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〈北大立法過程研究会報告〉

立法過程の変化
── 野田政権から安倍政権へ ──

武

蔵

勝

宏

１．はじめに
本報告は、野田佳彦政権（2011年９月２日～ 2012年12月26日）と第二次安
倍晋三政権（2012年12月26日～ 2013年６月26日まで）を対象に、両政権にお
ける立法過程の比較分析を行うものである。立法過程は、そのプロセスにおい
て、政府与党内における法案作成過程と国会における法案審議過程に段階的に
大別できる。ここでは、政府与党内における法案作成過程を政府と与党の合意
形成における与党内の集権性の視点からとらえ、また、国会における法案審議
過程については、議会内多数派の形成における野党との連携可能性と与党内で
の政党規律の視点からとらえ、両政権における立法過程の問題点を考察し、そ
の改革提案を行うこととする。

２．議会の変換機能の規定要因
アメリカ議会に代表される変換型議会では、議員立法によって全ての法律が
作られる。議会は社会の様々な要求を法律に転換する機能を有し、多様な民意
を反映した議員によって国民的合意を形成していくことにその特徴がある。こ
れに対し、イギリス議会に代表されるアリーナ型議会は、政府が作成した法律
案を基に、迅速で効率的な決定を行うことを特徴とし、議会は政府に対して従
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属的でその立法機能は弱い。議会は与野党が争点を明示して討議を重ね、次期
選挙での国民の支持獲得を目指すアリーナの場としての機能を有している1。
表１は1996年の橋本内閣以降2013年の安倍内閣までの内閣提出法案の成立率
と修正率、議員立法の成立数の観点から、日本の国会の変換機能を量的に比較
したものである。議会内の多数派の形成が与党単独で可能な場合には、内閣提
出法案の成立率は高く、その一方で、内閣提出法案の修正率は低く、議員立法
の成立数も低いという、アリーナ型のパターンを示すこととなっている。逆に、
議会内の多数派を与党が単独で形成できず、野党との連携が不可避となった時
は、与党側から野党との連携が働きかけられ、結果として、内閣提出法案の修
正率は高く、議員立法の成立数も多いという、変換型のパターンを示すことと
なっているといえよう。また、日本の政党規律は厳格であり、与党内の凝集性
は一般的には高いとされる。しかし、民主党連立政権時においては、与党内の
凝集性が低下し、そのことが内閣提出法案の成立率の低下に表れている。この
ように、最近の日本の国会においては、ねじれ国会を契機に、国会の変換機能
は相対的に高くなっていると考えられる。ポルスピーが指摘したように、議院
内閣制の諸国においても、変換機能が高い国は存在しており、議院内閣制を採
用する諸国のすべてが、イギリスのように議員立法に対して政府立法の割合が
凌駕し、議会の変換機能が低いというわけではない。
表１

1990年代後半以降の歴代内閣の内閣提出法案の成立率及び修正率

成立法案中
新規提
成立件数
法案成 法案修 議員立法
の修正件数
出件数 （継続法案含む）
立率
（％） 正率
（％） 成立件数
（継続法案含む）
1996 ～ 1998年
橋本
340
320
19
94.1
5.9
41
1998 ～ 2000年
小渕
306
316
40
103.3
12.7
46
2000 ～ 2001年
森
121
113
17
93.4
15.0
32
2001 ～ 2006年
小泉
685
658
53
96.1
8.1
139
2006 ～ 2007年
安倍
109
102
5
93.6
4.9
30
2007 ～ 2008年
福田
90
77
18
85.6
23.4
32
2008 ～ 2009年
麻生
84
80
26
95.2
32.5
20
2009 ～ 2010年
鳩山
76
46
4
60.5
8.7
15
2010 ～ 2011年
菅
110
90
24
81.8
26.7
30
2011 ～ 2012年
野田
109
81
29
74.3
35.8
36
2012 ～ 2013年
安倍
75
63
14
84.0
22.2
10
合計・平均
2105
1946
249
92.4
12.8
431
注）135回国会から183回国会までを対象として集計。
年

1

内閣

変換型議会とアリーナ型議会の比較について、
Nelson W. Polsby,“Legislatures,”

in Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, eds., Handbook of Political Science,
Vol.5, Reading: Addison-Wesley, 1975, pp.277-296. を参照。
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３．多数決型かコンセンサス型か
もっとも、1990年代以降に実施された選挙制度改革や内閣機能の強化といっ
た政治・行政改革は、政権交代可能な二大政党制のもとで、与党の代表であり、
内閣の長である首相のリーダーシップを高め、立法過程において、官僚主導か
ら政治主導に転換し、国会審議の効率化を目指すウェストミンスターモデル型
の統治機構改革が含意されたものであったともされる2。
レイプハルトは、1971年から1996年の日本の多数決型民主主義の程度が、政
府・政党次元で－0.85（単位は標準偏差、以下同じ）、連邦制次元で－0.22の位
置にあることを示している（多数決型民主主義の典型であるイギリスではそれ
ぞれ1.39と1.19）3。日本が多数決型とコンセンサス型の中間に位置付けられたの
は、日本が多党制であり、非比例性指数が中程度を示す中選挙区制を採用して
いたこと、内閣の存続期間が短く、執政府の議会に対する優越性も低いことか
ら導き出された結論であったと考えられる。また、日本の二院制は中程度に強
く対称的で調和した両院関係にあり4、他方で、連邦制・分権指数は低い。55年

2

小沢一郎『日本改造計画』
（講談社・1993年）
、行政改革会議「最終報告」
（平

成９年12月３日）
、自民党国家戦略本部国家ビジョン策定委員会「政治システ
ム（最終提言）
」
（平成14年３月13日）
、菅直人『大臣（増補版）
』
（岩波書店・
2009年）
。
3

Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance

in Thirty-Six Countries, New Haven: Yale University Press, 1999, p.312.（アレ
ンド・レイプハルト（粕谷祐子訳）
『民主主義対民主主義―多数決型とコンセ
ンサス型の36 ヶ国比較研究』
（勁草書房・2005年）244頁）
。
4

二院制が強いものであるかどうかを規定する要因として、レイプハルトは、

①各議院に与えられている憲法上の権限、②議員の選出方法、③上院が下院と
は異なる選挙制度によって選ばれることがある点の三つの特徴を指摘してい
る。そして、両院がほぼ平等な憲法上の権限を持ち、かつ両院とも直接選挙で
選ばれる場合を対称的な二院制、両方の側面できわめて不平等な場合を非対称
的な二院制、上院が少数派を過大代表するような下院とは異なる選挙制度の違
いから両院の構成が異なる場合を不調和な二院制と呼び、対称かつ不調和な
二院制を「強い二院制」とし、対称あるいは不調和のうちどちらかが欠けてい
るものを「中程度に強い二院制」
、非対称で調和した場合を「弱い二院制」に
分類した。強い二院制としてはドイツやアメリカ、中程度に強い二院制のう
［87］
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体制時（1955年に成立し、おおよそ1993年の宮澤喜一政権まで継続した自民党
の長期政権時代）の日本においては、与党内の派閥や政調部会の族議員が法案
や予算の実質的決定権を握ることから、執政部の権力は大きく制約され、政府
と与党の二元体制をその特徴としてきた。国会においては、与党が衆参両院の
過半数を確保している場合においても、野党が審議拒否などで一定の粘着力を
発揮することは可能であり、その変換機能が皆無ということではなかった。そ
うした点で、首相の権力は、与党内の分権性と国会における多数派形成の必要
性から中程度にとどまり、議院内閣制の位置づけにおいても、多数決型とコン
センサス型の中間的な位置にあったと考えられる。日本の議会の立法機能は、
こうした議院内閣制の位置づけに基づく政府と政党の関係によって規定された
ものと考えることも可能であろう。
しかし、日本では、1996年以降の選挙制度改革によって有効政党数が減少し、
二大政党制への変化や、小泉内閣以降の首相権力の増大によって政府・政党次
元での見直しを必要としている。レイプハルトは、こうした近年の変化を踏ま
えて、1981年から2010年の日本の多数決型民主主義の程度が、政府・政党次元
で－0.71、連邦制次元で－0.15の位置にあることを示している5。このことは
1971年から1996年までの数値と比較して、政府・政党次元と連邦制次元におい
て多数決型の度合いを若干増加させたものの、多数決型とコンセンサス型の中
間であることに直ちに大きな変化をもたらしてはいないとの評価と考えられ
ち、対称的・調和な両院関係として日本やイタリア、中程度に強い二院制の
うち、非対称的・不調和な両院関係としてカナダやフランス、中程度に強い二
院制と弱い二院制の中間としてイギリス、弱い二院制としてオーストリアなど
が挙げられている（レイプハルト同163-168頁）
。なお、1996年の衆議院の選挙
制度改革後も、参議院では衆議院と異なる選挙制度が採用されているわけでは
ないので、レイプハルトの位置づけでは、日本の二院制は、中程度に強い二院
制のままである（Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms
and Performance in Thirty-Six Countries, 2nd ed., New Haven: Yale University
Press, 2012, p.199）
。しかし、日本の参議院の選挙区は投票価値の著しく不平等
な都道府県代表制を採用しており、そうした点で、2007年以降の日本のねじれ
国会の常態化も参議院が少数派を過大代表する選挙制度を存置したままである
ことの反映であるとするならば、日本の二院制が対称的で不調和な「強い二院
制」に実質的に変化したと解釈することも可能であろう。
5

Ibid., pp.305-309.
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る。同時期における日本の多数決型の度合いが増加した主要因は、中選挙区制
から小選挙区比例代表並立制への移行による非比例性指数の増加と有効議会政
党数の減少であり、逆に多数決型の度合いを低下させた主要因は、連立政権の
常態化による最少勝利単独内閣形成率の大幅な低下によるものである。
このように、日本の民主主義のパターンは、多数決型とコンセンサス型の中
間から1990年代半ば以降、選挙制度改革を要因として二大政党化が進み、多数
決型の要素を反映するようになると考えられる一方で、参議院での逆転を主な
原因として連立政権が常態化し、連立与党間の利害調整の困難さから首相権力
が制限を受ける状況がより増加することとなるとも考えられる。こうした相異
なる評価が考えられる中で、実際の立法過程は、理念型としての多数決型（ウェ
ストミンスターモデル化）への移行を顕著に示しているといえるだろうか。表
１で示した通り、実際の立法過程の結果は、多数決型への移行を目指した政治・
行政改革の意図が現実には必ずしも反映されていないとも考えられる。その要
因は、与党内の集権性が政権党（党内での合意形成が困難な場合と連立与党間
の利害調整が困難な場合が考えられる）において必ずしも確保されず、両院関
係における参議院の強さが野党の影響力となって多数決型とコンセンサス型が
混在した状況が継続されているといえるのではないか。すなわち、執政府－国
会関係における与党の自律性の強さと野党に有利に作用する国会運営の見直し
の遅れがその背景にあると考えることができるのではないだろうか。

４．首相のリーダーシップと立法過程の類型との関係
政治の大統領制化に注目するポグントケとウェッブは、議院内閣制の政権に
あって、大統領制と同様の首相の政治的リーダーシップを可能とする要因とし
て、執政の長である首相、党首の権力リソースの増加と、執政及び政党内での
首相、党首の自律性の増大、国民による党首個人に注目した指導者選択の選挙
過程が顕著になったことを挙げている6。1990年代後半以降の政治・行政改革の
成果を活用し、選挙制度改革によって生じた与党党首としての権力と内閣機能

