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はじめに

　オーストラリアでは、2007年11月の総選挙

の結果、保守連合から労働党に政権が交代し

た。ラッド首相率いる労働党は、選挙公約に基

づいて、前政権の政策見直しを次々と行ってい

るが、そのうちの一つに、前政権下で行われた

選挙法改正の見直しがある。具体的には、同法

に規定された選挙制度及び政治資金制度の改革

である。

　オーストラリアの政治資金制度は、主として

1918年連邦選挙法（Commonwealth Electoral Act 

1918:以下「1918年法」とする。）に規定されてい

る。その特徴は、政党に対する国庫補助（選挙

運動費用補助）及び政治資金の開示・報告義務

である。現在の制度は、2006年のハワード前政

権時の1918年法改正により、政治献金の公開

基準額が大幅に引き上げられ（1,500豪ドルから

10,000豪ドルへ）、労働党をはじめ緑の党など

野党からの批判が強い制度であった。労働党政

権は、政権交代後の新たな政治目標の一つに選

挙法の改正を掲げ、その中で政治献金の公開基

準額を1,000豪ドルに引き下げることを明らか

にしていた
（注1）

。

　本稿では、政治資金制度改革に焦点を絞って、

現在の制度を定めた2006年の法改正時の議論

を概観した上で、労働党政権成立後の第42議

会における改正法案の審議経過及び論点を、議

会や政府の報告書等を素材として紹介する。

Ⅰ 立法の背景—2006年改正時の議論

　前述のように、現在の政治資金制度は、ハワー

ド前政権下における1918年法の改正に基づく

ものである。当時の保守連合政権は、2005年

12月8日、下院に「2005年選挙・レファレンダ

ム改正（選挙の健全性及びその他の措置）法案」

（Electoral and Referendum Amendment （Electoral 

Integrity and Other Measures） Bill 2005）を提出

した。同法案は、下院における修正を経た後、

上院に送付され、2006年6月21日に通過、翌22

日に連邦総督により裁可された。なお同法案は、

下院通過後に、「2006年選挙・レファレンダム

改正（選挙の健全性及びその他の措置）法案」

（Electoral and Referendum Amendment （Electoral 

Integrity and Other Measures） Bill 2006）と改称

されているが
（注2）

、本稿では、混乱を避けるため、

以下「2006年改正法（案）」と表記する。

　この法案の目的は、選挙及び政治資金制度改

革に関する政府の政策を実施するため、1918年

法及び1984年レファレンダム（手続規定）法等

を改正することにあった。中でも、政治資金に

関する最も大きな改正点が、政治資金の公開基

準額の大幅引上げであった。法案では、政党や

候補者への寄附の公開基準額を、政党は1,500

豪ドルから、候補者は200豪ドルから、共に

10,000豪ドルに大幅に引き上げ、さらにその額

は消費者物価指数に連動するとした。その結果、

現在の公開基準額は、11,200豪ドル（2009年7

月1日から2010年6月30日まで）となっている。
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　2006年の1918年法改正の背景には、選挙

問題に関する両院合同委員会（Joint Standing 

Committee on Electoral Matters:以下「合同委員

会」とする
（注3）

。）が公表した報告書の内容が大きく

かかわっていると言われている。当時の改革の

論点を整理するため、最初に、この報告書にお

ける、政治資金制度改革への提言について見て

おきたい。

1　選挙問題に関する両院合同委員会の報告書

　合同委員会は、1983年以来、総選挙が終わる

と、公開ヒアリング等を行い、選挙の管理運営

の分析・評価を報告書にまとめて議長に提出し

ている。この報告書は、次期総選挙に間に合う

ように、政府が必要な選挙法の改正を行う参考

とされる。ハワード前政権下の第41議会では、

2005年9月に2004年総選挙に関する報告書（以

下「2005年報告書」とする
（注4）

。）がまとめられ、翌

10月に下院に提出された。同報告書では、選挙

制度及び政治資金制度について、計56の勧告

を行っている。政治資金関連の主要な勧告とし

ては、①候補者、政党、関連団体への政治献金

の公開基準額を10,000豪ドル超に引き上げる、

②献金者、候補者、上院グループ、関連団体が

公開しなければならない政治献金の基準額を

消費者物価指数に連動させる、③1997年所得

税評価法を改正し、政党への個人・団体献金の

所得控除の上限額をインフレに連動させ、年間

2,000豪ドルに引き上げる、④1997年所得税評

価法を改正し、無所属候補者への個人・団体献

金の所得控除を認め、その方法や上限額は③と

同様とする、⑤第三者（third party
（注5）

）には、政党や

関連団体、献金者と同様の財政報告要件を課す
（注6）

、

等がある。2006年8月、政府は合同委員会委員

長に対して、これら勧告に対する政府の対応を

示した
（注7）

。2006年改正法は、この時点で成立して

いたことから、法律に則して変更した部分はあ

るものの
（注8）

、政府は、上記③以外の勧告について

はすべて支持を表明した。また、③についても

部分的に支持するとして、2006年改正法中の

1997年所得税評価法改正を受けて、所得控除の

上限額を100豪ドルから1,500豪ドルに引き上

げ、寄附や贈与を行った企業に対しても、控除

を認めた。報告書で示されたいくつかの勧告は、

2005年末に議会に提出された2006年改正法案

に反映されている。

　他方、2006年3月、政党や候補者への政治献

金公開に関する報告書が、合同委員会から下院

議長に提出された。『補助と公開』と題する報告書

（以下「2006年報告書」とする
（注9）

。）の中で、合同委

員会は、2005年報告書で言及した公費助成と

公開の枠組みを補強すべき一般原則を挙げてい

る。具体的には、①補助は、特定の連邦選挙を

争ったコストの補助金として政党及び候補者に

提供されるべきもので、継続する運営コスト又

は将来の選挙に向けた財政基盤の提供手段とな

るべきものではない、②補助のレベルは、政党

と無所属候補者の間で同等にすべきものであ

る、③政党や候補者への献金における透明性の

高さが、政治制度に潜む不当な影響や腐敗の可

能性を確実に減じる、④公開規定は、献金者や

選挙への参加者及びオーストラリア選挙委員会

（Australian Electoral Commission: 以下「AEC」と

する
（注10）

。）に煩雑な管理運営上の重荷を課すことの

ないようにすべきである、⑤政治献金の出所同

定の責務は、候補者や政党が負うべきで献金者

に負わせるべきでない、等の内容であった。政

府は、2007年8月に至り、合同委員会委員長に

対して2006年報告書の勧告に対する政府の対

応を表明した
（注11）

が、2005年報告書勧告への政府の

対応の一部が既に2006年改正法に含まれてい

るため、特に付け加えることはないとした。な

お、2006年報告書には、4名の労働党所属議員

による反対意見書が含まれ、政府提案による政

治献金の公開基準額及び政治献金への所得控除

額の引上げへの反対等を中心に計11の勧告が
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提出されていた
（注12）

