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Ⅰ.	 概論

本研究は、マクロな政党政治の変動によって、国会
で展開されるミクロレベルでの政党の行動はどのよう
に変化するのかという点を、自民党政権から今日の民
主党政権までを対象として分析したものである。近年
の国会研究が、国会制度の帰結に関する一般的説明を
志向してきたのとは対照的に、本研究のアプローチ
は、立法過程を具体的な政治的文脈に位置付けた因果
関係分析である。したがって、本研究は広義の国会研
究ではあるが、必ずしも国会制度では説明されないア
クターの行動原理を解明することによって、立法過程
を理解する上で有用な、より豊富な知見の提示を目指
したものである。
本研究を着想したのは、国会や自民党に関する先行
研究を踏まえた上で、次のような三つの疑問が生じた
からである。第一に、自民党議員や官僚、利益集団と
いった特定のアクターの行動、あるいは選挙・立法・
政策といった特定の政治過程を対象とした分析から得
られた結論は、どの程度普遍化され得るかということ
である。もちろん、分析枠組みの明確化のために研究
対象を絞ることは当然であり、本研究も、国会におけ
る政党の行動を分析対象としている。その代わり、各
アクターや各政治過程の間に存在するはずの相互作用
は軽視される可能性もある。こうした研究動向は政治
過程の細分化を意味し、族議員や官僚といった特定の
アクターの影響力ないし特定の制度の制約を過大評価
することによって、選挙制度や国会制度といった制度
相互間の関係（均衡）を見落とすことになったかもし
れない。
第二に、自民党長期政権を半ば所与とする前提によ

って、政治過程に直接的に参加できない有権者や野党
といった部外者との相互作用も過小評価されてきたこ
とである。戦後の日本政治にあって、自民党政権がい
つまでも続く制度的保障は全くなかったはずであり、
議席を左右する有権者（民意）、及び自民党の多数派
としての安定性に影響する野党勢力の存在を全く無視
することはできない。それにもかかわらず、それらの
部外者は、特定の政治過程（たとえば選挙や、厚生労
働政策等の決定過程）を対象とした研究で考慮される
程度であった。通常、これら部外者の影響力は潜在化
しているかもしれず、その点を解明することは、日本
政治研究の可能性を広げる可能性がある。
第三に、以上2点の結果として、1989年参院選に

おける自民党の敗北、1993年衆院選での敗北による
自民党の一時的野党化、そして2009年衆院選による
二大政党間での戦後初の政権交代を契機として、多く
の先行研究が再検討を迫られたことである。特定のア
クターや政治過程にのみ着目した研究は、よりマクロ
の視点に立った場合、普遍的な妥当性を得るとは限ら
ない。また、部外者との相互作用を過小評価してきた
反動として、自民党の長期安定性が揺らぎ始めた場
合、自民党政権を所与とした研究の妥当性はますます
脆弱とならざるを得ない。
本研究では、以上の三つの疑問を踏まえ、国会研究

というアプローチを通じて、日本政治が与党だけでな
く野党との政党間競争によって形成されてきたことを
強調している。すなわち、自民党長期支配の限界・崩
壊という一面的な構図ではなく、なぜ野党はそれを許
してきたかという視点である。今日の民主党政権に至
る1990年代以降の流動的な政治現象が、自民党長期
政権の腐敗から始まったのは事実であるが、その後も
自民党は15年以上にわたって与党であり続けた。な
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ぜ野党は本格的な競争に乗り出し、その効果を現すま
でに時間を要したかという問題設定は、今後の日本政
治研究を発展させる上でも有益だと考えている。その
点で、日本は選挙制度改革を中心とする大規模な政治
改革を経験しており、一国で比較分析が可能な稀な研
究対象である。したがって、本研究を端的に特徴付け
るならば、55年体制期の分析を中心として1990年代
以降の変化にも触れるのではなく、議院内閣制議会を
規律する普遍的な制度的条件や外生的環境を考慮する
ことで、両時期を一括した分析対象に設定しているこ
とである。
国会研究を通じた政党間競争の分析というアプロー
チは、現時点ではかなり挑戦的である。国会研究への
懐疑的見方があるとすれば、議会活動が不可視化しや
すい議院内閣制議会そのものへの懐疑か、自民党長期
政権など日本特有の根拠に基づくもののどちらかであ
ろう。しかしながら、圧倒的な優位政党であったはず
の自民党が何度も政策的挫折を余儀なくされ、国会運
営も円滑に進まなかった事実を無視することはできな
い。国会は、制度的には有権者の民意にのみ制約され
る、統治機構における最高機関である。したがって、
国会での政党の行動を分析することによって、日本政
治全体を構造化している政党政治への理解・関心も深
まるというのが、筆者の最終的主張である。
分析対象は、国会の主要機能である閣法（内閣提出
法律案。いわゆる政府立法）の審議をめぐるデータで
ある。この研究方法は、近年の理論的・実証的な国会
研究が用いているものでもあり、表面化し難い政党の
行動様式を浮き彫りにする点で有効かつ不可欠なもの
である。本研究では、法案審議に臨む各政党の態度が
どのように決定ないし変更され、そうした行動を選択
させる要因は何なのかについて、種々の制度的制約を
考慮した仮説を設定することによって、因果関係を検
証・推論している。