6

Thomas Poguntke and Paul Webb, eds., The Presidentialization of Politics: A

Comparative Study of Modern Democracies, Oxford: Oxford University Press,
2005, p.4.
［89］
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強化によって生じた首相としての権力を行使し、強いリーダーシップを可能と
したのは近年では小泉純一郎首相である。しかし、選挙制度や執政制度が作り
出す権力基盤が、首相の積極的な権力行使を常に可能にするわけではなく、首
相個人の個性や政党内部でのガヴァナンス、参議院における与野党逆転といっ
た要素が首相の権力行使の制約要因となってきた7。小泉首相が、首相（党首）
への集権化を実現しえたのは、内閣官房や経済財政諮問会議を活用し、世論の
強い支持を背景に、官僚機構や族議員の抵抗を封じ、執政府や与党からの強い
自律性を確保することで、自らのリーダーシップを強化することができたから
である8。他方で、小泉政権においては、５年半の在任中、両院の過半数を確保
し、参議院における野党の強い抵抗を受けることがなかったことが長期にわた
る政権の維持を可能にしたのも事実であろう。
こうした首相主導の立法過程が可能となる要件を列挙すれば、以下の項目が
挙げられる。
１）執政府において官僚機構に対して首相が主導権を確保できる。
２）与党内において集権性を確保できる。
３）連立政権において連立与党間の合意を確保できる。
４）衆参両院において与党が単独で多数派を形成できる。
すなわち、首相のリーダーシップは、執政府内9においては、閣僚や官僚機
構との関係から、与党内においては、族議員や派閥、議員グループなどに対す
る与党の集権性の強弱から、連立与党間においては、連立与党内の集権性の強
弱から、国会においては、多数派の形成が与党単独で可能か、野党との連合が
必要かの観点から、それぞれの組み合わせによって、強いリーダーシップから、

7

待鳥聡史『首相政治の制度分析─現代日本政治の権力基盤形成』
（千倉書房・

2012年）185-186頁。
8

小泉政権における首相主導の政策決定プロセスへの転換を選挙制度改革と行

政改革の制度改革の帰結とする研究として、竹中治堅『首相支配─日本政治の
変貌』
（中央公論新社・2006年）
、内山融『小泉政権─「パトスの首相」は何を
変えたのか』
（中央公論新社・2007年）を参照。
9

狭義の執政は、内閣及びその構成員である閣僚を指すが、官僚制の影響力が

強い日本の場合、閣僚は内閣の一員としての役割意識よりも、官僚からなる各
省庁の代理人としての要素を強くもつ。そのため、本稿では、執政の定義を閣
僚と各省庁の幹部官僚を含む中核的執政として広く捉えることとする。
北法64（6・271）2283
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弱いリーダーシップにまで類型化ができる。
この場合、首相の強いリーダーシップは、立法過程を多数決型に、首相の弱
いリーダーシップは立法過程をコンセンサス型に、そして、
首相の中程度のリー
ダーシップは立法過程を中程度の多数決型または中程度のコンセンサス型に位
置付けることになると考えられる（表２参照）。
表２

与党の
集権性

強い
弱い

首相のリーダーシップと立法過程の類型との関係
議会多数派の形成
与党単独
野党との連合
強いリーダーシップ
中程度のリーダーシップ
（多数決型）
（中程度のコンセンサス型）
小泉・第一次安倍政権
福田・麻生・第二次安倍政権
中程度のリーダーシップ
弱いリーダーシップ
（中程度の多数決型）
（コンセンサス型）
鳩山政権
菅・野田政権

野田政権と第二次安倍政権（以下では単に安倍政権と表記する）は、ともに
ねじれ国会下であり、参議院の多数派形成においては、野党との連合が必要で
あった。そうした点で、首相のリーダーシップは必然的に弱まり、国会はコン
センサス型の特徴を持つこととなるはずである。しかも、
野田政権においては、
与党内の集権性が小沢グループとの党内対立によって十分に確保できず、首相
のリーダーシップはより制限されたものになる。もっとも、野田政権は前任の
菅直人政権と比較して官僚機構との関係を再構築し、財務省を中心とした官僚
機構からのサポートを受ける体制にあった。このことは首相自身の政権運営に
おける権力リソースを高めることに寄与した半面で、官僚機構からの自律性を
弱める要素も有していた。他方で、安倍政権はねじれ国会であったものの衆議
院では三分の二の議席を確保し、連立与党の公明党との関係さえ維持できてい
れば再可決も可能であった。実際にも、安倍政権は、小泉政権以来の高い内閣
支持率に支えられて、与党内及び連立与党間の集権性を強め、官僚機構に対す
る統制も官邸を中心に確保可能であった。こうした執政府及び与党に対する強
い自律性と統制権力を掌握することで、政府与党内の政策決定過程で主導権を
とることとなった。また、国会においても、連合形成のパートナーを民主党以
外にも日本維新の会等の保守系会派と組むことが選択肢としてありうること
も、二大政党制時と比較して、与党側の野党に対する主導性を確保することを
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可能とした。このように、野田政権においては、民主党内での亀裂が深刻化し、
ねじれ国会での野党の優位のもとで、首相のリーダーシップは極めて弱いもの
となった。そこでは、与野党間の合意によってしか立法を実現できない状況に
陥り、国会におけるコンセンス型化が顕著となった。しかし、安倍政権におい
ては、与党内の集権性と議会多数派の形成を確保することで、
強いリーダーシッ
プを行使しうる多数決型の傾向をも有するようになったと考えられる。

５．政府与党内での法案作成過程はどう変化したか─野田政権
民主党が政権交代によって目指したのは、統治制度を改革することで、自民
党政権時代の「鉄の三角形」の政治構造を変え、マニフェストに掲げた五つの
約束（政策）を実現することであった。政権獲得後、鳩山由紀夫政権の下で、
事務次官等会議の廃止、政務三役会議による決定、国家戦略室や行政刷新会議
の設置といった政治主導体制の確立が目指された。同時に、小沢一郎幹事長主
導の執行部によって、政調会の廃止、族議員の排除、利益団体からの陳情の党
幹事長室への一本化、官僚の天下りの禁止、自民党支持の有力利益団体の審議
会からの排除といった、政治構造の転換が図られた。
しかし、2010年参議院選挙での民主党の敗北は、政権交代後の民主党連立政
権の統治能力の欠如に対する世論の離反を反映したものでもあった。
民主党は、
政治主導でマニフェストの実現を目指したが、現実には、財源対策に十分な検
討がなされておらず、政策そのものも、広く薄く利益を分配するバラマキ型の
要素が強かった。その背景には、野党時代の民主党が官僚からの十分なサポー
トを受けずに、選挙目当てでマニフェストを作成した詰めの甘さがあったとい
える。政権獲得後も、政治主導の理想とは裏腹に、官僚の役割を過度に制限し、
その実務能力を活用しなかったために、必ずしも効果のある政策の企画立案や
実施過程までを踏まえた制度の設計に成功したとはいえなかった。行政刷新会
議の事業仕分けは官僚たたきのための政治的ショー化し、国家戦略室も予算編
成の司令塔になることはできなかった。事務次官等会議を廃止し、政務三役が
各省間の調整にあたったものの、官僚に代わる調整能力は持ちえなかった。こ
うした統治機構の改革の失敗が民主党政権の実績が挙がらなかった要因となった。
また、制度や構造によって確立されてきた既得権に対して、その改革を行う
ことが容易でないのは、制度そのものが、抵抗力や経路依存性を持つからであ
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る10。子ども手当の導入や製造業派遣労働の禁止、後期高齢者医療制度の廃止、
被用者年金と国民年金の一元化、農業の戸別所得補償の法制化や、公共工事の
中止に、自治体や利益団体などの関係団体や自民、公明両党が反対したのも、
旧制度から新制度への変更に対する既得権の側からの抵抗によるものであっ
た。利害団体との調整を排除し、関係団体の合意を調達することなしに提案し
た新制度は、結果的にいずれも撤回や導入そのものが実現できないことになっ
たのである。
こうした失敗の要因は、統治システムを表面的に変えただけでは改革の成果
を上げることは困難であるということである。財源の裏づけや政策の実現可能
性、利害関係者からの合意調達がなければ、改革は進展しないことを示すもの
であったといえよう。野田政権はこうした前政権までの統治機構の改革の挫折
に学習し、民主党のマニフェストに縛られずに統治システムの運用を改善する
ことを優先した。官僚の関与を否定せず、政調会もバラバラの党内の意思を統
一するための事前審査の場として活用し、経済界や農協、医師会等の利益団体
とも関係の構築に努めるようになった。つまり、民主党に欠如していた政策決
定の技術を旧自民党政権の手法に倣うことで、安定的な政策決定と政権基盤の
強化を目指したのである（表３）。
表３

民主党政権におけるアクター間の関係
鳩山政権

菅政権
仙谷由人官房長官
キーパーソン
小沢一郎幹事長
（官房副長官）
大臣主導
官邸主導（有識者）
政官関係
政務三役会議
次官会議の復活
政策決定の政府への 政調会長が閣僚を兼
政府・与党関係
一元化
務
幹事長室
陳情要請対策本部
利益団体との関係 自民党支持団体の排 政府審議会における
除
利益団体の復帰？
野党との関係
与党による多数決
野党に協力呼びかけ

野田政権
前原誠司政調会長
政府内における官僚
の発言権強まる
党の事前審査
政府・民主三役会議
国家戦略会議等
経済団体、農協、医
師会との関係構築
野党との修正合意