。政府は、これらの勧告につい

ては、すべて不支持を表明している。

2　2006年改正法案の論点

　2006年改正法案は、1918年選挙法、1984年

レファレンダム（手続規定）法及び1997年所得

税評価法を改正し、選挙制度改革に関する政府

の政策を実施することを目的としていた
（注13）

。特に

政治資金に関する論点として大きいのが、公開

基準額の問題である。法案では、政党や候補者

への献金の公開基準額を1,500豪ドル
（注14）

から（候

補者は200豪ドルから）10,000豪ドルに引き上

げ、その額を消費者物価指数に連動させるとし

ているが、これは長い間自由党が提案していた

ものでもあった。例えば、過去の総選挙終了後

に合同委員会がまとめた報告書の中で、5,000

豪ドル（1996年総選挙）、3,000豪ドル（1998年

総選挙）、10,000豪ドル超（2004年総選挙）への

基準額引上げが勧告されていたが、法案提出に

は至っていない。また、1999年には5,000豪ド

ル、2003年には3,000豪ドルに基準額を引き上

げる法案が提出されたが、いずれも下院を通過

したものの、上院で否決されている
（注15）

。自由党は、

公開基準額引上げの理由として、①20年前に

導入された1,000豪ドルの公開基準額が、イン

フレにより意味がなくなっていること、②当初

設定された時の基準が低すぎたこと、③公開基

準が、オーストラリアの民主主義に、不要な形

式主義以外の何物ももたらさないこと、を挙げ

ていた。

　当時野党であった労働党は、当初から2006

年改正法案に反対していたが、特に公開基準額

の引上げは、政党財政の透明性を損ない、政治

に影響を及ぼすような秘密の献金の可能性を高

めるとしていた。同様の指摘は、後に、第1次

ラッド内閣で、選挙制度や政治資金を担当する

特別国務相（Special Minister of State）に任命さ

れ、政治資金制度改革の中心となったフォーク

ナー上院議員（John Faulkner）が、早くから行っ

ていた。2000年6月に議会に提出された合同

委員会の1998年総選挙に関する報告について、

同議員は、「基準額引上げは、何の政策的メリッ

トもなく、基準を定めた法の透明性を低下させ、

政党や候補者への献金を非公開とすることを許

容するだけである
（注16）

」と警告している。

　選挙法改正の影響について懸念した労働党

は、2007年総選挙に先だって行われた第44回

全国大会で、政治献金の公開基準額の引下げ及

び所得控除の廃止を、総選挙に向けた政策綱領

の一部として掲げた。

Ⅱ 政治資金をめぐる法改正の動き

　2007年11月の総選挙で、11年ぶりに政権

の座に就いた労働党は、第42議会冒頭の2008

年2月13日、「2008年税法改正（2008年措置第1

号）法案」（Tax Laws Amendment（2008 Measures 

No.1） Bill 2008:以下「2008年税法改正第1号法

案」とする。）を下院に提出し、保守連合政権時

代に定めた政治資金制度の改正に着手した。こ

の法案は、その別表第1（政治献金及び贈与）

で、政治献金の所得控除を廃止する内容を含

んでいる。さらに政治献金の公開基準額引下

げ等を内容とする「2008年連邦選挙法改正（政

治献金及びその他の措置）法案」（Commonwealth 

Electoral Amendment （Political Donations and 

Other Measures） Bill 2008:以下「2008年選挙法

改正法案」とする
（注17）

。）が、5月15日に上院に提出

され、政治資金制度改革論議が本格化した。以

下、税法改正法案及び連邦選挙法改正法案の審

議経過及び論点を概説する（制度改革をめぐる

議会及び政府の動きについては、表1を参照）。

1　2008年税法改正法案の審議経過と論点

（1） 2008年税法改正（2008年措置第1号）法案

　この法案自体は、オーストラリアの税制度に
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表1　政治資金制度改革をめぐる議会及び政府の動き（第42議会）

年月日 議会及び政府の動き

2008.2.13
政府、「2008年税法改正（2008年措置第1号）法案」を下院に提出。政治献金の所得控除を廃止する「別

表第1（政治献金及び贈与）」の改正を含む。

2008.2.21 「2008年税法改正（2008年措置第1号）法案」、下院を通過

2008.2.27
フォークナー特別国務相（Cabinet Secretary, Special Minister of State:　以下「担当相」）、選挙問題に

関する両院合同委員会（以下「JSCEM」）に、2007年総選挙の政治資金に関する調査を依頼

2008.3.11 「2008年税法改正（2008年措置第1号）法案」、上院に送付

2008.3.12 上院、JSCEMに、政党財政に関する調査を含む2007年総選挙の調査を委任

2008.3.19
上院決議。「2008年税法改正（2008年措置第1号）法案」の別表第1の規定について、JSCEMに審査を

付託。報告書提出の期限は、2009年6月

2008.5.15
政府、「2008年連邦選挙法改正（政治献金及びその他の措置）法案」（以下「2008年選挙法改正法案」）を

上院に提出

2008.6.16
JSCEM、「2008年税法改正（2008年措置第1号）法案」の別表第1に関する勧告書（Advisory report on 

Schedule 1 of the Tax Laws Amendment（2008 Measures No.1） Bill 2008）を下院に提出

2008.6.17 JSCEM、上記勧告書を上院に提出

2008.6.18
上院決議。2007年総選挙に関する調査の一部として、2008年選挙法改正法案が、JSCEMに付託され

る。報告書提出の期限は、2009年6月30日

2008.6.26 「2008年税法改正（2008年措置第1号）法案」、上院の第三読会で否決

2008.8.27 「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」、下院に提出

2008.9.3 「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」の規定につき、上院の経済委員会に審査を付託

