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とりプロ選挙市民審議会 

第 7回第 2部門（選挙制度）会議 

議事録 
 

2016 年 8 月 18 日(木) 17:00～18:45 

衆議院第 2 議員会館 B1 第 4 会議室 

 

2 年間のテーマ：民意の反映と両院制のあり方 

 

【委員】太田光征、桂協助、小林五十鈴、只野雅人、田中久雄、林克明 

【第 2 部門実務者】太田光征、岡本達思、林克明 

【他のとりプロ実行委員】岡村千鶴子、城倉啓、富山達夫 

 

【プログラム】 

 

1． 1990 年代初頭の政治改革について振り返る（只野雅人委員）（17:00－17:20） 

2．上記について審議（17:20－18:20） 

3．傍聴者との意見交換および今後の確認（18:20－18:45） 

 

【配布資料】 

 

1．「政治改革」を考える（只野雅人、2016 年 8 月 18 日） 

2．選挙市民審議会第 2 部門の今後の審議予定（案）（田中久雄、2016 年 8 月

18 日） 

 

【過去の第 2 部門会議】 

 

第 1回は、論点整理などを行いました。 

第 2回は、山口真美委員が「衆議院選挙制度に関する調査会の答申についての

報告」を、田中久雄委員が「参議院選挙制度改革についての過去の提言につい

ての報告」を、桂協助委員が「選挙制度にまつわる現状分析」を行いました。 
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第 3 回は、只野雅人委員が「現在の国会議員選挙制度をめぐる問題点」について

発題しました。 

第 4 回は、選挙制度をめぐる憲法要請（小澤隆一委員が問題提起）と両院制を検

討しました。 

第 5 回は、太田光征委員が地方議会選挙と首長選挙に関する第 3 部門（関連法

制）の議論を紹介し、選挙制度の国際比較（オーストラリア、ドイツ、フランス、

アイルランド、スウェーデン、スイス）を行いました。 

第 6 回は、伊藤朝日太郎委員が小選挙区制（フランス下院の 2 回投票制とオー

ストラリア下院の優先順位付き連記投票制など）、比例代表制（区割りの有無と

選挙区の大きさ、拘束式名簿・非拘束式名簿、政党中心か候補者中心か、政権交

代など）、中選挙区制（政党力学、最上位当選者と最下位当選者との票差が大き

い場合の民主的正統性など）の利害得失について論点整理を行いました。 

【論点・発言要旨】 
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Ⅰ．第 8次選挙制度審議会答申についての報告（只野雅人委員） 

1．選挙制度及び政治資金制度の改革についての答申（衆議院、1991 年 4 月

26 日） 

・課題 

- リクルート事件による政治不信への対応：国民の意思を反映する政治の必要

性 

 

・衆議院議員の選挙制度改革 

- 中選挙区批判：政治腐敗の原因としての個人本位の選挙（同じ政党の個人同

士の争い、金のかかる選挙）、政権交代の欠如（野党候補の複数当選が困難） 

- 改革の方向：政策本位・政党本位の選挙、政権交代と政権選択、（とってつ

けたように）多様な民意の反映 

- 選択肢 

 小選挙区制：政権選択についての明瞭な意思表示、政権交代の可能性が

高い（英国モデル） 

 比例代表制：政権が不安定になりやすい 

 小選挙区比例代表併用制：小党分立で国民が政権を選べない、超過議席 

- 結論：小選挙区比例代表並立制（両制度をうまく加味と評価、分かりやすい） 

- 具体的制度 

 小選挙区と比例代表の比率（250：250 が 300：200 に、さらに比例区削

減、小選挙区も小幅削減） 

 小選挙区区割り（人口較差 2 倍未満、最大較差が縮小する場合のみ県に

2 議席を配分、後に 1 人別枠に変更） 

 比例区（11 ブロック、ドント方式、重複立候補･惜敗率） 

 

・関連方策 

- 個人本位の選挙の回避（政党中心の選挙） 

- 比例代表選挙の政党要件 

- 選挙運動の自由化（見送り） 

2．参議院議員の選挙制度の改革及び政党に対する公的助成等についての答

申（7 月 31 日） 

・ 参議院のあり方 
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- 役割：衆議院に対する抑制・均衡・補完（強い参議院の認識の欠如） 

- 現状：政党化の進展、参議院の独自性・自主性の発揮が困難 

- 独自性発揮の方向性：衆議院とは異なる民意の代表（職域的な代表や専

門的知識・経験に優れた人材＝参議院発足時の衆議院の付帯決議）、政党

化の抑制 

 

・ 参議院議員の選挙制度改革 

- 望ましい選挙制度の検討 

 候補者推薦制：憲法規定との関係で問題 

 都道府県代表（地域代表）への一本化：全国区の由来（全国から広い視

野をもつ人材を得る）との齟齬、連邦国家の州との相違 

 広域ブロック単位または全国単位への一本化（または都道府県とそれら

の組み合わせ） 

 － 現行制度の見直し 

 比例代表選挙：政党化の促進、顔の見えない選挙→非拘束名簿式の導入 

 選挙区選挙：定数不均衡の是正（とくに逆転現象）→ 1 人別枠（各県 2

議席）＋人口比例配分 

 

・ 政党助成と政党法制 

- 政党への公費助成と候補者届出政党（議員 5 人か得票 1%→現在は 2%） 

- 候補者選定手続の届出･公表 

- 政党中心の選挙運動 

3．改革の帰結 

- 政権選択選挙：小選挙区制による二大政党化、首相とマニフェストの選択（中

北浩爾「有権者は中長期的に支持する政党を持たず、マニフェストに従って

政権を担うべき政党を選択する」） 

- 政権選択と首相･内閣中心の政治主導改革：内閣・首相・政策を一体として

選択し、政治が官僚をコントロール 

- 一貫した政策体系の困難さ：国会での調整の必要性、それにふさわしい政党

の仕組み 

- 直接選挙に由来する「強い参議院」の顕在化：衆議院選挙での政権選択の民

意と参議院選挙での「直近の民意」のねじれ、強い参議院を組み込んだ憲法

と二大政党制のミスマッチ 

- 二大政党化から一党優位型多党制への回帰？：民意のスイングと流動化、選
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択肢の消失、政権選択という制度設計の批判的検証が必要 

4．報告についての質疑 

- 候補者推薦制：幅のある書き方だが文字通りなら憲法上問題 

- 職能代表（職域代表）：20 紀初頭の欧州における比例代表の議論とセット、

職域代表の考え方は「全国区」から比例区へ（強い支持母体を持つ議員に有

利、特に非拘束名簿で） 

II. 全体審議 

1．第 3 部門（関連法制）の議論の紹介 

- 市町村における制限連記制案（定数の大きさに応じた制限連記数の提案） 

- 地方の選挙制度改革は中央で一括か地方に任せるか 

2．中選挙区制について 

- 中選挙区を生かす場合の積極的な位置付けの必要性：強い基盤を持った個人

と国会・参議院の理念の結び付きなどで説得力 

- 政策本位の選挙：中選挙区比例代表統合制（桂協助委員提案）により、定数

2～3 の選挙区において 1 政党 1 候補者なら政党間の政策選挙が可能 

- 中選挙区における共倒れ：擁立戦略と票割りの困難さ、中選挙区選挙で政党

候補を当選させない中選挙区比例代表併用制（太田光征委員提案）なら政党

候補の死票が発生せず共倒れが起きない 

- 選挙区の大きさ：大きすぎると民意より資金力を測定→中選挙区の必要性 

- 政治腐敗：現行制度でも起こっている、防止は選挙制度の守備範囲を超える、

有権者の選択に任せるべき 

- 参議院選挙の 13 中選挙区における腐敗：利益誘導の批判はあまり聞かれな

い、衆議院の旧中選挙区より参議院の現中選挙区の規模が大きいことや参議

院の性格が影響しているか 

- 第 8 次選挙制度審議会答申における中選挙区制批判：ほとんど全面的に納得

できない 
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3．小選挙区制について 

- 小選挙区比例代表並立制の提案時に党の執行部の統制力が選挙区・比例区の

両方で強まるとの指摘があった 

- 小選挙区制は一般的に再選率が高いが、日本では短期間で議員が大きく入れ

替わるので党の拘束力が強い 

- 2009 年の政権交代時に比例区の得票率は野党が与党を上回っていたので比

例代表制などでも野党政権は実現していただろう、中選挙区制のままなら

09 年の前に政権交代は実現していただろう 

- 小選挙区制で投票行動が変わって少数政党がさらに少数政党に 

4．非拘束名簿式比例代表制のデメリット 

- 個人への投票がほかに流用されるという感覚、何のために投票かが分かりに

くい、政党名投票は組織票か（未検証）、制度導入時の議論に若干疑問 

5．選挙制度と憲法 

- ジェンダークオータ制：性別半数改選の参議院選挙は憲法に触れる、フラン

スの男女ペア県議会選挙はグレーゾーン 

- 立候補の差別化：無所属候補と政党候補の間における差別、立候補の可能性

自体の制約（1 政党 1 候補者に限定）は憲法に触れる可能性、参議院名簿の

立候補者数規定による間接的コントロールは微妙 

- 選挙運動の差別化：政党に有利、政党本位の仕組みに必要な政党定義によっ

て立候補制限と同じ問題が発生 

- 衆議院から参議院への鞍替え：制約は困難、政党間移動の禁止はぎりぎり合

憲 

6．選挙制度と政党・人物 

- 政治は基本的に政党で動かされている、人物中心で選びたい選挙民がいても

選挙制度で重要なのは政党、政党を育成して政党の中で人物を選べる選挙制

度が必要 

- 政党中心で個人の顔が見える仕組み 

- 政党重視の有権者と個人重視の有権者にとってニュートラルな制度がコン

センサスを得るという観点からも大事 
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- 政党中心か人物中心かでなく平等な国民主権（投票価値の平等、1 票の持つ

影響力の平等）を保障する選挙制度がシンプルで説得力を持つ 

- 政党と個人の選択を両立させる単記移譲式比例代表制では民意の測定に影

響する選挙区の大きさが問題 

7．選挙制度はシンプルにすべきか 

- 選挙制度はパソコンと同じで使用方法（投票方法）が分かりさえすればよい 

- 選挙区の区割りと投票の仕方はドイツの併用制と日本の並立制で変わらず、

違うのは選管の仕事である票の集計方法だから、複雑さは有権者の負担にな

らない 

- 優れて算数的な問題の選挙制度はエンジニアの精神で 

- 当落が常識的に分かる制度が求められる、他に代えがたいほど優れた制度な

ら複雑な集計方法が許される 

- 複雑なイギリス型の移譲式を採用する国は少数、北欧型の比例代表を基本に

人物・無所属を選出する制度がシンプルでよい 

- 複雑さというより分かりにくさや不自然さが問題、複雑なドイツの制度は理

念が明瞭 

- 衆議院の重複立候補と惜敗率の仕組みを分かる人はほとんどいない 

8．地域代表性と民意 

 