2011年８月の代表選挙で勝利した野田佳彦首相は、与党内の亀裂を修復する
10

Paul Pierson, Dismantling the Welfare State? : Reagan, Thatcher, and the

Politics of Retrenchment, New York: Cambridge University Press, 1995, p.181.
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党内融和を進めつつ、行き過ぎた政治主導を見直し、官僚や経済界などの利益
団体との関係についても、協調・協力関係へと政権の立て直しに専念すること
となった。野田首相は、政調会長に代表選挙を争った前原誠司を充て、党政調
の役割を強化した。すなわち、重要政策は党政調の議論を経て政府・民主三役
会議で決定することとし、閣議の事前に党側が法案の審査を行う
「事前審査制」
が復活することとなった。政府・民主三役会議を最高意思決定機関として位置
づけたのは政府・与党が一体となって政策決定の責任を持つことに狙いがあっ
た。実際には、政府・民主三役会議の政府側メンバーは野田首相と藤村修官房
長官のみで党の役割が重みを増すこととなった。議員立法についても政府と党
の調整のため政調会長や副大臣らで構成する議員立法調整チームを廃止し、法
案提出の可否を政調部門会議の議論を経て政調役員会で決定することとした。
また、野田首相は小泉政権時に重用された経済財政諮問会議をモデルの一つ
として経済界首脳をメンバーに含む国家戦略会議を設置し、重要政策の議論の
場とすることを目指した。国家戦略会議は日銀総裁や経済界首脳ら主要メン
バーと首相との恒常的な意見交換の場を設定することで、経済セクターとの調
整不足に陥っていた問題を改善する機能を持つようになった。行政刷新会議や
行政構造改革会議に先行して設置された行革有識者懇談会には経団連のメン
バーも含まれるようになった。
一方で、政府の懸案事項となる政策の企画立案に関しては、各省内では官僚
の関与が強まった。野田首相が適材適所の人事よりも、党内融和を重視した閣
僚人事を行ったことがその一因である。特に、野田首相が財務大臣から首相に
なったため、政府内での財務官僚の影響力が強まることとなった。菅政権の時
に復活した事務次官による各府省連絡会議の役割を震災復興に加えて国政全般
に拡大し、法令解釈担当の閣僚を置いて内閣法制局長官の国会答弁を認めてい
なかったのを解除したのも野田政権からであった。
野田政権においては、政府内での官僚や政調会、利益団体の影響力が強まる
ことによって、予算編成にも変化が生じた。政権交代によって減少してきた公
共事業費は2012年度予算で震災復興費を含めると前年度比6.6％増となり、東
京外郭環状道路や整備新幹線の未着工区間など、凍結されていた事業が復活す
ることとなったのは経済界や国土交通省での官僚の影響力が増したことによる
ものであろう。その半面で民主党のマニフェストで掲げられた高速道路の無料
化は2012年度限りで終了するため、予算から消えることとなった。また、農業
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政策においても、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）などの貿易自由化対
策として、政府が農地の集積・大規模化を打ち出すなど、鳩山政権時の小規模
兼業農家重視から、野田政権において農林水産省や農協側の主張する専業農家
の担い手支援に方向を戻したともいえよう。2012年２月の診療報酬の改定に際
しても、日本医師会から与党議員への強力な働きかけによって、本体部分
1.379％のプラス改定となり、病院勤務医への配分に加えて在宅医療の推進に
も増額分の配分がなされた。メンバーから除外されていた中央社会保険医療協
議会以外のルートで日本医師会が政界への働きかけを強めた成果であるといえ
よう。子ども・子育て支援に関しても、少子化社会対策会議のもとに設置され
たワーキンググループによって議論が重ねられ、2012年３月、政府は子ども・
子育て新システム関連３法案を取りまとめた。しかし、政府案の目玉とされる
総合こども園も、幼稚園側からの慎重意見に配慮し、幼稚園からの移行につい
ての義務付けはなされなかった。文部科学省や私学団体の影響力が作用した結
果ともいえよう。これらの予算に対して、民主党のマニフェストを前進させた
項目としては、自治体が自由に使える一括交付金を目指した地域自主戦略交付
金が6754億円に増額され、公立小学校の35人学級も小学２年生にも導入するこ
ととなった。介護報酬についても、2012年度から1.2％引き上げられることと
なったが、事業者からみた実態は据え置きに近く、介護労働者の賃金を月額
４万円引き上げるとしたマニフェストは達成できなかった。
他方で、ねじれ国会では野党との調整が不可欠なため、政府に対して党の側
の力が強まる。消費税増税を中心とする社会保障と税の一体改革関連法案では、
政府は党政調の社会保障と税の一体改革に関する合同会議での事前審査に８日
間、46時間余りの時間と譲歩を重ねて党内の合意を得る手続きをとった。民主
党の党内調整の結果、政府案の消費税の引き上げにあたって、景気条項として
経済状況の好転を条件として規定し、名目３％程度、実質２％程度の経済成長
率の数値目標を付則に明記した。また、税率を10％に上げた後、さらに税率を
引き上げる時期について公布後５年をめどとしていた再増税条項を削除するこ
ととなった。このように、すでに政府が閣議決定した消費増税大綱からの後退
や先送りを強いられたのは、党内の小沢グループを中心とする反対派との妥協
を執行部が迫られたからである。
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６．国会における審議過程はどのように変化したか─野田政権
野田政権が発足した178回臨時国会における会派の構成は、衆議院では与党
が民主302、国民新党５の307議席を有し、野党は自民118、公明21、共産９、
社民６、みんなの党５、たちあがれ日本２、国益と国民の生活を守る会２、無
所属10、欠員１と与党側が圧倒的に優位な状況にあった。衆議院で院内交渉団
体として議院運営委員会に理事を出せるのは、民主、自民、公明の３会派であっ
た（民主６、自民２、公明１）。
一方、参議院では、与党は民主106、国民新党３の109議席と、過半数122に
13議席が不足していた。これに対し、野党は、自民83、公明19、みんな11、共
産６、たちあがれ改革５、社民４、無所属５と与野党逆転状態であった。与党
にとっては、衆議院での再可決は極めて困難な状況にあり、参議院での過半数
に不足する議席数を補うためには、自民、公明、みんなの党等のいずれかの賛
成を取り付ける必要があった。参議院の院内交渉団体として議院運営委員会に
理事を出せるのは衆議院と異なり、民主、自民、公明、みんなの４会派であっ
た（民主３、自民２、公明１、みんな１）。
こうした会派の構成を反映し、議事運営権を握る委員長人事では、衆議院の
委員長のポストはほぼ与党が独占し、常任委員会では、決算行政監視と懲罰が
自民に、特別委員会では、沖縄北方が自民に、青少年問題が公明に割り当てら
れたのみであった。これに対し、参議院では、常任委員会のうち、法務が公明
に、文教科学、国土交通、環境、基本政策、決算、行政監視に加え議院運営委
員会も自民にそれぞれ委員長ポストとして与えられ、特別委員会では、災害対
策、沖縄・北方、ODA が自民に、消費者問題が公明に委員長ポストが与えら
れた。2010年参議院選挙後の175回臨時国会以降、参議院で議院運営委員長の
ポストを野党の自民党が握ったことは、法案の趣旨説明の聴取を通じて法案の
付託順を野党側が実質的にコントロールすることとなり、参議院における野党
の影響力を強めることとなった。
一方、野田政権においては、与党の民主党内での亀裂が進み、180回通常国
会での消費増税法案をめぐって離党者が相次ぎ、分裂状態となった。180回通
常国会が召集された2012年１月の時点では、衆議院議員の離党者９名が新党き
づなを結成し、衆議院の民主党の議員数は292名となった。７月には小沢一郎
元代表ら離党者が新会派・国民の生活が第一を結成し、新党きづなと合流し、
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衆議院で47名、参議院で12名の勢力となった。181回臨時国会が召集された10
月には、民主党は国民新党との統一会派でも衆議院で248名と過半数を少し上
回る勢力に過ぎなくなり、参議院でも統一会派を組む国民新党と併せて90議席
にまで減少した。その結果、国民の生活が第一が院内交渉団体となり、衆参両
院で議院運営委員会の理事のポストを獲得することとなった（衆議院では、農
林水産委員長ポストも獲得した）。このように、与党の民主党においては、党
内における執行部と反執行部の小沢グループの対立が顕著となり、野田首相は
与党内の消費増税や TPP への反対派議員に対する指導力を確保できなくなっ
た。こうした党内の集権性のぜい弱性を補完し、野党勢力の自民、公明両党と
の間で連携を図ることは、衆参両院の多数派を形成するために不可欠の手段と
なっていったのである。以下、国会別に野田政権における法案審議をめぐる野
党との合意過程を見ていくこととしよう。
まず、新政権発足後の178回臨時国会では国会に事故調査委員会を設置する
福島原子力発電所事故調査委員会法案が議員立法で成立した。続く179回臨時
国会では、閣法提出数16件（継続法案を含め38件）に対し、成立数は10件（継
続法案を含め13件）、議員立法は１件が成立した。特に、同国会では、成立し
た閣法の13件中、８件が衆議院で修正され、閣法全体の修正率は69.2％に達し
た。これは東日本大震災からの復興スキームの具体化に当たり、復興財源を含
めて民主、自民、公明の３党を中心に詰めの協議が行われ、その合意内容を修
正に取り込んだ結果によるものである。補正予算の国会提出にあたっては、野
田首相の提案により、３党による事前協議が行われた。2011年度第三次補正予
算及びそのための復興財源確保法案では３党の修正合意により、特別会計の設
置、一般会計の決算剰余金が出た場合の復興財源への優先配分を財源確保法案
の付則に明記し、2011年11月21日に成立することとなった。また、国税特例法
案、地方税特例法案では、復興債についての償還期間を延長し、財源のための
増税もその額を引き下げて期間も延長する自民、公明両党の要求に沿う形で共
同修正して成立することとなった。同法案の成立により、菅政権から継続審議
となってきた法人税率の引き下げがようやく実現したが、大企業は復興特別法
人税による負担と法人税率の５％引き下げが相殺され、実質的な負担増になっ
ていないとして、共産、社民が反対した。また、国民年金法改正案では、国庫
負担２分の１のための財源が復興財源に使われたため、その穴埋めとして復興
債を充てる政府案が８月の３党合意に基づき提出されたのに対し、３党の共同
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修正で財源の確保のために税制上の措置を講じることを明記することとなっ
た。参議院で野党４党が提出した二重ローン被災事業者救済を図る震災事業者
再生支援機構法案では、民自公３党の協議により、野党案を成立させることに
合意し、政府案よりも幅広い企業を救済することが可能な事業者再生支援機構
を設置することとなった（衆議院で３党に加え、社民、国民新党、共産の６会
派が共同で修正を行った）。
閣法の東日本大震災復興特区法案では、対案の参議院自民党提出の議員立法
「東日本大震災災害復旧及び災害復興臨時交付金法案」の両案について衆議院
で３党協議が行われ、国会の関与の拡大や復興交付金の要件について自治体の
裁量を拡大する野党案の内容を民主党が受け入れ、民自公３党に国民新党、た
ちあがれ日本の５会派の共同による修正で成立させた。閣法の復興庁設置法案
では、各府省の復興事業の予算配分の権限を復興庁に移す同庁の権限強化を図
る修正を民自公３党に国民新党、たちあがれ日本の５会派が共同で提出して成
立させた。特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金支給特別措置法案についても、
給付金の財源を所得税の改定で充てるとしていた政府案に対して、所得税法の
改正で財源の手当てができなくなったため、それに代わる財政上・税制上の措
置を講じて確保することを３党の共同で修正を行った。同国会では、郵政改革
法案について国民新党が日本郵政株の売却収入を復興財源に充てる考えを表明
し、公明党が修正協議に応じる態度に転じたが、審議時間の不足で成立には至
らなかった。公務員給与臨時特例法案や地球温暖化対策基本法案などの閣法も
継続審議となった。
180回通常国会では野党の影響力が一層強まることとなった。2012年度予算
は、2012年３月８日衆議院を通過し、参議院では野党が反対し、否決されたも
のの、４月５日に成立した。税制改正法案も、地球温暖化対策税の導入や年収
1500万円超の給与所得控除の上限設定など提出時から自公両党が認める内容に
絞ったため、自公両党が賛成し、年度内に成立にこぎつけることとなった。主
要法案では、３党合意を原則として法案が成立することがより顕著になった。
子ども手当を児童手当の名称に戻す児童手当法改正案、国家公務員給与法改正
案、福島復興再生特措法案、沖縄振興特措法案など、共同修正で３党の足並み
がそろい年度内に成立した法案は９件に上った。児童手当法改正案の成立によ
り、新手当は６月から年収960万円以上の世帯に所得制限が設けられ、該当す
る世帯は月額５千円に減額された。2011年１月からの所得税の年少控除廃止と
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2012年度からの住民税の年少控除廃止によって年収488円以上の世帯では旧児
童手当の時代と比べて実質的な手取りが少なくなることとなった。
国家公務員給与法改正案では、政府は民主党の最大の支持団体である連合に、
人事院勧告を廃止して公務員に協約締結権を回復させることを約束したことか
ら、2011年９月の人事院勧告を受け入れないとしていた。これに対し、自民党
は協約締結権に反対しており、公明党とともに人勧の実施分（0.23％引き下げ）
を含めて給与の引き下げ分を7.8％にする対案を提出していた。民主党は公務
員の給与引き下げによって震災復興の財源計6000億円を捻出し、消費税増税へ
の国民の理解を得たいとの思惑から、人勧を受け入れたうえでさらに2013年度
末までの２年間で7.8％削減する修正案をまとめ３党の実務者協議に提案する
こととなった。自民党は民主党の修正提案に対して、地方公務員の給与への波
及をもとめ、逆に民主党側は連合との約束から協約締結権の回復を盛り込んだ
国家公務員制度改革法案のセットでの成立を求めた。最終的には、復興財源確
保を優先し、地方公務員の給与減額についても、「（自治体が）自主的かつ適切
に対応するものとする」規定を付則に追加することで、自公案をほぼ丸呑みす
る形で2012年２月29日に成立した。
また、労働者派遣法改正案では、2011年11月の民自公３党による修正合意で
製造業派遣と登録型派遣を原則禁止する規定が削除され、短期派遣の禁止が２
か月以内から30日以内に、みなし雇用制度の施行も３年後に先送りされるなど、
規制内容が大幅に後退する形で2012年３月28日に至って成立することとなった
（社民、共産、みんな反対）。４月27日には、郵政民営化改正法案が民自公３党
など提出の議員立法で成立した。ゆうちょ銀行、かんぽ生命の全株を売却する
よう義務付けていたのを努力規定に変更し、５社の日本郵政グループを４社に
再編する。2009年に成立した株式売却凍結法は廃止し、政府が100％保有する
日本郵政株は３分の１を残して売却が可能となった。売却益は震災復興の財源
に充てられることになった。また、環境省の外局として原子力規制庁を設置す
る政府案に対して、自民、公明両党は独立性の高い国家行政組織法の３条委員
会である原子力規制委員会を設置する対案を提出し、政府与党は自民・公明の
対案を受け入れ民自公３党提出の議員立法が６月20日に成立した。
一方、同国会の最大の焦点である消費増税関連法案などの社会保障と税の一
体改革関連７法案が３月30日に国会提出された。自民党は前田武志国土交通大
臣と田中直紀防衛大臣の二閣僚の問責決議を４月20日に可決し審議拒否戦術に
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出たが、公明党の賛同が得られず、結局、４月26日に衆議院に社会保障と税の
一体改革特別委員会が設置され、一体改革関連７法案が付託された。法案審議
と並行して、民主党と自民、公明の３党による修正協議が実務者レベルで行わ
れ、政府案の給付付き税額控除導入とともに公明党の主張する複数税率導入に
ついても検討することを付則に明記し、社会保障分野では、自民党の提出した
社会保障制度改革推進法案をベースに、民主党のマニフェストの主要政策であ
る「最低保障年金の創設」と「後期高齢者医療制度の廃止」の扱いについて、
新設する社会保障制度改革国民会議に検討を委ねることとした。総合こども園
の創設は見送りとなり、年金交付国債の規定を削除するなど、消費増税の見返
りに、自民・公明の要求をほぼ受け入れる形で６月16日に３党合意が成立した。
民主党内では、同合意の受け入れについて税制調査会等の合同会議で小沢グ
ループが反対し紛糾したものの前原政調会長一任で最終的に了承された。６月
26日の衆議院本会議での消費増税法案の採決では民主党内から大量の造反が出
て、小沢一郎議員ら50人の議員が集団離党し、新党結成へと発展することとなっ
た。８月８日には、野田首相と谷垣禎一自民党総裁、山口那津男公明党代表の
３党党首会談が行われ、法案の成立について合意し、
2014年４月より税率を８％
に、2015年10月より10％に引き上げる消費増税法案等の一体改革関連８法案が
８月10日に成立に至った11。
同法案成立以後、自公両党は野田首相の近いうちに国民の信を問うとの約束
の早期履行を求めたが、政府与党は、特例公債法案を８月24日、衆議院選挙制
度改革法案を８月27日、それぞれ自民党など野党が欠席する中で、衆議院の委
員会において強行採決した。こうした中で、自民党は自公を除く野党７会派が
提出していた野田首相の問責決議案に賛成することとし、８月29日、公明党を
除く野党の賛成多数で同決議が可決された。問責決議が可決された以降の参議
院では、衆議院から送付された特例公債法案や衆議院選挙制度改革法案の審議
が行われず、両案は参議院で廃案となった。このように、同国会では、３党協
議によって20件の閣法が修正合意で成立したものの、一体改革関連法案の成立

