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〈北大立法過程研究会報告〉

合理化された議会制と立法手続

セリーヌ・ヴァンゼル
（Céline Vintzel）
徳永　貴志　訳

資 料

　《合理化された議会制と立法手続》と題する本報告を始める前に、北海道大

学に私をご招待くださった岡田信弘先生に感謝を申し上げたいと思います。比

較研究の博士論文の成果を他国において披露できることは、それ自体大変嬉し

いことですが、日仏の憲法に精通した専門家のご要望にお答えしてこうした報

告を行うことができるので、喜びもひとしおです。とりわけ日仏研究グループ

という形で、岡田先生はフランスと日本の法システムに関する相互の知識の普

及に尽力されております。私も、北海道大学での滞在を通じて、フランス、ド

イツ、イタリア、イギリスの合理化された議会制と立法手続について、いくつ

かの視点をご提供できれば幸いです。また、日本滞在中に日本の憲法及び議会

法について深い知見を得、そして、ヨーロッパに戻ってから私なりの観点で発

見したことを発表するために、この旅を有意義に過ごしたいと思っております。

　この場で私に課されたテーマ、すなわち、《合理化された議会制と立法手続》

は、一見すると、私の博士論文の主題よりも大きなものであるように思われま

す。私の博士論文のタイトルは、《立法手続における政府の武器：独・仏・伊・

英の比較研究》でした。私の博士論文は、最初に、次のような疑問を提示しま

す。すなわち、我が国の学説が1958年以来主張してきたように、フランスの立

法手続は例外的な存在なのか。換言すれば、フランスの政府は、政府提出法案

を採択させるために、様々な手続上の武器の中でも最も強力な手段を有してい
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るのか。また、政府は不当なやり方で、そうした手段に訴えているのか、とい

うものです。こうした疑問についての分析は、まずフランスに焦点を当て、そ

れに付随してヨーロッパの主要な隣国について行いましたが、それによって、

合理化された議会制と立法手続に関するより一般的な教訓を引出すことができ

ました。私の理論のいくつかの段階を理解していただくために、本報告の次の

導入部分において、私の博士論文の問題提起から出発したいと思います。そし

て、《合理化された議会制と立法手続》について論じるために、より一般的な

仕方で、それに回答を与えたいと思います。

　ご承知の通り1958年以来のフランスの政治体制である第五共和制の下で、立

法手続の合理化は、多くのフランスの憲法学者が取りつかれているテーマとま

では言いませんが、憲法の主要なテーマの一つとなっています。

　1958年時点において、フランスは、不安定な多数派を抱える制御困難な議会

の世紀と言われる状況にありました。新たな憲法の設計者たちは、政党は自ら

の力で自身の集団に対して一貫した行動をとらせることは到底できない、と考

えました。そうした理由から、彼らは非常に精巧な合理化された議会制のシス

テムを作りました。このシステムは、第一に、人工的に政府の延命を計り、第

二に、立法過程全体に対する直接的な支配権を政府に委ねることを可能にする

ことを予定しています。1958年憲法の中でフランスの執行権に有利に設計され

たすべての装置をここで列挙することはできません。それほど、これらの装置

は数が多く、様々なのです。しかし、次のようないくつかの確かな例を引くこ

とは有益です。つまり、下院（国民議会）の解散は、共和国大統領の自由裁量

特権になったこと（憲法12条）、法律の領域は限定されていること（憲法34条）、

上院（元老院）の権限は政府に仕えるものになっていること（実際に、政府は

自ら望めば、上下両院間における法案の往復（navette）の最中に国民議会に

対して最終的な議決を要求することができる）（憲法45条）、政府は法的に議事

日程の独占権を握ることができること（憲法48条）、委員会の数が各議院６つ

に限定されていること（憲法43条）、本会議における審議の土台となるのは、

委員会によって修正された法案ではなく政府原案とすること（憲法42条）、国

民議会における法案の投票に際して政府の責任をかける憲法49条３項によっ

て、国民議会議員の相対多数が反対する法案であっても、政府はそれを容易に

採択させることができること、憲法院は、市民の基本権の尊重を保障するため

ではなく、憲法に規定された合理化された議会制のメカニズムを擁護するため
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に創設されたこと（憲法第７章とりわけ61条）です。

　1962年に予期せず多数派政治が誕生して以降、そして、1968年にその強化が

なされて以降、合理化された議会制の緩和、さらにはその撤廃が、フランスの

政治的言説および法的言説において中心テーマとなりました。合理化された議

会制と議会における多数派政治との共存は、満場一致で告発されたのです。実

際、両者の共存は、議院内閣制の過度な不均衡、すなわち議会に対する政府の

過度な支配をもたらしました。第五共和制における諸制度の現代化のための

2008年７月23日憲法的法律は、1958年以来最も大規模な憲法改正と考えられま

すが、この新たな憲法がフランスの合理化された議会制を緩和することを目指

しているのも、こうした文脈においてです。例えば、改正された憲法は、政府

と両議院との対等な議事日程の配分という目的を含み（憲法48条）、各議院にお

ける常任委員会の上限を６から８に引き上げ（憲法43条）、審議の土台となる法

文は、政府ではなく委員会から提出されたものとし（憲法42条）、法文の投票に

際して責任をかける武器の使用は、徹底的に制限しています（憲法49条３項）。

　それにもかかわらず、2008年以前と同様にそれ以後においても、フランスの

学説は、議院内閣制の名に値する体制とは、政府と議会との権力の均衡体制で

あるという考え方にノスタルジーを抱いています。フランスの学説は、フラン

スの状況を他国の民主的な議院内閣制の状況と比較して例外的で特異なもので

あると評価しているために、より一層フランスの状況に不満を持っています。

フランスの政府だけが最も強力な手続上の武器を有しているわけではありませ

んが、とりわけ権威主義的な文化ゆえに、フランスの政府は不当なやり方でそ

の武器を用いているというわけです。ヨーロッパの主要な隣国の体制は、フラ

ンスよりもバランスの取れたものであると誰もが一致してみなしています。例

えば、イギリスは、形式的意味の憲法を持たず、憲法裁判所も有していないに

もかかわらず、議会の主権を一切制限していないために、古典的な議院内閣制

のモデルを体現していると言われます。ドイツは、合理化された議会制の一類

型を代表していますが、そこでの議会制の合理化は、政府が合理的期間内に自

身の立法プログラムを採択させることを可能にするためにではなく、政府の安

定を保障することに限定されるものとなっています。イタリアは、フランス第

五共和制よりもフランス第三、第四共和制に近いものとされています。実際、

イタリアの各政権は大戦後以来、規律の取れた多数派を確保することに大変苦

労しています。その上、合理化された議会制の装置は、1947年12月27日憲法の
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中にほとんど用意されていません。