- 定数是正訴訟の最高裁判決は地域代表性を否定、「地域代表」の定義が必要 

- 女性議員の少なさは民意が反映されていないひとつの指標 

9．選挙制度改革の運動など 

- 選挙制度改革を政治家も巻き込んで国民運動に 

- クオータ制の運動は政党同士の争いに巻き込まれている 

- 以前は有権者と候補者の距離が短かった 

10．審議のあり方と目標 

- 理想の選挙制度案でとりプロの運動期間（10 年越し）を通じて頑張るのか、

議員に受け入れらやすい改革案を提示するのか 
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- 第 1 期（2017 年末まで）に選挙制度案を出すことについて： 

賛成：桂、小林、只野、林 

困難との見通し：太田 

他部門との関係や制度案を出して以降の活動が不明なので判断しかねる：

田中 

→具体的な選挙制度案を第 1 期で提案する 

11．中間答申 

- 中間答申（2016 年 12 月）は衆参合わせての方向性が必要、A4 一枚くらい

の要旨と分量を定めない本文、中間答申案は只野委員が担当 

- 第 1 部門は 2017 年末までに最終的なものは全部出せる 

- 第 3 部門は地方選挙制度改革を優先させているので、第 2 部門が早めに出

すことは問題ない 

 

【発言】 

 

太田光征：はい、それでは時間ですので、とりプロ選挙市民審議会第 7 回第 2 部

門会議を始めたいと思います。今回は 1990 年代の政治改革について振り返ると

いうことで、只野委員にご報告をしていただき、その後で審議に移りたいと思い

ます。では早速、只野委員からよろしくお願いいたします。 

只野雅人：はい、よろしくお願いします。次回はたぶん中間答申の話を少ししけ

ければならないんだろうと思うんですけれども、その際にやはり従来の選挙制

度の総括ということがどうしても必要になると思います。 

現在の選挙制度、特に衆議院の選挙制度の基になっていますのが、90 年代初

頭の政治改革ということですので、ちょっとそれを今回批判的に検証してはど

うかと。こういうお話だったと思います。 

当時もいろんな議論がありまして、どこからお話ししようかなと少し思った

んですが、やはりその後出てきました選挙制度の基本的なラインというのは、第

8 次選挙制度審議会の答申ですね。これは 91 年に出たものですけれど、この中

に出ているということで、また後で文書化する時もたぶんこちらの方が使いや

すいだろうということで、ちょっと今回はその答申に沿いながらですね、当時ど

ういう議論が行われていたのかと。どういう議論に基づいて現在の衆議院の選

挙制度が組み立てられたのかということを少し振り返った上で、その後の展開

がどうだったのかということをちょっと簡単に考えてみたいというふうに思い

ます。 
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 答申自体は皆さんあまりご記憶にもないかもしれませんけど、比較的短いも

のですね。91 年の 4 月にまず衆議院を中心とした答申が出まして、その後 7 月

ですね、今度は参議院についての答申が出ています。今から見ると基本的にやは

りそれが具体化されてるんですけれども、そこで先送りにされた課題がですね、

実は少し時間を経た上で具体化しているという部分もあったりします。 

まず衆議院の方の答申、4 月に出た方の答申からということなんですけれど

も。答申の中身ですね、どんなこと言ってるかというと、まず冒頭に言っている

のがですね、なぜ政治改革なのかと、こういうことで、課題が山積していて、国

民の意思に基づいて、きちんとした決定をする必要があるということと、もうひ

とつが何より政治不信への対応ということだったわけです。ちょうどリクルー

ト事件があって、政治不信が非常に高まっていたと。こういう時期で、そこにど

う対応するのかという処方箋を出す必要があった。政治に対する信頼の確保と

いうのはそういう文脈で出てきた言葉ですね。 

その上でひとつの大きな柱が衆議院議員の選挙制度改革と、こういうことだ

ったわけです。これも何回か話に出てるんですけれども、その一番の中心にある

のがですね、中選挙区批判、こういうことでした。この中選挙区というのを今後

の選択肢としてどう見るかというのはひとつ考えていかなければいけないんで

すけれども、何より政治改革の時に選挙制度審議会が問題にしたのは。それから

当時のメディアの論調もそうだったと思いますけれど、中選挙区だったわけで

すね。 

何が問題かというと大きくは 2 つ問題があって、1 つが個人本位の選挙にな

っていると、もう 1 つが政権交代が欠如している。これが政治腐敗の原因にな

ってるんだと。こういう分析をするわけです。 

個人本位の選挙というのは、要は自民党の候補者同士、同じ政党と書いてあり

ますけれど、自民党の候補者同士の争いになってしまう。だいたい平均サイズが

4 ぐらいの選挙区ですから、自民党から 2 人候補者が出る。さらに通常は公認漏

れした人が未公認・無所属で立ちますので、3 人ぐらいで票の奪い合いをすると。

こういう構図になりがちなわけですね。そうすると政策とか政党ではくて、同じ

政党の個人同士の争いになって、どうしても金のかかる選挙につながりやすい。

それが腐敗の一因になっていると。 

これがたぶん当時一番問題視された点だったろうと思います。ちょっとこの

辺りどう見るか、今日から見てどうなのかっていうのは、ひとつ評価が必要なと

ころかもしれません。それからこれはあくまで衆議院の話ですので、参議院から

見た場合どうかという問題もあるかもしれません。 

もう 1 つが政権交代の欠如と、ちょっと線を引いたところなんですけれど、

これは特に詳しい分析はないんですけれども、確かに中選挙区の場合、野党は一
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定の議席をほぼ確実に取れますけれど、なかなか複数の候補者が当選するとい

うことが難しかったという部分はあるんだろうと思います。おそらくその辺も

指しているのかなというふうに思いますけれど、個人本位である、それから政権

交代が起きにくいと。こういう欠陥があって、これが政治腐敗が繰り返される原

因になっているんだと。こういう分析をしているわけです。 

こういうものをどう評価するかというのは、中間答申の中でも論点となると

ころかもしれません。どういう方向で改革をしていくかというと、１つが政策本

位・政党本位の選挙ということですね。それからもう１つが政権交代と政権選択

を可能にするような仕組み。それからもう１つ、とってつけたような感じがある

んですけれど、多様な民意を反映することも大事だというのもひとつ付け加わ

っています。 

ただこの最初 2 つが非常に重要で、特にその後国会に出た法案の趣旨説明な

んかを見ますと、この政策本位・政党本位という点が非常に実は強調されてます。

これはちょっと後でまたお話しをします。 

その上で具体的にどういう選択肢があるかということで、当時思い出します

と、ずいぶんいろんな選挙制度を挙げていろんな人がいろんな議論をしてたん

ですけれど、この答申の中で具体的に議論されているのは 4 つですね。基本的

には小選挙区と比例代表なんですね。 

小選挙区ははっきり価値判断がなされていて、上のような要請に一番かなう

のが小選挙区だと、こういう評価がなされてます。要するに国民の意思が明確に

示される、政権選択ということがはっきり出てきて、政権交代の可能性が高い。

これはたぶんに当時のイギリスをモデルにした議論だろうと思います。どうも

これはその後の展開を見ていくと当たっていなかったと、こういうことになる

んですけれど。 

一方、比例代表の方はですね、民意の反映という点では優れているけれども、

政権が不安定になりやすいという評価をしています。 

そからもうひとつが混合制度、両方を組み合わせた制度ですね。現在の並立制、

それからドイツ型の併用制と、この 2 つを選択肢として検討してるわけです。

おそらく当時、シミュレーションなんかずいぶん出ましたけれど、いずれを取る

かで非常に大きく選挙結果が変わる可能性があったわけですね。 

並立制というのは 2 つの制度をうまく組み合わせているのだと、こういう評

価になります。一方、併用制の方は、基本的にはこれは比例代表制だという形で

評価をしています。そうなるとデメリットとしては小党分立の可能性があって、

要するに国民が政権を選べないのだと、こういう点が非常に強調されてるんで

すね。ここもちょっと前回ひとつ議論になったところだと思います。超過議席の

話なんかも出てきますけれど、結局ですね、分かりやすい制度がいいということ
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もあるので、並立制がよいのだと、こういう結論を出したわけです。 

その上でですね、実はこの並立制という制度の性格を決める一番大きなポイ

ントが、小選挙区と比例代表の比率をどうするかと、こういう問題だったわけで

すね。この答申の中では、6：4、総定数が 500 程度ですから、300：200、これ

は実際に導入された制度ですね。ただ、国会での議論の当初は実は半々だったん

ですね、250：250 だったと思います。これがいろいろな経緯で結局ここに戻っ

てしまったと。さらにその後、比例の削減をしています。最近は小選挙区につい

てもちょっと小幅な削減をしてますけれども、小選挙区の比率が高まっている

というのは、ご承知の通りですね。 

それからもうひとつですね、小選挙区については区割りの問題も議論してま

して、実は１人別枠とちょっと似てるんですけど違うことを提案してるんです

ね。格差は 2 倍未満と、これは今のルールと同じですけれども、最大格差が縮小

する場合に限ってですね、議席 1 の県に 2 議席を配分したらどうかと。調整策

としては各県に 2 議席というのを提案してました。これが 1 人別枠に変わって

ったわけです。 

比例については基本的に今の方式ということになります。それからさらにで

すね、いろんなことを検討してるんですけど、関連した方策ということで、どう

したら政党中心になるのかという提言を幾つかしてます。ちょっとこれは省略

しますけれど、もうひとつちょっと興味深いのが、選挙運動の自由化ということ

を政党中心の選挙と一緒に議論したりしてるんですね。ただこれは結局、見送ら

れたということになります。 

衆議院の方はずいぶん力が入っているんですけど、この答申の中では参議院

はまた後回しだと、こういう位置付けになりました。ちょっと遅れて出たのが、

その次ですね、7 月に出た方の答申ということになります。改めて読んでみても

ですね、あまりこちらの方は新鮮味がないんですね。というのは参議院ができた

当初からの議論がなんとなく繰り返されていると、こういう印象が非常に強い

です。 

最初に参議院のあり方として期待される役割としては衆議院に対する抑制・

均衡・補完の権能を持っているんだと、こういうことを言ってます。これはずっ

と言われてきたことなんですけれど、ただやはりこの段階では参議院の権限は

実は強いという認識はおそらくなかったんだろうと思います。実は参議院強い

んだということがおそらく意識されたのはたぶん、90 年代の半ばぐらいからじ

ゃないかなと。 

実務家が書かれたものを見てそういう印象を持った時期があって、たぶん少

し後なんですけれど、この時期は補完的なものが参議院だと。こういう目線で物

事を見ていたんだろうと思います。ただこれは学会含めてそうでしたので、仕方
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がない部分があるんですけれども。何が問題かというとですね、やはり発足当初