11

成立したのは消費税法改正案、地方税法・地方交付税法改正案、年金機能強

化法案、被用者年金一元化法案、子ども・子育て支援法案、同関係法律整備法
案の閣法６件と社会保障制度改革推進法案、認定こども園法改正案の衆法の２
件である。
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以降は野党側が審議を拒否し、同国会での閣法の成立数は、提出数83件（継続
法案を含め106件）に対し55件（継続法案を含め61件）にとどまり、成立率は
戦後の通常国会で３番目に低い58％となった。一方で、成立した閣法の修正率
は32.8％に上り、議員立法についても、衆法24件、参法７件の合計31件が成立し、
与野党間の修正合意を委員会提出とする事例が顕著に増加することとなった。
続く181回臨時国会では衆議院の解散を求めて野党は審議拒否を継続したが、
野田首相からの特例公債法案の成立や衆議院の定数削減等を解散の条件とする
11月14日の党首討論での要求に自民、公明両党が応じることで、特例公債法案
など閣法７件、議員立法３件が成立し、衆議院解散、総選挙へと展開すること
となった。
179回から181回国会にかけての野田政権時に成立した閣法81件に対する野党
各会派の賛成率は、自民100％、公明100％に対し、みんな72.8％、社民65.4％、
共産56.8％の順であった。また、180回国会の会期末の７月４日に結成された
国民の生活が第一、みどりの風の成立した閣法32件に対する賛成率はともに
71.9％であった。野田政権においては、民主党内の分裂を起因とする首相の党
内に対する指導力の低下により、衆参両院の多数派を形成するためには野党の
自公との連携がより不可欠となった。このことが、野田政権時の立法過程を規
定する要因となり、多数主義的な議事運営はかげをひそめ、与野党協調的な議
事運営に基づくコンセンサス型の立法過程が出現することとなったのである。
対する野党の自公両党は、社会保障と税の一体改革に基づき消費増税法案の成
立に関して協調路線を進めたものの、特例公債法案については、野田政権との
対決姿勢をとった。通常国会では衆議院財務金融委員会に付託後も６か月近く
特例公債法案の委員会審議がストップし、臨時国会への再提出後は、特例公債
の減額抑制を強く求める自公両党に応じて、民自公３党の幹事長・政調会長に
よって法案修正を行うことで合意したのは、11月13日に至ってであった。この
ように、議事運営や採決ルールが野党に有利に働くことで、自公両党は法案の
実質的な生殺与奪権を握ることとなった。その結果が、自公両党の賛成の得ら
れる内容になるよう、与党側が閣法の修正に応じ、自公両党の最終的な閣法に
対する賛成率が100％に達するという民自公３党による議会連合の結果を導い
たのである。
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表４

180回国会

委員会別主要法案の所要日数

衆
衆
衆
参
参
参
委員会名
法案名
合計 成立日
つるし 委員会 本会議 つるし 委員会 本会議
総務
※地方税法改正案 / 自公
21
16
0
13
8
1
59 ３月30日
同
※地方交付税法改正案 / 自公
21
16
0
13
8
1
59 ３月30日
財務金融
※特別会計改正法案 / 自公
28
16
0
13
8
1
66 ３月30日
同
※租税特別措置法改正案 / 自公
25
16
0
13
8
1
63 ３月30日
※特例公債法案 / 与のみ→自
同
28
185
4
217
廃案
公（181臨時会）
◎労働者派遣法改正案（継続）
厚生労働
─
43
1
15
4
1
64 ３月28日
/ 自公
環境
原子力安全確保法案
119
119 内閣撤回
同
原子力安全調査委員会法案
119
119 内閣撤回
原子力規制委員会設置法案（衆
同
0
0
1
0
5
0
6 ６月20日
法）/ 自公
一体改革特委 ◎年金制度改革法案 / 自公
39
49
0
15
30
0 133 ８月10日
同
◎被用者年金一元化法案 / 自公
25
49
0
15
30
0 119 ８月10日
◎子ども・子育て支援法案 /
同
41
47
0
15
30
0 133 ８月10日
自公
同
総合こども園法案 / 自公
41
41
廃案
同
◎消費増税法案 / 自公
42
46
0
17
28
0 133 ８月10日
注 つるし欄の太字は趣旨説明を聴取した法案、※は予算関連法案、◎は与野党修正した法案、
法案名末尾は主要野党の賛成会派

７．政府与党内での法案作成過程はどう変化したか─安倍政権
2012年12月16日に実施された総選挙の結果、与党の民主党は57議席と惨敗し、
294議席を獲得した自民党と31議席を獲得した公明党による第二次安倍内閣が
12月26日に発足した。しかし、参議院での与党の議席は過半数の118議席（欠
員６）に16議席が不足するねじれ国会が政権交代後も与野党の立場を変えて続
くこととなった。もっとも、与党は衆議院で325議席を有していることから、
衆議院で再可決が可能な３分の２の勢力を持つこととなった。このことは民主
党政権時代の決められない政治に対して、有権者が変化を望んだ結果でもある
といえよう。
安倍政権は、組閣にあたって、麻生太郎財務大臣、谷垣禎一法務大臣、太田
昭宏国土交通大臣の党首経験者３名を入閣させ、総裁選を戦った石原伸晃、林
芳正を環境大臣、農水大臣で入閣させるなど党内の各派閥や実力者を総動員す
る内閣を作った。また、党役員人事でも、総裁選を争った石破茂を幹事長とし、
党三役に女性の高市早苗政調会長、野田聖子総務会長を起用した。閣僚の中で
北法64（6・259）2271
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も、経済政策の運営は麻生財務大臣、甘利経済再生担当大臣、茂木敏充経産大
臣が中心となり、官邸は、菅義偉内閣官房長官が側近として首相を支えること
となった。官僚制を取り仕切る事務官房副長官には杉田和博元内閣危機管理監
を充て、政務の首相秘書官には経産省出身の今井尚哉を充てた。野田政権にお
いて財務官僚が強い影響力を持ったのに対し、安倍政権では、官邸において経
産官僚の起用が増えた。安倍政権における政策形成は、閣内においては、TPP
や規制改革などの懸案事項について閣僚協議を用いて政策調整を行うケースが
目立った。その際、キーパーソンとなったのは、麻生、甘利の両大臣と取りま
とめ役としての菅官房長官であった。また、官僚機構に対しては、各省の局長
級以上の幹部人事を官邸主導で決定し、人事面でにらみを効かすことで官僚の
掌握を図った。
安倍政権における官邸主導のための司令塔としては経済財政諮問会議を復活
させ、産業競争力会議を新たに設けた。前者は、小泉政権時にマクロ経済運営
を財政政策と整合的に行うために活用された機関であり、首相が議長を務め、
民間人議員が官僚の代弁者である大臣に対して強い力を持つこととなった。安
倍政権では、学者議員として伊藤元重、高橋進、経済界から小林善光（三菱ケ
ミカル）、佐々木則夫（東芝）の現役の経済人、黒田東彦日銀総裁といった首
相の政策に近い発信力のあるメンバーが首相自らの人選で任命され、予算編成
の基本方針やデフレ脱却に向けたマクロの基本設計を担う機関として位置づけ
られた。後者の産業競争力会議は10名の民間企業経営者を中心に構成され12、
成長戦略の具体策を策定する役割を担う機関とした。省庁側からの規制改革へ
の抵抗に対しては規制改革会議と連携し、全閣僚からなる日本経済再生本部に
おいて安倍首相から閣僚に指示を出すという仕組みを採用することで、実行性
を確保することが目指された13。
その一方で、安倍政権では、自民党による事前審査制が復活し、党の政調部
会、総務会が承認しなければ予算や法案の国会提出が認められないこととなっ
た。しかし、党内の有力議員を入閣させ、世論からの首相に対する支持率が高