　確かに、ヨーロッパの主要な隣国の中で、フランスは立法手続における政府

と議会との諸関係を政府に有利に設計した憲法に基づいて憲法運用を行ってい

る唯一の国家です。さらに、合理化された議会制の諸装置は、1962年に国民議

会に多数派政治が誕生してからも、様々な政権によって定期的に利用されてき

ました。しかし、フランスの手続上の例外性を強調する議論は、魅力的であっ

たとしても、様々な疑問を提起することのできるものなのではないでしょうか。

あるいはまた、何かしら欠陥のある方法論に依拠した議論なのではないでしょ

うか。

　まず、フランスの特殊性を支持する論者は、議院内閣制の古典的理論に依拠

する暗黙の前提から出発しているということに注目してください。この前提に

よれば、立法手続のルールに関しては、強い合理化は例外的なものであり、逆

に、弱い合理化ないし中程度の合理化が正規のものとされます。しかし、現代

の制度運用を前提とした場合には、むしろ、逆の仮説を述べなければならない

のではないでしょうか。つまり、高度に合理化された立法手続こそが、現代の

議院内閣制に本質的、ないしはほぼ本質的なものなのではないでしょうか。一

方で、現代の政府が合理的期間内に極めて迅速に採択させなければならない、

そして実際に採択させている法律案の分量、他方で、両議院の政治的重要性や

その構成、法案審議の諸特質、を確認するならば、このような仮説は極めて理

に適ったものです。実際、我々がよく知っているように、何百もの要素から構

成される議会は、常に政府に忠実であるわけではなく（第二院の場合）、完全

に政府に忠実であるわけでもありません（第一院の場合）。また、議会は、遅

いことが確実とまでは言いませんが、一定の遅延を伴いながら、何度も繰り返

したり、矛盾したやり方で審議を行うことも我々は承知しています。

　他方で、立法手続に関するフランスの例外性を強調する議論は、それ自体根

拠が不十分であるように思われます。学説によると、フランスの議会は世界で

最も堕落しているとされていますが、法律の制定に関する統計には、フランス

の異常性を示すものはありません。１つだけ例を挙げると、審書される法文の

85％から95％が政府を出自とするのは、フランスだけでなくどこの国でも見ら

れる現象です1。

1 このテーマについては、例えば、第二次世界大戦の終わりから1976年までの



資 料

［481］ 北法63（6・44）1672

　最後に、そしてとりわけ、合理化された議会制についてフランスにおいて承

認されている概念は、論争誘発的なものです。合理化された議会制という表現

と概念の発明者（すなわち、Boris Mirkine-Guetzevitch2）の直接の系譜の中で

は、立法手続の合理化は伝統的に次のような基準に基づいて測定されてきまし

た。

　─　 可能な限り政府に最も有利な条件で政府提出の法律案を承認させること

を目的として、議会から切り離された機関としての政府に憲法が付与し

た諸特権の数とその大きさ。

　─　 形式を重んずる硬性憲法（つまり、通常法律よりも優位する権威を伴う

特別な形式を備え、また、それ自体の中に規定された通常法律とは異な

る特別な手続に従ってのみ改正することができる憲法）の存在。

　─　立法過程に関する憲法規定の遵守を保障する憲法裁判所の存在。

　ところが、現代の議院内閣制の働きに関して、こうした定義は、次の２つの

異なる理由から、間違った調査方法に導く可能性があるのではないでしょうか。

　第一に、合理化された議会制についてフランスにおいて承認されている概念

では、多くの国で政府が合理的期間内に自らの立法プログラムを採用させるこ

とに成功している事実を説明できません。ですから、比較研究によって合理化

された議会制の効力を測定するためには、ドイツ人エルンスト・ラベル（Ernst 

Rabel）によって確立された機能的方法の方が、概念的方法よりも好ましいの

ではないでしょうか。言い換えれば、《法的に比較しうるのは、同じ機能を満

たすものだけである》3と考えるべきであって、比較研究を行う者の国において

定義されている法概念を、研究対象となるすべての国に適用するべきではない

のではないでしょうか。第二に、合理化された議会制についてのフランスの定

期間を分析した J.-C. Colliard, Les régimes parlementaires comtemporains, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978, p.244 を参照。
2 《Les nouvelles tendances du droit constitutionnel》, RDP, 1928, pp. 5-53 ; 《Les 
nouvelles tendances du droit constitutionnel》, RDP, 1930, pp. 35-81.
3 《Unification du droit de la vente internationale, ses rapports avec les 
formulaires ou contrats types des divers commerces》, in Introduction à l’étude 
du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’E. Lambert, 1938, t. 2, p. 688.
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義は、議院内閣制とは権力の分立と均衡の体制であるという暗黙の前提に基づ

いています。このような考え方に基づけば、政府と議会は相対立する利益を目

指す２つの機関である、あるいは、議会は政府の統制下には置かれない、とい

うナイーヴな見方になります。こうした考え方の下では、政府の立法プログラ

ムを首尾良く採択させるために最も準備の整えられた政府とはどのようなもの

かを決定するために考慮に入れなければならないのは、議会によって無効化さ

れたり、ねじ曲げられたりできない、あるいは、十分に規律された議会多数派

によっても法的命令から取り除くことができない諸特権だけだということにな

ります。しかし、現代の議院内閣制の具体的な働きについては、逆の前提、す

なわち、議院内閣制とは権力が融合し、政府が議会を支配する体制であるとい

う前提から出発することが可能なのではないでしょうか。実際に、政府は、政

党規律や、場合によっては野党との独占的な交渉相手の地位を利用して、直接

的ないし間接的に、憲法の下位法を含む議会法の内容の大部分を支配すること

ができるのではないでしょうか。

　このような２つの理由から、私は、合理化された議会制を研究し、そして議

会手続に関してフランスは例外的存在なのかという問いに答えるために、伝統

的に採用されてきたものよりも優れた調査方法を採用することにしました。し

たがって、議会とは別の機関としてだけでなく、議会多数派を指導する委員会

であり、かつ野党との独占的な仲介者として、各国の政府が有している直接的

ないし間接的な手段全体を分析しなければなりません。それらの手段が憲法の

中に規定されているかどうかはあまり重要ではありません。それらの規定は、

いかなる成文法の中に位置づけられていても構いませんし、利用者や運用から

導き出されることもあります。《憲法規定の遵守を保障する憲法裁判所の存在》

という要素は必要ありません。なぜなら、その効果は、法的ないし政治的文脈

によって変化するからです。実際、憲法裁判所が、合理化された議会制を緩和

するよう導くこともあれば遵守するよう導くこともあります。ですから、憲法

裁判所による保障が存在しない方が、政府にとってプラスに機能することもあ

りえます。

　フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの立法手続の分析にこのような方法

を用いることによって、フランスが例外的な存在ではないことを実際に結論づ

けることができるでしょう。そして、次の２つの主要な理由からもそのことは

言えます。第一に、私が参照したすべての国の体制において、そしてもっと広
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く見渡せば、恐らく現代のすべての議院内閣制において、合理化された議会制