Ⅱ.	 議院内閣制議会について

第2章では、議院内閣制の理想的運用が制約される
諸条件について検討している。第一に、議院内閣制諸
国の議会・政党政治を理論的・実証的に分析した研究
を通じて、日本の国会・政党政治を研究する上で不可
欠な視点について検討している。高度に発達している
のはアメリカ（大統領制）議会研究であるが、欧州諸
国の（議院内閣制）議会研究も、近年になって大きく
進んでいる。これらの検討を踏まえ、第二に、55年
体制期以降の国会運営について、主に集計データを用
いて再検討している。

議院内閣制議会の研究に際して、アメリカ議会研究
の成果を安易に援用することができないことは言うま
でもない。大統領制議会にも議員集団としての政党は
存在するが、政党規律の強い議院内閣制議会と比べれ
ば、議員個人に能動性と受動性のどちらを強いるかと
いう点が決定的に異なる。議院内閣制議会では、固定
的な多数派が存在し、一般議員を交えた事前調整も済
んでいる限り、あらゆる議案は何らの妨害も受けずに
成立させられるのが原則である。
ところが、現実には、そうした理想的な議院内閣制
議会が実現することは稀である。それゆえ、議院内閣
制議会で立法に時間を要する理由、すなわち成立が確
実視される法案をわざわざ審議する理由も自明ではな
くなる。もちろん、有権者へのアピールや、与野党の
政策的相違を明瞭化することも政党・議員の重要な目
的であり、審議を行うことが合理的という説明も成り
立つ。ただし、それは審議に時間を費やすことの説明
にはなるが、審議時間を一律に制限することも可能な
一方で、なぜ議案によっては長い審議時間を費やす必
要があるのかという問題には十分答えられない。
以上の問題は、プレイヤーが完全な合理性を備えて
いれば起こるはずのない現象と言い換えることができ
る。こうした問題は、代理委任論（principal-agent 
model）の立場からは、有権者から官僚機構に至る委
任の連鎖を制度化する議院内閣制において、委任者と
代理人の間に発生する情報格差の顕在化と理解され
る。代理委任論は、しばしば議院内閣制議会の研究に
際して援用され、本研究もそれに立脚した仮説を提示
している。重要なのは、議会制度そのものではなく、
そうした議会制度を選択させる他の政治制度との関係
である。議院内閣制議会の実質的なアクターが政党だ
としても、その単一性を無条件で前提して良いかは別
問題である。また、単一的な政党だとしても、その政
党が何を目的として議会での行動を選択しているかと
いう点も問題となる。したがって、政党の組織的凝集
性や政党勢力の大小、政党間競争の動機に直結する選
挙の制約に注目しなければならない。もちろん、議会
制度も重要ではあるが、選挙と議会運営の関係が注目
されなかったことが、議院内閣制議会の本格的研究が
進まなかった遠因とも言えるのである。
本研究では、二院制や委員会制といった国会制度の
制約を認めつつ、それら以上に選挙制度や選挙サイク
ルが政党の行動を強く制約するとの前提を置き、論点
を提示している。55年体制期は、自民党という単一
かつ優位な政党による長期政権という前提からは容易
に理解できない、不安定な閣法成立率と長い審議時間
を特徴とする。それに対し、1990年代以降の連立政
権期は、安定した高い閣法成立率とは対照的に、審議



