Kentaro（2008）“Legislative Production in Comparative
Perspective: Cross-Sectional Study of 42 Countries and TimeSeries Analysis of the Japan Case,” in Japanese Journal of
Political Science 9（1）, pp. 1-19
Hazan, Reuven Y., and Gideon Rahat（2010）Democracy within
Parties: Candidate Selection Methods and Their Political
Consequences. Oxford: Oxford University Press
Hix, Simon（2004）“Electoral Institutions and Legislative Behavior:
Explaining Voting Defection in the European Parliament,” in
World Politics 56（2）, pp. 194-223
Huber, John D.（ 1996）Rationalizing Parliament: Legislative
Institutions and Party Politics in France. Cambridge: Cambridge
University Press
飯尾潤（2007）
『日本の統治構造 官僚内閣制から議院内閣制へ』中
央公論新社
猪口孝（1983）
『現代日本政治経済の構図 政府と市場』東洋経済新
報社
猪口孝・岩井奉信（1987）
『
「族議員」の研究 自民党政権を牛耳る主
役たち』日本経済新聞社
井芹浩文（1990）
「田中政治と三木政治 第 69 回国会〜第 78 回国会」
内田健三・金原左門・古屋哲夫（編）
『日本議会史録』第 6 巻、
第一法規、1-66 頁

参考文献

Boucek, Françoise（2009）“Rethinking Factionalism: Typologies,

居安正（1983）
『政党派閥の社会学 大衆民主制の日本的展開』世界
思想社

Intra-Party Dynamics and Three Faces of Factionalism,” in Party

自由民主党（2006a）
『自由民主党五十年史』上巻、自由民主党

Politics 15（4）, pp. 455-485

自由民主党（2006b）
『自由民主党五十年史』下巻、自由民主党

Bowler, Shaun, Todd Donovan, and Jeffrey A. Karp（2006）“Why
Politicians Like Electoral Institutions: Self-Interest, Values, or
Ideology?” in Journal of Politics 68（2）, pp. 434-446
Calder, Kent E.（1988）Crisis and Compensation: Public Policy and
Political Stability in Japan, 1949-1986. Princeton: Princeton
University Press
Carey, John M.（2007）“Competing Principals, Political Institutions,
and Party Unity in Legislative Voting,” in American Journal of
Political Science 51（1）, pp. 92-107
Cox, Gary W.（1997）Making Votes Count: Strategic Coordination
in the World s Electoral Systems. Cambridge: Cambridge
University Press
Cox, Gary W., and Mathew D. McCubbins（1993）Legislative
Leviathan: Party Government in the House. Berkeley: University
of California Press
Damgaard, Erik（2008）“Cabinet Termination,” in Kaare Strøm,
Wolfgang C. Müller, and Torbjörn Bergman（eds.）Cabinet and
Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western
Europe. Oxford: Oxford University Press, pp. 301-326
Fukui, Haruhiro（1978）“Japan: Factionalism in a Dominant-Party

160

自由民主党（2006c）
『自由民主党五十年史』資料編、自由民主党

Kam, Christopher J.（2009）Party Discipline and Parliamentary
Politics. Cambridge: Cambridge University Press
Katz, Richard S.（1980）A Theory of Parties and Electoral Systems.
Baltimore: Johns Hopkins University Press
河田潤一（1996）
「政党派閥とクライエンテリズム」西川知一・河田
潤一（編）
『政党派閥 比較政治学的研究』ミネルヴァ書房、95-

129 頁
川村一義（2011）
「日本の政党制の変容と野党第一党の機能」
『GEMC

Journal』第 5 号、80-103 頁
川人貞史（1996a）
「シニオリティ・ルールと派閥 自民党における人
事配分の変化」
『レヴァイアサン』臨時増刊、111-145 頁
川人貞史（1996b）
「自民党における役職人事の制度化」
『法学』第