は立法手続と切り離すことができないものだということです（Ⅰ）。第二に、

立法手続の合理化の技術は一様ではなく、複数存在するということです（Ⅱ）。

Ⅰ　合理化された議会制と立法手続との不可分性

　合理化された議会制と立法手続との不可分性の原則は、私が参照したすべて

国において同等の機能を有する装置によって表現されています（A）。この原

則に例外はありません。なぜなら、法的選択、政治的文脈、制度的文化は、合

理化された議会制の排除に結びつかないからです（B）。

Ａ　同等の機能を有する装置の存在の一般性

　私が参照したどの国においても、政府は、合理的期間内に自身の法律案を採

択させるため、直接的ないし間接的な手段を有しています。それは、発議権、

法文の最終的な中身、投票、時間などに、様々な形で影響を及ぼします。

　発議権。私が参照したどの国においても、発議の段階において、費用を伴う

議員発案の立法、すなわち、歳出の増加をもたらす議員提出法案に対して（英

国議事規則（以下 SO）n° 48, 49, 50、独連邦共和国基本法（以下 LF）113条、

独連邦議会議事規則（以下 GOBT）96条１項、伊共和国憲法（以下 CI）81条

４項、仏第五共和制憲法（以下 CF）40条、仏国民議会規則（以下 RAN）93条）、

あるいは、歳入の減少をもたらす議員提出法案に対して（LF113条、GOBT96

条１項、伊1988年 n° 362法律７条、伊下院規則（以下 RCD）93条２項、CF40条、

RAN93条）4、英国にあっては歳入の増加をもたらたす議員提出法案に対して

（伝統的運用）、障壁を設けることを可能にする何らかの装置が存在しています。

　他方で、私が参照したどの国においても、議事日程は、大部分については政

府による直接的な方法で、あるいは議会多数派を通じた間接的な方法で統制さ

れています。例えば、イギリスにおいては、1902年以来、庶民院規則（現在は

4 イギリスの議会法は、唯一、歳入を減少させたり消滅させる下院議員の権利
に制限を加えていない。にもかかわらず、議員たちはこのような自由を全く利
用していない。
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SO n° 14および n° 27）に基づいて、議会の審議時間は、若干の例外を除いて

政府提出法案の諸条項の審議に充てられます。ドイツやイタリアにおいては、

議会が議事日程を法的に支配しています。ドイツにおいては、連邦議会議長、

副議長、および勢力に応じて各会派により任命される23名の構成員から成る

（GOBT§6, 1）元老評議会（Conseil des anciens）（GOBT§20, 1）から提案さ

れる法律案について議事日程を作成するものと考えられているのは連邦議会自

身です（GOBT§20, 2）。イタリア下院においては、議事日程は、会派長会議

（Conférence des Présidents de groupe）において作成されなければなりませ

ん。すなわち、《数の上で議院の構成員の少なくとも４分の３を代表する会派

の長たちの同意》（RCD23条６項）によらなければならないのです。ただし、

このような多数派が構成できない場合には、議事日程は下院議長によって作成

されます。しかしながら、ドイツでは安定した多数派と政府に有利な制度的文

化のおかげで、運用上、政府が議事日程の作成プロセスに流動的ながらも常に

支配力を行使してきました。イタリアにおいては、政府が議事日程の作成段階

を常に支配してきましたが、その影響力は、歴史を通して様々な方法によって

行使されています。現代においては、多数派規律が、こうした政府の優越性を

保障するための２つの法原則と結びついています。第一に、議会との諸関係に

責任を負う大臣を通じて、政府は会派長会議において代表され、そこで政府の

様々な優先課題が述べられます。第二に、下院議長が議事日程を作成する場合

には、議長は、検討すべき主題の要点や使用できる時間を政府に保障するよう

留意するのです（このテーマについては、逆に、RCD24条３項を参照）。最後に、

フランスにおいては、法的に異なる２つの時代を区別しなければなりません。

2008年の憲法改正以前は、政府が議事日程のほぼすべてについて法的支配権を

有していました（CF48条）。2008年以後、憲法は、政府と議会が議事日程を対

等に配分することを目的として掲げています（CF48条）。しかし、状況は常に

政府に有利です。第一に、超優先《super-prioritaires》法案5の存在のおかげで、

政府は両議院によって作成された議事日程を著しく侵食することが法的に可能

です（CF48条）。その上、多数派政治によって、議院の作成する議事日程の中

に政府法案を入れ込むことができるのです。

5 超優先法案とは、とりわけ、予算法律案、社会保障財政法律案、および６週
間以上前に他方の議院から送付された法律案である。
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　法文の最終的な中身。どの国においても、政府は、自らの法案が議会によっ

て《歪められる》ことを回避する手段を有しています。議員の発議権に対する

財政上の諸制約は、議員の提出する修正案に対しても同様に有効です。その上、

私が参照したすべての国において、政府は審議における特権も有しています。

例えば、フランス、ドイツ、イタリアにおいて、政府は憲法によって保障され

た無制約で固有の発言権を有しています（CF31条１項、LF43条２項、CI64条

４項）。確かに、イギリスの場合、政府の発言権は憲法によって間接的な方法

で認められ、制約されています6。それでも、政府の発言権は、委員会や下院議

員のそれと比較して特権的な地位に置かれています7。

　政府は法案の中身の重要な部分を支配していますが、議会はその法案を修正

するうえで対等な権限を有しているわけではありません。実際、委員会の権限

や地位は、議院内閣制を採用する国によって異なっています。他方、現代にお

いては、議会の立法能力は委員会の立法能力によって測定されます。つまりメ

ンバーの限定されたこのような機関によってはじめて、議会は、モーリス・オー

リウ（Maurice Hauriou）がいうところの制度（Institution）、すなわち、政党

間や集団間の亀裂を乗り越えた、社会的利益集団構成員間の一体性が表明され

る機関8、になることができるのです。このような観点で、どの程度政府に有利

に委員会の業務を合理化しているかという視点から、相対立する２つの委員会

モデルを区別することが可能です。一つは、イギリスに見出すことができます

が、委員会が完全に政府に仕えるモデルです。このシステムにおいては、政府

法案に修正を加えることは極めて困難であり、とにかく立法手続を迅速に行う

ことが目指されます。もう一方のシステムは、現代の議院内閣制をとる国々で

6 イギリスにおいては、各議院の構成員だけが、それぞれの議院における発言
権を有している。ところが、憲法習律によって、すべての大臣はいずれかの議
院に属するものとされているのである。
7 第一に、法案の説明に責任を負うイギリスの委員会（public bill committees）は、
本会議おいて、その代弁者を持たない。第二に、イギリスの下院議員は同じ問
題について２度以上発言することができないとする一般原則は、（詳細な審議
ないし逐条審議に対応する）報告の段階で、法案に対し責任を負う構成員には
適用されない（SO n° 76）。
8 《La théorie de l’institution et de la fondation》, Les Cahiers de la Nouvelle 
Journée, 1925, n° 4, pp. 2-45.
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益々発展しているものですが9、フランス、ドイツ、イタリアにおいて採用され