086

9 2013.3

時間が55年体制期よりやや長くなったことを特徴と
する。したがって、両時期で決定的に異なる選挙制度
が国会運営を強く制約しているという基本仮説を提示
できるのである。
最終的に、（1）自民党の分権性と国会運営、（2）中

選挙区制と野党の戦略、（3）二院制の制約、（4）政治
改革後の変容、（5）政権交代前後の動向という五つの
論点を提示し、それぞれに1章を割いて検証を進めて
いる。（1）と（2）は、中選挙区制という特異な選挙制
度の帰結を、それぞれ自民党の分権化と野党の多党化
と捉え、自民党長期政権下で国会運営がどのように制
度化されていったかを分析するものである。それに対
し、（4）と（5）は、小選挙区制の導入を中心とした政
治改革後の変容、及びその歪みの顕在化について論じ
ている。この歪みの原因が外生的制度としての二院制
に求められることも多いため、（3）では、戦後一貫し
て変更されることのなかった二院制の制約について、
予め検証している。

Ⅲ.	 自民党の分権性と国会運営

第3章では、中選挙区制時代の自民党が派閥によっ
て分権化していたことが、はたして55年体制期の国
会運営に影響していたのかを検証している。具体的に
は、擬似連立政権とも見られた自民党の分権性を考慮
し、多数派としての安定性が常に変動していたことを
踏まえて仮説を操作している。この論点について、先
行研究では、連立政権期の効率化から逆説的に推論す
るに留まっていた。
従来、族議員による政策決定への介入や、選挙にお
ける派閥の機能など、自民党が極めて特異な分権的政
党であることの帰結は、主に自民党研究として分析さ
れてきた。その結果、政策決定は自民党内で完結する
という前提に基づき、国会研究では自民党の分権性が
必ずしも考慮されず、国会運営の難航を野党勢力の
「影響力」に帰着させたり、与党の選好に沿う法案が
積極的に推進されることによる反動と見なされる程度
であった。
しかし、本研究では、自民党の総裁選挙を機に生じ

た主流派・反主流派の対立に着目し、イタリアのキリ
スト教民主党におけるイデオロギー派閥とは異なる人
事派閥としての制度化を重視している。個人投票が行
われやすい中選挙区制下では、あらゆる機会を捉えて
政権（執行部）批判を展開するという、いわば身勝手
な行動が所属議員に許容されていた。派閥によって自
民党が単一性を保っているという関係も否定できない
ため、歴代執行部は反主流派の存在を容認せざるを得

なかった。法案の事前審査や総裁選出手続など、そう
した動きを予防する制度化は徐々に進んだが、議員任
期に加えて総裁任期も厳格に決められている中で、執
行部の統制には常に限界があった。
本研究では、国会が委員会によってさらに分権化さ
れていることにも着目し、委員長の属性が法案通過の
確率を上下させるのかを分析している。その結果、総
裁派閥出身の委員長は法案通過に非常に熱心なのに対
し、反主流派や無派閥の委員長は基本姿勢が非協力的
であった。もっとも、反主流派委員長の姿勢は国政選
挙の結果や世論の支持（内閣支持率）と連動してお
り、反主流派の政権批判が無制限に展開されていたわ
けではなく、世論の悪化に起因する情報格差の顕在化
と捉えることが可能であることを示している。また、
非協力的姿勢という点では無派閥委員長の方が潜在的
に危険であり、派閥が制度化されてこそ自民党政権は
維持されたという関係が、国会研究の視点からも確認
された。
分析結果は、かつて自民党長期政権を説明するモデ
ルとして多くの研究を生んだ創造的保守主義論や日本
型多元主議論を、国会研究の立場から積極的に補強す
るものと言える。人事派閥の制度化は、確かに同士討
ちに勝利するための利益誘導の助長や、首相（総裁）
の指導力を弱めるといった効果を持ったが、一方では
自民党の自浄作用を強化したという側面があったこと
も否定できない。つまり、世論の支持を失った首相に
対しては反主流派の抵抗を通じて辞任の圧力が加えら
れるという意味で、民意への応答性が確保されていた
ことは確かなのである。
派閥間対立が、国会の委員会制度にも助長されて、