59 巻第 6 号、29-59 頁
川人貞史（2004）
『選挙制度と政党システム』木鐸社
川人貞史（2005）
『日本の国会制度と政党政治』東京大学出版会
川人貞史（2010）
「二重の国会制度モデルと現代日本政治」
『レヴァ
イアサン』第 46 号、96-113 頁
川人貞史・増山幹高（2005）
「権力融合と権力分立の立法過程的帰結」
『年報政治学』2005- Ⅰ、181-200 頁

ライサソン，
マイケル（1967）
「自民党とは連立政権とみつけたり」
『中

Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western

央公論』第 82 巻第 9 号、188-201 頁

Europe. Oxford: Oxford University Press, pp. 159-199

Leiserson, Michael（1968）“Factions and Coalitions in One-Party

Narud, Hanne Marthe, and Henry Valen （ 2008 ）“ Coalition

Japan: An Interpretation Based on the Theory of Games,” in

Membership and Electoral Performance, ” in Kaare Strøm,

American Political Science Review 62（3）, pp. 770-787

Wolfgang C. Müller, and Torbjörn Bergman（eds.）Cabinet and

Lupia, Arthur, and Kaare Strøm（1995）“Coalition Termination and

Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western

the Strategic Timing of Parliamentary Elections,” in American
Political Science Review 89（3）, pp. 648-665
Lupia, Arthur, and Kaare Strøm（2008）“Bargaining, Transaction

Europe. Oxford: Oxford University Press, pp. 369-402
日本経済新聞社（編）
（1983）
『自民党政調会』日本経済新聞社

Olson, Mancur（1965）The Logic of Collective Action: Public Goods

Costs, and Coalition Governance,” in Kaare Strøm, Wolfgang

and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press

C. Müller, and Torbjörn Bergman（eds.）Cabinet and Coalition

大嶽秀夫（1994）
『戦後政治と政治学』東京大学出版会

Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western Europe.

Panebianco, Angelo（1988）Political Parties: Organizations and
Power. Cambridge: Cambridge University Press

Oxford: Oxford University Press, pp. 51-83
牧原出（2011）
「自民党「長期政権」の形成」
『レヴァイアサン』第 48 号、

Pempel, T. J.（ 1982 ）Policy and Politics in Japan: Creative

38-64 頁
Maravall, José María（2008）“The Political Consequences of Internal

Conservatism. Philadelphia: Temple University Press
（1990）Uncommon Democracies: The One-Party
Pempel T. J.（ed.）

Party Democracy,” in José María Maravall and Ignacio SánchezCuenca（eds.）Controlling Governments: Voters, Institutions,

Dominant Regimes. Ithaca: Cornell University Press
Powell, G. Bingham, Jr.（ 2000 ） Elections as Instruments of

and Accountability. Cambridge: Cambridge University Press, pp.

Democracy: Majoritarian and Proportional Visions. New

157-201

Haven: Yale University Press

升味準之輔（1969）
『現代日本の政治体制』岩波書店

Ramseyer, J. Mark, and Frances M. Rosenbluth（1993）Japan s

増山幹高（2001a）
「首相の辞任と支持率 在任期間の生存分析」
『公
共選択の研究』第 37 号、14-24 頁

Political Marketplace. Cambridge: Harvard University Press
Reed, Steven R.（2009）“Party Strategy or Candidate Strategy: How

増山幹高（2001b）
「国会運営と選挙 閣法賛否の不均一分散 Probit

Does the LDP Run the Right Number of Candidates in Japanʼs

分析」
『選挙研究』第 16 号、55-66 頁
増山幹高（2002）
「政権安定性と経済変動 生存分析における時間変

Multi-Member Districts?” in Party Politics 15（3）, pp. 295-314
Sartori, Giovanni（1976）Parties and Party Systems: A Framework

量的要因」
『年報政治学』2002、231-245 頁
増山幹高（2003）
『議会制度と日本政治 議事運営の計量政治学』木
鐸社
増山幹高（2004）
「代議制民主主義と国会における権力の集中・分散」
『成蹊法学』第 58 号、116-140 頁

for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press
佐藤誠三郎・松崎哲久（1986）
『自民党政権』中央公論社
衆議院事務局（2003a）
『衆議院先例集』衆栄会
衆議院事務局（2003b）
『衆議院委員会先例集』衆栄会