ています。このシステムでは、委員会における修正は容易ですが、政府法案に

対する議事妨害闘争は認められません。こうした委員会システムの区別は、発

言する議会（Parlement de parole）と作業する議会（Parlement de travail）

という、より一般的な区別に帰着します。前者は、イギリス庶民院に代表され

るもので、フランス、ドイツ、イタリアの議会とは異なり、委員会における法

案の詳細な作成よりも、本会議における対決に重きを置きます10。

　投票。私が参照したすべての国において、政府は、多数派を作り出し、政府

法案のすべてを採択させるために必要な武器を有しています。第一の武器は、

記名投票（vote public）という武器で、これは会派規律に必要な法的条件です。

記名投票は、フランス、イギリス、ドイツにおいて昔からあるものです。とい

うのも、これらの国の議院内閣制は、18世紀後半以降、秘密投票に関わるすべ

ての規定を徐々に削除してきたからです11。イタリアにおいては、逆に、法律

全体の秘密投票は、下院においては1988年10月13日の議院規則改正まで続けら

れていました。この日以後は、秘密投票は例外とされています（RCD49条ノ

１ quater）。また、これらすべての国において、投票規律だけでは法文を採択

させるために十分ではない場合には、政府は、法文の表決について明確な信任

投票を求める権限を有しています。例えば、イギリスにおいては、憲法習律に

よって、首相は庶民院に対して法文の採決について政府の責任をかける決定を

下すことができます。フランスとドイツにおいては、これらの責任は、それぞ

9 I. Mattson, K. Strøm, 《Parliamentary Committees》, in H. Döring, Parliaments 
and Majority Rule in Western Europe, New York, St Martin’s Press, 1995, pp. 
294-295.
10 Ernst Fraenkel（《Amerikanischer Kongreß und Deutscher Bundestag》, Das 
Parlament, 1965, n° 43）と Winfried Steffani（Parlamentarische und präsidentielle 
Demokratie, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1979, pp. 327-345）は、パリ・コミュー
ンに関するカール・マルクスの示唆（Der Bürgerkrieg in Frankreich, in Marx, 
Engels, Werke, t. 17, Berlin-Est, Dietz, 1962, p. 339）とマックス・ヴェバーの区
別（《Parlement et gouvernement dans l’Allemagne réorganisée》, 1918, Œuvres 
politiques, 2004, p. 355）から、発言する議会と作業する議会という区別を体系づ
けた。
11 G. Moschella, La reforma del voto segretto, Torino, Giappichelli, 1992, p. 39.
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れ憲法49条３項、憲法68条に規定されています。イタリアにおいては、両院の

議院規則が等しく政府の責任をかける規定を置いていますが（RCD116条、元

老院規則161条）、下院においては、１つの条文あるいは１つの修正案について

のみこれを認めています。

　時間。最後に、これらすべての国において、政府は、合理的期間内に政府法

案を採択させることができます。そのために、政府は、審議を時間に基づいて

編成するための武器と議事妨害に対抗するための武器を有しています。私が参

照した国の中に、審議時間を大枠で、あるいは細かくプログラム化するやり方

を採用していない国はありません。ですから、ドイツ連邦議会には GOBT§35

の諸規定、イタリア下院には時間割り当て（RCD25条３項）がありますが、

これらは審議のおおよその期間ないし時間の設定を可能にする規定です。イギ

リス庶民院においては、プログラム動議（programme motion）（SO n° 83A 以

下）が、審議時間の調整のための明確な装置です。これらのメカニズムが全体

として、議事妨害に対抗する規定を補完し、政府が望む正確な時間に審議を終

わらせることを可能にするのです。また、次のような装置もあります。イギリ

ス庶民院（SO n° 83A 以下）およびイタリア上院（元老院規則55条５項）にお

けるギロチン（あるいは、時間割当て（allocation of time order））、イタリア

下院における（基本的に時間の割当て前の）《いわゆる技術的信任問題》、フラ

ンス国民議会においては2008年憲法改正以前の、法文の採決に責任をかけるや

り方です12。

　このように、私が調査した議院内閣制の国々においては、合理的期間内に政

府が自らの法案を採択させることを可能にする立法手続の合理化技術が存在し

ています。これらの技術の大部分は、実際にも頻繁に利用されています。実際、

どの国においても、合理化された議会制は、自動的に発動するかもしくは政府

が直接的ないし間接的に、徹底してあるいはほぼ徹底して頼る道具によってそ

の大部分が構成されています（例えば、議事日程に関する内閣の優位性、費用

を伴う議員提出法案への諸制約、審議期間の計画化に関連する諸規定、記名投

票）。合理化された議会制と立法手続との不可分性の原則は、当該国家の法的

選択、政治的文脈あるいは制度的文化に関わる例外が一切存在しないだけに

12 ドイツにおいては、政府は議事妨害に対抗するための武器を必要としない。
なぜなら、野党は法案の審議を遅らせることをほとんど行わないからである。
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いっそう不可侵のものであるように思われます。

Ｂ　法的、政治的、文化的要素の影響力の欠如

　いかなる法的、政治的、あるいは文化的要素であれ、それらの要素が合理化

された議会制のいくつかの装置の使用頻度を減少させることはあったとして

も、立法手続の合理化に対する障害にはなりえないように思われます。

　法的選択。まず、議会法自体が十分な合理化された議会制をあらかじめ用意

していない場合に、次のような確認作業は有効です。つまり、何らかの仕組が、

合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させるために必要な装置を補って

いるということです。このとき、我々は、手続の流用ないし権利の濫用を目撃

することになります。こうした事例は数多く存在します。

　例えば、フランスにおいては、法文の採決に政府の責任をかけるやり方を規

定する憲法49条３項は、2008年の憲法改正まで、つまり、政府が立法時間のプ

ログラム化という議事妨害対策に有効な武器を手に入れるまで、対議事妨害と

いう目的に流用されていました。

　イタリアにおいても、次のような特に明確な２つの事例を取りあげることが

できるでしょう。つまり、法案の採決に対する信任問題の場合とデクレ・ロワ

の場合です。イタリアの信任問題の波瀾に富んだ歴史は、特に目を引きます。

イタリアの信任問題をいくつかの段階に分けてここで取りあげる理由もそこに

あります。順を追って述べますと、1947年12月27日憲法94条は、制定当初から、

政府と両議院との信任関係について詳細に規定しています。ただ、この憲法に

は信任問題についての定めがないので、法案の採決に対して明確に内閣の責任

をかけるやり方は、イタリア共和国の建国以来、学説の大多数が憲法違反であ

ると考えてきました。ところが、突然、イタリア政府はこの学説に耳を貸さな

くなります。政府は、憲法94条に基づく信任動議および不信任動議のために認

められた点呼による投票から引出すことのできる利益に気づいたのです。実は、

今日下院において原則として支配的になっている秘密投票は、政府提案の法律

案の多くを廃案にするために、ゲリラ議員たちによって徐々に用いられるよう

になっています。他国においては、議院内閣制の下で多数派が欠如している場

合、自らの法案の中身の主要部分の支配権を保持したい政府にとって、投票に

付される法案を変質も分割もさせないための武器は、否定し難い切り札となっ
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ています。こうした理由から、イタリア憲法94条にあらかじめ用意されている

