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(要約) 
 

権力の分散と政党組織: オーストラリアと日本の比較を通じて 
 

石間 英雄 
 
 
本論文は、議会政党組織 (parliamentary party) とは何か、その内部構造は何によって規
定されるのかを検討することを目的とする。本論文は、序章と一章から五章から構成されて
おり、その内容は以下のように要約される。 
 
序章: はじめに 
序章では、本論文全体の主張をまとめた上で、代議制民主主義における政党の位置づけを
確認する。本論文を貫く主な検討課題は、対等な二院制などの権力を分散させる政治制度と
議院内閣制のような権力の融合をもたらす政治制度が組み合わせられた場合に、議会政党
の内部組織がどのようなものになるのかということである。議会政党とは国政レベルの政
治家によって構成される集団であり、議会政党組織の構造としては、党首や一般議員、党政
策委員会の間で権限が分有される程度や政策決定に関するルール（意思決定方式）が挙げら
れる。このような党内の政策決定のルールは政策的帰結に影響を与える。例えば、党内の政
策委員会が重要である場合、党内の議論を通じて政策が形成され、議会における政党の政策
位置が決定され、党首の権力は制約されている。 
これまでの代議制民主主義全体のパフォーマンスを問う研究では、「政党の一体性」を仮
定した上で、有権者の考えが政党間競争を通じて政治に反映されると考えてきた。特に、小
選挙区制と議院内閣制、二大政党制を特徴とする「ウェストミンスター・システム」のもと
では、「集権的な」二大政党間の競争関係によって、政治的な責任が明確化すると考えられ
ている。つまり、集権的な議会政党の構造を想定してきたのであった。 
しかしながら、政党の一体性や集権性を自明視することはできない。本論文では、政治制
度の組み合わせを考慮した上で、強い上院や連邦制といった制度は権力を分散させる効果
をもち、このような制度配置のもとでは党政策委員会を通じた政党内部の取引関係が重要
になると主張する。言い換えると、これらの制度と議院内閣制が組み合わせられている場
合、以下のことが予測される。両院で異なる選挙制度を用いた二院制や連邦制の国では、同
じ党派の議員でも代表する利益が異なっていると考えられる。そして、対等な二院制の場
合、上院議員と下院議員の双方の合意協力がなければ法案の成立・実施は難しい。そこで、
選挙区への利益誘導や個別領域における政策決定などで議員間の分業と交換関係が必要と
なる。つまり、議院内閣制のもと超党派的な立法を避けたいものの、所属議員の関心が多様
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であり、かつ権力分散的で上下院議員の合意が必要となる場合、議員は議会内ではなく政党
内部の交換関係の制度化を選択するであろう。以上より、二院制や連邦制を採用する国で
は、全国レベルの政党組織内に議員間の取引関係が制度化され、党内の意思決定が党幹部に
集権化されないという議論を展開する。敷衍すると、議会政党には幹部 (leadership) と内
部の分業体制 (internal specialization) の二つの側面があるが、このような分散的な制度
のもとでは、党内における取引関係の制度化として、議員は幹部に権限を移譲するよりも、
党内の分業構造を通じて影響力を維持しようとするのではないかと考えられる。 
本論文では、この主張を単独政権の議院内閣制であり、対等な二院制を採用しているオー
ストラリアと日本の事例を検討することによって検証する。オーストラリアは、イギリスの
植民地であったことや議院内閣制のもと小選挙区制を採用していることから、「ウェストミ
ンスター・システム」の国であると多くの場合考えられている。しかし、下院と対等で有権
者によって直接によって選出される上院の存在や連邦制であることから、アメリカの政治
制度とイギリスの政治制度の折衷である「ワシミンスター・システム」であるともされる。
そして、日本も戦後長年単独政権を経験しているが、対等な二院制であり地方政府の役割も
大きい、また、選挙制度改革の結果、有効政党数が小さくなるなど多数決主義志向が強まっ
ているものの、地方政府への分権は進み、二院制のあり方もそのままである。そのため、オ
ーストラリアと日本には、このように単独政権に権限が集中する傾向がある一方で、権限が
上院や地方政府などに分散する傾向もあるという共通点がある。この両国の事例から、議会
政党組織の構造を検討する。 
 