のイメージを引きずってるところがあって、政党化が進み過ぎていて、独自性や

自主性が発揮できなくなっていると、いうことが指摘されてます。 

ここをどう見るか、前回もちょっと個人の選択ということをどう考えるのか

というお話が出ましたけれど、ここはちょっと論点としてはひとつ残るところ

かなというふうに思います。どうするかというと、ひとつはやはり衆議院とは異

なる形で民意を反映しなければいけないだろうと。それから政党化を抑制しな

ければいけないだろうと。こういうわけですね。 

どうしたらいいかというとですね、例えば、職域的な代表や専門知識・経験に

優れた人材が選出されるようなものとする必要があると、こういうこと言って

ますが、これは実は参議院の発足する時の衆議院の付帯決議の中にも同じよう

なものが入っていたりする。あるいは当時出てきた選挙制度に関する法案の趣

旨説明でも、同じようなことが言われたりしています。さらに政党化の抑制とい

うことが出てくるわけです。 

具体的にどうしたらいいのかというのが、その次でですね、いろんな方策が検

討されてます。これも実はずっと繰り返されてきたものなんですけれど、1 つが

候補者の推薦制ですね。もう 1 つが都道府県代表に一本化したらどうかと。こ

れはちょっと最近議論になってる問題です。 

後は広域単位の選挙区、これもちょっとひとつ議論が今あるところですが、あ

るいはその全国区に一本化する。または都道府県とそれを組み合わせたらどう

かと。こういう制度の検討をしているんですけれど、候補者推薦制については比

較的、好意的に評価をしてるんですね。ただ実際の制度化が難しい、それから憲

法との関係もあるということが指摘されて見送られてます。 

これも多分参議院が補完的なものだという前提での議論から出てきたもので

すね。おそらく今のような参議院というのを前提とすると、なかなか候補者推薦

制というのは通しにくいだろうと思います。強い権限と見合わないっていうこ

とですね。 

それから今ちょと話題の都道府県代表っていう話なんですが、やはりこれは

元々、全国区を設けたのは全国から広い視野を持った人材を得ると、こういうた

めだったんで、そことの関係でどうかと、いうのがひとつ。それからもうひとつ

はその後もずっと繰り返されていますけれど、都道府県というのはやはり連邦

国家の州とは意味合いが違うんだという、割とこれは適切な指摘だと思います

けれど、こういう指摘をしてます。広域ブロックなんかについても検討してるん

ですが、なかなかこれがよいというふうな選択肢が示しにくいということでか

なり慎重なトーンになってます。 

結果的にいずれも決め手がないということで、現行制度を見直したらどうか
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と、こういう検討に入るわけです。 

比例区の方について言うとですね、政党化が進んで顔が見えない選挙になっ

ているということが指摘されてます。はっきりそうは書いていないんですが、要

は 2000 年代に入って導入された非拘束名簿式、現在の仕組みですね、これが実

は提案されてます。これいろいろ経緯があって入ったものなんですけれども。 

一方、選挙区選挙の方はですね、当時参議院の選挙区というのは最大格差が 6

倍を超えていた時期、いわゆる逆転現象も二十数例あると。96 年に違憲状態と

いう判決が初めて最高裁によって出されますけれど、そんな時期ですね。どうす

るかというんで、各都道府県に 2 議席を配分した上で、残りを人口比例によっ

て配分すべきだと。まさに 1 人別枠の発想ですね。こういう提案が出てきたり

しています。 

それから参議院に関する答申のもう１つの柱がですね、実は政党助成と政党

法制なんですね。これは第 2 部会の範囲を少し超えるんですけれど、ちょっと

柱なんで少し触れておくと、１つは政党助成、公費助成の導入というのを提言し

てます。もう１つが今の衆議院にもありますけれど、候補者届け出政党というも

のの要件を決めるべきだと、こう言っているんですね。議員 5 人か得票率１%っ

て言ってますが、現在は２%、得票率ちょっと高くなってますね。ほかにも政党

の選定手続きの届け出をするとか、政党中心の選挙運動をするとかですね。政党

本位という仕組みについての提言が実はここに含まれていると、こういうこと

になります。政党中心でいくのか個人でいくのかというのは実はちょっとまた

議論があるところかなというふうに思います。 

これがだいたいちょっと今から振り返ってみたところで、改めてですね、なる

ほどという感じもあるんですが、選挙制度審議会が答申したものですね。ですか

ら基本的にはこの線に沿って制度が組み立てられた。その後、微調整なんかがあ

ったり、少し遅れて入ってきたものもありますけれど、だいたいこういう線で衆

議院の選挙制度改革がされ、参議院の方は見送られたと、こういう経緯になりま

す。 

その後がどうだったのかというのもちょっと簡単に振り返っておくとですね。

衆議院議員選挙についてはご承知のように、政権選択選挙ということがおそら

く 90 年代の後半から 2000 年代の初めにかけて非常に強調されるようになりま

した。これはまさに政治改革が目指していたものでもあるわけですね。特に小選

挙区の比重が高い仕組みで、しかも比例の削減なんかも行われていきますから、

どうしても二大政党に議席が集中しやすくなるだろうと。その際にですね、各党

がマニフェストを出して、首相とマニフェストと、これを一体として政権として

選択するんだと、こういう点が非常に選挙に際して強調されたわけです。 

その際の前提となる民主主義像と書いたんですけど、これは私と同じ大学の
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中北浩爾さんですね、政治学者の中北さんが言われていることで、その前提にな

っている民主主義像がどういうものというと、有権者というのは中長期的には

支持する政党を持たないと。マニフェストに従って政権を選択していく、選択を

スイッチしていく、政権交代起こしていくと。こういうイメージで考えられてい

たんじゃないかというわけですね。結果的にこれは安定した政権交代にはつな

がらなかったわけです。むしろ民意の流動化につながっていったというのがそ

の帰結だったと思います。 

それからもうひとつがですね、実は政治主導改革ということが特にこれも 90

年代後半からずっと行われてきました。中央省庁の再編とか国会改革なんかと

も連動しているものですね。その際の中心が内閣の主導性と首相のリーダーシ

ップの強化と、こういうことだったわけです。実はこれが政権選択とおそらく結

びついて語られてきたんだろうと思うんですね。国民は内閣と首相を政策と一

体として選択をすると。内閣や首相は国会の多数に基づいてそれを具体化して

いく。そうすることでですね、内閣を含めた政治が官僚をコントロールしていく

んだと。こういうイメージの政治がずいぶん強調されて、これが頂点に達したの

が民主党政権の時ですね。ただ結果はご承知の通りです。 

特にマニフェストについてはですね、なかなか一貫した政策体系を作るとい

うのは非常に難しいわけですね。しかもそれを 4 年間維持するというのも非常

に難しいと。こういう問題非常にはっきりしたように思います。やはり国会の審

議の中で調整していくということがどうしても必要になってくる。それにふさ

わしい政党の仕組みってどういうものなんだろうかという話にもたぶんなって

くると思うんですが。 

もうひとつがこれもご承知のねじれという問題、それからそれに伴って出て

きた強い参議院の顕在化という話だったわけですね。参議院のことはかっこに

入れて議論がされていて、イギリスモデルで二大政党中心でいいじゃないかと、

こういう話だったんですが、イギリスには強い第二院というのは存在しないわ

けです。貴族院ですね。一方、参議院の場合は選挙されているということもあっ

て、実は非常に強い拒否権を法律案の議決については持ってるわけです。それが

従来、衆議院の優越だというふうに説明されてきたんですが、どうもそうではな

いと。単独の政党で 3 分の 2 の議席は到底取れないということが実際に制度動

かしてみるとはっきりしたわけですね。加えて自民党が参議院で多数を取れな

いという問題が出てきて、いわゆるねじれというのが常態化してきます。衆議院

で政権を選択しても次の参議院選挙でそれと違う民意が表明されると。直近の

民意なんて言われたりしましたけど。こういう現象が続くわけです。 

ねじれというのは通常、両院間の多数派のねじれを指すんですけれども、実は

もうひとつ重要かなと思うのが、憲法と運用のねじれと言ったらいいんでしょ
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うか。つまり参議院のような直接選挙される強い第二院を組み込んだ憲法をど

う運用していくかというふうに考えた時に、二大政党の中心の仕組みというの

はどうしてもうまくマッチしないわけですね。二大政党がそれぞれの院で多数

を占めてしまえば調整が非常に難しくなるというのは目に見えているわけです。

モデルのイギリスにはこういう現象というのは存在しないということをどうも

見落としたまま、改革が進んでしまったと、いうのがひとつ大きな問題かなとい

うふうに私自身は思っています。これはたぶん具体的な提言の中でも少し考え

なければいけない点のひとつだろうと思うんですね。参議院まで含めた時にど

ういう選挙制度がよいのかという問題になってくると思います。 

それからその後の展開、よくご存じの通りだと思うんですけれども、選挙の度

ごとに多数派が大きく揺れ動くという状況を経て、一党優位体制に回帰したか

のような状況がいま生じてます。これが一時的なものなのかどうかというのは

ちょっと何とも言えないですけれど、おそらく今の選挙制度を前提にするとな

かなか変わりそうもないかなと。こういう感じがします。 

改めて振り返ってみた時に、やはり政権選択ということを基軸にした制度設

計というのが本当によかったのかどうかというのは、やはりどうしても批判的

に検証せざるを得ないかなという気がするんですね。これは憲法との関係、さっ

きお話した参議院を組み込んだ憲法の仕組みとの関係という問題もありますし、

それから前回も議論になりましたけれども、有権者に選択肢を提供するはずの

仕組みがそうならなかったということですね。実際にやはり一番大きいのは私

たちが十分な選択肢を持たないまま投票を強いられているという、こういう問

題なんだろうと思います。 

改めて眺めてみるとですね、やはりこの原点の部分というんでしょうか、今の

衆議院議員制度の原点の部分というのを少し批判的に検証するところから始め

てはどうかなと、そんな感じがするところです。ちょうど時間がきましたので以

上です、はい。 

太田光征：はい、ありがとうございます。只野委員には第 1 回の論点整理の時

にも今回の政治改革については少し触れていただいたんですが、今回少し詳し

くご報告をいただいたということだと思います。はい、それでは皆さんからご意

見をお伺いしたいと思いますが、政治改革を批判的に振り返るという観点から

はかなり意見の一致があるだろうと思いますので、なるべく意見が対立しそう

なテーマについて、特にご意見をお願いしたいとは思います。よろしくお願いし

ます。 

只野雅人：… 

太田光征：説明された方がいいんじゃないですかね、今日お出しになった。 

田中久雄：ペーパーの選挙市民審議会第 2 部門の今後の審議予定案ということ
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で、事務局の方で中間答申の様式という、資料の D ですか、こういうものが出