国会運営に深刻な影響を及ぼしていたことは、議院内
閣制が予定している効率性が著しく制限されていたと
いう意味で、中選挙区制の世界的特異性による構造化
を再確認させる。このことは、日本政治に限らず、議
会制度は他の政治制度との均衡として選択され、むし
ろ議院内閣制議会では選挙制度の制約が強いのではな
いかということも示唆する。いわば、国会制度を変え
れば国会運営も変わるといった安易な主張の問題点を
浮き彫りにするものであり、制度改革論に関して言え
ば、委任を連鎖させる代議制度の最高機関であること
を踏まえた実質的議論への転換を促すものと言える。

Ⅳ.	 中選挙区制と野党の戦略

第4章では、55年体制期の主要野党の国会対策を再
検討し、野党勢力の行動様式を分析している。前章で
明らかになった通り、長期にわたって存続した自民党
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単独政権は実質的に擬似連立政権であり、国会運営が
難航するとすれば、その原因は専ら自民党の分権性に
帰着する。その意味では、議院内閣制議会における主
導権は常に多数派が掌握しているという先行研究の通
説的見解に変更はない。ただし、それは与党の効用が
野党のそれを上回ることが原則的に保障されていると
いうことにすぎず、与党の選択次第では与野党間の効
用差が縮小、あるいは逆転することもある。したがっ
て、野党勢力の国会対策を無視しても良いという結論
にはならない。
また、本章の最大の関心事は、自民党が擬似的にせ
よ連立政権だったならば、野党にも与党化の機会はあ
ったのではないかという問題であり、自民党長期政権
による政治過程の独占が野党の発展を阻んだという一
部見解の正否を、国会研究の視点から最終的に確認す
ることを目指している。これは、古典的見解を検証し
直すという瑣末な作業ではなく、今日までの国会制度
と政党政治の関係を根本から理解するための基礎的知
見を提供する作業であり、議院内閣制議会の機能に関
する比較政治学的な貢献も期待できる作業である。こ
れまで、なぜ野党は政権交代可能な勢力となれなかっ
たのかに関する考察を経ることなく、ともすると自民
党政権の利益誘導的政権運営が長期政権の基盤になっ
たという安易な説明が多々なされてきたが、理論的・
実証的な野党研究は少ないのである。
本研究では、55年体制期を五つに区分し、野党各

党の閣法賛否と審議時間の関係の強弱を基準として、
自民党がどの野党を重視し、野党各党はその国会対策
をどのように受容していったかを分析している。その
結果、概括して、（1）1955年から数年間実現した自社
二大政党の時代には、審議引き延ばしといった現象は
見られず、今日から見ても遜色ないアリーナ型議会が
実現していた、（2）中道政党（民社・公明両党）によ
って多党化して以降も、国会対策がすぐ制度化された
わけではなく、1970年代後半の与野党伯仲時代まで
は自民党の交渉相手も不安定であった、（3）国会対策
の制度化が完了したのは1980年代であるが、自民党
の重要な交渉相手は中道政党ではなく、むしろ野党第
一党の社会党であったという3点を確認できた。つま
り、自民党に近い中道政党による多党化が野党勢力の
抵抗力を弱めたという古典的通説が妥当とは言えず、
むしろ野党第一党である社会党が国会対策の効用を学
習していったという関係が認められたのである。
以上のような国会対策の制度化は、自民党という優
位政党が派閥の連合体にすぎず、野党勢力にとって交
渉の余地があったという文脈が与えられることによっ
て進んだものである。このことから、少なくとも国会
研究の立場からは、55年体制期の一見難解な国会運

営を理解するためには、自民党を単一与党ないし優位
政党と前提するよりも、分極的多党制下で可能な連合
枠組みの一つと前提する方が妥当ではないかと考えて
いる。また、中選挙区制下であってもアリーナ型議会
は十分実現可能であったが、野党第一党にとってはも
っと合理的な選択肢が提供されたために実現できなか
ったという関係も明らかとなったわけであり、国会制
度を変えれば国会運営も変わるという単純な関係は成
立しないということが再確認されるのである。