第1章: 比較政党研究の現状と課題: 議会政党はどこに？ 
本章では、議会政党とは何かを定義し、その上でこれまでの政党組織研究と議会政党研究
が議会政党の内部構造を分析に取り入れていなかったことを指摘する。 
統治の効率性に注目するようなマクロな民主主義論では、議会政党の構造が重要視され
てきた。しかし、ヨーロッパにおける政党組織研究は、「院内政党」と「院外政党」の区別
を設けているものの、実際には、概ね議員以外の一般党員の役割を中心に「政党組織」を捉
えており 、公選政治家の集団である「議会政党」の役割を十分に検討してきたわけではな
かった。他方で、「議会研究」は、「議会における政党」・「院内政党」の活動を検討してきた
が、基本的には一般議員の議会内における行動を検討してきたのであると言え、議会政党が
どのような組織構造を有するのかという検討は不十分であった。それゆえ、政治家の集団と
しての「議会政党組織」のあり方に関しては、その重要性を認識されつつも、比較研究が十
分に行われていなかったことが指摘できる。その上で、議会政党の構造を取り込むことによ
って、議会研究や政党研究がより発展することを本章は提示する。 
議会政党とは、同じ政党ラベルを共有する政治家の集団であり、その内部での利益集約の
方法・意思決定の構造が議会政党組織である。議会政党の構造としては、政党幹部 (party 
leadership) と政策分野別の党内委員会のような党内の分業関係 (division of labor)が指摘
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される。例えば、党首や閣僚（野党の場合は、閣僚候補）などは、党幹部であり議会政党全
体の管理を行うことになる。他方で、党内の分業構造は、党内の政策委員会のような、政策
分野ごとの分業関係のことを指す。党内の分業関係が行われる場合、党としての政策形成に
ついて、議会の委員会とも対応させながら議員が政策決定に参加することを許す形となる。
幹部と党内委員会のどちらが実際に影響力を有するのかは、党内の意思決定のルールによ
って変わってくる。 
しかし、ヨーロッパにおいて行われてきた政党組織論は、議員よりも一般党員に注目して
研究してきた。教科書などにおいて政党組織論として言及される研究群は、政党類型論と呼
ぶことができ、政党の組織論を検討するものというよりも、政党を全体的に分析し類型化す
るものであったと言える。これらの研究においては、政治家の集団を一枚岩であると仮定し
た上で、活動家や一般党員がどの程度影響力を発揮できるかが検討主題となっている。しか
し、政治家の集団を一枚岩として捉えることは自明視できるわけでなく、議員と党首、一般
党員の三者の関係を捉える必要がある。すなわち、これまでの「政党組織」研究は、一般党
員の参加を強調するあまりに、「政党組織」の全体像を描けていなかったのである。 
その一方で、議会研究は、議会政党の構造を所与とした上で、議員が「政党幹部」から自
律的に行動できる程度を分析してきたと言える。具体的には、委員会内の活動や採決などに
おける政党の一体性などの検討を通じて、議員の自律性を検討してきた。しかし、議会政党
内の構造を踏まえるならば、議会研究が検討してきた現象以外に、執行部の権限が弱い可能
性がある。すなわち、党内政策委員会が政策形成に影響力を発揮するならば、超党派的な委
員会や投票連合が存在しなくとも、執行部の権限は弱いと考えられるのである。 
議会政党組織については、研究が現れつつあるものの、それでも議会政党の組織がどのよ
うなもので、かつ意思決定プロセスに注目するものは依然として少ない。そして、議会政党
の意思決定構造、すなわち、幹部と党内政策委員会の関係が何に規定されているのかは、い
まだ明らかになっているわけではない。そのため、本論文では議会政党の構造、そしてその
規定要因について分析を行う。 
 