るということを知らないまま、前回、中間答申においてどういう方向でまとめて

いくかという話があったものですから、皆さんのたたき台として提案させてい

ただいたものです。 

スケジュールとしては中間答申の中身としてどの程度の具体的な内容を盛り

込むかという議論になると思いますけれども、最終答申で本当にこういう選挙

制度に変えた方がいいという具体的な提案がされると思いますので、中間答申

の段階では現行の選挙制度の問題というのがどういう点にあるのかという内容

と、それを踏まえて、今後検討するに当たってどういう方向で改革案を検討する

かという、基本的考え方というか理念といますか、そういうものを提示するとい

うことで、中間答申はまとめられたらどうかということです。 

特に現行制度の問題点というのは今、只野委員から言われたような内容が中

心だろうと思いますけれども、それを踏まえて今後の改革に当たっての基本的

な考え方というのがどれだけ皆さんの中で集約してまとまるかどうかというこ

とによって、その後の検討にどれだけの時間とか努力を要するかということが

かかわってくると思うんです。 

ですから中間答申で、私ここで幾つか例を挙げて、これはあくまでも単なる例

示でありまして、私自身の簡単なポイントとして挙げているもので、それを参考

にして議論していただければ幸いでございますけれども、これ自体でもなかな

かまた違った意見もあると思います。 

ただ、今後の検討に当たっての基本的な考え方がある程度、集約してその方向

として中間答申に盛り込めれば、その後の具体的な提案についてのプロセスと

いいますか、それは比較的容易になってくるのではないかなと思って、中間答申

までにどれだけ具体的な基本的な方向付けというのが皆さんと合意できるかど

うかということが非常に難しいかと思います。 

最後に今後に検討する上での論点というのはまさにその問題で、ここではあ

くまで私自身の事例的なものですけども、かなり幅広に今度の検討する上でお

そらく争点になると思われることを列挙してますけども、これも中間答申であ

る程度絞りがかかれば、この中の幾つかのものというのはおのずからここから

取捨選択されていくんではないかと考えております。以上です。 

太田光征：はい、ありがとうございます。それで第 2 部門の第 1 期のテーマと

しては民意の反映と両院制のあり方ということなんですけれども、実は最終的

な具体的な選挙制度案を第 1 期で提案するということは実ははっきりしていな

いですね。ですので田中委員の今回の案の中には最終答申の前に具体的な選挙

制度の検討という項目が入っていますけれども、そういう目標設定を含むよう

に変えてもいいわけですよね。この辺をちょっとまずしっかり確認した方がよ
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ろしいのではないかな思うんですけれども。 

この点と後ひとつは第 3 部門の議論も少しご紹介しておいた方がおいたいい

と思うので簡単にご説明しますけれども、前回は市町村の選挙制度案が検討さ

れました。いわゆる制限連記制ですよね。これについて説明がされました。具体

的に定数の大きさに応じた制限連記数の具体的な案が示されました。それから

ですね、地方の選挙制度改革の案を出そうとしているわけなんですけども、これ

を中央の公選法で一括して取り扱うのか、それとも公選法で各地方に任せると

いう内容を決めて地方に任せるのかという、2 つの考え方が第 3 部門の中であ

ります。そして第 1 部門では正式にまだ議題として議論はされておりませんけ

れども、個別の委員からこのどちらを採用するかについて、個別の委員から意見

が出ているというような状況です。これはかなり意見が対立する論点だと思い

ますので、これがいきなり全体会議で初めて出て議論するとなると、かなり議論

がまとまらないんじゃないかと思いますので、この第 2部門でも委員の皆さん、

それぞれご検討いただいた上で、必要によっては第 3 部門にご意見を伝えてお

くと。あるいは必要に応じて合同会議をするなどしておいた方がよろしいんじ

ゃないかと思いますので、是非こういった論点についてもご検討をしておいて

いただきたいと思います。はい、その上で今回の論点についてご意見をいただけ

ればと思います。 

田中久雄：只野委員の今のご報告の中で、衆議院の選挙制度改革のポイントとい

うか中心になるのは中選挙区制度自体がね、非常にいろんな政策を解決する上

であるいは政治に対する国民の不信の一番の諸悪の根源だみたいな感じでね、

これを改正しなきゃいけないというのがね、非常に強い。国会議員の中でもそれ

があったし、メディア始めね、国民の中でもそれはちょっと煽られてる面もあり

ますけれども、そういう社会的な大きな潮流みたいなのがあって、それで今の制

度に変わったと思うんですけど。 

そういう中選挙区制度をもう一度見直そうというね、議論がここの他の委員

の中でもね、出てきてますよね。完全な昔の中選挙区ではないにしろね、それは

比例との組み合わせとか、あるいは中選挙区の中でももうちょっと大きな選挙

区とかあるいはもっと小さな 2 人ぐらいにするとかね。あるいは前回のように

男女を別々に 1 票ずつ投票するとかね。 

そういうかつての中選挙区ではないんだけども、中選挙区自体のまた別の衣

替えというかね、リニューアルした中選挙区制度は意味があるんだというよう

な議論がね、出てるんですけども、果たしてこの政治改革で中選挙区が諸悪の根

源みたいな感じでね、いったんそれを過去のものとしてリニューアルされたも

のをね、もう一回それを復帰するということであればね、何らかの説得力あるこ

とがなければね、なかなか世の中にね、この中ではある程度合意ができるかもし
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れないけど、世の中に対してね、あるいは国会議員とかメディアに対してね、説

得力のあるものとしてはね、なかなか難しんではないかと思うんですよね。 

ですから中選挙区的なものをね、かってのものではないにしろ、2 人選挙区と

か 3 人選挙区でもいいし、あるいは大選挙区という制度ということもあろうか

と思いますけど、そういうのを我々の提言の中でね、比例とミックスするかどう

は別にしてね、取り入れるということであれば、過去の議論をね、それと同じも

のではないんだということをね、かなり強くアピールしないと受け入れてもら

えないんではないかという感じがします。 

只野雅人：それは私もまったく同感でですね、やはりただ単に元に戻すというだ

けではなかなか大義名分が立ちにくいと思うんですね。今の田中委員がおっし

ゃられている私たちの中では割と合意がしやすいんですけれど、外向けのアピ

ール考える時になんだ戻すだけか、こういう話になってしまうとなかなか注目

が集まらないので、もし中選挙区を何らかの形で生かすのであれば、かなり積極

的な位置付けというのが必要になるかなという気はしてます。 

たぶん最近、議員さんの中にも中選挙区復活論というのがあるような気がす

るんですけれども、個人ということなのかもしれないですね、重要な視点という

のは。前回も出てましたけれども、個人を選ぶ。それからある程度強い基盤を持

った個人として議員を選ぶということをどう考えるのか。そうれがうまく国会

なり参議院なりの理念と結び付くと、少し説得力のある議論になるかなという

感じはするんですけれどもね。 

他方で、ここで展開されている中選挙区批判が本当にどこまで説得力あるか

というのはじゃっかん疑問がないわけではないんですね。本当に中選挙区だけ

の問題だったのかといえば、むしろ違う問題が大きかったんじゃないかという

感じは率直にはするんですけれども、やはり答申自体は外向けのアピールとい

うところがどうしてもありますので、ある種の大義名分といいましょうか、積極

的な理由付けを考えないといけないかなというのは本当に同感です、はい。 

小林五十鈴：選挙制度について本当に変えていきたいというのが私たち仲間も

そういう話をしておりまして、中選挙区制にするか小選挙区制にするかどうか、

そこら辺りはまだこれから皆で相談したいんですけども、とにかく連記制、1 名

でなくて 2 名を書きたいというような意見を言っております。 

小選挙区制になった時は思い出しますと、企業献金の汚職が本当にすごかっ

たんですね。有権者同盟なんかはずっとそれをやっておりましたし、市民もそれ

についてすごく批判をした、裁判を起こしたというようなことありました。その

ために政治事件になったんですけども、それでも今はすごく大変な使い方をし

ているというのは、その辺のことは、市民もいろんな問題があって忙しくて、そ

の辺を追及するまでに至っていません。やはりお金の問題が一番かかわってき
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てると思うんですね。 

選挙制度を変える話し合いをやっていると言うと、皆さん一生懸命やったこ

とを憲政記念館で一度みんな集めてみんなにどうやったらいいか意見を聞いて

みたらどうだと言われたりしますけれども。だからこれを変えるというのは国

民運動にしないといけないので、この中で先ほどもいろんな方がおっしゃって

ますけど、こういうふうにしようと思っても、政治家もこれに乗ってくるかどう

かも分かりませんし、私たちがやってるクオータ制の問題も、最後には自民党と

民進党と割れまして、最後の最後で割れまして、ただの言葉遣いだけなんですね。

同数にするか均等にするか均衡にするか。そういう政党同士の争いに巻き込ま

れておりますけれども。 

だから政治家も巻き込んでやるというのはこれから進めていかなきゃいけな

いというふうにちょっと思います。以上です。 

桂協助：第 8 次選挙制度答申で中選挙区批判がなされたという中で、あの頃の

ことを思い出すんですけども、自民党にしても社会党にしても中選挙区に音を

上げていたというのは、実際かなり深刻に音を上げてたということはあったと

思います。それはやはり本質的には同一政党から複数の候補者が出るというこ

との引き起こした問題ですね。 

自民党の場合は必ず半数以上の候補者を出すということで、選挙区によって

は定数まるまる候補者を出すなんていうことも、そんなに珍しいことはないく

らい、候補者を出していたわけですけども。 

そういう中で特に公共事業を選挙区エリアに呼び込むということをめぐる候

補者間の競争ですね。利益誘導合戦が行われて、政党間の論争はそっちのけにな

っていたと。当時の自民党の議員の中からは、これは一体政治なのかというよう

な声が出てたりしましたけども、やはりあれが一番、中選挙区の抱えていた問題

として本質的な問題だったと思います。 

社会党の方は左右の対立というのが元々あったわけですね。左右の路線対立

があって、それが複数立てなきゃいかんという、複数立てることをめぐって、そ

れが必要以上に深刻になったという問題がありました。それから複数立てると

共倒れになる選挙区も多々あったわけですけど、特に 3 人区とか 4 人区では社

会党の場合そうだったわけですね。降ろさなきゃいかんと、共倒れになるんで、

片っ方を降ろさなきゃいかんということで、またそこで左右の対立が起こると

いうことで。左右の路線対立が必要以上にこの制度によって煽られてしまった

ということがありました。 

ですから中選挙区に関しては与党にとっても野党第一党にとっても、このま

まではいけないということがあったと思います。この中選挙区をまた再び考え

ようじゃないかということが 2011 年から 12 年の辺りに与野党から起こった。
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特に自民党の中で強く起こったように思いましたけども。 