12

産業競争力会議のメンバーは、竹中平蔵慶應義塾大学教授、坂根正弘コマツ

会長、新浪剛史ローソン社長、三木谷浩史楽天会長ら10名の有識者委員で構成
された。
13

甘利明「経済成長と財政再建は必ず実現できる」
『Voice』
2013年３月号59頁。
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いことを背景に、党の側の反対派の力は相対的に弱まることとなった。TPP
への参加表明について安倍首相が日米首脳会談から帰国後、党役員会に対して
一任を求めたのに対し、執行部が異議なく了承していることはその一例であろ
う。国土強靭化の名目での公共事業増額や、TPP・規制改革への反対に関して、
族議員が声高な主張を控えたのも、参議院選挙前に人気の高い首相に抵抗する
ことの損得を計算しての配慮が働いたと考えられる。また、安倍首相は日本維
新の会の橋下徹共同代表らとも接触を行い、維新の会との連携可能性を示すこ
とで、党内の守旧派に対するけん制の手段を持ちえた。予算案の編成や税制改
正大綱の決定においても工程表を官邸側があらかじめ設定し、与党側が十分な
反論をする時間的猶予も与えなかった。このような首相の党運営によって、官
邸が党に対して強い権力を持つ政高党低現象が見られることとなった。
これらの官邸を中心とする政策決定機構を活用することで安倍政権における
政策形成過程はどのように変化したのであろうか。
安倍政権の最大の政策課題は、デフレ脱却による経済再生である。そのため、
安倍首相は、大胆な金融緩和と、機動的な財政政策、成長戦略を三本の矢とす
るアベノミクスを掲げた。まず、政権発足後に取り組んだのは、経済再生のた
めの緊急経済対策と補正予算である。2013年１月11日の閣議で国と地方合わせ
て総額20兆円規模の緊急経済対策を決定し、過去２番目の規模となる総額約13
兆円の2012年度補正予算を編成した。このうち、復興防災対策や国土強靭化を
目的に、公共事業に補正予算で4.7兆円が充てられた。また、民主党政権でカッ
トされた土地改良事業費を大幅に増額した。一方、金融政策では、衆議院選挙
の公約によって日銀との間で物価上昇率２％を約束する政策協定（アコード）
を結ぶことを掲げていたが、政権獲得後は、日銀の独立性に配慮し、日銀が物
価安定の目標を２％とする一方、政府は競争力・成長力を強化し、持続可能な
財政構造を確立する取り組みを進めるとする、政府・日銀の共同声明を１月22
日に出した。白川方明日銀総裁の後任には黒田東彦アジア開発銀行総裁（元財
務官）を起用し、以後、異次元の金融緩和による脱デフレ政策に市場が反応し、
円高是正と株高が急速に進むこととなった。
越年の予算編成となった2013年度予算は、補正予算と合わせて予算に切れ目
がないように15か月予算として編成された。与党側は、衆議院選公約で、
「国
土強靭化を10年間で事業費200兆円」（自民党）、「防災・減災ニューディールを
10年間で100兆円」
（公明党）を掲げており、公共事業費の増額が焦点となった。
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その結果、民主党政権時の４兆5734億円から５兆2853億円へと15.6％の増加が
なされ、民主党政権時に導入された地域自主戦略交付金は各省の公共事業費に
戻された。また、５年間で19兆円の復興予算を25兆円に拡大した。他方で、生
活保護費は給付水準の引き下げなどで３年間かけて670億円削減することとし、
バラマキと批判をしていた高校授業料の無償化については所得制限を設けるこ
ととした。子育て支援については、待機児童解消の推進、認可保育所７万人拡
大などで4256億円を充て、農家の戸別所得補償制度については経営所得安定対
策と名前を変え、13年度までは維持することとした。その一方で、社会保障制
度改革については、70 ～ 74歳の医療費の負担割合を２割に引き上げることを
見送り、社会保障制度改革国民会議での議論に先送りすることとなった。この
ように、民主党政権時の政策の廃止あるいは正反対の政策を採用することで、
総額92.6兆円、新規国債発行額約42.8兆円の2013年度予算が決定された。
予算編成と並行しての税制改正では、安倍政権では、自民・公明の与党の税
調が税制改正大綱をまとめることとなった。民主党政権では各省副大臣によっ
て構成する政府税調が税制改正大綱をまとめたものの、実際には、官僚にコン
トロールされたままで政治主導は実現できなかった。与党の税制大綱では、消
費増税対策として住宅ローン減税や、富裕層の相続税・所得税増税を行うもの
の、低所得者対策をめぐり公明党が求めた８％段階での軽減税率導入を自民党
が拒否し、見送られることとなった。また、自動車重量税を道路特定財源化に
向けて検討し2014年度の改正で結論を得るとしたことに対して、民主党から古
い自民党政治への逆行との批判がなされた。景気回復を優先して多くの減税策
を盛り込み、バラマキ型の減税となった半面で、成長戦略に不可欠と考えられ
た法人税率本体25％の引き下げは見送られた。政府は与党の税制大綱に従って、
政府税制大綱を決定し（一部見送り）、税制改正法案をとりまとめ国会に提出
することとなった。

８．国会における審議過程はどのように変化したか─安倍政権
予算編成が年明けから開始されたため、国会の召集は１月28日となった。
183回通常国会における会派の構成は、衆議院では与党が自民294、公明31の
325議席を有し、再可決が可能な３分の２を確保していた。これに対し、野党
側は民主56、維新54、みんな18、共産８、生活７、社民２、無所属10と自民党
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の一強状況にあった。衆議院で院内交渉団体として議院運営委員会に理事を出
せるのは、自民、公明、民主、維新の４会派であった（自民６、民主・公明・
維新各１）。
一方、参議院では、自民83、公明19の102議席と、与党は過半数118（欠員６）
に16議席が不足していた。これに対し、野党は、民主87、みんな12、生活８、
共産６、みどりの風５、社民４、維新３、国民新党２、改革２、無所属５と与
野党逆転状態であったが、与党にとっては、過半数に不足する議席数を同じ保
守系のみんなの党と維新、新党改革で補えば、第一党の民主党の反対があって
も、法案の可決に持ち込める状況にあった（自公102＋みんな12＋維新３＋新
党改革２＝119＞過半数118）。他方で、参議院の院内交渉団体として議院運営
委員会に理事を出せるのは衆議院と異なり、民主、自民、公明、みんなの４会
派であった（民主３、自民２、公明・みんな各１）。
こうした会派の構成を反映し、議事運営権を握る委員長人事では、衆議院の
委員長のポストはほぼ与党が独占し、常任委員会では、決算行政監視が維新、
懲罰が民主に、特別委員会では、沖縄北方が民主に、海賊対処が維新に割り当
てられたのみであった。これに対し、参議院では、第一党である民主が優位を
占め、議長ポストの他に内閣、外交防衛、財政金融、厚生労働、農林水産、経
済産業、予算、懲罰の常任委員長、倫理選挙、拉致問題、震災復興の特別委員
長ポストを民主党が占めていた。この委員長人事の会派別の構成は2012年12月
の政権交代前と議院運営委員長を与党となった自民党が改めて握ったこと以外
は不変であり、与党にとってこれらの野党委員長の委員会運営が困難な状況に
あった。
通常国会では、まず、アベノミクスの第二の矢である機動的な財政出動を実
施するため補正予算と新年度予算の早期成立が安倍政権にとっての重要課題と
なった。決められない政治から決める政治への試金石となったのが、２月26日
の補正予算の成立である。参議院本会議では、野党共同修正案で歩調を合わせ
た民主、みんな、生活、社民の４党と共産が反対したものの、維新、国民新党、
新党改革に加えみどりの風等の議員が賛成することで、賛成117票、反対116票
の一票差で可決成立した14。ねじれ国会での参議院での補正予算の可決は東日
14