投票のルールを政府が自らに有利に活用する憲法慣習が両議院において生まれ

たのです。しかし、1971年に、立法について信任問題の装置に訴えるやり方を

減少させるための下院規則改正がなされました。確かに、当該下院規則116条は、

（点呼による投票のように）立法とは別のものに対する信任投票のために憲法

94条に規定されている手続と同一のものです。とはいえ、この改正以後、下院

規則によって、政府提出法案の最終的な採決に際して信任問題を提起すること

は回避されています。言い換えれば、政府の責任をかけるやり方は次の２つの

場合においてのみ可能であると定めることによって、下院規則は各投票の連結

を禁止しているのです。１つは、政府提出法案ないし議員提出法案の各条文に

対する修正案を承認するか拒否するかの投票、もう１つは、ある条文を維持す

るための投票です。しかし、イタリアの各政権は、多数派の欠如した議院内閣

制の下で変遷してきたために、下院規則116条に規定された原則に不満を抱い

てきました。その結果、1980年代から、イタリアの各政権は、審議中の法案の

大部分あるいは全体に代替する大修正案（maxiemendamenti）と呼ばれるも

のに対して、信任問題を提起しています。こうした巧妙なやり方によって、イ

タリアの各政権は、（たとえ１つの条文が10項さらには100項で構成されていた

としても）13 １つの法律案全体に対して１度だけの投票でそれを採択させるこ

とができるのです。

　デクレ・ロワの定義と仕組は、イタリア憲法77条２項に規定されています。

この規定によれば、政府はその責任において、法律の効力を有する暫定措置を

とることができます。しかし、この権限は、必要性と緊急性のある非常時にの

み認められます。他方で、デクレ・ロワは、公布後60日以内に法律に転換する

ために、その日のうちに政府によって議会に提出されなければなりません。最

終的に、デクレ・ロワが議会に提出されて法律に転換されなかったならば、政

府の措置ははじめからその効力を失う結果となります。ところが、1972年から

1996年までの間に、憲法77条２項の文言と精神に明白に反するデクレ・ロワの

増加が見られました。第一に、《必要性と緊急性のある非常時》という条件が、

13 2008年に、Giuliano Amato は、予算法律全体をたった１つの大修正案に
転換することが可能であったと述べている。La costituzione italiana fra le 
costituzioni del dopoguerra》, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, p. 917.



合理化された議会制と立法手続

［490］北法63（6・35）1663

多くのケースにおいて遵守されませんでした。第二に、政府は、議会の態度表

明を待つ間、当該デクレ・ロワの効力を延長させるために、法律への転換を行

わないデクレ・ロワを立て続けに発行しました14。1996年まで、このような権

限の濫用が、議事日程における議会と政府との平和的関係の欠如を一時的に緩

和することに貢献しました。

　ドイツにおいては、厳密な意味で立法手続の問題と関連する濫用は私の知る

限り存在しません。しかし、連邦議会の解散の事例は、法文尊重主義を重視す

るドイツの法律家たちを大変当惑させることになりました。基本法68条に基づ

いて、首相から大統領に提案される解散の権限は、厳格な２つの条件を重ねて

満たさなければ行使することができません。一つは、首相によって明確に表明

された信任問題に対する連邦議会の不信任採決であり、もう一つは、首相が、

将来議会多数派からの支持を保持できないことが確実である場合15です。とこ

ろが、1983年と2005年の解散の際に、ほぼ手続の濫用と言えるような事態が生

じました。実際、この２つの事例においては、首相は将来の政権不安定を防ぐ

ためではなく、自らの政治的正当性を強化するために信任問題を提出したのだ

と考える方が妥当であると、ほとんどの事実が示しています16。

　立法手続の合理化は、手続の濫用があってもそれが政府の立法プログラムの

採択に欠かせないような場合には憲法裁判によって制裁を受けることはないた

め、ますます不可侵のものとなっているように思われます。実際、憲法裁判所

にとって、民主政の原則、すなわち選挙民の意思の尊重は、憲法の文言や精神

の尊重に優位するものであるように思われます。その点では、1996年 n° 260判

決までのイタリア憲法裁判所の立場は明確です。実際、イタリア憲法裁判所は、

合理化された議会制の諸原則および政治的文脈が政府による議事日程の明確な

14 Livio Paladin は、このようなデクレ・ロワの再発行が、暫定措置を３年間延
命させる効果をもたらしたと述べている。《Actes législatifs du Gouvernement 
et rapports entre les pouvoirs : l’expérience italienne》Revue française de droit 
constitutionnel, 1997, p. 702.
15 この明文にない基準は、1983年２月16日判決の中で、ドイツ連邦憲法裁判所
によって定められた（BVerfGE, 62, 1）。
16 この問題については、C. Vintzel, «La dissolution du XVe Bundestag et l’article 
68 de la Loi fondamentale : unestabilisation de la défiance», RDP, 2006, pp. 1007-
1034.
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支配を可能にするまで待ってから、デクレ・ロワの連発という法運用が憲法違

反であると宣言しました。

　したがって、政府が合理的期間内に自らの立法プログラムを採択させるため

に必要な武器を議会法が政府に与えているのは妥当なことであるように思われ

ます。それによって、法文尊重主義と民主政の原則とを調和的に両立させるこ

とが可能になるのです。

　政治的環境。フランスにおいては、伝統的に、合理化された議会制と多数派

政治を同時に実行することは、議会に対する政府の過度な支配をもたらすとい

うことで、認められてきませんでした。ところが、ドイツ、イギリス、イタリ

アにおける合理化された議会制の研究から明らかなように、多数派政治の存在

は、それだけでは政府が合理的期間内に自らの立法プログラムを採択させるた

めに十分とは言えないのです。２つの理由から、この事実を説明することがで

きます。

　第一に、多数派を伴う議院内閣制の下でも、合理化された議会制は議会多数

派を一定方向に導き、規律するために不可欠なものです。これに関しては、複

数の考察を行わなければなりません。まず、政府は、たとえ絶対多数を擁し、

その多数派が終始政府に忠実であったとしても、今日では、自らの法案を採択

させるために編成された立法手続を自由に活用する必要があります。ここでは、

導入部分で述べた仮説を確認したいと思います。すなわち、強力な合理化され

た議会制は現代の議院内閣制に本質的に内在するものであり、そこにおいては、

一方で、政府は合理的期間内に、そして極めて迅速に、自らの法案の多くを採

択に導かなければならないにもかかわらず、他方で、議会の組織や立法審議の

特徴としては、一見したところ迅速な法律制定を志向しているわけではありま

せん。また、経験が示すように、多数派を伴う議院内閣制の下でさえも、合理

化された議会制の装置は、多数派を規律するために非常に重要な道具であり続

けています（会派規律との関係だけからそれらの装置が有する正確な影響力を

決めることは困難ではありますが）。しかし、ここで重要なのは証拠に基づく

考察であり、多数派を伴う議院内閣制の下で変遷する政府は、多数派を欠く議

院内閣制の下で行動する政府よりも、多数派に対して課す手続上の強制を少な

くすることができます。例えば、イギリスとフランスの政府は、イタリアの政

府に比べて、法案の採決に対して明確な信任問題を提起する数が少ないのです。

実際、イギリスやフランスの政府と異なり、イタリアの政府は、1980年代から
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1990年代まで、多数派を欠く議院内閣制の下で変遷してきましたし、それ以降