前のままでいいのかという問題は先ほどのお話しのようにあるわけですね。

一番本質の問題は同一党から複数出て、同士討ちになるという、この問題ですの

で、もし中選挙区でも各党１人というやり方が可能であれば、私は大いに検討に

値するというふうに思います。中選挙区に戻っても政党間の政策論争が軸とな

った選挙になるということになるわけで、それが可能であるかどうかというこ

とが論点になると思います。私の考えでは、２人区、３人区に抑えた中では、１

政党１候補者でも比例との組み合わせによって可能だというふうに見ているん

ですけども。 

中選挙区を考える場合はいずれにしましても、１政党から複数候補者が出る

という問題、それでもいいのかということと、１名に絞って政策論争中心のもの

にしていくということが可能なのかどうかという、そこの論点があると思いま

す。以上です。 

太田光征：たぶん私の案を想定、念頭においてのご意見だったと思いますので、

私からも意見を言いますけれども。私が考えている案では、最初に中選挙区制か

ら始まっているわけではなくて、何よりもとにかく民意をどうやったら反映す

るのかということで、選挙区が大きすぎますと、資金力が多い勢力に有利となる

と思います。ですので民意を測定するというよりは資金力を測定しかねないと

いうことで、適当な大きさの選挙区というのも、民意を反映する時に考えなけれ

ばならない要素ですので、そういうことを考えて私は中選挙区というものを選

挙制度の要素に組み込んでいるわけです。 

それから共倒れの問題が起きるのはですね、選挙区選挙で当選者を確定する

から共倒れが起きるんですね。ですけども私が考えている案では、政党候補につ

いては選挙区選挙で候補者を当選させませんので、共倒れが起きません、死票が

発生しません。あくまで政党名簿に対する投票の結果に基づいて政党の候補者

を当選させますので、共倒れや、政党内の抗争があったとしても、選挙結果に響

くような抗争にはならないだろうと思います。 

それからやはり、中選挙区制批判で大事なのは、確かに選挙制度がこういった

腐敗をもたらす、助長するという側面があったとしてもですね、こういう政治腐

敗を最終的に克服するのは、有権者の選択に任せるしかないだろうと思います。

政治とお金の問題というのは、現在の小選挙区制中心の制度でも起こっており

ますので、やはり選挙制度の守備範囲として政治腐敗の防止機能を優先すると

いうことは、ちょっと考えられないのではないかなと思います。ここら辺やはり

はっきりさせる必要があるんだと思います。 

それからやはり、この答申案の中選挙区制批判はほとんど全面的に納得でき

ませんね。私たちの中間報告では具体的な表現、文章の案を書いてから検討する
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ことになるだろうと思いますけれども、ちょっとほとんど私は賛成しかねます

ね、この選挙制度答申案についてはですね。とりあえず以上です。 

城倉啓：只野さん、本当にありがとうございました。ご発題に対するひとつの質

問なんですが、非拘束名簿式が現行制度として導入されておりますけれども、こ

の非拘束式名簿式のデメリットとしてあるものは何であるのかを教えていただ

きたいなというのがひとつですね。 

それと今も参議院選挙の選挙区、13 ですか、中選挙区がありますよね、いわ

ゆる中選挙区が存置されているわけですけれども、そこにおいて腐敗というも

のがあるのかどうか。無いとなれば腐敗の原因があんまり明らかにならないこ

とになるのではないかと思うので質問いたします。 

只野雅人：まず非拘束式名簿式でなかなか評価が難しいと思うんですね。大きな

ところで言うと、政党が選べて人が選べていいじゃないかという評価もあるの

かもしれませんが、なんというんでしょうね、個人に得票した部分がほかに流用

されるというような感覚がやはりあるのかもしれないですね。有権者にとって

は何のために投票したのかというのがすごく分かりにくいような仕組みになっ

ているような感じがします。個人票をたくさん取った場合にはそれが結局、同じ

政党のほかの候補者を利するような形になりますよね。ですので何を選んでい

るのか、何のために投票しているのかというのがものすごく分かりにくいんじ

ゃないかなという感覚があるんですね。個人にも投票できますよ、政党にも投票

できますよというわけですけど。 

実際の政党にしている方というのはやはり組織票で動いている方が多いのか

なという印象も少しありまして、ここもちゃんと論証しているわけじゃないん

ですけれども。ちょっと制度としての分かりにくさというんでしょうか。何を選

んでいるのかが分かりにくいという問題がすごくやはりあるかなと、そういう

印象はあります。 

それから制度が導入された時の議論もいささかちょっと納得がいかないとこ

ろもあったので、そういう問題もあるのかもしれないですね。 

もうひとつが今の参議院の地方区、実は十幾つ、中選挙区ではないかと。13 で

すね。たぶんひとつ違うのは選挙区のサイズが非常に大きいということなのか

もしれないですね。基本的には都道府県を選挙区にしてますので。しかも 2 人

区、3 人区、それ以上になると、それなりに人口規模が大きいところに限られて

きてしまってますので。おそらく選挙区の規模ということは少し影響している

可能性はあるかなという気はします。 

おそらく従来、衆議院の中選挙区で言われていたような利益誘導の温床にな

っているという批判はあまり聞かれないような気がするんですね。これは参議

院の性格ということともちょっとかかわってるのかもしれません。 



22 

 

ただ他方でですね、やはり依然として、さっき出てました共倒れ問題とかです

ね、非常に候補者の擁立とか戦略が難しいという問題は依然として残っている

と。これはたぶん間違いない気はします。なかなかやはり票割りなんか難しいと

ころというのは政党としてはあると思うんですよね。 

林克明：林ですけれども、91 年に出た答申の頃っていうのはやはり批判のター

ゲットが中選挙区制だから腐敗があるというふうに強く言われてたというのは

すごくリアリティ―をもって何かその当時のいろんな市民運動とか国会議員の

人とか、何か取材したりとか、マスコミが騒いだりというのはすごく覚えている

んですけども、結局、中選挙区だからあるいは制度がダメだから政治と金の問題

なので腐敗したんだという考え方が、やはりおかしいということをやはり言い

たいなと思って、これ見て思いました。もちろん制度とまったく関係ないという

ことはないと思いますけども、根本的には違う問題もあるのに、制度だけ、ある

いは中選挙区だけに悪者にしてやったということをやってたから、いまだって

こういう制度になっても常に政治とお金の問題ということになっていて、あん

まり説得力ないなという、そのことは冷静になって、イコール制度がこうだから

腐敗だというような、当時のね、当時のその風潮やはりすごかったと思いますよ。

だからそれはやはり違うだろうということはちょっとはっきりと何か打ち出し

てひとつやってったらいいなとも思います。 

それと個人的にはですね、何とか原則的に政党中心の政治・選挙がいいとは思

ってるんだけども、何度も言ったかもしれませんが、その中で個人というもので

すね。1 人の個人の立候補者とか政治家とかそういったものに注目して、いろん

な有権者が支持するとか何か運動するとか、そういう要素を何とか取り入れた

いという意味において中選挙区的というか、個人を立たせるというようなこと

も入れていったらいいんじゃないかと思います。その点で前から太田さんが言

ってる仕組みとか、政党中心なんだけどもやはり個人としての顔が見えるとか、

そういった仕組みも可能性としてあるので、そういったことを検討していけれ

ばなと思ってます。 

小林五十鈴：林さんがおっしゃったように、青年会議所が討論やってます、テレ

ビ討論なら各政党が出てやってますけど、もっと身近に私たちは選挙区ごとに

候補者を揃えてやってたんですもっと身近に私たちはやってたんです、やはり

選挙制度を選挙運動ですね、その辺がすごく、この頃絞められているの、そこら

辺りをやはり、どういう人に入れていいか分かるだろうし、それをすごく変えら

れてしまいましたよね。あれがいけないこれがいけないという。だからそういう

ふうな時の方がもっと有権者とそれから候補者との間で距離が短くなってよく

分かるという。そういうふうな形をもう一度呼び起こしていったらいいんじゃ

ないかなと思います、はい。 
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只野雅人：運動の問題、僕もすごく大事だと思ってまして、今日もちょっと触れ

たんですけど、これはどうでしょうか、第 1 部門の守備範囲ということになっ

てきますかね。そうするとどうでしょう、全体で少しこうすり合わせをする中で

関連付けてですよね、たぶん。 

城倉啓：只野代表のおっしゃる通りで、運動のことは第 1 部門ではあるけれど

も、やはり全体のこととしても考える必要があるだろうから、政党政治というの

を 9 月に全体審議会で話し合います。例えば、選挙運動においても政党と政党

でない人で差が設けられているということもありますので、これはやはり話し

合ったらいいと思うのと、直近ですが 8 月 23 日、第 1 部門と第 3 部門の合同の

ところで立会演説会の復活と、第三者ができるようにするなども含めの改正案

を濱野道雄委員が第 1・第 3 合同で発題なさいます。こういったこともかかわり

があるかなと思います。いずれにしろ全体のことなのではないかという問題意

識は引き受けているということで、この場を収めていただけたらなと思います。 

一番最初に太田さんが提起されていた「最終的な制度までこの 2017 年の年末

に出すのかどうなのか」ということについて。つまり「今までの予定をちょっと

変更して目標としてはそこを定め、その上での中間なのだということ」をここで

定めていただけると、資料の C のカレンダーは埋まっていきやすいと思います。 

それと田中委員がおっしゃっていたことは、9 月の第 2 部門審議会は中間答

申の準備をしなくてはいけないと、只野代表も思われた通りなので、そのたたき

台はどうしても必要であると思うんですね。ですから今日お出しいただいたも

のがまた、たたき台のたたき台になっていけば、今日、準備の準備もできるのか

なというふうにも感じました。事務局側としては D という資料の中の＜Ⅱ＞の

体裁で、第 2 部門は出そうということを共同代表者会議で話し合っていると前

回申し上げました。そのことが期せずして田中委員の内容と深くかかわってお

りますし、1 番目の項目の「現行法の歴史的な経緯」というのは今日、代表が出

されたこの 4ページ立ての政治改革の流れと深く関わっていると思いますので、

ほぼこの線に乗っかってるんじゃないかなと。後は絞ることを委員の中でお話

いただけたらなと思います。 

後、まとめてですが、ひとつ只野さんに質問です。前から聞こうと思ってたの

ですが、例えば、参議院選挙が半数改選において、今回の改選は女性だけ、次の

改選は男性だけ。これは憲法問題に触れますか。いつもクオータ制の話になると、

私が聞きそびれてるんですが、代表は「憲法問題に触れるので」というお話をな

さるのですけども、今のような案が憲法問題に触れますか。具体的に触れるとす

ればどこに触れるのかというのを教えていただきたいのですが。 

只野雅人：ひとつは議員になる資格の平等ということが憲法で規定されている

わけですね。性別によって区別をしてはいけないのだと。これははっきりしてい
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るわけです。ただ、もうちょっと踏み込んで考えると、やっぱり有権者、選挙人