Ⅴ.	 二院制の制約

第5章では、現行憲法が規定する外生的議会制度と
しての二院制の制約が、戦後日本の国会運営において
どのように帰結していたのかを検証している。前述の
通り、本研究は議会制度よりも選挙制度の制約に関心
を持っているが、二院制を無視することはできない。
55年体制期を実質的に終了させ、日本政治を大きく
変容させる一連の政治改革の一つの契機となったの
が、1989年参院選による衆参ねじれの発生である。
それ以来、自民党が単独で衆参横断を回復することは
二度となく、一貫して他党との連立を強いられた。
1990年代以降の国会運営は戦後初と言える大きな変
化を被ることになるが、同時に二院制の制約もこれま
でになく注目されるようになった。すなわち、衆院選
の結果が政権安定性に結び付かないのは参議院が存在
するからであり、二院制は議院内閣制の理想的運用を
阻害する有害な議会制度だとする主張が広がりを見せ
たのである。
しかしながら、そうした主張は、分極的多党制下で
衆参ねじれが常態化していた初期国会の高い立法効率
性を説明できないという重大な欠陥がある。また、参
議院の制度・慣行が自律的に確立されており、不確実
性が高いという点を踏まえれば、55年体制期におい
ても二院制の制約が恒常的に作用していた可能性を無
視している。したがって、これまで二院制の制約がさ
ほど意識されなかったのはなぜかというように、問題
設定を変えて分析してみることが必要である。本章の
分析は、次章で扱う政治改革後の国会運営の変容と併
せて、昨今のグリッドロックの原理を理解する上で不
可欠なものである。本章で強調したかったことは、グ
リッドロックの原因を全て二院制に帰着させる議論が
妥当ではないということであり、大要は以下の通りで
ある。
第一に、参議院の没個性を論拠とするカーボンコピ
ー論において、参議院で衆議院と異なった審議・議決
がされないという認識は正しいが、その場合、参議院



088

9 2013.3

で異なった審議・議決がされないように、議案が参議
院へ送付される前に様々な操作が行われている事実を
踏まえなければならない。さらに、衆参両院で構成が
変わらないという認識も正しいが、その場合、野党が
多数派にならないよう与党が努めてきた事実も踏まえ
なければならない。そうした努力が与党に要求される
のは、野党委員長の多さや両院不一致の解消が困難で
あることに見られるように、二院制の制約が恒常的に
強いからである。参議院で異なる審議・議決がされる
ような法案は最初から提出されないのであり、参議院
の「独自性」が可視化しないのは当然である。こうし
た帰結が導かれることは、制度形成時にも十分認識さ
れていたのであるが、自民党単独政権が長期に及び、
その国会対策も高度に成熟するにつれて、潜在化した
制約に注意が向かなくなった。その意味では、第3章
で明らかにした自民党の分権性が意識されなかったの
と同様、自民党政権を所与とする誤った前提に基づい
た主張である。
第二に、二院制を議院内閣制にとっての障害と見な
す「強い参議院」論に対しては、逆にカーボンコピー
論の論拠に基づいた批判を加え得る。すなわち、二院
制の制約は潜在化している場合が多いということは、
二院制の制約は十分に克服できるということにほかな
らない。確かに、解散という牽制手段を用いられず、
一度の選挙で半数しか改選されないといった制度的条
件により、政権脆弱化の危機が参議院から波及しやす
いのは間違いない。しかしながら、これは日本だけが
抱える問題ではなく、政権の存亡が上院の情勢に左右
されるのは二院制を採用する諸国に共通の実態であ
り、議院内閣制にとって参議院が有害とする批判の妥
当性も弱い。もちろん、1994年の政治改革関連法案
や2005年の郵政民営化関連法案が否決されたように、
時々二院制の「弊害」が顕在化することはあるが、こ
れも制度形成時に十分認識されていたことなのであ
る。
以上の結論から確実に言えることは、昨今のグリッ
ドロックの背景には、衆参両院の選挙制度や会期日数
といった、法律の改正で十分対応できる政治制度の制
約があるということである。つまり、二院制の弊害と
してではなく、現行の選挙制度が妥当なのかも含め、
なぜ二院制を選択するのかという根本からの議論を促
すものである。