賛成会派は自公102、みどり４、維新３、国新２、新党改革２、民主１、無

所属３で117票、反対会派は民主85、みんな12、生活７、共産６、みどり１、
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本大震災の復興予算を除いて初めてのケースとなった。野党会派からも賛成が
相次いだ背景には、円安・株高傾向が続く中で安倍内閣の支持率が70％近くに
達し、野党が補正予算に反対しにくい状況があったとも考えられる。
補正予算に反対した民主党も、2013年度の税制改正法案に関しては、2012年
６月の税関係協議の３党合意を踏襲し、１月29日に決定された政府税制大綱を
もとに自公民３党で事前協議を行い、年度内に成立させることについて誠実に
対処するとの合意を２月22日に交わした。この３党税関係協議結果に基づき、
法案の付則に寄付金控除の拡充や教育資金の非課税贈与枠の拡大などの民主党
の要望を盛り込んで閣議決定を行い、３月１日国会提出を行った。その結果、
2013年度予算案が年度内に衆議院を通過できず、５月20日までの暫定予算を編
成する一方で、税制改正法案は自公民３党の賛成で年度内の３月29日に成立す
ることとなった。なお、特例公債法案については、181回臨時国会において民
自公３党の共同修正で、2012年度から15年度までの４年間にわたって各年度の
予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとし
たため、183回通常国会では提出されなかった。
一方、補正予算の審議や施政方針演説の実施等で遅れた2013年度予算案の提
出は２月28日となった。民主党は、衆議院において民主、維新、みんな、生活、
社民、みどりの野党６党による予算案の修正実務者協議を５回にわたり主催し、
共同修正案の提出を目指した。しかし、消費税の地方税化や年金特例公債の削
除等を主張する維新との溝を埋めることができず、結局、維新とみんなは２党
で歳出入を５兆円減額する予算修正案を共同で提出し、民主は、単独で公共事
業の0.7兆円減額や地域自主戦略交付金の復活などの組み替え動議の提出にと
どまった。予算案の衆議院通過は４月16日となり、維新を含め全野党が反対し
た。衆議院予算委員会では、民主党は審議拒否戦術をとらず、徹底審議を標榜
し、総審議時間は82.5時間、首相の出席時間は過去最高の67.5時間に及んだ。
参議院においても５月連休をはさんで連日審議が行われ、予算案は５月15日、
野党の反対多数で否決され、両院協議会を開催したのち、衆議院の優越規定に
より、同日成立した。
このように政権担当を経て、敵対的野党から建設的野党へ立場を変えた民主
党は、衆参両院の同意が必要な政府人事でも柔軟な路線を採った。焦点となっ
社民４、無所属１で116票、欠員６、欠席１、棄権１であった。
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ていた日銀正副総裁の同意人事では、内閣は２月28日に衆参両院の議院運営委
員会理事会に後任人事案を提示し、衆議院議院運営委員会では、３月４日に総
裁候補者の黒田東彦アジア開発銀行総裁、５日に２名の副総裁候補者の所信聴
取が行われた。民主党は国会での所信聴取で２％の物価目標達成を日銀の使命
と発言するなど金融政策の量的緩和への転換を目指すとした黒田候補者の総裁
人事案に同意することを３月12日に決定し、３月14日衆議院、15日の参議院の
本会議で同意することが決定された。その一方で、２年での目標達成ができな
かった場合の辞職に言及した岩田規久男学習院大学教授の副総裁人事には民主
党は反対した（黒田総裁に反対したみんなの党が賛成したため参議院でも同意
された）。民主党が黒田総裁の人事に同意したのは、政局優先との批判を受け
ることを回避するための苦肉の策ともされた。183回通常国会では、国会同意
人事案件は36機関108名に及び、両院で同意が得られたのは34機関106名に上っ
た。同国会では、2007年のねじれ国会以降、同意人事案が事前報道された場合
は内閣からの人事案の提示を認めないとして与野党間で申し合わせされてきた
「事前報道ルール」が変更され、議院運営委員会理事会の内示前に人事案が報
道された場合は、内示後に情報漏えいの有無の調査と理事会への報告を政府に
行わせることとなった。
参議院の第一党である民主党は法案審査においても、参議院段階で事実上の
拒否権を行使するよりも、衆議院段階で与党との修正協議を通じてその合意点
を探ることが顕著となった。表５は、衆議院または参議院で趣旨説明を聴取し
た重要法案の審議経過を示したものである。このうち、衆議院段階で与野党が
修正で合意した重要内閣提出法案は、マイナンバー法案（修正案提出会派（以
下同じ）は自公民維）、厚生年金保険法等改正案（自公民維み）
、消費増税適正
化法案（自公民）、電気事業法改正案（自公民、なお、維新は法案に賛成）
、食
品表示法案（自公民維みんな共生）である。また、趣旨説明を聴取しなかった
閣法で、衆議院で内容修正を行ったのは、総合特区法改正案（自公民維みんな）
、
生活保護法改正案（自公民みんな）、地球温暖化対策推進基本法案（自公民維
みんな）、フロン回収破壊法改正案（自公民維みんな）の各法案であった。
これらの法案は環境委員会と消費者問題特別委員会を除いていずれも参議院
では民主党の委員長の委員会に付託される法案であり、民主党の反対があった
場合、委員会での審議の進行が期待しにくい。通常国会は、閉会後に参議院選
挙が予定されているため、政府は当初より会期延長は想定しておらず、会期末
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の６月26日までに法案を成立させるためには衆議院段階で与野党の合意を図る
必要があった。
たとえば、マイナンバー法案（共通番号制度関連法案）は、もともと民主党
政権時代に政府から提出された法案に提出以降の民自公３党の修正協議の内容
を反映させて提出したものであった。そうした点で、社会保障と税の一体改革
合意での民自公３党と、行政手続きの簡素化の観点から行政改革推進派の民維
みんなの３党の利害が一致し、自公民維みの５党による修正協議では、消費増
税に伴う低所得者対策として給付付き税額控除制度を導入する場合、マイナン
バー制度を活用し、必要な体制を整備することを付則に加える民主党の要求を
採用し、目的・基本理念についても国民の利便性の向上及び行政運営の効率化
等の規定の修正を行うことで合意して、５月24日に成立した。消費増税適正化
法案では、原案で消費税還元セールを禁止していたが、小売業界の反発が強く、
禁止対象を消費税との関連を明示している場合に限るとする民主党の提案を与
党が受け入れ、自公民の共同提案で事業者が禁止されることとなる表示の範囲
を明確化する修正案を可決し、６月５日に成立した（自公民改革以外は反対）
。
厚生年金保険法改正案では、10年以内の厚生年金基金の全廃を修正要求する民
主党に配慮して、施行10年後までに厚生年金基金の解散等について検討し、法
制上の措置を講ずることを内容とする付則修正案を自公民維みの共同提案で可
決し、６月19日に成立させた。
一方、電力システム改革の実施時期を規定する電気事業法改正案では、電力
業界の支援を受ける自民党内の族議員や電力労組を支持団体に持つ民主党の抵
抗が予想された。発送電分離の進め方を盛り込んだ法案の提出時期について当
初案では、2015年と規定されていたが、自民党内の反対で部会審査の段階で努
力目標に変更されたのはその例である。民主党からは電気使用者の利益を阻害
するおそれがあるときは全面自由化の実施時期を見直すことや、エネルギー政
策の変更によって電力会社など小売業者の競争条件が著しく悪化することが明
らかな場合には政府が改善措置を検討するなどの修正要求が出され、付則にそ
れらの項目を規定する修正を行うことで自民、民主両党が折り合い、自公民の
共同修正を衆議院で議決した（同法案は参議院で廃案）。同様に廃案になった
生活保護法改正案では、申請時に書類提出を求める政府案に対して、申請書の
作成や必要書類の添付ができない特別の事情がある場合には口頭申請や事後の
書類添付を認めるとする民主党の要求に与党側が応じ、自公民みんなの共同提
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出の修正案が議決された。一方で、海外で発生した緊急事態での邦人の陸上輸
送を可能にする自衛隊法改正案では、民主党から自衛隊の武器使用基準を緩和
する修正が提案されたが、公明党の慎重姿勢を受けて、自民党は衆議院での採
決を見送り、継続審議とした。
これに対し、参議院で法案の内容修正を行ったのは、参議院先議の精神保健
精神障害者福祉法改正案（自公民みんな修正案提出）、絶滅のおそれのある野
生動植物種保存法改正案（民修正案提出、全会一致で賛成）の２件のみであっ
た。両修正はいずれも付則に法律施行後の見直し条項を入れるもので民主党の
要求によるものであった。このように、内閣提出法案の修正をめぐっては、す
べてのケースで与党と民主党の合意を踏まえて修正を行っており、維新または
みんなの党は内容次第で修正に加わったり反対したりしたことが指摘できる。
成立した閣法63件に対する各会派の賛成率は、民主96.8％、維新90.5％、みん
な88.9％、生活85.7％、社民69.8％、共産61.9％の順であった。民主党が反対し
たのは、地方公務員給与の強制削減を盛り込んだ地方交付税法改正案と衆議院
新区割り法案の２件のみであり、地方交付税法改正案については、与党はみん
なの党と生活、維新、新党改革、無所属の議員の賛成を得ることで、参議院本
会議では賛成131票、反対101票で成立させ、衆議院新区割り法案については、
衆議院の再議決で法案を成立させた。この２件の事例は通常国会では特異な
ケースであったといえよう。
また、183回通常国会では、議員立法は衆法で７件、参法で３件が成立し、
衆法では、委員長提出として死刑再審無罪者国民年金納付特例法案
（全会一致）
、
再生医療推進法案（全会一致）、子どもの貧困対策推進法案（全会一致）
、与野
党共同提出としてスポーツ振興投票法改正案（共産反対）、インターネット解
禁法案（全会一致）、与党提出案、野党提出案をそれぞれ撤回して与野党共同
提出とした、いじめ防止対策推進法案（共産、社民反対）、同じく与野党共同
提出の成年被後見人選挙権回復法案（全会一致）が成立した。参法では委員長
提出の DV 防止法改正案（全会一致）、ストーカー行為規制法改正案（全会一
致）、社民・共産を除く与野党共同提出の麻薬向精神薬取締法改正案
（全会一致）
が成立した。このうち、子どもの貧困対策推進法案は、自民党提出案と民主・
みんな・生活・社民の野党４党提出法案を５年後の見直しを付則に規定するこ
とで衆議院厚生労働委員長提出法案として一本化し成立したものである。
また、
インターネット解禁法案は、自民・公明・維新共同提出法案に民主・みんな提
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出法案の主張を踏まえ、参議院選挙の次の国政選挙から一般有権者の電子メー
ルを利用した選挙運動の解禁について適切な措置を講じることを付則に規定す
る自公維共同提出の修正案を可決することで成立した。
他方で、
与党提出であっ
たにもかかわらず、防災・減災等に資する国土強靭化基本法案は時間不足のた
め継続審議となった。
野党各党の単独提出の議員立法については、民主党から消費税影響緩和法案
や財政健全化推進法案、行政改革実行法案、公会計改革法案などが提出され、
維新から首長兼職禁止規定廃止法案や憲法96条改正原案、教育委員会廃止法案
など（いずれも衆法）、みんなの党から国家公務員給与削減法案、内閣人事退
職管理法案、電力自由化推進法案など（いずれも参法）が提出された。こうし
た各党単独の法案の他に民主党を中心に共同提出による野党共闘が模索され
た。旧与党の民主・生活・社民３党による農業者戸別所得補償法案や、民主・
みんな・維新・生活・みどりの野党５党による歳入庁設置法案は、旧民主党政
権時代の政策を改めて目指すものでもある。また、介護従事者の人材確保や地
方自治体の非正規職員の均等待遇を求める法案が民主・生活・社民を中心とす
る野党共同で提出された。民主・みんなを中心に、幹部国家公務員法案（民・
みんな・維）、独法通則法改正案、特別会計法改正案、国民監査請求法案（民・
みんな・維・生・社・みどり・改革）等の行革関連７法案が２党または３党も
しくは７党共同で提出された。生活・みどり・社民からは脱原発基本法案が提
出された。
もっとも、こうした野党提出の議員立法については政府案の対案として衆議
院で否決された電波法改正案（民・みんな）や参議院を通過した民法改正案（民・
生・社民提出、金融機関の貸付で第三者保証を禁止する）を除いて多くの法案
が審議もなされず、与党提出も含め提出された衆法49件のうち42件、参法では
提出32件のうち29件が継続または廃案となった。
このように閣法を中心に順調に推移しているかに見えた国会であったが、与
野党が唯一対立した争点は、衆議院の選挙制度改革であった。野田政権末期の
2012年11月の党首討論において、野田首相が衆議院を解散する前提条件として
示した衆議院の定数削減を含む選挙制度の抜本改革を通常国会で行うことに当
時の民自公３党は合意をしていた。また、衆議院解散当日に小選挙区を０増５
減とする法改正を行ったものの、区割り改定が間に合わず、最大2.425倍となっ
た一票の格差を是正しないまま実施された同年12月の総選挙について、東京、
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札幌はじめ各地の高裁が違憲とする判決が相次いでいた。自公民３党は通常国
会において衆議院の選挙制度について抜本改革に向けて実務者協議を行うこと
で合意したが、それぞれの党利党略が絡んで議論が進まず、民主党は与党が慎
重な姿勢を取ることに対して、身を切る改革に消極的と攻撃する材料に据えた。
自民党は３月５日の自公民３党の実務者協議で比例代表を８ブロックに再編
し、定数を30削減して150にする、このうち120は従来通り比例配分し30は特例
枠（２位以下の政党に割り振る）とする案を示したが、民主党は憲法違反の疑
いがあるとして、協議入りを拒否した15。そのため、政府与党は、衆議院の抜
本改革と切り離して、違憲状態の衆議院の一票の格差を解消するため衆議院議
員選挙区画定審議会より３月28日に出された勧告に従って、衆議院小選挙区の
新区割り法案を４月12日に閣法として提出し、先行処理する方針を採った。定
数削減を含めた抜本改革を主張する民主党は４月16日、
小選挙区を５増35減し、
比例区を50削減する対案を提出したが、与党は共産党以外の野党が欠席する中
で、４月16日衆議院議院運営委員会で委員会付託を強行採決した。その結果、
野党は審議を拒否し、伊吹文明衆議院議長のあっせんが行われたが、野党が応
じず仲介は失敗に終わった。与党側は会期末の６月26日から逆算して60日間の
タイムリミットが近づく４月19日に衆議院で新区割り法案を民主、維新、生活
の欠席のまま委員会で強行採決し、４月23日参議院側に送付した。しかし、参
議院では倫理選挙特別委員会の委員長が民主党であり、法案の審議入りはより
困難になることが予想された。参議院では、みんなの党が５月17日に18増23減
法案の対案を提出し、民主党、みんなの党の議運理事は参議院議院運営委員会
に動議を提出してみんなの党案の委員会付託を求めた
（理事会協議となった）
。
民主党、みんなの党は、政府案の審議入りの条件としてみんなの党案との並行
審議を求めたが、自民党は参議院先議の法案との並行審議に難色を示し、与野
党の対立は埋まらなかった。こうした事態に、平田健二参議院議長からの政府
案、みんなの党案の両案の委員会付託の提案を受け、ようやく与野党が合意し、