も不完全な多数派を伴う議院内閣制の下で常に変わっています。

　第二に、とりわけ多数派を伴う議院内閣制の下では、合理化された議会制は、

野党の議事妨害を予防したり不成功に終わらせるために不可欠です。この場合、

政府を取り替えるのは議会ではなく有権者であるという前提に立ち、野党は、

政府の法律案を修正するのではなく、次の選挙を視野に入れて、政府の示すも

のに代替する解答を提案することを唯一の、あるいは主要な機能として持つこ

とになるのです。ですから、原則として、野党の第一の目的は、自分たちの政

策プログラムを提示しつつ、政府の法律案の採択を（妨害することはあまり期

待しませんが）遅らせるために最大限審議時間を長引かせ審議時間を奪うこと

になります。ただし、ドイツの事例が示しているように、多数派を伴う議院内

閣制の下でも、野党は真の議事妨害闘争をしかけることなく、自分たちの審議

権を活用しながら比較的協力的な態度をとることもありえます（それと引き換

えに、野党は、一定の技術的な修正案を政府に飲ませます）。このような指摘

がある以上、当然に、我々は制度的文化の問題を扱わなければなりません。

　制度的文化。一国の制度的文化は、多少なりとも政府に有利になっています。

実際、《ある時点における政治についての支配的な態度、信念、意識の総体》17は、

政府と議会多数派との多少なりとも融和的関係および政府と野党との多少なり

とも対抗的関係を導きます。それにもかかわらず、多数派を伴う議院内閣制に

関して強調した理由と同じ理由から、執行権にとって《理想的な》制度的文化

でさえ、合理化された議会制の排除へと至ることはありえません。繰り返しに

なりますが、合理化された議会制は現代の議院内閣制に本質的に内在するもの

であると言わなければなりません。というのも、議会の組織や立法審議の特徴

は、迅速な法律制定を志向していないからです。それが特に顕著な事例はドイ

ツに見られます。ドイツの政府は、議会多数派と協調的関係にあり、野党とも

比較的協力的な関係にあります。ところが、ドイツの政府は、《組織的な合理

化された議会制》（すなわち、具体的には、合理的期間内に政府の立法プログ

ラムを採択させるために必要な自動的ないし半自動的装置）を利用しないで済

ませることができないのです。他方で、文化的な理由から、ドイツの政府は、

17 G. A. Almond, S. Verba, The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations, Princeton, Princeton University Press, 1963.
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私が参照した４ヶ国の中で、《危機の合理化された議会制》を必要としない唯

一の国でもあります。ドイツの政府は、しばらくの間、多数派に対して政府法

案の採択を強要するために政府の責任をかける武器（LF68条）を決して利用

しませんでした18。その上、ドイツの政府は野党による議事妨害と対決する必

要もありません。ですから、政府は、ギロチンや技術的信任問題のような乱暴

な時間管理の道具を利用しなくてもよいのです。したがって、ドイツ政府は、

独連邦議会議事規則 §35に規定された曖昧な装置で満足しているのです。

　このように、制度的文化が政治的文脈と同様、合理化された議会制の厳しさ

やその使用を幾分和らげる可能性はありますが、それが合理化された議会制自

体を排除することは決してありえません。こうした事実から、フランスは、多

数派を伴う議院内閣制の下で合理化された議会制を保持するからといって、特

異な存在になるわけではないのです。フランスの手続が特殊ではないことは、

合理化された議会制と立法手続との不可分性の原則だけでなく、立法手続合理

化の技術の多様性によっても説明することができます。

Ⅱ　立法手続合理化の技術の多様性

　立法手続合理化の技術が多様であるのは、現代の議院内閣制において合理化

された議会制の狭い概念が終わりを告げたことに起因しています（A）。そして、

そのような多様性は、合理化された議会制の主要な２つの変異型によって表現

されます（B）。

Ａ　合理化された議会制の狭い概念の終焉

　導入部分で述べた仮説に従えば、現代の議院内閣制は、主として、権力が融

合し政府が議会を支配する体制です。執行権の優位は、法律の制定だけでなく、

立法手続における権限にも及んでいます。議会法の改革に関して、政府は、審

議への参加や拒否権において主導権を握っていますし、今日では民主主義的義

18 2001年11月に、ドイツ政府は、議会多数派を規律するために基本法68条の明
確な信任問題を提起したが、これは法律案ではなくアフガニスタン派兵のため
の動議に対するものであった。
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務と思われているもの、すなわち、合理的期間内に政府の立法プログラムがど

れだけ達成されたかということが、議会法の改正の中身を条件付けます。最も

目を引くのは、恐るべき道具を政府の手に委ねている議院規則の事例です19。

内部規則の制定に関する伝統的な議院自律の原則も、運用上は、イギリス、フ

ランス、1980年以降のイタリアにおいて無視されています。確かに、1877年か

ら1980年まで、イタリアの政府は、議院規則の制定にほとんど干渉することは

ありませんでした。とは言え、法律の制定手続における野党の政治的影響力を

法的に認める1971年の下院規則改革でさえ、第一には政府を有利にするもので

した。実際、この改革は、多数派が欠如している場合にも少数派の支持を政府

に保障したものです。確かに、ドイツ連邦議会においては、議院自律の原則は

残っていますが、政府や議会多数派の利益に反するような内部規律を制定する

ことは、下院においては考えられません。その証拠に、フィリップ・ロヴォ

（Philippe Lauvaux）が述べているように、《ドイツ連邦議会の議院規則のいく

つもの規定は、基本法における合理化のシステムによる強制を緩和するよりも

むしろ、その中に組み込まれた》20ものです。ただし、イタリアの例では、多

数派の欠如した、あるいは不完全な多数派を伴う議院内閣制の下で変遷する政

府が、自分たちに有利な憲法改正を行いたい場合に遭遇しうる困難を確認する

ことができます。他方で、すでに言及したように、現行法や政治的環境、制度

的文化が執行権の支配を保障することができない（あるいは、十分な条件下で

それを保障することができない）場合には、例外的に、議会法、とりわけ憲法

の破壊によって、執行権の支配は実行されることになります。

　導入部分で述べた仮説に従えば、現代の議院内閣制のこのような具体的作用

は、合理化された議会制の定義に重大な影響をもたらします。

　《 合 理 化 さ れ た 議 会 制 》 と い う 表 現 と 概 念 の 発 明 者（Boris Mirkine-

Guetzevitch）の直接の系譜として、立法手続の合理化についてフランスで承

19 『Traité de droit politique, électoral et parlementaire』の中で Eugène Pierre
が述べた次のような言葉を受けたものである。《議院規則は表面上、議院内部
のルールでしかないが…。現実には、諸政党の手中にある恐るべき道具なので
ある。》Paris, Chambre des députés, 1893, (n° 445).
20 《Sur une décision fondatrice du Conseil constitutionnel》, Les Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 25, 2008, p. 56.
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認されている見解をそのままの形で維持することはもはやできません。実際、