Smith, Alastair（2004）Election Timing. Cambridge: Cambridge

増山幹高（2009）
「内閣不信任の政治学 なぜ否決される不信任案が
提出されるのか？」
『年報政治学』2009- Ⅰ、79-109 頁

University Press
Strøm, Kaare, and Stephen M. Swindle （ 2002 ）“ Strategic

松本俊太・松尾晃孝（2010）
「国会議員はなぜ委員会で発言するのか？

Parliamentary Dissolution, ” in American Political Science

政党・議員・選挙制度」
『選挙研究』第 26 巻第 2 号、84-103 頁

Mattson, Ingvar, and Kaare Strøm （ 1995 ）“ Parliamentary

Review 96（3）, pp. 575-591
武重雅文（1996）
「新聞が描いた自民党派閥」西川知一・河田潤一（編）
『政党派閥 比較政治学的研究』ミネルヴァ書房、219-239 頁

Committees,” in Herbert Döring（ed.）Parliaments and Majority
Rule in Western Europe. New York: St. Martinʼs Press, pp. 249-

田中善一郎（1981）
『自民党体制の政治指導』第一法規出版

307

田中善一郎（1986）
『自民党のドラマツルギー 総裁選出と派閥』東
京大学出版会

Mattson, Ingvar, and Kaare Strøm（2004）“Committee Effects on
Legislation,” in Herbert Döring and Mark Hallerberg（eds.）

Taylor, Andrew J.（2006）“Size, Power, and Electoral Systems:
Exogenous Determinants of Legislative Procedural Choice,” in

Patterns of Parliamentary Behavior: Passage of Legislation

Legislative Studies Quarterly 31（3）, pp. 323-345

Across Western Europe. Aldershot: Ashgate, pp. 91-111
McCubbins, Mathew D., and Frances M. Rosenbluth（1995）“Party

徳政栄男（1982）
『自民党総裁室』コルベ出版社

Provision for Personal Politics: Dividing the Vote in Japan,” in

渡辺恒雄（1964）
『派閥 日本保守党の分析』弘文堂

Peter F. Cowhey and Mathew D. McCubbins（eds.）Structure

読売新聞政治部（1966）
『政党 その組織と派閥の実態』読売新聞社

and Policy in Japan and the United States. Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 35-55
Mershon, Carol（2002）The Costs of Coalition. Stanford: Stanford
University Press
Müller, Wolfgang C., and Kaare Strøm （ 2008 ）“ Coalition

註

1 このような背景を率直に吐露した議員は確認されていないが、
翌日付の主要紙の見方は一致している。

Agreements and Cabinet Governance, ” in Kaare Strøm,

2 増山は、フランス（第五共和政）のように、内閣が法案の可否

Wolfgang C. Müller, and Torbjörn Bergman（eds.）Cabinet and
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続を採用している場合もあるが（see Huber 1996）
、むしろ世界
的には内閣不信任という形をとる議会の方が多く、その積極的
モデル化こそ必要であると強調する。

3 もちろん、選挙制度が政党制や議員行動の原理の全てを説明

るしかないとの認識を示していた。

15 Panebianco（1988）は「機会の構造」として概念化している（ch.
。シニオリティ・ルールが造反を予防する原理については
4-4）

Kam（2009: 56-7）参照。

するということではなく、あくまでルールとして考えるならば選

16 これは、イタリアでは選挙運動の際に国家的な政策課題を訴え

挙制度の制約が最も強いのではないかということである。川人

る候補者が非常に多かったという Katz（1980: ch. 5）の調査結

（2004: 12-3）参照。

4 この点に関する先行研究も踏まえた理論的検討についても川人
（2004: 87-9）参照。

5 従って、しばしば理念的な国会改革論に見られるような、国会
制度を変えれば国会運営も変わるという単純な因果関係は成立

果とも整合しており、日本との本質的相違が明瞭である。

17 牧原（2011）は、三木政権期から高まった派閥解消や政治浄化
を求める党改革の動きが自民党派閥間の緊張を高め、それが結
果的には中曽根政権まで連続する自民党長期政権の基礎となっ
た経緯を明らかにしている。