2008.10.13 「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」、下院を通過

2008.10.14 「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」、上院に送付

2008.10.23
JSCEM、2008年選挙法改正法案に関する勧告書（Advisory report on the Commonwealth Electoral 

Amendment（Political Donations and Other Measures） Bill 2008）を下院に提出

2008.11.10
JSCEM、上記勧告書を上院に提出

上院経済委員会、「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」の規定につき、報告書を提出

2008.12.17
政府、選挙改革に関する緑書（Electoral Reform Green Paper: Donations, Funding and Expenditure）を公

表

2009.2.3 「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」、修正の上、翌2月4日に下院に回付

2009.3.6 政府、2008年12月に発表した緑書に対する提案（submission）を公表

2009.3.11 2008年選挙法改正法案、上院の第二読会で否決

2009.3.12
「2009年連邦選挙法改正（政治献金及びその他の措置）法案」（以下「2009年選挙法改正法案」）、下院

に提出

2009.3.16 2009年選挙法改正法案、下院を通過

2009.3.17 2009年選挙法改正法案、上院に送付

2009.6.18
「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」の上院修正について、下院が不同意。政府提案による再

修正案に合意

2009.6.22

JSCEM、2007年総選挙の運営に関する報告書（Report on the conduct of the 2007 federal election and 

matters related thereto）を下院に提出。同日、「2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案」の下院再修

正について上院に回付

2009.6.23 JSCEM、上記報告書を上院に提出

（出典）  連邦議会のウェブサイトから入手した資料（“Senate Daily Summary”; “Daily Bills List”;関連の“Bills 

Digest”等）をもとに筆者作成
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関する多くの改善を目的としたものであった

が、前述のように、政治献金に係る税制の改正

は、その別表第1で取り上げられている。具体

的には、1997年所得税評価法及び1936年所得

税評価法を改正し、①2008年7月1日以降政党

に納められる党費に係る所得控除を廃止する、

②政党、議員（連邦・州・自治体等）、候補者（政

党の公認及び無所属を含む）等への個人・団体

の寄附や贈与に係る所得控除は、同日以降廃止

する、という内容であった。所得控除の廃止は、

連邦政府に2009/10会計年度から2011/12会計

年度にかけて、約3140万豪ドルの税収をもた

らす見込みであるとされた。法案は、2008年2

月21日に下院を通過した後、上院に送付され、

上記別表第1の規定に関する審査を行うため、

合同委員会に付託された。

　政治献金に係る所得控除は、1991年に導入さ

れたものである。当初は、1918年法に定める登

録政党に対する個人献金及び党費について年間

100豪ドルを上限に適用していたが、前述のと

おり、2006年の1918年法改正で控除額は年間

1,500豪ドルに増額され、その対象も州・自治

体の政党及び無所属候補者等にまで拡大されて

いた。この背景には、控除のレベルを上げるこ

とが、市民の政治参加を促進するという積極的

意見がある半面、高い控除額は、高額な寄附が

可能な社会の富裕層が過度に政治的影響力を行

使し得ることになるとの議論もあった
（注18）

。

　合同委員会は2008年6月16日、別表第1の内

容について、報告書
（注19）

を提出した。報告書では、

2008年税法改正第1号法案が成立した場合の個

人納税者、業界、市民の政治参加に与える影響

等を述べた後、次のように結論づけている。す

なわち、合同委員会は、政治献金の公開基準

額引下げや公費助成に対する説明責任を含む多

くの領域で変更の可能性を認識しており、公費

助成の仕組みが様々ある中で、政治献金につい

て、所得控除という均衡を欠いた不公平なシ

ステムを保持する必要はないのではないかと

している。合同委員会のメルハム委員長（Daryl 

Melham）は報告書の序文で、所得控除の廃止が、

政党への寄附と引き換えに高額所得者に対して

実質的に大きな公的助成を提供するという、税

制に固有の不公正を除去することになると述べ

ている
（注20）

。なお、同じ報告書の中で、野党保守

連合の4名の議員による反対意見書が掲載され

た。野党側は、政治資金制度の改革は個別の

法律で行うのではなく、当時合同委員会が包括

的に行っていた政治資金制度の検証結果（2007

年総選挙のうち、特に政党財政に関する調査。

2008年選挙法改正法案の審査も含む。）が公表

されるまで先送りすべきであるとした
（注21）

。

　合同委員会は、別表第1の内容について、法

案どおり上院を通過させるべきだとする勧告
（注22）

を

提出したが、10日後の6月26日、2008年税法改

正第1号法案は、上院の第三読会で否決された。

（2） 2008年税法改正（政治献金及び贈与）法案

　政府は、2008年8月27日、「2008年税法改正（政

治献金及び贈与）法案」（Tax Laws Amendment（Political 

Contributions and Gifts） Bill 2008:以下「2008年税法改

正法案」とする。）を下院に提出した。この法案は、

1997年所得税評価法、1936年所得税評価法に

加え、1999年新税制（財・サービス税
（注23）

）法の改

正を含むもので、政党等への寄附・贈与に関す

る控除については、先に否決された2008年税

法改正第1号法案の別表第1と同様の規定が含

まれている。2008年税法改正法案は、提出後の

9月3日、上院の経済委員会に付託され、11月

10日に報告書が提出された。

　上院経済委員会は、付託された法案の規定

が、6月に合同委員会が連邦議会に提出した報

告書と同様であり、その内容を変更する特段の

事情もないことから、公開ヒアリングを行う必

要もないとして、合同委員会報告書の多数意見

及び反対意見を参照するよう勧告し、審査を終
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了した
（注24）