立法手続の合理化は、権力の分立や均衡の体制として常に無意識のうちに理解

されている議院内閣制からは逸脱した理論と結びついています。政府に有利な

形で議会の作用の有効性を決定する諸々の手段はもはや、議会と区別され議会

に対立する機関としての政府に（硬性）憲法によって委ねられたものであると

考えることはできませんし、憲法裁判所により保障された手続的武器として理

解することもできません。言い換えれば、可能な限り好ましい期間で自身の法

律案を採択させることのできる政府の諸特権は、議会によって法的に無効にさ

れたり、ねじ曲げられたり、あるいは、十分に規律のとれた議会多数派によっ

て廃止されたりできないものに限定されるわけではないのです。

　権力が一体化され、立法権に対して執行権が優位した体制においては、立法

手続の合理化は、合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させることを可

能にする手続的手段の総体として理解されなければならないのです。もっと正

確に言えば、ここで重要なのは、議会と区別された機関としてだけでなく、議

会多数派を指導し、野党と独占的に交渉を行う委員会としての政府が有してい

る直接的ないし間接的なすべての手段なのです。これらの手段が憲法の中に見

出せるかどうかはあまり重要ではありません。これらの手段は、何らかの明文

化された法の中に位置づけられることもありますし、運用の中から生まれるこ

ともあります。《立法過程に関する憲法規定の遵守を保障する憲法裁判所の存

在》という要素は、効力を失います。なぜなら、その含意は法的、政治的文脈

によって変化するからです21。結局のところ、今後、一定の立法手続きの合理

化の範囲を把握するためには、第一に、審議過程の諸準則、第二に、議会に対

する政府の政治的支配の経路に関する極めて詳細な分析を前提としなければな

りません。前者の分析に含まれているのは、議会の業務を本会議と委員会とに

どのように配分するかについての諸原則、委員会の組織と機能についての諸形

式、議会業務および議会法において会派に与えられた地位です。後者の分析が

想定しているのは、政府と議会多数派、政府と野党との関係の分析、アングロ・

サクソンの研究と同様に正確性を追及するならば、政府と議会内部における議

21 しかしながら、現代の議院内閣制の働きの論理としては、一般に議会は政府
に比して弱い立場に置かれているので、最高法規の保護者は、政府よりも議会
を擁護する傾向にあるということは想起しておこう。
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会多数派のリーダーとの関係の分析、政府と多数派の下層議員との関係の分析、

政府と議会内部の野党との関係の分析、政府と野党の下層議員との関係の分析

です22。

　合理化された議会制の非常に広い概念に従えば、立法手続を合理化するため

に可能な方法は一つではなく複数存在するということになります。今日では、

合理化された議会制の主要な２つの変異型が出現しているように思われます。

Ｂ　合理化された議会制の主要な２つの変異型の出現

　議院内閣制の諸理論、フランスおよび他国の立法手続、上で明らかにした合

理化された議会制の新しい概念によれば、合理化された議会制の主要な２つの

変異型の存在を推定することができます。これらは、検討の対象とされる議院

内閣制の形態に従って多少なりともアレンジされているように思われます。

合理化された議会制の主要な２つの変異型：古典的変異型と現代的変異型

　合理化された議会制の古典的変異型と呼ぶ理由は、それが唯一の考えうる起

源を持ち、また、権力の分立と均衡の体制として認識される議院内閣制の理論

からは逸脱しながらも、それに結びつけることができるものだからです。この

変異型においては、合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させることが

できる手段のすべてあるいはその大部分を自身の掌中に収めているのは政府で

す。これらの手段は、すべて議会対策として用いられます。つまり、多数派の

抵抗を抑えることを目的とするのか、それとも野党の議事妨害に対応すること

を目的にするのかという実践的区別はありません。これらの手段は憲法に規定

され、その実施や効力は憲法裁判所によって保障されます。

　他方、合理化された議会制の現代的変異型と呼ぶ理由は、今日の諸体制の作

用が立証しているように、今後古典的変異型に取って代わり、結果として、少

なくとも大陸ヨーロッパ諸国においては、権力の融合した体制として理解され

る議院内閣制の近年の理論と結びついているからです。この変異型においては、

22 このような観点では、例えば、A. King, «Modes of Executive-Legislative 
Relations: Great-Britain, France, and West Germany», Legislative Studies 
Quaterly, Vol. 1, 1976, p. 11-36. を参照されたい。
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政府のために、立法の仕事を統括的に監視するのは議会自身です。政府は、議

院内閣制において伝統的に有してきた諸特権（すなわち、法律の発議権、議院

への参加権、議院における発言権、法案に対して明確な信任問題を提起する権

限、議院の解散権、修正案提出権）のみを自身の権限として保持しています。

残りについて、原則として統制官の役割を果たすのは、多数派のリーダーたち

（議院の議長、会派の長、委員会の長）です。彼らは、多数派の議員たちを規

律し、導き、また、野党が政府の立法プログラムを挫折させるのを防ぎます。

例外として、政府とその政治的敵対者との間に通常よりも協調的な文化が政府

にとって必要であることが明らかな場合には、立法手続の合理化は野党の協力

を伴って実行されます。合理的期間内に政府の立法プログラムを採択させるこ

とを可能にする装置は、その大部分が、憲法の下位規範（とりわけ、議院規則）

において表現されます。しかしながら、上に掲げた政府の伝統的諸特権は、通

常、憲法自体の中に規定されています。結果として、憲法裁判所は（それが存

在する場合に）、合理化された議会制の運用統制に関しては相対的に控えめと

なります。

　私が参照した国の体制は、ここで述べた２つの変異型との関係ではどれに分

類できるでしょうか。1958年体制のフランスは、明らかに、合理化された議会

制の古典的変異型を体現しています。2008年の憲法改正以降も、多少緩和され

てはいますが、かなりの程度、古典的変異型を保持しています。イタリアとド

イツは、一切の留保なく、現代的変異型に属しています。イギリスについては、

２つのモデルの中間に位置づけられます。イギリスは、古典的変異型からは、

立法手続の監督において議会法により内閣と各大臣に付与された主要な役割を

引き継いています。現代的変異型からは、次のような特徴を取り入れています。

すなわち、議事規則（SO）の重視、手続の合理化メカニズムのレベルでの多

数派と野党の区別の考慮、そして、憲法裁判所の不存在です。

　合理化された議会制の古典的変異型と現代的変異型は、議院内閣制の形態、

すなわち、多数派規律の度合いに応じて、多かれ少なかれアレンジされている

ように思われます。古典的変異型は恐らく、多数派を欠いた、あるいは多数派

政治への移行を完了していない議院内閣制に適合的です。実際、信任を与える

多数派と自ら運営を行う多数派とが分離されていない場合、経験的に言えるこ

とは、選挙優越の原則に不可欠である政府の立法プログラムの実現はより困難

になります。立法手続を合理化するために内閣に付与された固有の武器がなけ
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れば、次のような状況は避けられません。つまり、執行府、場合によっては憲