しないと考えられる。現行選挙制度の導入により、自民党議員

18 なお、欧米の研究で注目されることの多い経済変動の効果につ

も委員会で積極的に発言するようになったことを明らかにした

いては、消費者物価指数と失業率の増減を用いて検証を行った

重要な研究として松本・松尾（2010）参照。また、比較研究に

結果、注目されるほどのマクロの効果はなかったものの、内閣

おいて、ある議員の行動が価値観やイデオロギーに基づくもの

支持率が下がるほど終了危険率が高まるという効果は物価上昇

であれ、単に再選可能性を高めるためであれ、現行の体制に不

率が高いほど強まることから、内閣支持率との相互作用という

満を持つ議員は選挙制度の変更を求めるようになると主張され

意味で言えば効果がある可能性を示唆している。

ている（Bowler, Donovan, and Karp 2006）
。

19 具体的には次の通りである。第 25 回党大会（1971 年 1 月 21 日）

6 Cox（1997）が調査した時点で、単記非移譲式投票制を採用

で総裁任期を 2 年から 3 年に延長する党則改正。第 32 回党大会

する日本以外の国は、韓国、台湾、ヨルダン、マラウイ、バヌ

（1977 年 1 月 26 日）で総裁任期を 2 年に復す党則改正。第 34 回

アツだけだった（42）
。ヨルダン以外は全て大統領制諸国であり、

党大会（1978 年 1 月 20 日）で、総裁が任期中に欠け、後任を党

成熟した議院内閣制諸国で単記非移譲式投票制を採用していた

大会に代わる両院議員総会で選任した場合、任期は前任者の残

のは日本だけだった。

任期間とする旨の党則改正。党大会に代わる両院議員総会
（1986

7 自由民主党（2006c）に関連文書が所収されている。

年 9 月 11 日）で、総裁の任期は党大会に代わる両院議員総会に

、個人投票・派閥
8 自民党派閥を扱った古典として渡辺（1964）

おいて、党所属国会議員の 3 分の 2 以上の多数の議決により、1

化を説明するには中選挙区制の特異性を挙げるのみで十分とす

年以内の期間を定めて延長できるとする旨の党則改正（翌年 1

る研究として Ramseyer and Rosenbluth（1993）
、中選挙区制や

月20日の第47回党大会で追認）
。第68回党大会
（2002年 1月18日）

総裁公選制ではなく、自民党結党時の「議員政党」的性格（つ

で総裁任期を再び 3 年に延長し、特例延長を廃止する党則改正。

まり大衆政党ではない）から脱しきれず、組織化に失敗した点
に求めるべきという主張として居安（1983）参照。

9 議院内閣制議会の委員会制度を分析対象とした貴重な研究と
して、議案審議の効率化を論じた Mattson and Strøm（1995）
、
、逆に複 雑化の可能性を指摘した Mattson
Fukumoto（2008）

and Strøm（2004）がある。

20 もっとも、憲法上は参議院議員も首相に選出されることが可能
であるため、解散がなく、任期も 6 年と長期である参議院議員
が総裁に就くことを想定すれば、そうした短い総裁任期を定め
ることには理由があるとも言える。