第2章: 事前審査による政党の一体性 
なぜ、同じ政党に所属する議員は同一の行動をとるのだろうか。もしくは、なぜ同じ政党
に所属する議員が同一の行動をとれない場合が存在するのだろうか。議会政党組織に注目
し、その説明を試みる。 
本章では、政党の一体性が重要であると考えられているウェストミンスター・システムの
もとの政党のデータを比較した上で、オーストラリア労働党の極めて高い一体性について、
その要因について検討する。オーストラリア労働党は、先行研究が指摘するような政党の一
体性を導く条件である凝集性や規律といった要因では説明できない事例である。具体的に
は、オーストラリア労働党に所属する議員のイデオロギーは多様であり、他の政党に近い選
好を有する議員もいる。そして、党幹部による人事や公認の権限は派閥や地方組織によって
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制約されており、執行部による規律執行は難しいのである。 
このような検討を行った上で、議会政党内部での交換関係・分業構造の存在が政党の一体
性に寄与していたとの仮説を検証する。言い換えると、本章は政党内の政策決定過程に着目
し、議員団による内閣提出法案の事前審査が、オーストラリア労働党の一体性の高さに寄与
していたのであると主張する。ここで事前審査とは、議会提出前に政党内で行われる、執行
部・一般議員間の調整メカニズムを指すこととする。議会提出前に一般議員が政策決定に参
加し、政策に対して修正や拒否を行い、また政策形成に最初から関与することで「政党の方
針」に影響を与えているため、一般議員は造反を行う必要がないのである。 
この仮説を検証するため、新聞記事などを用い政策決定過程を分析し、質的な事例研究を
行った。事例研究の結果、オーストラリア労働党内部のコーカスという組織を通じて、一般
議員は政策決定に関与しており、オーストラリア労働党内部における一般議員の役割が示
される。コーカスとは、両院議員が参加する組織であり、その下部には政策分野ごとに整理
していたコーカス政策委員会が設置されていた。そして先行研究において「集権的な」意思
決定が見られていたと指摘されていたような事例においても一般議員は、ある程度の影響
力を発揮していた。以上から、政党の一体性が高い場合、必ずしも執行部の政策的な影響力
が強いわけではないことが示唆される。そのため、政党内部の意思決定構造に注目した上
で、一体性のもつ意味を解釈する必要があることが示された。 
 