。

　2008年税法改正法案は、上院経済委員会の報

告書提出前の10月13日に下院を通過し、翌日

上院に送付された。2009年2月3日には、上院

で修正が行われ、翌日下院に回付されたが、同

年6月18日、下院は上院の修正要求に不同意を

表明し、同日、政府提案による再修正案に合意

した。その結果、最終的な案としては、事業者

でない個人（non-business individuals）の政党や

無所属候補者等への政治献金・寄附については

1,500豪ドルまでの所得控除を認めるが、企業・

団体については認めないこととなった。この修

正に連動して、1999年新税制法の改正は不要と

された
（注25）

。下院修正の内容は、6月22日に上院に

報告されたものの、その後法案審議は中断した

ままとなっている。

2　選挙法改正法案の審議経過と論点

　ラッド政権による政治資金制度改革で最も

重要なのが、1918年法の改正である。政府は、

2008年税法改正第1号法案を下院に提出すると

間もなく、合同委員会に政治資金制度を含む

2007年総選挙に関する調査を依頼した。その

後上院も、合同委員会に対して、2007年総選

挙の政党財政に関する調査を委任し、政権交代

直後から、議会の中で、政治資金制度改革に

向けた検討が開始された。以下、それら検討を

踏まえて、2008年選挙法改正法案及びその否

決後に提出された「2009年連邦選挙法改正（政

治献金及びその他の措置）法案」（Commonwealth 

Electoral Amendment （Political Donations and 

Other Measures） Bill 2009:以下「2009年選挙法

改正法案」とする。）の審議経過及び論点を紹介

する。

（1） 2008年選挙法改正法案

　ラッド政権で、選挙制度や政治資金を担当す

る特別国務相に就任したフォークナー上院議員

は、政権交代後最初のAECによる年次報告書

公開が行われた2008年2月1日のメディア発表

で、公開された献金の件数が、2004/05会計年

度（公開基準額：1,500豪ドル）は1,286件であっ

たのに、2006/07会計年度（公開基準額：10,300

豪ドル）は194件となり、過去3年で献金の公

開件数は85％落ち込んだとしている
（注26）

。フォー

クナー担当相は、この事実が、オーストラリア

の選挙制度の健全性の明らかな低下を示すもの

であると強調し、その原因が、ハワード前政権

時代の2006年の法改正により強行された公開

基準額の大幅引上げにあるとした。そのため、

1918年法に定められた政治資金の公開規定強

化を含め、オーストラリアの政治資金制度に透

明性を取り戻すための法案を提出し、その検討

は、議会の合同委員会における2007年総選挙

のレビューを通じて行うとした。

　2008年選挙法改正法案は、先に下院に提出さ

れた2008年税法改正第1号法案に3か月ほど遅

れ、2008年5月15日に上院に提出され、審議が

始まった。法案の主要な内容は、以下のとおり

である
（注27）

。

①献金公開の基準額を10,900豪ドル（消費者物

価指数に連動した2008/09会計年度の額）か

ら1,000豪ドルに引き下げ、消費者物価指数

は反映させない。

②登録政党、候補者、上院グループへの外国か

らの献金及び匿名の献金を禁止し、外国・匿

名献金を政治支出に使うことを防止する。

③政党の異なる支部への献金を同じ政党への

献金として取り扱い、「献金の分割」（donation 

splitting）の可能性を制限する。

④選挙費用補助に請求制度（claims system）を導

入し、公費助成額が実際の選挙支出額を上回

らないようにする。

⑤年次報告書の代わりに年2回の公開の枠組み

を導入するとともに、選挙報告書の提出期限

を短縮する。
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⑥新たな罰則を導入し、現在の罰則の範囲で罰

金額を引き上げる。

　政治献金の改正論議を実質的にリードしたの

は、2008年税法改正論議と同様、合同委員会

であった。政府は、2008年選挙法改正法案提

出前の2月27日、合同委員会に対して、政治資

金制度を含む2007年総選挙に関する調査を依

頼した。また3月12日には、上院が、同趣旨の

調査を合同委員会に委任した。合同委員会は、

2つの調査を『2007年総選挙の管理運営及び関

連事項
（注28）

』と題する報告書にまとめ、翌年の2009

年6月22日に下院に提出した。それとは別に、

2008年6月18日には、上院決議により、2008年

選挙法改正法案が、2007年総選挙に関する調査

の一部として、審査のため合同委員会に付託さ

れた。『2008年連邦選挙法改正（政治献金及びそ

の他の措置）法案に関する勧告書
（注29）

』と題する報

告書（以下「2008年報告書」とする。）は、同年

10月23日に下院に提出されている。度重なる

合同委員会への審査付託により、2008年選挙法

改正法案の実質的な審議は、2008年報告書の公

表後に持ち越された。

　合同委員会の多数は、報告書の中で、2008年

選挙法改正法案に示された献金の公開基準額引

下げ、外国からの献金や匿名献金の禁止等の主

要な改正内容を、上院がそのまま支持すべきだ

と勧告した上で、2件の追加提案を行った。一

つは、1918年法第308条に規定される「選挙支

出」（electoral expenditure）の定義を広げ、選挙

運動のための専用物件のレンタル及びキャン

ペーン・スタッフの雇用や報酬、事務所経費等、

選挙運動に関する合理的な管理上の支出も含め

ること（前記④の関連）、もう一つは、法案で

禁止している匿名献金の受領に関して、50豪ド

ル以下の匿名献金は、献金者や受領者の公開義

務なしに受領が認められるというものであった

（前記②の関連）。前者は、小政党や無所属候補

者に配慮した修正であり、後者は、少額寄附の

場合に生じる煩わしい記録管理等の作業を軽減

することをねらったものである
（注30）

。

　2008年報告書には、野党保守連合による反

対意見も掲載された。野党の勧告は、3月に上

院が合同委員会に付託した2007年総選挙に関

する報告、及び当時、政府が進めていた2007

年総選挙に関する緑書（green paper）の公表を

待った後、上院で審議を行うべきだとするもの

であった。また合同委員会の追加提案である50

豪ドル以下の匿名献金については、250豪ドル

以下の匿名献金を認めるべきとしていた。

　政府は、2008年報告書を受けて、12月3日に

2008年選挙法改正法案の修正案を上院に提出

した。施行日が2008年7月1日から2009年7月

1日に変更されたことをはじめとして、「選挙支

出」の定義の修正、50豪ドル以下の匿名献金の

承認等、57件の修正が行われた。2008年選挙

法改正法案は、2009年3月11日、上院の第二

読会で議論が行われ、採決された。上院（定数

76）では、野党保守連合が37議席、緑の党及び

諸派無所属が7議席を占めているため、政府が

法案を成立させるためには、小政党の協力が不

可欠となっている。2008年選挙法改正案は、緑

の党及び無所属議員の賛同を得たものの、保守

連合と諸派議員が反対に回り、32票対32票の

賛否同数で、否決された。フォークナー担当相

は、同日メディアに向けて、法案がオーストラ

リアの政治資金制度を浄化するため必要とされ

ており、民主主義の健全さにとって重要なもの

であるとした上で、政治資金制度の改革を早急

に進めるため、法案を下院に再提出すると表明

した
（注31）

。実質的に2008年選挙法改正法案の修正

版である2009年選挙法改正法案が下院に提出

されたのは、2008年選挙法改正法案が上院で否

決された翌日の2009年3月12日であった。

（2） 政府の緑書の公表

　議会における法案審議が再開された2008年
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12月、政府は選挙制度改革に関する討議書を公