15

衆議院新区割り法案の審議と並行して、衆議院議員の選挙制度定数削減・較

差是正のための与野党10党による「衆議院選挙制度等に関する与野党実務者協
議」が４月18日から６月25日までの計９回行われたが、合意に至らず、抜本的
な見直しについて、参議院選挙後速やかに各党間の協議を再開し、結論を得る
ものとされた
（川崎政司
「第183回国会の概観
（上）
『
」ジュリスト』
第1459号76頁）
。
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政府案の新区割り法案が参議院の特別委員会に付託されたのは、参議院送付後
から48日が経過した６月10日であった。しかし、付託後も、民主党の轟木利二
委員長が審議入りを拒否したとの理由で、６月19日には自公両党から轟木委員
長の不信任動議案が提出されることとなった。そのため、当日予定されていた
政府案とみんなの党案の提案理由説明は流会となった。結局、参議院ではその
まま提案理由すらなされないまま、衆議院からの送付後、60日が経過した６月
24日、憲法59条４項に基づくみなし否決により、衆議院で再議決が行われた。
４月の本会議採決では欠席した維新は違憲状態を放置できないとの理由で再議
決では賛成に回り、自民、公明、維新の３分の２以上の多数により再可決され
同法案は会期末に成立に至った。この過程で、与党側は新区割り法案の衆議院
送付後60日目となる６月21日の参議院本会議で散会を宣告した平田健二参議院
議長の不信任決議案を提出し、そのことを理由として予算委員会への出席要求
を拒否した安倍首相に対する問責決議案を生活・社民・みどりの風の野党３党
が提出するに至った。民主党は与党側と修正で合意し、成立を予定していた電
気事業法改正案等への波及を懸念し、問責決議案の採決に消極的であったもの
の、結局、参議院選挙前の対決姿勢を示すため、賛成に転じた。その結果、安
倍首相の問責決議案は、６月26日の参議院本会議で野党全会派の賛成多数で可
決された（賛成125、反対105）。この一連の騒動の期間、参議院における委員
会審議がストップし、その結果、当初、成立が予定されていた閣法の電気事業
法改正案、生活保護法改正案、生活困窮者自立支援法案、日本船舶警備特措法
案の４法案が廃案となった。
こうして、183回通常国会の閣法の成立数は、提出数75件に対し63件となり、
閣法成立率の84％、成立した閣法の修正率22.2％は、衆議院で３分の２の議席
を与党が有する不完全ねじれ国会と同様の特徴を示していた。一方で、議員立
法は衆法７件、参法３件の合計10件にとどまり、近年のねじれ国会で与野党間
の修正合意等を委員会提出とする事例が顕著に増加していた状況と比べて、議
員立法による与野党間の合意傾向の減少を示すこととなった。
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表５

183回国会

委員会別主要法案の所要日数

衆
衆
衆
参
参
参
委員会名
法案名
合計 成立日
つるし 委員会 本会議 つるし 委員会 本会議
内閣
◎マイナンバー法案 / 民維
21
35
13
1
13
1
84 ５月24日
総務
※地方税法改正案 / 民維
9
7
1
3
1
3
24 ３月29日
同
※地方交付税法改正案 / 維
9
7
1
3
1
3
24 ３月29日
法務
ハーグ条約実施法案 / 全
20
22
13
22
11
1
89 ６月12日
財務金融
※所得税法改正案 / 民
13
8
0
3
2
2
28 ３月29日
厚生労働
◎厚生年金保険法改正案 / 民維
28
12
1
18
8
1
68 ６月19日
経済産業
◎消費増税適正化法案 / 民
21
25
0
10
8
1
65 ６月５日
同
海外需要開拓支援企業法案 / 民
63
7
4
13
1
1
89 ６月12日
同
◎電気事業法改正案 / 民維
46
15
1
4
66
廃案
国土交通
日本船舶警備特措法案 / 民維
41
13
2
19
75
廃案
安全保障
自衛隊法改正案
34
衆継続
災害特別委 災害対策基本法改正案 / 全
24
14
5
0
15
5
63 ６月17日
消費者特委 ◎食品表示法案 / 全
39
14
3
13
7
2
78 ６月21日
同
集団的消費者被害回復法案
46
46 衆継続
復興特委
福島復興特措法改正案 / 全
24
2
1
15
6
1
49 ４月26日
選挙特委
衆議院新区割り法案 / 与のみ
4
3
4
48
73 ６月24日
注 つるし欄の太字は趣旨説明を聴取した法案、※は予算関連法案、◎は与野党修正した法案、
法案名末尾は主要野党の賛成会派

９．国会をどう改革するか
ヨーロッパ諸国の議会における議事運営の制度的権限を比較したデーリング
は、①本会議における議事運営権が与党によって担われる程度、②予算関連法
案の提出権を内閣が独占する程度、③委員会審議が本会議による事前決定に拘
束される程度、④委員会による法案修正が院全体を拘束する程度、⑤委員会に
おける議事運営に院全体が関与できる程度、⑥院の多数派が議事妨害を排除で
きる程度、⑦法案が継続審議できる程度の７つの基準から、アジェンダ（議事
運営）に関して、政府のコントロールがどれ程及んでいるのかを分類してい
る16。増山幹高はデーリングの７基準に基づいて、日本の国会が各基準の中で
どのように位置づけられるかを明らかにし17、さらに日本の国会の議事運営の

16

Herbert Döring, “Time as a Scarce Resource: Government Control of the

Agenda”, in Herbert Döring ed., Parliaments and Majority Rule in Western
Europe, New York: St. Martin’s Press, 1995, pp.223-246.
17

増山は、日本の国会を①公式な制度として議院運営委員会があり、全会一致
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多数主義度を、ヨーロッパの18カ国との比較の観点から、０から100の範囲に
配置し、標準化得点及び因子得点として多数主義的な議事運営の指標化を示し
た。その結果、日本の国会の標準化得点は－0.463（もっとも多数主義的なイ
ギリスは－1.549、もっとも多数主義的でないスウェーデンは1.079）、また因子
得点は－0.569（もっとも多数主義的なイギリスは－1.945、もっとも多数主義
的でないオランダは1.545）であり、日本の国会の制度構造は議事運営の制度
的権限を与党が掌握するという意味において、イギリスを典型とする与野党対
決型の多数主義的な議事運営を制度的に保証しているとの視点を提示してい
る18。そのうえで、野党の粘着性については、国会において与党が多数を占め
る限りにおいて野党が議事の引き延ばしや妨害に専念せざるを得ないことから
派生したものであり、与党が国会運営において強硬路線を採る場合の立法的・
非立法的コストを勘案し、限定的に野党に譲歩した場合にみられるものである
としている19。もっとも、増山はねじれ国会などの政権基盤が脆弱な場合には
戦略的な法案作成活動によって、参議院の通過が困難であるような法案の提出

が尊重されるものの制度的には議院多数に依拠する議長の決裁権が規定されて
いること、②憲法上予算の編成・提出権は内閣に専属し、予算を伴う議員立法
には発議における賛同要件が加重されているなど、予算関連法案に関する政府
特権はかなり強いものであること、③委員会審議に先立って趣旨説明を本会議
で聴取することが制度的には認められているが、本会議における何らかの事前
の決定が後続する委員会を拘束することはない、④議院は修正案が付加された
原案を審議するため、委員会による法案修正が議院を拘束することになること、
⑤委員会理事会が委員会議事を決定しているが、議院には中間報告によって委
員会審議を経なくても最終的な議決を行うことが保証されており、法案の付託
撤回権をもつ議院の議事運営機関が委員会議事を決定すること、⑥質疑や討論
の終局動議は多数決によっており、また、議長の職務権限として、質疑や討論、
投票に時間制限を課すことが認められており、議院の多数が法案審議における
妨害を排除できること、⑦議院の議決によって委員会に付託された法案が継続
審議とされない限り、法案は会期末に廃案となることから、法案の存続は会期
内であることとしている（増山幹高『議会制度と日本政治─議事運営の計量政
治学』
（木鐸社・2003年）61-65頁）
。
18

同68頁。

19

同212頁。
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が控えられるという点も示唆している20。
他方で、バーグマンらは、議会の決定手続きについて、①両院の権限関係、
②下院の定足数の要件、③下院の多数決かそれ以外の決定ルールの採用、④下
院の投票結果の記録の有無の４つの基準等による採決ルールの比較分析を行っ
ている21。定足数の要件が絶対多数の場合、少数派による欠席戦術が有効であ
り、多数決よりも加重された採決要件の場合が少数派には有利になる。また、
記録投票を採用していないほうが議員の造反投票を容易にする。特に、日本の
国会では、両院の権限関係において、衆議院と参議院の対等性が強いことから、
採決ルールにおいては、少数派が影響力を行使する余地を残していると考えら
れる22。このように日本の国会を議事運営の制度的構造から多数主義の視点で
とらえた場合にも、採決ルールにおいては、少数派が影響力を行使する余地は
小さくない23。特に、政権基盤が脆弱なねじれ国会のような場合には、国会に
おける野党の明示的・黙示的な影響力が及ぶことになり、与野党が逆転した参
議院における多数主義は、与党側ではなく、野党側に有利に働くという視点を
見過ごしてはならないといえる。
こうした観点から、野田政権及び安倍政権のねじれ国会の運営における問題
点を検証した場合、以下の点を指摘することが可能であろう。
まず、ねじれ国会がもたらしたメリットとして、野党の要求を踏まえて衆議
院段階から修正協議が実務者レベルで頻繁に行われ、法案の内容修正や、付則
修正・付帯決議で見直し条項が多数追加されたことである。衆議院において多
数を有する政府与党によって反映される多数派の意思に対して、国会での審議