というのが正確かもしれませんけど、選挙人という資格を考える時に、例えば性

別みたいな要素を持ち込んではいけないんだと。特にやっぱりこういう趣旨が

含まれているような感じがするんですね。 

ですからやはり有権者は有権者として抽象的に考えるというのが原則かなと

僕自身は思ってます。今の話でいうとやはり一方しか立候補できないというこ

とになりますので、どうしてもそことは衝突してしまうかなという気がするん

ですね。 

やや微妙なのがこないだフランスで取られた県議会選挙ですね。つまり男女

ペアにせよというやり方です。これもやはり性別という基準を持ち込むことが

問題だという観点からすると、問題にせざるを得ないのですけれども、少しやは

りグレーゾーンというのはあるかもしれないですね。１つの選挙を男性だけ女

性だけとするとその問題非常にはっきり出てきてしまう。一方しか立候補でき

ないということになりますので。これはやはり問題だろうということになりや

すいかなという気がするんですね。 

細かく考えていくといろいろあると思うんですけれどもね、工夫の仕方とい

うのは。例えば、一部分ならどうかとかですね、よく言われることで。 

田中久雄：その問題とちょっと関連するかどうか分からないのですが、ここの議

論と従来から議論されていること、今日も出た問題で、無所属議員とかね、それ

と政党から立候補する議員との、選挙制度でね、扱いを区別していいのかどうか

という、それもその男女をね、別扱いにするかどうかという、まさに憲法問題と

かあるいはもう法律の基本的な問題と触れてくると思うんですよね。 

桂委員でもさきほど中選挙区 2 人とか 3 人とかね、4 人とか、そういう選挙区

で政党は 1人しか立候補できないんだと、いうふうにすればいいじゃないかと。

後は無所属とかほかの各政党が出せる余地があるようにね、かなり大きな自民

党であっても 1 つの選挙区からは 1 人しか出せないと、民進党でも 1 人しか出

せないと。あと余裕のあるところは他の政党が出せると。政党から 1 人しか出

せないというような制度が法制度上可能かどうかというね、まさに今言われた

憲法上ね、どこの政党であれ、個人であれ、立候補できるという被選挙権は自由

にできるというのをね、法律で政党に属しているから、その政党は 1 人しか出

せないんだということがね、そういうふうに規律することがね、可能なのかどう

かというのもね、ちょっとやはり同じような憲法問題と触れてくるんじゃない

かと思うんですけどね。 

只野雅人：そうですね、立候補の可能性自体を制約してしまうと、やはりその問

題は出てくるかもしれないですね。微妙な問題は確かにあるんですよね。例えば、

参議院で名簿出す場合、候補者が何人必要ですよという形で間接的にコントロ
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ールするということはあるかもしれませんけど、立候補の可能性自体に枠をは

めたり制限するというのはやはり憲法問題を含んでくる可能性はあるかなとい

うふうに思ってるんです、僕自身は。 

一方、今問題になっているのはたぶん、今の制度の中にあるのは選挙運動の量

的な違いの問題だと思いますね。つまり一定の要件を満たした政党に属してい

る候補者だと運動上、非常に大きなアドバンテージが与えられると。 

ただこれは最高裁でもちょっと問題になっていたのですけれども、政党本位

という仕組みを取ろうとすると、やはり政党の定義をしなきゃいけなくなる。定

義をすると、政党として当てはまるものとそうじゃない政治団体や個人との区

別がどうしても生じてしまうと。こういう問題がやはりあると思うんです。です

からどこまで大きな区別をしてよいのかという、たぶんちょっとグレーの部分

を含んだ問題として考えてみる必要があるのかなと。立候補させないという場

合ほどクリアではない気はするんですけど、でも同じ問題が含まれていること

は確かかもしれないですね。 

小林五十鈴：自民党、衆議院から参議院にコロコロと変わる人がいますね。それ

は各政党がそれを決めるんだというふうに許可が出たからと今度参議院出て。

私はその方が通ったのは、今度 6 年間、その方が参議院で活躍するのはとても

私は許さないような人が通ってるんですけどね。そういうことってやはり違反

でも何でもないでしょう。 

只野雅人：そうですね、それ自体はなかなか制約するのは難しいかもしれないで

すね。従来からも行われていることですし、一方を辞めるわけですよね、両方を

兼ねるということになると、これは憲法違反になりますけれど。かなかか枠をは

めてしまうのは難しいかなと。やはり有権者が判断すべき問題なのかなと、ちょ

っと残念な感じはしますけどね、すごく。どうなのかなと正直思うことはありま

すね。 

政党間移動の禁止もちょっと似たような問題だったのかもしれないですね。

これはたぶん憲法上ぎりぎりのラインで制度を作ってると思うんですね。そう

するとやはり選択肢をきちんと持てるような制度にしなきゃいかんと、こうい

う話と結び付いてくる問題のような気がします。 

太田光征：たぶんこれは私にとって分が悪い意見だと思うんですけれども、選挙

制度はなるべくシンプルなものがいいという考え方があるんですけれども、選

挙制度というのは、我々よくパソコンを使いますけど、パソコンと同じだと思い

ますよね。要するに使い方が分かりさえすればいいと。要するに選挙制度も投票

がそれほど難しくなければ、その後の選管の仕事である集計方法がちょっと難

しくてもそれは構わないだろうと。 

ドイツの併用制がちょっと複雑だと言われるんですけれども、選挙区の区割
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りと投票の仕方というのは実は、日本の並立制とまったく同じなんですよ。違う

のは投票後の集計方法だけなんですね。これは集計というのは選管の仕事です

ので、有権者の負担になるわけではありませんから、そんなに選挙制度の複雑さ

が問題となるものではないだろうと思います。 

問題になるとすれば我々が考える時にちょっとめんどくさいとうだけであり

まして、それは複雑さを避ける理由にはならないだろうと思うんですね。 

選挙制度というのは、どうなんでしょう、文系の問題なもかもしれませんけれ

ども、優れて算数的な問題でありまして、理系の人、工学・エンジニアの人はも

う日々、不可能と思えるような目標を設定して実現をしているんですね。文系の

人もぜひそういうスピリットで頑張ってもらえれば、その選挙制度の複雑とい

うのは問題ではないだろうと、私自身思っているところです。 

田中久雄：たぶん私のペーパーのね、選挙制度の改革に当たっての基本的な考え

方ポイントの一番最後ですよね。 

太田光征：答申にもありますよ 

田中久雄：有権者にできるだけ分かりやすくシンプルなものであるとともに票

の集計方法ができるだけ複雑でないことということで。私自身もね、今はね、コ

ンピューターの時代ですから、ちゃんと条件をインプットしておけば自動的に

集計できるので、本当に手作業でやるとすればたぶん移譲式のね、オーストラリ

アとかなんかやっている当選した人の余った票を下位に回し、また落選した人

の票をまた上位に回すというね、複雑な計算を何回もし直しながら当選者を決

めていくという。手作業の時代では大変だと思いますけど、今のコンピューター

の時代では簡単にできると思います。 

ただ、そのように当選者を決める時に非常に複雑な計算をするということは、

有権者にとって、選挙に対する正当性というかね、シンプルさというか、それ自

身もちょっと計算がめんどくさいということを抜きにしても、やはり有権者に

とって分かりやすい、この人は当選したんだ、この人は落選したんだというのが

ね、常識的に分かるような制度というのがやはりできるだけ求められているん

ではないかなという感じはします。 

それからやはり移譲式の比例代表的なものはイギリスなんですよね。イギリ

スが元々そういうこと取り入れようという工夫した人もイギリス人ですし、な

んかそれで植民地でオーストラリアとかなんかがやったわけですが、その後に

比例、非常に単純な比例代表制、政党中心ですけれども北欧型のあれができて、

もう今比例代表というとみんな北欧型の方になって、そんな複雑なイギリス型

の移譲式を採用する国というのは、今アイルランドはありますけどね、アイルラ

ンドとか後、北アイルランドは分からないけど、その辺が若干残ってますけども、

新たにそういう制度を導入するという国は、ほとんどなくて、むしろ北欧型の単
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純な政党を中心にして比例、民意を反映させると。 

ただ、政党だけでいいのか、あるいは人物も加味したような、あるいは無所属

の人であっても比例代表制で当選するようなシステムにするとか。そういう北

欧型の比例代表を基本としてそのバリエーション。人物も選べる、あるいは無所

属の人も立候補して当選できるというシステムを変えるというふうに。その方

が元々シンプルだし、計算の仕方も簡単なんで。 

ですからそこまでここでまだ皆さんで検討しなきゃいけないわけですけども、

ちょっとやはり複雑な集計方法というのはどうしてもその制度が他のものと比

べて代えがたいほど優れているんだという理屈がなければね、やはり考えざる

を得ないと私は思えます。 

只野雅人：じゃっかん程度問題というところがありまして、今の日本の仕組み、

実は相当複雑なんですよね。例えば衆議院の重複立候補と惜敗率の仕組みって

分かるかというと分かる人たぶんほとんどいない感じがして。よく批判される

のはやはり非常に不自然な印象を受けるからなんでしょうね。なんで小選挙区

で落選した人が当選するんだと。こういう感覚もたれる人多いので、やはり非常

に納得いかないという話になってくると。 

ですから複雑さが悪いと僕は必ずしも思わないんですけれども、有権者にと

って不自然な印象を与える、納得いかない、分かりにくいという印象を与える。

そこはたぶん問題なんだろうなと。 

ドイツの仕組みも結構難しいと思いますけれど、あれは理念とか理屈が非常

にはっきりしてるわけですね。基本は比例代表で決めると。ただし候補者は個人

として選べるようにしてますよ、ということなんで、割と納得がいくんじゃない

かなと、こんな気がしますので、やはり理念とか理屈の問題というのがまずある

のかな、とそんな気がしますね。具体的に制度が出てくる中で考えてく問題なの

かもしれませんけれど。 

田中久雄：これからの選挙制度を考える上でやはり政党というものをね、どう評

価するかというか、私自身は政党というのを非常に大事だなと思っていて。もっ

と踏み出して言えば、日本の社会で政党政治というか政党をもっとしっかりし

たものに育てるということが非常に日本に政治にとって大事であって、そのた

めにはそのような選挙制度というか、政党を育成する、良い方向に健全に育成す

るというか、そういう選挙制度が求められるのではないかなと。 

非常に個人という人物という、その際、みんなどうするのかと考慮するわけで

すけども、たまたま優秀な人がいて、その人がいい政治をやってくれるとかなん

とかあるかもしれませんけど。やはり基本的には政党で政治というのが動かさ

れているのであって、政党の中で人物を選ぶのか、政党を優先的に選択して、そ

の中で誰がいいのかなと、いうふうに選ぶのか、あるいは選挙民はね、人物選ん
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で、その人がどこの政党であろうが、自民党であろうが民進党であろうが、社民

党であろうが、この人物が好きだから人物に入れるんだというふうにね、人物中

心でいる人もいると思うんですけども、どちらがね、選挙制度を考える上でね、

大事なのかなというと、私はやはり政党だと思うんですよね。政党の中で人物を

選べるという仕組みというのが、政党と人物を組み合わせる上で重要だなとい

うふうに感じております。 

只野雅人：今回の中間答申は確か一応、衆議院中心にというお話だったでしょう

かね。基本的には。だから政党の話たぶん中心でいいかなという気が僕自身もし

てるんですけど。参議院ぐらいだとちょっと違った考慮が必要になってくる可

能性があるかもしれませんけど。そこは問題点としてはきちんと押さえたおい

た上で、政党中心でその中で個人の選択をどう加味するかという中で特に衆議

院の場合はいいような感じがなんとなく僕自身はしてましたけれども。どうで

しょう皆さん。 

太田光征：まず、この 2 年間の目標として具体的な選挙制度案まで出すかどう

かについては、中間答申には当然間に合わないので、急いで今決める必要もない

かなと思っているんですけれども。 

政党中心なのかどうかというのは非常に大きな論点でして。私は政党を重視

する有権者も個人を重視する有権者にとってもなるべくニュートラルな制度と

いうのが、コンセンサスを得るという観点からも、大事じゃないかなと思ってお

りまして。 

私は田中委員のペーパーにもあるようにこの 2 つを両立させる混合制、移譲

制をどう考えるかという項目がありますけれども、単記移譲式比例代表制がこ

れを両立させる案ですよね。私は独自の案を提案してますけれども、単記移譲式

比例代表制でもよいかなという感じはしておりますけれども、ただ選挙区の大

きさをどうするのかなと、いろいろ検討課題があるかと思っています。あんまり

大きくなり過ぎますと、さっき言ったように、本当に民意を反映するのかどうか

という問題が出てくるかと思いますので。 

政党中心か人物中心かという切り分け方の前に私は、端的に言って平等な国

民主権という表現をしておりますけれど、要するに 1 票の持つ影響力を平等に

するという考え方で統一した方が、本当にシンプルな選挙制度案、説得力のある

選挙制度案、広範な有権者にとって納得できる選挙制度になるのではないかな

と考えております。 

要するに投票価値の平等ですね。言い換えるとその 1 つの条件として死票の

最小化ということがありますけれども、そういった考え方で政党中心を重視す

る有権者にとっても人物中心を重視する有権者にとっても納得できる制度にで

きるのではないかなというふうに考えています。 
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こういう考え方を取ったからといって、政党を極端に疎外するということに