第3章: 利益誘導ツイートによる集票活動: オーストラリア上下院議員の比較分析  
第 3 章では、議会政党内の調整が重要となる条件である上下院議員の政策的な関心の相
違について、オーストラリアにおける選挙活動を事例として検討する。領域代表モデルの二
院制のもとでは、上院議員は州などの領域を代表し、その一方で下院議員は全国民の代表で
あることが理念的に期待されている。しかし、選挙制度の異なる上下院の場合、選挙制度に
よって行動が構造づけられていると考えられる。それゆえ、二院制に関する理念的な代表論
に対して、本章では選挙制度に注目して議員の活動を検討する必要性を示す。そして上下院
議員の行動から政策的な関心の差異が見られるならば、本論文全体が注目する議員相互の
交換関係が必要となることの傍証となるだろう。 
オーストラリアの下院は全国を 150 に分けた小選挙区制を採用している一方で、上院で
は、名目上単記移譲式投票方式（single transferable vote）が用いられているが、実質的に
は拘束名簿式比例代表（closed-list PR）との選択ができるフレキシブルリスト方式の選挙
制度に近い制度が採用されている。小選挙区制は、名簿を利用した比例代表制とは異なり、
有権者は候補者に対してのみ投票することができる。そして、地理的な選挙区制度であるた
め、小選挙区選出の議員は地理的な支持者を有することになる。そのため、拘束名簿式比例
代表制と比較した場合、小選挙区制選出の議員は選挙区利益を追求する傾向にあると考え
られる。以上より、オーストラリアにおいては、上院議員と比較すると、小選挙区制によっ
て選出される下院議員は選挙区利益を追求し、選挙区への利益誘導を行う傾向があると予
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測される。 
本章では、2016 年連邦議会選挙の選挙期間中に発信された議員のTwitter を計量テキス
ト分析の手法によって解析し、上下院議員の差異を示す。具体的には、頻出語の差異の検討
とトピックモデルと呼ばれる手法を用いたツイートの内容分析によって、議員の行動をツ
イートから推定した。Twitter を用いた議員の活動の分析には他の方法と比べ次のような利
点がある。選挙区における議員の活動は、これまで観察することが難しく、サーベイ調査な
どによって測定されてきた。しかし、サーベイ調査は議員による回顧や意識を測るものであ
り、議員の活動を直接観察したものではない。それに対し、Twitter などのソーシャルメデ
ィアを計量テキスト分析によって解析するならば、議員の活動を直接定量的に測定するこ
とができるのである。そして、Twitter は議員が有権者に向けて発信するものであり、議員
と有権者のつながりを検討する上で重要な手段である。 
本章の分析の結果、オーストラリアの場合、小選挙区制によって選出される下院議員は、
州単位のフレキシブルリスト方式の比例代表制によって選出される上院議員と比較すると、
選挙区への利益誘導を有権者に対してアピールする傾向にあったことが分かった。他方で、
上院議員は経済政策や競争相手の政党に対するネガティブキャンペーンなどに関心を持つ
傾向があり、相互に関心が異なることがうかがえる。具体的には、トピックモデルの結果に
よれば、下院議員は選挙期間中のツイートの約 20%が利益誘導ツイートであった一方で、
上院議員の場合その半分の 10%程度が利益誘導ツイートであった。また、利益誘導に関す
るツイート数を結果変数とする回帰分析（負の二項回帰モデルと二項回帰モデル）を行った
ところ、他の変数を統制しても、上院議員と下院議員間の差は有意なものであった。 
このように、上下院議員の行動から推測される選好は異なることがうかがえ、事前調整・
交換関係を制度化する必要性が見て取れるだろう。また、理念的な上下院の分業形態であ
る、全国民の代表としての下院と州利益の擁護者としての上院という役割分担が領域代表
モデルの二院制の典型であるオーストラリアにおいても成立していないことが明らかとな
った。そして、下院議員が利益誘導志向であるという結果は、小選挙区制と議院内閣制の組
み合わせである「ウェストミンスター・システム」の下では、政党間の政策的な競争が見ら
れるという主張に対して、疑問を投げかけるものになっている。 
 