表した。政治資金制度の改革に向けてまとめら

れた『選挙改革緑書：献金、補助及び支出
（注32）

』と

題する緑書である。これは、政府が予定してい

た選挙制度改革に関する緑書の第一弾で、2009

年2月23日を期限としてパブリックコメントに

付された。緑書に対する個人や団体からの提言

は、50件ほどに上ったが、それらはまとめて

2009年3月6日に刊行された。フォークナー担

当相は、今後政党助成や政治資金の公開制度の

あり方について協議し決定する際に、政府はこ

れらの意見や提言を考慮するであろうと述べて

いる
（注33）

。なお、選挙の実務的プロセスや制度全般

について検討した第二の緑書は、翌2009年9月

23日に公表されている。

　当時議会においても、合同委員会による審査

が継続中であったが、緑書の公表は、オースト

ラリアの政治資金制度、とりわけ選挙費用補助

及び政党財政の公開について、世論を喚起する

目的があった。緑書は、現在のオーストラリア

の政治資金制度を概説した後、①公費助成の目

的と効果的な制度、②政党や候補者が政治資金

を公開する根本的な理由と公開制度の有効性、

③政治献金の禁止や上限設定、支出の上限設定

に関する賛否の議論の概要、④選挙費用補助及

び政治資金公開制度の実施規定の有効性（違反

に対する罰則）、⑤将来の補助と公開制度の改

善のためのアプローチ、等の調査を行って、各

論点を整理し、世論の判断に委ねた。

　なお、通常緑書は、法改正の第一歩として、

政府が特定の政策分野について公表するディス

カッション・ペーパーであり、緑書の反響を受

けて白書がまとめられることが多い。しかしメ

ディアに向けた発表で、フォークナー担当相は、

当時既に議会に提出していた2008年選挙法改

正法案を念頭に、緑書が政府の具体的改革を補

完するものと説明している
（注34）

。

（3） 2009年選挙法改正法案

　政府が下院に提出した2009年選挙法改正法

案は、上院で否決された法案に、合同委員会の

2008年報告書の勧告が反映された内容となっ

ていた。同法案は、2009年3月16日に下院を通

過し、翌17日には上院に送付された。

　以前の法案と比較して異なるのは、選挙費

用補助と匿名献金の部分である。修正案では、

1918年法第308条に規定されていた選挙支出の

定義を第287条（1）に移し、その内容を拡充し

た。また現職の連邦議会議員が、選挙支出に掲

げられた支出項目を議員として受け取る歳費や

職務手当等から支払う場合には、選挙支出とし

て請求できないものとされた。なお、選挙費用

補助額を決定するため、第1選好投票数
（注35）

に乗じ

る1票当たりの基準額は、消費者物価指数を反

映して、2.1894豪ドルから2.24851豪ドルに変

更され、2009年7月1日以降適用されることと

なった。この基準額は、現在2.27999豪ドル（2010

年1月1日から6月30日まで）となっている。

　匿名献金については、2008年選挙法改正法案

の枠組みを維持するものの、50豪ドル以下の匿

名献金受領については、一定の条件の下で認め

ることとした。具体的には、一般市民がアクセ

スしやすい公共の場所で開催される活動又は私

的なイベント等が想定されている。これにより、

認められた匿名献金による政治的支出が可能と

なった。しかし、どちらの場合も、活動やイベ

ントの開催日、場所、催しの性格、参加者等の

詳細、受領した匿名献金の総額等の記録が求め

られる。

　また2009年選挙法改正法案は、虚偽の内容

が含まれていることを知りながら、公共の場で

の活動や私的イベントに関する記録を作成した

場合の罰則を、最大で12か月の禁錮若しくは

120罰金単位（penalty unit。13,200豪ドル。）の

いずれか、又は両方とした。この改正により、

AECの事務コストが増大することが予想されて
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いる。また選挙費用補助の改革によって公費補