なるわけではありませんで、たぶんどの委員の皆さんが考えている制度でも、政

党を排除するわけでも無所属を排除するわけでもないでしょうから。程度の差

なんでしょうね。結果出てくる選挙制度が政党にどう及ぼすかという点では程

度の差くらいなんだろうと思います。 

それからですね、田中委員のペーパーの中にあります地域代表性ですよね。こ

れ今まさに自民党が改憲でもって地域代表的な性格を持たせようとしているわ

けですけれども、定数是正訴訟の最高裁の判決ではもう、地域代表性というもの

はきっぱりと否定されているわけですけれども、この審議会の中ではどういう

ふうに考えていくんでしょうか。私は、ある程度の大きさの選挙区というものを

設けるのであれば、それでもって地域代表的な性格付けになるだろうと思いま

すので、ここら辺はどうなんでしょうか。 

桂協助：その前に確認させていただきたいんですけども。今行われている議論

は、只野さんのお書きになった中間答申の丸が 2 つあるうちの、丸が 2 つあり

ますけども、現行選挙制度の問題点の提示というのと、その次に選挙制度改革を

まとめるに当たっての基本的な考え方の提示。この 2 つ目の丸の方の今議論が

かなり行われていると思うんですけども。その前のこの現行選挙制度の問題点

の提示ということで今日、只野さんのご報告があったわけですけど。こちらの方

についてはこれでよろしいと、私はいいと思うんですけど、ということで確認す

るということでよろしんでしょうか。その上で今一連お話しになってる今後の

改革に向けた基本的な考え方への議論ということに移っていっているというこ

とでいいんでしょうか。 

只野さんのお書きになった最後の方の改革の帰結ということにあるのは、功

罪相半ばするという感じで、当たっていた部分も答申で 90 年代の初期の答申に

当たっていた部分もあるけれども、そうでないところが多々あると。特に票と議

席のかい離の問題なんかそうですけど。こういったまとめ方、振り返り方で私も

いいと思います。その上で今後の考え方の討議ということが引き続き行われて

いくということで、そういうことで理解してよろしいでしょうか。 

只野雅人：それで私も結構かと思います。今日は田中委員から出していただいた

今の問題点というのは割と的確にこの間の議論をまとめていただいているんで。

女性議員の問題ってちょっと扱い難しんですけど、やはり問題点としては入れ

ておきゃなきゃいけない点かなというふうに思うんですね。民意が反映されて

いないということのひとつの証明でもあるし、世界的に見ると極めて恥ずかし

い状況でもあるということなので。どこまで第 2 部門で触れるかはともかくと

して、民意が反映されていないひとつの指標というか物差しとして、これはあっ

てもいいんじゃないかなと、そんな気がしてます。 
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さっきの地域代表の話なんですが、これもですね、なんか地域代表ということ

を皆さん、いろんな意味で使うんですよね。どうも自民党の政治家の話を聞いて

いると、地域の利益代表というような意味で使っている感じがして、この間ずっ

とこの審議会でも出てますけれど、そういう点でいえば衆参変わりがないんじ

ゃないかと。こういう話にもなりかねないと。 

ですからおそらくこの議論をするのであれば地域代表という言葉で何を意味

しようとしているのか、ということははっきりさせないといけないかなと。なか

なかこれ、難しい気が僕自身はやはりしてるんですね。衆議院中心とするとする

とあまり出てこない話かもしれませんけども。 

城倉啓：確かに 5 月 25 日の「見解」において衆議院を中心にというような文言

が入っていたようにも記憶しております。ただ今回の政治改革を考えるという

ペーパーの中にも参議院のこともかなり深く入っておりますし、また今おっし

ゃったように地域代表のことというのにもし触れるのであれば、参議院のこと

も触れた方がいいとも思います。その部分の予定変更というか、全体の制度まで

出すかどうかというのはちょっと置いたとしても、中間答申の中で衆参のあり

方を議論したという跡付け、やはり「参議院のここの問題もあるね」ということ

を含む衆参合わせての理念・方向性が、必要かもしれません。 

もし女性議員のことも、その観点で切ると、衆参で何か有意な差があるのかど

うかというのも、もちろん問題なりましょう。その辺りはここでご確認いただけ

たらなというふうに思います。 

なお事務局側で用意しているところの＜Ⅱ＞の「基本方向の確定というレベ

ルの中間答申」になる場合で、3 番目の項目は「法改正の基本的な理念・方向」

です。ですから田中委員は逆に下から理念をあぶり出していくような形で今ま

で議論してきたポイントを突いてくださってますけど、大きなところの基本理

念というのを「衆議院・参議院をこう考える」みたいなものをお出しいただける

と、助かります。 

太田光征：参加された皆さんどうですか、ご意見、お願いします。マイク、お願

いします。 

傍聴者 1：紅林です。ひとつ質問があって、あと意見があるんですけども。質問

は、只野さんのレジメの中で参議院の 3 ページ目の参議院議員の選挙制度改革

で望ましい選挙制度の検討というところで、候補者推薦制ってありますが、これ

は選挙でなくて推薦で選ぶということなんでしょうか。こういう例があるのか、

憲法規定との関係もありますが、選挙でなくて推薦だけというと、やはり私もか

なり憲法上問題あるんじゃないかと思うんですが。 

後、質問というよりか、前のところで、独自性発揮のための改革の方向性って

とこで、参議院で職域的な代表や専門的な知識・経験に優れた人材を選出される
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とありますが、これは職域とはちょっと違うかは分かりませんが、職域団体みた

いなそれを代表というのか、基盤にして非拘束名簿の、参院のですね、それはま

さに職域団体とか票田となる団体ですね、宗教団体なんかを含めて、それがかな

り非拘束名簿の参議院でかなり、そういう形でそういう人たちが入っているん

じゃないかと思うんですけども。 

後、これは意見なんですけども、中選挙区制を批判するひとつとして、派閥の

弊害を除去することがあったと思うんですけども。確かにそれは小選挙区制に

なったことで、公認権というのを執行部が握ってしまいますし、後、政党助成金

の選挙資金の配分ということも執行部が握ってしまうので、中選挙区制時代の

ような派閥が力を持てなくなったというのは、いいのかどうかは別として事実

だと思うんですね。ただ一方でそれがあるために今の自民党なんかで安倍執行

部に対して異論が出せない。以前だったら派閥の領袖が異論を出したと思うん

ですけど、公認権なんかが握られてしまってるから、やはり反対できないという

側面があって、それはちょっと逆の問題じゃないかなと私は思ってます。 

只野雅人：いろいろありがとうございます。最初の推薦制なんですけれど、これ

は答申の中で幅のある書き方をして何をイメージしているのか分かりにくいの

ですが、文字通り推薦した候補者だけから選ばせるということになるとたぶん、

憲法上かなり問題は出てくるだろうと思うんですね。一定の候補者を推薦候補

にして立候補者と混ぜるとか、たぶん制度設計の幅かなりあるような感じはし

ます。ただ混ぜてしまうとあまり推薦制の意味がないので、おそらく推薦した候

補中心に選挙するみたいな、そういうことを考えてたのかなという気はするん

ですが、やはりここに書かれているようにかなり実現難しいと思うんですね、正

直なところ。選挙された議員ということがはっきり書かれているので、という感

じがします。 

それから次がですね、職域代表という話なんですけれど、これは戦前からの継

続の議論で、いわゆる職能代表という議論がずっとあったんですね。これは 20

世紀の初めくらいにヨーロッパで比例代表の議論が出てきた時、セットになっ

てきたもので、政党中心で選ぶのもいいけれども、職業的な単位を選挙区にして

選んだらどうだと。農業者の代表、工業者の代表とかですね。こういう議論があ

って、これは結構当時、いろいろ評判を呼んでたわけです。日本にもそれが入っ

てきて、たぶんそのイメージの中で語られてきたものだと思うんですね。 

当時の議論見てると、職能選挙区と地理的単位を基にした選挙区と、後者を地

域代表と呼んだりして、ちょっと言葉遣いが複雑なんですけど、ただこれもやは

りなかなか平等な仕組み作るのが難しいので、結局、取られなかったと。しかし

やはりそういう理念はあり得るので、全国区の中にそれを生かしましょうと。た

ぶんこういう話になってきたんだと思うんですね。 
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しかし実際にはやはり非常に弊害が多いということで比例区に切り替わった。

でも比例区の場合も先ほどお話があったようにやはり一定の強い支持母体を持

っている議員が強いという現象はどうしてもあるような気がします。非拘束名

簿にしてもそれがかえって強く出てるという部分がありますので、なかなかこ

れ対応が難しいところかもしれないですね。元々は職能代表というちょっと特

別な仕組みが根っこにある議論なんだと思います。 

最後の話はさっきからずっと出てます個人中心なのかとか小選挙区どうする

のかということとかかわる話で、非常に重要な論点だと思うんですけれど、小選

挙区比例代表並立制が出てきた時に一部指摘されたのが、党の執行部の統制力

が非常にいずれも強まるだろうと。小選挙区も強くなるし比例も強くなるはず

だと。そこに狙いがあるんじゃないかと指摘されてた方がいて、これは見事に当

たってた感じがするんですね。まさに今の安倍執行部を見ていると中選挙区の

方がよかったんじゃないかと。一国一城の主の方が強くものが言えたんじゃな

いかと。ノスタルジーもあってそういう議論が出てきている部分があるんです

けれど。個人をどう位置づけるかというさっきの論点とちょっとかかわってく

るところで。これはひとつやはり大きなポイントかもしれないですね。 

ただ一般的にいうと、小選挙区というのは結構再選率が高い仕組みだってい

うことも比較的に言われますよね。日本の場合には非常に短期間で議員が大き

く入れ替わってしまうので、それだけ党の拘束力が強くなっているという部分

もあるのかなと、そんなふうに思っているところもありまして、小選挙区だけの

問題ではひょっとするとないのかもしれない。ただ小選挙区がそれを強めてい

るのは間違いないっていう、そんな気はします。ちょっと簡単ですがとりあえず

はそんな感じですね。 

太田光征：どうでしょうか他にご意見、ご質問。 

傍聴者 2：選挙制度についてはあんまり勉強してこないので、ちっとも今日のお

話しはすごい難しんですけれども、小選挙区制なってもなんか安倍右翼政権、君

臨されちゃって、なんか私たちみんなもう、はいつくばってるというようなこと

になっちゃって、負け続けちゃって、中選挙区、民主党が勝った時は、中選挙区

制だったから勝てたという。 

太田光征：小選挙区制に変わってからの政権交代でしたけれども、比例区の得票

率で見ますと、野党の得票率の合計が与党を上回っていましたので、たぶん比例

代表制なんかでも野党政権はできていたと思います。 

傍聴者 2：なんか永遠に勝てないのかなと。なんでこう安倍が君臨しちゃって、

私たちが何にも言えなくなっているのか何か、それに対してやはり勉強すると

いうか、そうなってしまったことを教えていただきたいと思います。 

小林五十鈴：国際婦人年連絡会ってありまして教育マスメディア委員会で毎年
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一回 NHK に選挙制度の先と後とか、選挙の後とかに一時間話をする時間を持