20

同211頁。

21

Torbjörn Bergman et al., “Democratic Delegation and Accountability: Cross-

national Patterns,” in Kaare Strøm, Wolfgang C. Müller and Torbjörn Bergman,
eds., Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford:
Oxford University Press, 2003, pp.117-120.
22

建林正彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』
（有斐閣・2008年）191頁。

23

委員会における定足数は委員数の過半数であるため、逆転委員会では全野党

が審議を欠席した場合議事を開き議決することはできない。また、衆議院での
再可決では出席議員の３分の２以上の特別多数決が必要であり、与党が３分の
２の議席を有していない場合再可決は困難となる。さらには、衆議院において
は起立採決が原則として採用されている。
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を通じて少数派である野党の意見を取り入れて法案を修正することは国会が変
換機能を有し、多様な利害を反映して合意を形成する点で、国会がコンセンサ
ス型の機能を示したといえる。また、そうした合意を形成するために、政府与
党側が多数主義的な国会運営から野党に配慮した与野党協調的な国会運営へと
議事運営ルールを意図的に運用したことによるものであったといえるだろう。
一方で、こうしたねじれ国会の運営のデメリットとしては、国会の決定に時
間がかかりすぎ、効率性の悪い決められない国会としての批判もなされている。
衆参ねじれ国会が生じた2007年以降、参議院での首相の問責決議は４回可決さ
れ、政権にとっては少なくない影響を及ぼしてきた。国会同意人事では、参議
院の同意が得られず、日銀総裁が空席になったり、参議院での法案審査が60日
間まで引き延ばされた結果、限時法案が成立せず、インド洋から海上自衛隊が
一時撤収したり、ガソリン税の暫定税率が失効して小売価格が変動するなど、
内政・外交が混乱する原因ともなってきた24。菅政権や野田政権では、赤字国
債発行法案が野党側に首相の退陣や衆議院解散を求めるための「人質」とされ、
予算の執行抑制の事態を招いた。安倍政権では、参議院での問責決議が可決さ
れたことにより、参議院での法案審査がストップし、成立予定の内閣提出法案
が廃案となった。
サルトーリは、両院の権限が等しく構成が類似している場合、統治可能性を
促進するがチェックの目的には使いものにならないとする一方、両院の権限と
構成が異なるならばより強力なコントロールが保証されるが、それは停滞と行
き詰まりを再現するとして、完全な二院制と極端に脆弱な二院制ではなく、両
院の権限が等しくなればなるほどその構成においてより非類似性が得られ、逆
に二院制が強くなるにつれ、類似性を確保しなければならなくなるとしてい
る25。日本の両院制は衆参ともに民選であり、ほぼ対等の権限関係となってい
る。両院の構成は自民党一党優位体制の崩壊以来、しばしば多数派が異なるね
じれが生じているという点で、完全な二院制でも極端に脆弱な二院制でもない、

24

『日本経済新聞』2013年８月18日。

25

Giovanni Sartoti, Comparative Constitutional Engineering : An Inquiry into

Structures, Incentives and Outcomes, Basingstoke : Macmillan , 1994, p.188.（岡
沢憲芙・工藤裕子（訳）
『比較政治学─構造・動機・結果』
（早稲田大学出版部・
2000年）205-206頁）
。
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サルトーリのいう対等な二院制における非類似性の状態をもたらしているとも
考えられる。その結果、ねじれ国会においては、野党にも影響力を行使する機
会が保障される「開放性」がもたらされる半面で、政府与党にとって法案成立
を効率的に行うことのできる「効率性」がある程度犠牲にされることは避けら
れない。
183回通常国会の会期末には、日本維新の会は国会改革の推進案を決定し、
参議院選挙後、自民党への申し入れが行われた26。その内容は、①施政方針・
所信表明演説の衆参一元化、②吊るしの慣行を改め、提出法案は速やかに各委
員会に付託する。各委員会の審議では、閣法・一般質疑の順で議論する際に一
般質疑を野党法案審議に差し替えて行えるようにする。③国会同意人事を極力
縮減する。④予算委員会の審議日程をあらかじめ計画し、充実かつ迅速な審議
を行う。⑤総理、閣僚が行政監督や外交に専念できるよう副大臣を閣外大臣と
位置づけ答弁できる制度改革を行う等であり、野党の議員立法の審議日程を確
保するという提案については、上記の開放性は残しつつも、政府与党にとって
負担軽減につながるという点で効率性を重視した提案であるといえよう。この
提案は、与党側の受け入れるところとなり、185回臨時国会では、民主党も交
えた国会改革が与野党協議の焦点となろう。
もともと、183回通常国会では、安倍政権は、補正予算と本予算の予算委員
会の審議日程についての工程表を内部で策定し、野党側もそれに協力する形で、
計画通りにスケジュールをこなしてきた。そうした点で、予算委員会の審議日
程を事前に決定するとした改革案は、こうした政権側のスケジュールを国会側
でもフォーマルに受け入れることを意味しよう。また、183回通常国会では、
政府与党は、2013年度予算案の成立までは、野党側に最大限の配慮を払い、予
算委員会で首相が出席する集中審議を衆参両院で14日間開催し、衆参両院予算
委員会への首相の出席時間は約180時間と過去10年間で最長となった。半面で、
党首討論の開催数は、通常国会で１回のみと過去最低となった。首相の国会出
席の負担を軽減することは、同じ議院内閣制諸国でも、英仏独で実施されてお
り、日本の首相の国会出席日数はこれら諸国と比較して突出して多い27。首相
が本来の政策立案や外交などの行政権の執行に専念できるようにするために
26

日本維新の会国会改革 PT「国会改革の推進について（案）
」
2013年５月31日。

27

日本アカデメイア有志による「国会改革に関する緊急提言」
2012年９月６日。
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は、諸外国と同様に国会負担の軽減を図る必要がある。
その一方で、国会が過度の「日程闘争」に陥り、審議拒否や審議引き延ばし
によって、その審議機能を形骸化させないためには、何よりも、与野党が議論
を尽くしたうえで、多数派が少数派の声にも耳を傾け、野党の提案がより良い
内容ならば法案修正や付帯決議などの形で柔軟に対応する姿勢が政府側に求め
られる。そのためには、政府側に予算案や予算関連法案の審査日程についての
提案権を付与し、野党側もそれに協力する慣行を確立する必要があろう。
具体的には、2015年度まで予算が成立すれば赤字国債発行を発行できる特例
措置を自民、公明、民主の３党で合意した事例のように、ねじれ国会時には、
赤字国債の発行は、予算の成立による自動発行を継続していくことや、予算関
連法案（特に日切れ法案）についても、予算案との同時審議を行い、予算と予
算関連法案の成立時期の一致を確保する。そのためには、上記の予算案と予算
関連法案のアジェンダ設定についてのイニシアティブを政府側に与えるととも
に28、野党側からの修正要求や組み替え要求についても、衆議院段階で事前ま
たは事後の修正に柔軟に対応するという議事運営と採決ルールの柔軟化が求め
られる。
また、国会同意人事についても、対象となる人事案件の縮減のみでは、国会
の行政監督機能の後退になる。政府人事については行政権の行使の一環として、
国会同意人事についての衆議院の優越規定も検討すべきであろう。さらに、法
案の審査を意図的に遅らせる目的のためだけの内閣提出法案や野党の対案の吊
るしは認めないとする運用が必要である。首相や閣僚が問責されて以降の国会
審議を野党が拒否することも問責決議に法的拘束力がない以上正当性を認めが

28

議院内閣制においては、法案の審議日程の決定において政府が主導権をとる

ことが一般的であり（典型例としてイギリスやフランス）
、日本のように政府
に何の権限もなく、与野党間の合意に委ねられているのは特異な仕組みである
とされる（野中尚人『さらばガラパコス政治─決められる日本に作り直す』
（日
本経済新聞出版社・2013年）38-39頁）
。実際にも、政府側が審議日程に関与す
る余地は、内閣提出法案の提出時期と先議院の選択といった提出段階に限定さ
れているといえる。なお、55年体制時には年度内に成立が必要な日切れ法案の
処理について、議院運営委員会や国会対策委員長会談で、与野党間の調整が図
られていたが、民主党が野党第一党になった1998年以降は、こうした与野党間
の事前調整は機能しにくくなっている。
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たい。これらのルールや運用の見直しは議事運営や採決ルールにおける多数主
義をさらに促進するものともなる。したがって、こうした改革と同時に、政府
与党にとっての効率性のみでなく、野党にとっての開放性が増すような少数派
にとってのメリットもあるものでなければならない。
予算や法案審査において、首相や閣僚の負担を軽減するための見直しについ
ては、予算委員会に首相が出席した週以外は原則党首討論を実施するなどの野
党のチェック機能を確保し、国会の監視機能の低下につながらないようにする
代替策とのセットでの検討が不可欠である。また、審議拒否のための吊るしを
認めないとする運用は、閣法のみでなく、野党の議員立法についても同様の対
応が求められる。そのためには、本会議での趣旨説明要求と委員会付託を切り
離し、委員会付託後でも趣旨説明の聴取を可能とする先例の柔軟な運用が必要
である。さらに、委員会での閣僚以外の副大臣による単独答弁も認めることで、
定例日審査を義務付け、委員会での法案審査の最低回数（たとえば３回）を満
たさなければ採決を行わないとする申し合わせを行うこととする。その場合に
は、理事会での全会一致ルールを見直し、日程闘争を是正するとともに、与党
側も審議を尽くすまでは強行採決はしないという自制が求められる。
一方で、二院制を採用する諸国においては、両院間の不一致を調整するため
に、ナベット制度（シャトル制度）が採用されている。日本の両院協議会はこ
のナベット制度に位置づけられており、両院協議会が機能するような制度と運
用の見直しが求められよう。たとえば、衆参両院からの協議員の選出をフラン
スのように各院の会派の構成に比例する形で選出し、協議員同士が権限をもっ
て成案を決定できるように、政党幹部をそのメンバーとするといった運用が望
まれる。その場合の決定ルールは多数決とすることが望ましい。つまり、両院
協議会に立法上のアジェンダ設定権を付与することが必要なのである。もっと
も、両院協議会の成案が成立しても、各議院での採決で成案が可決されなけれ
ば法案の成立には至らない。ツェベリスとマネーは、二院制においては、それ
ぞれの議院は法案採択が長引くことよりも即時の合意を選好しこれに達するた
めに進んで譲歩しようとする傾向があることを示している29。法案の継続や廃
案よりも、追加的な修正による成立がいずれかの議院にとってより望ましい場
29

George Tsebelis and Jeannette Money, Bicameralism, New York: Cambridge

University Press, 1997, pp.104-105.
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合には、両院協議会での妥協の可能性は高まろう。1994年に成立した政治改革
法案は、法案の成立を図りたい政府与党のリーダーが反対派の野党のリーダー
の要求を最大限取り入れることで両院協議会での合意に至った事例であった。
以上の改革提案は、これまでも与党側から繰り返し主張されてきたものの焼
き直しに過ぎないかもしれない。しかし、与野党の双方がねじれ国会での国会
運営を与党として経験した現在、残された改革課題である二院制の問題をお互
いが共有していることも少なくないと思われる。臨時国会における与野党間の
議論が注目されるゆえんである。
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（注）本稿は2013年８月29日に実施された北大立法過程研究会での口頭報告に
加筆・修正を行ったものである。
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