助が減少し、不法又は非公開の献金の回収で、

追加歳入が見込まれると推測されている。2008

年報告書では、法改正により見込まれるAEC

の業務量増大に関連して、政府が適切な資源を

提供するよう勧告している
（注36）

。

　2009年選挙法改正法案及び2008年税法改正

法案で提案されている主要な変更点を、現在の

制度と比較したのが、表2である。2009年選挙

法改正法案は、上院に送付後、実質的な法案審

議が行われていない。

Ⅲ 今後の見通し

　2009年選挙法改正法案の審議がストップし

ているうちに、政治資金制度改革に熱心であっ

たフォークナー担当相は、2009年6月5日に閣

僚の倫理規定違反で辞任したフィッツギボン国

防相の後継となり、後任の担当相に社会保障・

福祉サービス担当相であったラドウィグ上院議

員（Joe Ludwig）が就任した。その直後の6月22

日、合同委員会は、2007年総選挙の運営に関

する報告書
（注37）

を下院に提出した。この報告書は、

2008年2月のフォークナー担当相（当時）による

依頼及び同年3月の上院による委任に基づいた

ものであり、過去25年以上にわたって連邦選

挙が終わるたびに実施されてきた合同委員会の

定例の業務の一環でもあった。ただし、政治資

金に的を絞った審査は、2008年10月に公表さ

れており、2009年報告書は、選挙制度全般に焦

点を当てた内容となっていた。

　政治資金制度改革に熱心であったフォーク

ナー前担当相は、2008年選挙法改正法案否決の

直後、野党が過去10か月以上にわたって改革

に反対してきたとして、度重なる合同委員会へ

の審査付託という手続的議論の陰で、法案審議

を遅らせていると指摘し、選挙法を健全なもの

にするのに反対するのが自由党の一貫した政策

であると非難している
（注38）

。それに対して、野党保

守連合の影の特別国務相で、フォークナー氏の

カウンターパートであるロナルドソン上院議員

（Michael Ronaldson）は、政府が改革を装って党

の利益となる法改正を行っているとして、労働

党と労働組合の関係について批判していた
（注39）

。

　労働党は、2009年7月30日から8月3日まで、

第45回全国大会を開催し、次回総選挙に向け

た党の政策綱領を採択した。政策綱領の選挙法

改革に関する項目の中では、「党は、選挙制度の

健全性を改善し、緊急に補助と開示制度の透明

性、公開性、アカウンタビリティを回復する
（注40）

」

ことを挙げていた。具体的な改善策としては、

献金その他の収入、支出、記録管理等を含む政

党財政取締りの新たな枠組みを導入するとして

いる。しかし、政策綱領に書かれている具体策

は、フォークナー前担当相が、2008年9月の段

階で、次の選挙までに実施されると予告してい

た内容でもあった
（注41）

。

　ここで、1年以上にわたる与野党の政治資金

改革論議を見てきた世論の動向を紹介する（表

3を参照）。2009年8月に実施されたオーストラ

リアの世論調査機関Newspollの調査によれば、

政党への団体献金に対しては、賛成42％に対し

て反対が47％で、特に高齢者層に反対が多いこ

とがわかった。それと同時に、公費助成に対す

る反対が強いこともわかる。全体としては、団

体献金への反対が多いものの、政党の資金源と

して税金を使うことへの抵抗も強いと言える。

団体献金の方が公費助成より望ましいとするの

は、18歳から34歳の世代に多く54％の数値を

示し、逆に公費助成を主要資金とすべきとする

のは労働党支持者に多い（47％）。この世論調査

は、2009年8月11日から始まる連邦議会の春季

会議に合わせて実施されたもので、当時は上院

で2009年選挙法改正法案が審議されることが

見込まれていた。しかし、春季会議では、2009

年12月開催の第15回国連気候変動枠組み条約
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表2　現在の政治資金制度と2009年連邦選挙法改正法案等の内容比較（主な変更点を中心に）

現在の制度
2009年連邦選挙法改正法案及び2008年税法改

正法案

献金の公開基

準額

10,000豪ドル超（消費者物価指数に連動）。現在

（2009/10会計年度）は11,200豪ドル

1,000豪ドル以上。消費者物価指数は反映させ

ない。

報告書の提出

（政党・政党

関連組織等）

【対象期間】

会計年度（7月1日から翌年6月30日まで）

【報告内容】

対象期間中の収入総額・支出総額、会計年度末

（6月30日）現在の負債総額、基準額を超えて受

領した献金の詳細と献金者の氏名・住所等

【提出期限】

10月20日（会計年度末から16週以内）

【提出回数】

年に1回

【対象期間】

報告期間（会計年度の最初の6か月及び1会計年度）

【報告内容】

対象期間中の収入総額・支出総額、会計年度末（6

月30日）現在の負債総額、認められた匿名献金

以外に受領した献金の詳細、匿名献金が認めら

れた公共の活動又は私的イベントの詳細、基準

額以上を受領した献金の詳細と献金者の氏名・

住所等

【提出期限】

報告期間後8週以内

【提出回数】

半年に1回

報告書の提出

（献金者）

【対象期間】

会計年度（7月1日から翌年6月30日まで）

【報告内容】

対象期間中に基準額を超えて行った献金の詳細

と相手方の氏名・住所等

【提出期限】

11月17日（会計年度末から20週以内）

【提出回数】

年に1回

【対象期間】

報告期間（会計年度の最初の6か月及び1会計年

度）

【報告内容】

対象期間中に基準額以上行った献金の詳細と相

手方の氏名・住所等

【提出期限】

報告期間後8週以内

【提出回数】

半年に1回

選挙報告書の

提出

（候補者の場

合）

【対象期間】

選挙に立候補したことのある候補者は、前回立

候補した選挙の投票日の31日後から、それ以外

の候補者は立候補宣言ないし推薦された日のい

ずれか早い日から、当該選挙の投票日の30日後

まで

【報告内容】

対象期間中の献金総額、献金者数、公開基準を

超えて受領した献金の詳細と献金者の氏名・住

所、選挙期間中の選挙支出

【提出期限】

選挙の投票日から15週以内

【対象期間】

選挙に立候補したことのある候補者は、前回立

候補した選挙の投票日の31日後から、それ以外

の候補者は立候補宣言ないし推薦された日のい

ずれか早い日から、当該選挙の投票日の30日後

まで

【報告内容】

対象期間中の献金総額、献金者数、認められた

匿名献金以外に受領した献金の詳細、匿名献金

が認められた公共の活動又は私的イベントの詳

細、献金額等

【提出期限】

選挙の投票日から8週以内

罰則規定 ○報告書を期限までに提出しなかった場合

　政党・支部 :5,000豪ドルを超えない罰金

　上記以外 :1,000豪ドルを超えない罰金

○報告書の記載内容が不完全であった場合:1,000

豪ドルを超えない罰金

○補助の申請又は報告書に虚偽の内容が含まれ

ていることを知っていた場合

　政党・支部 :10,000豪ドルを超えない罰金

　上記以外 :5,000豪ドルを超えない罰金

○報告書を期限までに提出しなかった場

合 :120pu*（13,200豪ドル）の罰金

○報告書の記載内容が不完全であった場合:120pu

（13,200豪ドル）の罰金

○補助の申請又は報告書の提出に必要な選

挙関連の記録を保存しなかった場合 :120pu

（13,200豪ドル）の罰金

○補助の申請に虚偽の内容が含まれているこ

とを知っていた場合 :2年間の禁錮若しくは

240pu（26,400豪ドル）の罰金、又は両方

○報告書に虚偽の内容が含まれていることを

知っていた場合 :12か月の禁錮若しくは120pu

（13,200豪ドル）の罰金、又は両方

*pu=penalty unit（1pu=110豪ドル）
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匿名献金の受