21 もちろん、海部俊樹、宮沢喜一の各政権まで対象を広げれば、
首相在職期間と与党期間の差はさらに開くことになる。

10 国会研究は大きく分けて無能論・旧機能論・新機能論という段

22 本稿で定義する勝利とは、議席を増やすという厳密な意味での

階を経て発展してきており、国会制度は野党にとって有利に作

勝利に限らない。1967 年衆院選や 1977 年参院選のように、当

用すると捉えたのが旧機能論、それを批判したのが新機能論で

初は自民党の苦戦が予想されたものの、実際には現勢維持とい

ある。ここで全てを紹介する余裕はないので、研究史については、

う形で善戦した場合も、自由民主党（2006a, 2006b）の認定に

たとえば増山（2003: 第 1・2 章）を参照されたい。

基づいて勝利としている。

11 データを提供して下さった川人貞史先生に感謝申し上げたい。

23 中間報告制度が導入されてから第 179 回国会（2011 年）まで、

12 本予算が審議された予算国会や、衆議院先議の新規閣法に限定

中間報告を経て本会議で採決された閣法は、衆議院で 2 件、参

して分析する意味については増山（2003）を参照されたい。

議院で 20 件あり、全て成立している。ほとんどの閣法審議で後

13 本稿で対象とする予算国会に提出され、衆議院で先議された新

議院となる参議院での件数が多くなっており、最後に実施され

規閣法のうち、衆議院を通過したにもかかわらず参議院で不成

たのは安倍晋三政権下の第 166 回国会（2007 年）である。それ

立（継続審査・廃案）となった法案は 4.9% であり、衆議院で不

に対し、衆議院では、鳩山一郎政権下の第 24 回国会（1956 年）

成立となった法案が 12.6% であるのに比べれば少ない。参議院
で不成立となった法案は、多分に参議院特有の政治的文脈に左
右されていると考えられ、筆者としては、本稿の目的に照らし
て衆議院の委員長属性が参議院での審議に直接的に影響すると
は考えなかったということである。

以来、実施されていない。

24 もちろん、実質的には与野党議員で構成される理事会で方針が
決定される。

25 委員会に付託されないまま国会が閉会もしくは衆議院が解散さ
れ、閉会中審査の議決もされなかった法案が 53 件、逆に閉会中

14 読売新聞政治部が取材したのは新潟県であるが、同県第 2 区選

審査の議決がされて後会に継続した法案が 33 件である。これら

出の田中角栄幹事長（当時）は、そうした反党行為は中選挙区

の法案には委員長属性が関係しないため、後の分析では除かれ

制の弊害としてやむを得ず、解消するには小選挙区制を導入す

ている。
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（1987）
によると、
集票に効果があるとされた農林水産・
26 猪口・岩井

とで交互作用の効果が測定される。もちろん、有意確率が低下

建設・商工の「御三家」では委員の異動が激しいが、一方で外

するほど危険比率は 1 に近い、つまり変化なしと解釈しなけれ

務・内閣といった人気のない委員会での委員歴が長いわけでも

ばならない。

ないと言う。それらの委員会には政調会や派閥の意向に従って

「特別会は、常会と併せてこれを召集する
34 国会法第 2 条の 2 は、

仕方なく所属している議員も多いためで、むしろ委員歴が長く

ことができる」としているが、
「併せて」召集された例はない。

なる傾向にあるのは社会労働や大蔵といった、人気の点では中

予算国会となった特別会の当初会期日数は、
第 1 回国会
（1947 年）

間だが専門性の高い分野であるとしている（141-5）
。

が 50 日間、
第 5 回国会（1949 年）が 70 日間、
第 15 回国会（1952 年）

27 衆議院の常任委員長は、所属委員の無名投票で決するのが原則

が 60 日間、
第 16 回国会
（1953 年）
が 75 日間、
第 22 回国会
（1955 年）

であるが（国会法第 25 条、衆議院規則第 15 条第 1 項）
、ほとん

が 105 日間、
第 55 回国会（1967 年）が 136 日間、
第 63 回国会（1970

どの場合会派（政党）からの推薦に基づいて議長が指名してい

年）と第 118 回国会（1990 年）が 120 日間、第 71 回国会（1973

る（衆議院先例 58 号、衆議院委員会先例 18 号）
。特別委員長も

年）と第 101 回国会（1984 年）が 150 日間であった。

同様であり、原則は互選だが（国会法第 45 条第 3 項、衆議院規
則第 101 条第 2 項）
、推薦に基づく議長一任が慣行となっている
（衆議院委員会先例 21 号）
。もっとも、無名投票で選出された例
もあるが、詳細は衆議院事務局（2003b）第六表備考を参照さ
れたい。

28 また、いわゆる国対政治において、議院運営委員長や国会対策
委員長は国会運営に関わる重要ポストであり、閣僚に準じる扱
いを受けたことから、ほとんどの場合総裁出身派閥か主流派か
ら選任されたという事例も援用することができる（佐藤・松崎
。
1986: 385; 徳政 1982: 198）