Ⅵ.	 政治改革後の変容

1989年参院選で衆参ねじれに直面した自民党は、
連立政権を選択することで1996年から2007年まで比

較的安定した政権運営を実現した。しかし、一方では
選挙制度改革に代表される一連の政治改革が着実に進
み、政党制は大きく変容していく。2009年衆院選を
契機とした政権交代も、そうした政治改革と政党制の
変容という流れに位置付けられるものである。言うま
でもなく、政治改革は国会議員のみによって変更可能
な内生的制度を変更する作業であり、二院制のような
外生的制度はそのままである。そうすると、両制度間
に歪みが生じることは当然である。第6章では、まず
政治改革の進展が政党政治をどのように変容させ、そ
の帰結は国会においてどのように現れているのかを分
析している。

1990年代は政治改革の時代であり、政党制の変容
が進展したことで与野党双方とも重大な戦略変更を強
いられた。一連の政治改革は選挙制度改革から始まっ
ており、国会（議会）制度も変更されたのはかなり後
である。そこで、本章では、1990年代以降の政党制
の変容が野党第一党の戦略変更を促し、結果的に国会
運営も変化させたという基本仮説を提示し、検証して
いる。
中選挙区制の恩恵に浴し、政治改革に消極的という
点では自民党のみならず社会党を始めとする旧野党勢
力も同様だった。代わりに政治改革を積極的に推進し
たのが、自民党から分裂したり新たに結党されたりし
た新野党勢力である。この新野党勢力は、現行選挙制
度の帰結を的確に予測し、離合集散を繰り返しながら
も新進党や民主党といった大規模野党の結党へと参加
する。これら新しい野党第一党が意識したのは、国会
対策の制度化に取り込まれ、硬直化した階級政党の地
位に甘んじた社会党の失敗であった。小選挙区制下で
は、大規模化して政権交代を実現することが「影響
力」行使の唯一の手段であることを認識し、国会対策
の中で短期的・現実的利益を追求する行動様式を積極
的に放棄した。結果的に、国会制度の変更を訴えるこ
とも可能となり、1999年の国会改革へとつながる。
しばしば、現行選挙制度による自民党の変化のみが
注目されがちであるが、中選挙区制下の行動様式を捨
て切れなかった自民党の動機は本来的に弱く、新しい
野党第一党の変化に追従したにすぎない。中選挙区制
という選挙制度が変更されなければ、55年体制期に
定着した与野党の行動様式が容易に変化することはな
かったと言える。第3・4章の分析結果と総合すれば、
選挙制度の変更が政治体制に大きな影響を及ぼすこと
が明らかとなる。また、国会運営を主導するのが与党
だとしても、その国会対策が奏功するかは野党勢力の
規模と戦略次第であることも確認されるのである。
こうした分析結果は、議院内閣制下では、議会制度
よりも選挙制度が決定的に重要であることを浮き彫り
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にするとともに、昨今のグリッドロックの要因につい
ても再考を促すものである。階級政党から脱した新し
い野党第一党の特徴は、たとえば防衛関係2法の迅速
な採決が図られるようになったことにも反映されてい
るが、それは大規模化を急ぐあまり党内を「寄り合い
所帯」とした民主党の自己矛盾にもつながっている。
政党政治が未発達だった時期に導入された現行の二院
制にとり、近年の政党政治は初めて遭遇する文脈であ
るというのが、問題の本質である。