法裁判による最高法規の破壊や、多数派ブロックのより大きな亀裂です（イタ

リアの事例を参照）。逆に、政府が議会とは区別された機関として、政府法案

を採択させるための武器を十分に行使する場合には、強固な政治的関係によっ

て結び付けられてはいないけれども政府に対して信任を付与する議員たちの規

律を政府は強化することができます（フランス第五共和制初期、19世紀末およ

び20世紀初頭のイギリスの経験23を参照）。特に野党の議事妨害に対抗するた

めであると理解されている道具が存在しない場合、そして、その代わり、野党

がその地位あるいは固有の権利を享受していない場合には、多数派を伴う議院

内閣制と同様の問題は生じません。実際、多数派を欠いた体制においては、野

党の第一の役割は、議事妨害闘争を繰り広げることではなく、たびたび生じる

多数派の喪失を補完し、その代わり、法案の中に自分たちの痕跡を残すことな

のです。

　反対に、合理化された議会制の現代的変異型は、多数派を伴う議院内閣制に

最も適合的であるように思われます。このような考え方を根拠づける理由は複

数存在します。まず、政府の観点から見ていきましょう。第一に、規律の強い

多数派の長に立法作業の監督権が与えられていれば、政府はそれを恐れる必要

な全くありません。第二に、合理化された議会制の設計に際して、多数派陣営

と野党陣営との間の政治的亀裂を十分に考慮に入れれば、政府は有利になれる

でしょう（とりわけ、野党に有利な闘い、すなわち議事妨害を予期することが

でき、対応策を練ることもできます）。次に、議会の視点から見てみましょう。

第一に、合理化された議会制による多数派と野党との政治的亀裂を考慮に入れ

るならば、野党に有利な地位（あるいは、少なくとも、目に見える形で少数派

の権利）を広く認める必要があります。これは、民主政と議院内閣制をよりよ

く機能させるために必要な条件です。第二に、権力の分立と均衡の体制に強い

ノスタルジーを抱く国（このような国が最も多い）においては、各議院が合理

化された議会制を実行するための技術的自律性を有していれば、政府の支配は

多数派にとってより受け入れやすいものになります。しかし、イギリスのよう

23 実際、Gary W. Cox は、イギリスにおいて、議会制の合理化は、政党の近代
的組織化に先行し、政党の近代的組織化の強化に貢献したと述べている。The 
Efficient Secret, 1987.
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に、議院内閣制とは権力が融合し立法府を執行府が支配する体制であると伝統

的に考えられている国においては、各議院の技術的自律性の弱さが国の文化に

衝突することは全くありません。

　結局のところ、私の見解では、２つの国が、自身の政治的環境や文化的思考

法に最も適合的な合理化された議会制の変異型を採用していると言えます。そ

の国とはドイツとイギリスです。合理化された議会制の現代的変異型は、権力

分立の理論に魅惑された多数派を伴う議院内閣制であるドイツにぴったりと適

合します24。イギリスによって採用された混合的変異型は、イギリスにおける

多数派を伴う議院内閣制の制度的文化に非常に適合しています。実際、イギリ

スにおいては、内閣は議会を指導する委員会であり、権力の均衡は多数派デモ

クラシーの原理に反すると長い間考えられてきました。逆に、合理化された議

会制の古典的変異型は、恐らく、イタリアに適合的でしょう。というのも、イ

タリアは多数派政治への転換を常に成し遂げられなかったからです。最後に、

権力の均衡に強いノスタルジーを抱く多数派を伴う議院内閣制であるフランス

は、合理化された議会制の現代的変異型を自身のものとした方がよいでしょう。

ご清聴ありがとうございました。

［訳者付記］

　本稿は、北大立法過程研究会の主催で2012年８月８日に北海道大学エンレイ

ソウ第１会議室において開催されたセリーヌ・ヴァンゼル（Céline Vintzel）

氏（ ラ ン ス・ シ ャ ン パ ー ニ ュ・ ア ル デ ン ヌ 大 学 講 師 ） の 講 演 “Le 

parlementarisme rationalisé et la procédure législative” の基礎となった原稿

に、後日同氏が修正を加えたものの翻訳である。

　ヴァンゼル氏は、パリ第１大学においてジャン・クロード・コリアール教授の

指導の下、博士論文『立法手続における政府の武器：独・仏・伊・英の比較研究

（Les armes du Gouvernement dans la procédure législative, Étude comparée：

24 モンテスキューは、ドイツの学説と各憲法に最も影響を与えた著者の一人で
ある。E. Mass, 《Montesquieu et la Loi fondamentale de la RFA》, Dix-huitième 
siècle 1989, n° 21, pp. 163-177.
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Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni）』で学位を取得され、2012年よりラン

ス大学において公法学の講師（Maître de conférences）として教鞭をとられて

いる。

　同氏の博士論文は、多くの論文賞を受賞されている。その一部をご紹介した

い。１つは、2010年度のフランス元老院博士論文最優秀賞である。同賞は、両

院制、地方公共団体、あるいは政治と議会について分析したフランス国内の博

士論文の中から特に優れた作品に対して贈られるもので、ヴァンゼル氏の博士

論文は同賞の出版助成により DALLOZ 社の議会・憲法叢書の１冊として2011

年に出版されている。また、同論文は2010年度の公法欧州グループ博士論文賞

（Prix de thèse du groupe européen de droit public）も受賞されており、フラ

ンス国内だけでなく、EU レベルでも高い学術的評価を受けている。さらに、

同論文は学術的価値だけでなくその実務的有用性も評価され、フランス憲法院

院長の下で選考が行われる憲法院博士論文大賞（2010年度）も受賞されている。

　このように数々の論文賞を受賞された同氏の博士論文は、本稿の中でも記述

されているように、いわゆる“合理化された議会制”の仕組について、議会内

多数派および野党ないし議会内少数派との関係も考慮要素として組み込み、独・

仏・伊・英４ヶ国の機能的分析を行なっている。フランス憲法学とりわけ議会

研究者の分析スタイルが伝統的に制度の概念分析に偏る傾向があるのに対し

て、ヴァンゼル氏の論考は一石を投じるものとなっている。また、内閣と議会

に別々に付与された権限のバランス、そして“合理化された議会制”の装置と

されてきた諸々の制度の特徴及びそれらの運用実態に基づいて、議院内閣制に

おける立法過程の合理化手続を古典的変異型と現代的変異型に分類し、さらに

政府を支える議会内多数派の有無とその影響力の大きさから、４ヶ国がそれぞ

れどちらの類型に適合的であるのか明らかにしている点がヴァンツェル氏の独

創性といえる。こうした機能的分析手法は、日本を含め議院内閣制を採用する

諸国における立法過程の合理化手続を、制度や政治文化の相違を超えて比較可

能なものにしてくれるだろう。

　ところで、本稿でも触れられているように、フランスにおいては2008年に第

五共和制成立以来最大規模の憲法改正による統治構造改革が行われ、翌年の組

織法律制定による改正条項の施行、続く議院規則改正を経てこれまでの“議会

制の合理化”に大きな修正が加えられた。中でも、憲法42条の改正により、法

案を付託された各議院の委員会を法案審議の中心に据える改革が、立法権限の
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軸足を議会の側に引き戻す上で重要な改革であるとされる25。改正から３年余

を経て新制度の下での運用状況を分析したある論考では、法案審議過程におけ

る議会内多数派の影響力増大と委員会における閣僚のプレゼンスの低下が指摘

されており26、こうした現象はフランスが現代的変異型へと傾斜している徴証

としてよいのではなかろうか。

25 詳しくは、徳永貴志「フランス憲法改正による議会手続の変容―立法府と行
政府の再均衡化―」『政治変動と憲法理論』（敬文堂2011年）103頁。
26 Julie BENETTI, ≪Les rapports entre gouvernement, groupes de la majorité 
et groupes d’opposition≫, Jus Politicum, hors série 2012, p. 86.