領

基準額（10,000豪ドルに消費者物価指数を乗じ

た額）あり。現在11,200豪ドル超は禁止

バザーや私的イベント等で献金を募る場合、1

人当たり50豪ドルまでは容認。それを超える額

は、受領後6週間以内に返却し、それが不可能

な場合には国に納付しなければならない。

選挙資金の公

的補助制度

【受給要件】

第1選好投票の4%以上の票を獲得

【受給方法】

登録政党の推薦のない候補者や上院グループ :

獲得した第1選好投票数に1票あたりのレート

をかけた金額

登録政党・支部等 :当該政党が推薦した候補者、

上院グループが獲得した第1選好投票数に1票

あたりのレートをかけた金額

* 1票あたりのレート :2.27999豪ドル（2010年1

月1日から6月30日まで）

【受給要件】

第1選好投票の4%以上の票を獲得

【受給方法】

登録政党の推薦のない候補者や上院グループ :

①獲得した第1選好投票数に1票あたりのレー

トをかけた金額、又は②候補者が請求した選挙

支出でAECの承認を得た金額、のうち少ない金

額

登録政党・支部等 :当該政党が推薦した候補者、

上院グループが①獲得した第1選好投票数に1

票あたりのレートをかけた金額、又は②候補者

が請求した選挙支出でAECの承認を得た金額、

のうち少ない金額

* 1票あたりのレート :2.27999豪ドル（2010年1

月1日から6月30日まで）

政党への献金

の税制上の優

遇措置

所得控除（1,500豪ドルまで） 企業・団体には控除なし。個人の政治献金・寄

附について1,500豪ドルまでの所得控除を認め

る。

（出典）  Commonwealth Electoral Act 1918, Act No.27 of 1918 as amended , compiled on 5 August 2009, Canberra: Attor-

ney-General’s Department; House of Representatives, Commonwealth Electoral Amendment(Political Donations 

and Other Measures) Bill 2009, A Bill for an Act to amend the Commonwealth Electoral Act 1918, and for related 

purposes , Canberra: The Parliament of the Commonwealth of Australia, 2008-2009; 木村志穂「オーストラリア

選挙委員会の政治資金監督機能」『レファレンス』709号 , 2010.2, pp.81-96. 等を参照して、筆者作成

締約国会議に向けた排出量取引制度に関連する

法案審議が最大の焦点となり、審議予定に2009

年選挙法改正法案の日程は掲載されたものの、

実際の審議は行われなかった
（注42）

。もっとも水面下

で与野党の調整は行われていた
（注43）

。

　与野党調整では、改革の目標は企業・団体献

金を廃止して潜在的な政治腐敗や影響力を最小

限にし、代わって公費助成を行うとされた。ロ

ナルドソン影の担当相は、献金廃止は支持した

ものの、ある種の献金の枠組みは残すべきとし

て、個人献金のみ上限を設けて認めるよう議論

した。労働党は、すべての団体献金廃止に対す

る自由党の支持を得るため、労働組合との財政

的つながりを断ち切ろうとしたが、組合内部に、

それが労働党に対する組合の影響力を弱めると

の懸念もあってまとまらなかった。ロナルドソ

ン影の担当相は、ラッド首相は改革を約束した

のに、現在までのところ、党内で反目している

だけであると批判した上で、政党財政改革の主

要点は、多額の献金が引き起こす「軍拡競争」

を止めることであるとしている
（注44）

。

　2009年後半以降の動向を見る限り、政治資金

制度改革に対する政府側の積極的な姿勢は見え

てこない。ラドウィグ担当相は、政府は改革達

成を決意しており、そのためすべての政党と協

議しているとしているが、その時期や具体的な

立法措置等については何も示していない。それ

について、高級紙の『エイジ』紙は、2008年9月

にフォークナー前担当相が示した、政治資金の

軍拡競争終結という誓約の大きな後退であると

した上で、ラッド政権が、次回総選挙までに新

たな政治資金制度を導入することを断念したと
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報じている
（注45）

。

おわりに

　政治資金制度の改革は、2007年総選挙で労

働党が国民に約束した重要政策の一つで、政権

に就いて間もない2008年2月の2008年税法改

正第1号法案の下院提出を嚆矢とすると、早く

も2年が経過したことになる。現在の第42議会

期は、2010年に予定されている次期総選挙まで

は継続するため、現在審議が中断している2008

年税法改正法案及び2009年選挙法改正法案が、

再び審議に入る可能性は残っている。しかし、

政治資金及び選挙制度に関する2本の緑書の公

表により、より包括的な選挙法の改正に取って

代わられることも予想される。改革が進まない

背景には、労働組合と労働党の集票組織（特に

ビクトリア州の労働党）の影響があると言われ

ている
（注46）

。

　廉潔な人柄で知られ、マスコミから「選挙改

革の擁護者」と称されたフォークナー前担当相

は、合同委員会の2008年報告書が公開された

直後の2008年10月の講演で、「我々は、憲法と

民主的制度に規定された枠組みの中で、すべて

の政党に共有されているオーストラリアの民主

主義の価値と調和して活動しなければならな

い」とした上で、二大政党の支援により、透明

性の高い、アカウンタビリティを促進する政治

資金制度の変革が達成できると述べていた
（注47）

。約

2年にわたる政府及び議会の議論を経て、与野

党の間に政治資金制度の主要な改善点について

広範な合意はなされていると見られるが、新た

な制度が公正で、二大政党に受け入れられるも

のとなるかどうかが最大の課題であると言えよ

う。今後のオーストラリアの改革動向を注視し

ていきたい。

注 

* インターネット情報はすべて2010年1月31日現在で

ある。

(1) 　Australian Government, Mid Term Progress Report , 

June 2009, p.38. <http://www.pmc.gov.au/publications/

mid_term_report/docs/mid_term_progress.pdf>

(2) 　ある年に提出された法案が翌年まで両院を通過

表3　政党への政治献金に関する世論調査

　政治活動の支援のため、団体が政党へ献金することの賛否について（単位：%）

総計 男性 女性 18-34 歳 35-49 歳 50 歳以上 労働党支持 保守連合支持

賛成 42 41 42 49 40 37 48 43

反対 47 49 45 36 50 53 40 50

どちらでもない 11 10 13 15 10 10 12 7

　政党の主要な資金源として、どちらが望ましいか（単位：%）

総計 男性 女性 18-34 歳 35-49 歳 50 歳以上 労働党支持 保守連合支持

団体献金 45 42 49 54 47 38 45 47

公費助成 41 47 35 39 42 42 47 38

どちらでもない 14 11 16 7 11 20 8 15

注： 調査は、2009年8月7日から9日にかけて、オーストラリア全土から無作為に抽出された1,201人を対象に電話

で実施された。

（出典）  ‘Organisations donating money to political parties and main source of funding,’ 11/08/09.　 <http://www.news-

poll.com.au/image_uploads/0803%20Donations%2011_08_2009.pdf>
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しない場合、法案に引用される年は、法案が最

終的に両院を通過した年に変更される。この変更

は、下院通過後上院に送付される前又は法案が裁

可される前に実施される。C. Harris, eds., House of 

Representatives Practice , 5th edition, 2005, p.338.