Ⅶ.	 政権交代前後の動向

第7章では、本研究を総括する機能も兼ね、2007
年参院選から2011年までの国会運営を取り上げ、前
章までの分析結果を踏まえた場合、グリッドロックの
本質的な原因は何かを検討している。言うまでもな
く、いまだ蓄積されたデータは少なく、本章で幾つか
提示された推論が普遍的である保証はない。しかしな
がら、今日のような政治的文脈が全くの未知である反
面、そこで展開される政党の行動は多分に示唆に富
み、今後の政治制度改革論を考える上でも外せない分
析対象であるため、挿入したものである。検討は、政
権交代以前の自民党政権末期と、その後の民主党政権
期の国会運営に分けて行っている。
自民党政権末期の衆参ねじれ状況下では、民主党は
参議院で法案を否決し、自民党は衆議院で再議決する
ことが可能だったが、不確実性が存在したという点で
は、両党とも何ら違わなかった。そうした中で、結果
的に自民党は再議決コストの計算を誤ったため、民主
党は勝利することができた。たとえば、不成立となっ
た法案のうち、可能な限り自民党が譲歩していけば、
再議決コストは相対的に小さくなったはずである。そ
うすると、自民党はなぜ再議決コストを誤って計算し
たかという問題を派生させるが、本研究の分析結果を
総合して、与党しか経験したことがないことに起因す
る情報の不完備に求められると推論している。この場
合の情報とは、世論の動向が次期選挙にどれだけ結び
付くかに関するものである。そうすると、一度も与党
化したことがないのに加え、2005年衆院選で大敗し
て衆議院での議席は大幅に失った反面、2007年参院
選では大勝した民主党にとって、与党化を目指して行
動するコストははるかに安かった。逆に、次期選挙で
議席を減らすことがほぼ確実だった自民党にとって
は、その規模がどれだけになるか不明だったため、民
主党への大幅譲歩によって失われる支持を過剰に計算
した可能性がある。
それに対し、同じ衆参ねじれではあっても、連立・

連合候補の政党が多いという点では、現在の民主党連
立政権の方が政権運営コストは小さい。ところが、民
主党は世論の支持を失う行動を次々と選択し、他党が
連立・連合を組むコストを逆に上げている。したがっ
て、今日のグリッドロックも、二院制というルールに
起因すると言うよりは、他党に対して合理的に野党を
選択させている民主党の情報不完備に起因するもので
ある。少なくとも、現在のような悪化した世論を前提
する限り、民主党にとって現状維持のコストが利益を
大きく上回っていることは明らかなはずである。それ
にもかかわらず、民主党が政策位置を大きく動かさな
い理由については、大規模化のみを共通合意とした
「寄り合い所帯」という前述の仮説が提示されるので
あるが、この点は本格的な研究が必要な課題である。
選挙制度改革は、自民・民主という二大政党の競争
を生み、それぞれに適応してきたことは間違いない
が、それぞれに習熟していない部分も抱えている。二
大政党間競争の帰結を早い時点で見抜いたという点で
は、自民党よりも民主党の方が習熟していた。ところ
が、派閥的活動を抑制し、政府と与党、あるいは執行
部と一般議員の一元化が重要になるという点では、小
泉政権を経験した自民党の方が早く習熟していたとも
言えるのである。

Ⅷ.	 結論

1990年代前半までの国会研究は、国会運営の難易
がマクロの政治情勢に左右されているのではないかと
いう点に着目したものの、国会制度は与党（多数派）
にとって不利であると無批判に前提し、集計データの
みによって整合的解釈をするに留まっていた。それに
対し、本研究では、与党の主導権を前提する一般的モ
デルを提示した近年の国会研究の業績を活かし、与党
が主導権を握っていることを前提した上で、その強弱
は外生的環境も考慮した与野党間の効用差に規定され
るはずだという予測を行い、各論点を検証してきた。
一連の分析結果からは、議会（国会）は国内政治のフ
ォーカル・ポイントであるという見方ができ、あらゆ
る政治学的研究にとって魅力的な研究対象であること
を幾分でも確認できたのではないかと考えている。
本研究における仮説操作や分析手法について、再考
の余地が大いにあることは言うまでもないことであ
る。本研究が法案データの分析でありながら、個々の
内容的相違を一切捨象している点は間違いなく議論の
あるところであろう。本研究では、与党は提出時点で
野党の賛否を踏まえているという前提を置き、提出後
のアクターの行動様式に分析対象を絞ることにした。
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法案の内容的相違がアクターの行動に作用しているこ
とは疑いないないところであるが、どういった政策分
野が重視されるかは外生的環境に依存するであろう。
そうした難点は、内閣支持率や時期区分の設定によっ
て幾分改善できたはずであり、それでもなお説明変数
が予測通りの効果を示したことにより、公開性の高い
国会での行動それ自体が重要な意味を持っていること
だけは確認できたと考えている。本研究を土台とし
て、政策分野に応じた政党間競争、連立政権内の政策
過程、そして野党に関する本格的な実証研究を進展さ
せることを、今後の目標としたい。
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