詳細は増山（2003:
35 後述する「会期日数」の割り当て方法も含め、

119-20）を参照されたい。
36 55 年体制期において完全な任期中間国会に該当するのは、1957
年、1961 年、1964 年、1967 年、1970 年、1973 年、1975 年、

1978 年、1981 年、1982 年、1984 年、1985 年、1987 年、1988
年の予算国会である。

37 増山は、Cox and McCubbins（1993）の積極的議事運営モデル
は日本でも当てはまると強調する。

38 好況時を狙って衆議院を解散する「政治的波乗り」については
猪口（1983: 第 5 章）参照。

29 ただし、第 89 回国会（1979 年）から第 91 回国会（1980 年）ま

39 前者については、増山（2003: 第 5 章）が非決定モデルを援用し

での短期間、懲罰委員長のみが共産党にも割り当てられた。ま

て論じている。後者については、程度の差こそあれ、政党間競

た、民社党に常任委員長ポストが割り当てられたのは第 79 回国
会（1976 年）から第 88 回国会（1979 年）までと、第 101 回国
会（1984 年）から第 105 回国会（1986 年）までの期間であるが、

争を扱った多くの研究で論じられているが、たとえば Mershon
（2002: ch. 8）や Narud and Valen（2008）を参照されたい。

40 この仮説に対しては、2007 年の日本選挙学会で懐疑的・批判的

こちらも懲罰委員長のみである。従って、どちらも本稿の分析

な意見を受けたが、紹介した諸研究が発表されたのはその直後

には関係しない。

である。

30 55 年体制期において、衆院選後の予算国会が第 4 回まで達し

41 これは、55 年体制期の野党勢力が、次期選挙を見通す上で重要

たのは、任期満了選挙を選択した三木政権の時だけであるので、

となる内閣支持率をさほど重視していなかった実態を示してお

ここでは除いている。

り、いわゆる「万年野党」化の帰結が国会対策にも現れていた

31 survival analysis の直訳であるが、社会科学では event-history

ことを意味する。詳細な分析は改めて行いたいが、実質性のな

analysis と呼ばれることもある。また、日本語では生存時間解析

い審査が存在したことについては福元（2000）
、与党議席率が

と訳されることもある。

32 生存分析には、大別して連続時間モデルと離散時間モデルがあ

低下すると中道政党は自民党に接近し、左派政党は対決姿勢を
強めたことについては増山（2001b）を参照されたい。

るが、本稿で分析対象とする法案に限らず、政治家のキャリア

42 創造的保守主義論は Pempel（1982, 1990）によって提示された。

や内閣の寿命等のように、政治現象の多くは時間依存だけでな

日本型多元主義論に立脚した研究は多数あるので、研究史につ

く外生的要因にも影響されており、そうした外生的要因の効果

いては、たとえば大嶽（1994）を参照されたい。

を容易に測定できるのは後者である。政治学に関連した説明と
しては、本文でも引用した増山（2001a, 2002）や福元（2007:
補論）を参照されたい。

33 具体的には、説明変数 x を設定し、ある時点 t において個体 k に
イベントが発生するハザード関数は、

hk(t) = h0(t) exp (a1xk1 +…+apxkp)
となり、基礎的危険率（基準ハザード関数）h0(t) とともに、危
険率係数 a が算出される。しかし、a が算出されただけでは符号
以外の解釈が難しいため、a を指数処理し、説明変数 1 単位の
変化が基礎的危険率をどれだけ変化させるかを表す危険比率が
解釈で用いられる。危険比率が 1 以上であれば危険率を上げ、1
以下であれば下げる効果を持ち、パーセンテージでの解釈が可
能である。本稿の場合、ある説明変数の危険比率が 1.1 であれ
ば通過確率は 10% 上がり、逆に 0.9 であれば 10% 下がる。交互
作用項の場合は、その危険比率を単独での危険比率に乗ずるこ

擬似連立政権下の国会運営：自民党派閥と委員会制度
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