(3) 　両院合同委員会は、政策課題が両院により同時に

審査の対象とすべき場合に議会法又は各院の議事規

則等によって設置される。現在14の合同委員会があ

り、選挙問題に関する合同委員会は、両院のいずれ

か又は政府によって依頼される選挙法やその実務、

運営に関する調査等を行う。委員は、各院の与野党

の院内幹事により指名され、委員長を含め両院5名

ずつの計10名で構成されている。ただし上院の1名

は、諸派・無所属議員から指名することとなってい

る。現在の政党別構成は、労働党5名、保守連合4名、

緑の党1名で、委員長は、労働党のDaryl Melham下

院議員である。

(4) 　Joint Standing Committee on Electoral Matters, The 

2004 Federal Election: Report of the Inquiry into the 

Conduct of the 2004 Federal Election and Matters 

Related Thereto, September 2005.  <http://www.aph.gov.

au/house/committee/em/elect04/report/fullreport.pdf>

(5) 　政党、候補者、上院グループ、献金者以外で、政

治的支出を負う個人・団体を意味する。Australian 

Electoral Commission, Funding and Disclosure Guide , 

Version 1, July 2009, p.15. <http://www.aec.gov.au/

pdf/political_disclosures/handbooks/2009/ThirdParty-

Guide.pdf>

(6) 　op.cit.（4）, pp.xxxix-xl.

(7) 　Government’s Response to the Report of the 

Joint Standing Committee on Electoral Matters, The 

2004 Federal Election: Report of the Inquiry into the 

Conduct of the 2004 Federal Election and Matters 

Related Thereto , August 2006. <http://www.aph.gov.

au/house/committee/em/elect04/Report/govres.pdf>

(8) 　たとえば、①については、「over $10,000」を「more 

than $10,000」に修正した。

(9) 　Joint Standing Committee on Electoral Matters, 

Funding and Disclosure: Inquiry into disclosure of 

donations to political parties and candidates , February 

2006. <http://www.aph.gov.au/house/committee/em/

donations/report/fullreport.pdf>

(10) 　AEC及びオーストラリアの政治資金制度の概要に

ついて、次の論文を参照した。木村志穂「オースト

ラリア選挙委員会の政治資金監督機能」『レファレン

ス』709号 , 2010.2, pp.81-96.

(11) 　Government’s Response to the Report of the Joint 

Standing Committee on Electoral Matters, Funding and 

Disclosure: Inquiry into disclosure of donations to political 

parties and candidates , August 2007. <http://www.aph.

gov.au/house/committee/em/donations/govresp.pdf>

(12) 　op.cit.（9）, pp.15-26.

(13) 　以下の記述は、主として次の資料を参照した。

 Jerome Davidson, “Electoral and Referendum Amendment

（Electoral Integrity and Other Measures） Bill 2005,” Bills 

Digest , no.95, 2005-06, 8 February 2006.

(14) 　当時の基準額（1,500豪ドル）は、1991年から適用

されていたもので、公開制度発足当初の1984年にお

ける公開基準額は1,000豪ドルであった。op.cit.（4）, 

p.328.

(15) 　“Political finance disclosure under current and 

proposed thresholds,” Research Note , no.27, 2005-06, 

8 February 2006.

(16) 　Commonwealth of Australia, Parliamentary Debates, 

Senate Official Hansard , No.9, 2000, 26 June 2000, 

p.15592. 

(17) 　2008年連邦選挙法改正（政治献金及びその他の措

置）法案は、2008年に提出されたが、2009年に入っ

ても審議が行われていたため、連邦議会の文書では、

「2008［2009］年連邦選挙法改正（政治献金及びその

他の措置）法案」と表記されている。ただ本稿では、

便宜上「2008年選挙法改正法案」と略して用いるこ

ととする。

(18) 　Leslie Nielson, “Tax Laws Amendment（2008 Measures 

No.1） Bill 2008,” Bills Digest , no.62, 2007-08, 29 

February 2008, pp.6-7. 
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(19) 　Joint Standing Committee on Electoral Matters, 

Advisory report on Schedule 1 of the Tax Laws 

Amendment（2008 Measures No.1） Bill 2008 ,June 

2008. <http://www.aph.gov.au/house/committee/em/

taxlawbill/report/fullreport.pdf>

(20) 　ibid.,  p.iii.

(21) 　ibid.,  pp.43-51.

(22) 　ibid.,  p.40-41.

(23) 　原語は、Goods and Services Tax。2000年7月に導

入された付加価値税である。

(24) 　報告書は、以下のとおり。Standing Committee on 

Economics, Tax Laws Amendment（Political Contributions 

and Gifts） Bill 2008 [Provisions] , October 2008. <http://

www.aph.gov.au/Senate/committee/economics_ctte/

political_donations_08/report/report.pdf>

(25) 　House of Representatives, Tax Laws Amendment

（Polit ical Contributions and Gifts） Bi l l  2008: 

Supplementary Explanatory Memorandum（Amendments 

to be moved on behalf of the Government） <http://

parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/

r3051_ems_99da5b20-b18e-4879-9a05-b7e552c2cd43/

up load_pd f/329844 .pd f ; f i l eType=app l icat ion/

pdf#search="tax%20laws%20amendment%20political%20

contribution%202000s%202009%2042%20gifts">

(26) 　Senator John Faulkner, Electoral Disclosures, Media 

Release , 1 February 2008. <http://www.smos.gov.au/

media/2008/mr_032008.html>
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