っております。NHK はニュースの中で 3 番目くらいに選挙のことを話して、や

はり選挙の期間は選挙を一番最初に話してもらわないと困るというようなこと

を言ってきたことと。それから、中立公正でないといけないけれども問題提起の

ようなニュース、選挙のことをちゃんと言ってもらわないと困ると。安倍さんは

嘘をついていつも上手に言うけれど。キャスターは日曜討論でもそれをちゃん

と見つけて最後に安倍さんはいつこういうことを言ったのに今日はこういうこ

と言ったからどちら正しいんですかというようなキャスターもいることを私た

ちはちゃんと調べていたんですね。そういう時にやはり NHK はえらいという

ようなことを言ってきましたし、そういうふうな NHK のニュースキャスター

とかそういう問題提起していただかないと困ると、いうようなことをこないだ

も言ってきた。 

林克明：さっきのあちらの方が言った発言で思い出しましたけど、いままでの戦

後の本格的な政権交代というとこないだの 2009 年の民主党が政権になった時

ですけど、あれは今の制度でね、小選挙区になったわけですけど。いま太田さん

が比例区でも野党の方が上回っていたからおそらく野党政権できてたというん

だけど、前の制度でも政権交代くらいになってたんじゃないですかね。要するに

中選挙区と一部比例の昔の制度であっても前回の 09 年の時だったら、あの票数

だったらたぶん民主党、その辺なんか計算してませんでしたっけ、太田さん。な

んか微妙なとこですよね、古い制度でもあり得たんじゃないかなと思ってんで

すけど。 

太田光征：ちょっと記憶忘れてますけども、というか小選挙区制が導入されたが

ために投票行動まで変わってしまったはずなんですね。少数政党がどんどんさ

らに少数政党になっていくという現象が生じたと思いますので、中選挙区制の

ままであったならば、2009 年の前にも政権交代起きていただろうと私は思って

います。 

ということでそろそろ時間がなくなってしまってきたんですが、もう次回は

答申案を議論しないといけませんよね。さあ、誰が書いてくるのか。 

桂協助：その件の前に、この第 1 次の来年度までに選挙制度案を出すかどうか

という、そこの確認はまだなされていませんよね。私は案を出すべきだと、これ

だけ多忙な中で委員の皆さん方、こうやって審議会を形成しているわけで、出さ

ないのは大変もったいないと思いますので、来年度、制度案まで含めて出すべき

べきではないかという考えです。 

太田光征：その点、一通り、皆さんのご意見伺った方がいいですね。どうでしょ

うか。 

小林五十鈴：出したいです。はい。 



34 

 

林克明：出したいと思いますけど。 

田中久雄：全体が、全体像がよく分からないんで。1 部門と 3 部門がどの程度の

ね、まとまったものというか、全体の中の一部ということで最終答申で、まだ積

み残しがあると、もっと深堀しないといけない問題があって、2 部門だけ答申が

最終答申的なものが出ちゃうと、2 部門として次に何をやるのか、2 部門は廃止

する、でも役割を終えたということでね、2 部門だけなくすというのかね。だか

ら全体の 1 部門という考え方と、それから第 2 部門が最終答申出すとすれば、

その次が何を第 2 部門やるのかね。それ次第だと思うんですよ私はね。全体像

が分かんないんで。 

城倉啓：今のはちょっと質問含んでたと思うので、全体像というよりも、見込み

ですが、第 1 部門に関しましては、全体 2 年の任期の最後の 2017 年の年末まで

に最終的な改正案は全部出せると思います。見込みとしては。また、片木代表の

意気込みとしては。そして個別の改正案をちょっとずつ出しています。それも個

別のものも条文レベルで改正案を出していく形で、具体的にもう進んでいます。

最終提言として最後に全体をまとめるものはできると思います。 

第 3 部門との関係でいえば第 3 部門というのは終わりのない仕事なんですね。

論点見つけてしまえば、「これも関連する」ということで全部やれますから。そ

れこそ部門を廃止できるのかどうかというのはよく分からないものであります。

ただ、太田さんのおっしゃったように、第 3 部門が地方議会選挙のことを一番

最初の優先課題に据えて出しています。逆に言うと、もしも「第 2 部門と早く話

をしたい」、「この案とこの案の摺り合わせをしたい」、「制度同士の問題なので歩

調を合わせた方が良い」ということがあるならば、第 3 の方が少し早めに出て

いるという意味では、第 2 が早めに出すことはまったく問題にはならないとい

う関係だと思います。 

太田光征：私は現実的な判断として、来年までまとまるのは難しいだろうという

判断です。私は当初、本当にできるだけ早く案をまとめたいと思っていたのです

けれども、現実を見ますとなかなか難しいだろうと。それでとりプロとしては

10 年越しでやるという決意をしているんですよ。ですね。この審議会の中では

政党議員に受け入られやすい改革案をという考え方もあるのですけども、それ

を出して 10 年間頑張るのか。一度改革案が通れば通ったでうれしいんですけど

も、一度通ってしまうとなかなか次の改革に移りずらいだろうと思うんですね。

我々が本当に理想だと思うものを提示して 10 年間頑張るという、そういうアプ

ローチの仕方もあるだろうと思いまして。これもかなりの意見の対立なんだと

私は思ってるんですね。私は来年までの具体的な案はかなり難しいのではない

かというのと、10 年越しということを考えると、考え方の到達点、それまでの

到達点を単に報告するというレベルでもよいのかなという気がしているところ
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です。私自身は。 

桂協助：太田さんのおっしゃってる 10 年越し、とりプロが 10 年越しというこ

とをかねてから言ってるわけですけど、それは運動だと思うんですよね。運動を

10 年間かけてやっていくんだと。いうことであって、何らかの制度案を具体的

に取りまとめるのに 10 年かけましょうという話ではないと思うんですよ。何ら

かの具体案を出すというのはやはり 2 年程度でできる話だと思うんですよね。

長くても 3 年くらいでやってんじゃないでしょうか。いろんな先ほどの答申案

にしても具体的に取り組んで取りまとめをするというのは、2 年、長くても 3 年

くらいなんじゃないでしょうか。この前の衆議院の調査会、審議会ですか、あれ

も 2 年弱だったと思うんですけども、そんな期間で取りまとめてやってんでは

ないかと思うんです。 

そして何よりやはりその時のメンバーを結成するということですよね。メン

バー結成できていてそのメンバーを維持できる中で結論を出さなきゃいけない

ということだと思うんです。10 年もこのメンバーでやっていくという可能性は

ないと思います。やはり忙しい中でみんなこの組織を作っているわけで、そのや

れる期間の中でやるべきではないか。なかなか難しい、やれそうもないという思

いもあるとは思うんですけど、私はやはり努力してやり遂げるべきだと思いま

す。 

只野雅人：今後 1 年何をやるかということを考えると、やはり具体的な制度の

合意に向けて議論を進めていくということはとりあえず必要かなというふうに

思ってます。まとまるといいなと思ってるのですけど、どうしてもまとまらなけ

れば、基本的な方向はこれで、選択肢がひょっとすると複数出てくる可能性もあ

るかもしれませんけど、一応 2 年間の目標として具体的な制度提言まで進むと

いうことは目標としては設定しておいていいかなと。実際、難しということが出

てくる可能性がありますけれど、当面そういう感じでよいかなと。今年はやはり

問題点と基本的な方向性ですかね、ここをしっかり出して翌年の議論の形を作

ると。そんな位置付けになるでしょうかね。 

ちなみに中間答申なんですが、どのくらいの分量のものを想定されてます。 

城倉啓：ボリュームについてそんなに議論はしていないのですが、やはり長くな

ってしまいますよね、どうしても制度のことですので。ですから簡便な A4 一枚

くらいで案がまとまっていて、その先に本文が細かく、どんな長さでもいいとい

うことですね、言えば。とにかく見て分かりやすいもので、改革案については一

枚というような形で思っております。 

ただ第 1 部門のように具体案が幾つも出てくる場合には、それが一枚ずつに

なってくることもあるので、これは第 1 部門の方と相談しないといけないと思

いますけど、第 2 部門に関しましてはかなり大きい話なので、一枚で分かりや
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すくまとめてもらって方向性などを細かく書いてもらうと。ということでそん

なにボリュームまでは具体的には決まってないです。特に＜Ⅱ＞という体裁で

すよね。一段落ちてる体裁のものですから、第 2 部門は。そこまで具体的には決

まってないです。 

太田光征：ということでもう時間ですので。もう次回から具体的に書いたものを

ベースに議論しないとダメなんですけども、誰が書いてくるかと。さあ。 

只野雅人：じゃあ僕が責任…。今日一応ペーパーを出していただいてるので、だ

いたいこの線に沿った形で。ちょっと長いものではないと思いますけど、A4、

2、3 枚くらいでだいたい全体の流れが見えるようなたたき台を作って皆さんに

見ていただいてこういったことが足りないとか、ここがこう書いた方がいいと、

いろいろご意見いただいた上で、あと少し各論の部分は分担して、ということで

もいいかなというふうに思うんですけれど。それぞれちょっとトーンが違って

しまうと答申としては難しいものになってしまうので、全体の統一を保ちなが

らですね。 

太田光征：そうするとできるだけなるべく早くということで。メーリンスリスト

で少し意見交換も必要ですかね、出す前に。 

只野雅人：そうでね、はい。これじゃ困るというのがあれば先に言っていただい

た方がたぶんいいと思いますので。議論して詰められる点であればいいんです

けどもね。あんまり簡単に約束するといつも守れないのですが。一周間くらい… 

太田光征：次回は 9 月 26 日でしたよね。城倉さん見えてませんでしたっけ。10

月は全体ではないので。10 月会議はどうしましょうか。メーリンングリストで

決めましょうか。 

只野雅人：10 月は決めてなかったですね。今日ご欠席の方が多いですけど、こ

こで絞れれば少し幾つか分かりやすいかもしれないですね。（会場の外で）はい、

分かりました。 

太田光征：もう時間ですので今日はこれにて終わらせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 

（以上） 

 