第4章：二院制と法案の事前審査 
第 4 章では、権力を分散させる二院制のもたらす制約に注目し、議会政党組織の構造に
ついて説明を試みる。内閣提出法案を国会提出する際には自由民主党の承認を必要とする
という「事前審査制」は日本に特殊な現象であると考えられてきた。しかしながら、本論文
の分析からも分かる通り、オーストラリアにおいても法案の事前審査を行っていることか
ら、日本特殊な現象というわけではない。そこで、オーストラリアと日本の事前審査の双方
を説明できる枠組みが必要であることを指摘する。 
議員間の交換関係や内閣に対する議員による監視は、委員会などを通じて議会内で行わ
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れる可能性も存在しているが、二院制である場合には、両院の合意が必要であることから議
会内での行動は制約されることを指摘する。すなわち、対等な二院制下では、同一文面の法
案を両院で可決する必要があるため、議会内の委員会での相互監視では、野党議員も参加す
る超党派的な審議が行われた場合同一の文面に至らない可能性がある。そのため、二院制の
もとでは、議会内部での同一政党所属の議員間の調整が困難となり、政党内部の政策組織が
活用されることになる。 
以上の議論を踏まえ、オーストラリアと日本における党内政策委員会の活動を二院制と
の関わりから分析する。 
第一に、オーストラリア労働党における政策委員長や日本の自由民主党における政務調
査会部会部会長への就任状況などを検討することによって、上院議員の党内における影響
力を考察する。オーストラリア労働党と日本の自由民主党の双方において一定数の上院議
員が、政党内部の政策委員会の委員長に就任していることが分かった。特に、日本では内閣
に代表される参議院議員の数が少ない一方で、政務調査会部会ではそれ以上の割合で部会
長に就任していた。また、オーストラリアでは、大臣ポストに上院議員が就任する割合が小
さい時期には、コーカス政策委員会の委員長となる割合が大きくなっていた。これらのこと
からも、上院議員は政党内を通じて影響力を発揮していたことがうかがえる。 
第二に、自由民主党政務調査会部会の活動を、自由民主党が発行していた機関誌である
『政策月報』内の「政務調査会日誌」という記事を用いてデータ化し、分析を行った。この
分析において注目するものが、参議院における常任委員会における野党委員長の存在であ
る。参議院では創設時より会派の勢力に比例して委員長職を配分していた。そのため、重要
な委員会などでも、自由民主党所属の議員が委員長職に就任することができないことがあ
った。そのような場合、委員会において自民党議員が活動することはより困難となる。その
ため、部会の活動が活発化すると予測される。この仮説を 1959 年 1月から 1973 年 12月
までの期間の部会開催のデータによって検証する。分析の結果、仮説が概ね支持され、野党
議員が参議院の常任委員会の委員長となる場合、対応する自由民主党政務調査会部会の活
動が活発化することが明らかとなった。 
以上のように、自由民主党の政務調査会やオーストラリア労働党のコーカスは上下両院
議員の参加する組織であり、これらの国では政党の内部で上院議員と下院議員の調整を行
っていることが理解できる。それに加え、本章の分析は、既存の研究とは異なる視点から参
議院の政治過程における影響力を示すことができた。 
 
第5章: 結論 
第 5 章では、本論文の分析の結果得られた知見を要約した上で、本論文が持つ政治学上
の含意について述べ、本論文の限界と今後の課題について記述する。 
本論文の分析からは、議会政党の構造が政党組織・一般議員の活動を分析する上で重要で
あること、上下院議員の異質性や超党派的な立法を避ける必要などから、対等な二院制のも
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とでは議会政党の内部で議員間の利害調整がなされやすいことが明らかとなった。すなわ
ち、権力分散的な制度のもとでは、政党幹部への権限移譲がなされにくく、党内の分業構造
を通じて一般議員が政策決定に参加するのである。小選挙区制と議院内閣制のもとでは政
策決定プロセスが集権化すると考えられているが、二院制などの他の制度形態などとの組
み合わせによって、権力の集中は妨げられる。すなわち、制度の組み合わせが、代議制民主
主義における政党政治のあり方を規定しているのである。 
これまでの二院制に関する研究は、多数を構成する党派が異なった場合、政治過程におい
て上院の影響力が発揮されると考えられてきた。しかし、本論文の分析からは、それだけで
なく、政党内部を通じて上院は政治的な影響力を発揮することが明らかになった。言い換え
ると、上院議員と下院議員の交換関係が政党組織に内部化され、議会政党内部を通じて双方
が影響力を維持しているのである。 
また、本論文は比較分析の意義を示している。特に、日本政治を比較の観点から相対化す
るという意義がある。例えば、小選挙区制下における政党組織のあり方についての検討は、
これまで不十分であったように思われ、オーストラリアの事例を踏まえ、政党組織のあり方
を検討し、理解を深めることができるであろう。 
ただし、本論文は、二カ国の事例を検討するものであったため、今後事例を拡大して検討
するという課題が残されている。特に、イギリスのような非対等な二院制における政党組織
を検討する必要がある。 




