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とりプロ選挙市民審議会 

第 5回第 2部門（選挙制度）会議 

議事録 
 

2016年5月26日(木) 18:00〜19:45 

参議院議員会館 B101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】伊藤朝日太郎、太田光征、桂協助、小林五十鈴、只野雅人、田中久雄、

林克明、山口真美 

【第 2部門実務者】太田光征、岡本達思、林克明、星出卓也 

【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．地方議会選挙と首長選挙に関する第 3部門（関連法制）の議論の紹介 

2．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）（以上、太田光征委員が担当、18:00－18:20） 

3．上記について審議（18:20－19:20） 

4．傍聴者との意見交換（19:20－19:30） 

5．上記審議の整理および今後の確認（19:30－19:45） 

 

【配布資料】 

 

1．地方議会選挙と首長選挙に関する第 3部門（関連法制）の議論の紹介（太田

光征、2016年 5月 26 日） 

2．第 1回第 3部門審議会での大山礼子委員発題レジメ「地方選挙の問題点」（2016

年 2月 1日） 

3．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）（太田光征、2016年 5月 26日） 

4．選挙制度の比較項目案（桂協助、2016年 4月 22日） 
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5．コンドルセのパラドックスと大選挙区連記投票制（太田光征、2016 年 5月

26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。 

第 3回は、只野雅人委員が「現在の国会議員選挙制度をめぐる問題点」につい

て発題しました。 

第 4回は、選挙制度をめぐる憲法要請（小澤隆一委員が問題提起）と両院制を

検討しました。 

 

【論点・発言要旨】 

目次 

 

Ⅰ．第 3部門の議論の紹介 ............................................ 3 

1．地方選挙制度の問題点 ........................................... 3 

2．地方議会選挙制度案 ............................................. 3 

3．政党と議会活動 ................................................. 4 

4．地方選挙制度改革のあり方 ....................................... 4 

5．現役野党議員の見解 ............................................. 4 

II．選挙制度の国際比較 .............................................. 4 

1．フランス下院（小選挙区 2回投票制） ............................. 4 

2．オーストラリア下院（小選挙区制、選択投票制、優先順位付き連記投票制）

 .................................................................. 4 

3．スウェーデン下院（非拘束式比例代表制、調整議席、原則的に県単位の区

割り） ............................................................ 4 

4．ドイツ下院（小選挙区比例代併用制、州単位の区割り、仮総定数を政党名

簿選挙と小選挙区選挙に均等割り当て） .............................. 5 

5．スイス下院（主に自由名簿式比例代表制、一部単純小選挙区制、州単位の

区割り） .......................................................... 5 

6．アイルランド下院（単記移譲式比例代表制、定数 3～5で区割り） .... 5 

III．一般的論点 ..................................................... 5 
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1．小選挙区制と比例代表制 ......................................... 5 

2．二院制 ......................................................... 6 

3．コンドルセのパラドックスと連記投票制 ........................... 6 

4．男女パリティ制 ................................................. 6 

5．論議の進め方と制度のあり方 ..................................... 6 

6．選挙制度の比較項目案 ........................................... 7 

7．当部門における一致点 ........................................... 7 

8．個人制度案 ..................................................... 7 

9．その他 ......................................................... 8 

 

Ⅰ．第 3部門の議論の紹介 

1．地方選挙制度の問題点 

- 性別と年齢の偏り 

- 投票率の低下と無投票当選の拡大 

- 候補者が多くて選びにくい 

- 小選挙区と中選挙区の混在（小選挙区の農村部である党が議席を独占し、中

選挙区の都市部で他の党が議席を独占できないという政党間の不平等、政党

化を阻害） 

- 「1票の格差」が地方寄りの政策を推進（都市部より農村部で有権者当たり

の議員が多い、都市部より農村部で強い政党の存在、都市部より農村部で議

員の影響力が強い――という要因による不平等） 

- 県の仕事をあまりしていない政令指定都市でも県会議員を選出する問題（比

例代表制で顕在化されない） 

2．地方議会選挙制度案 

- 小規模自治体における制限連記制（選挙区を変えないので導入しやすい、グ

ループ化を促すので女性も入れないと格好がつかない） 

- 戦後最初の衆議院選挙（制限連記制）時に女性議員 39人が当選したが中選

挙区制に戻って 1 パーセント以下に（「第 3部門で議論されている主題に関

連して」（2016年 6月 23日、柴崎暁）参照） 

- 制限連記制で問題議員の落選が容易 

- 県議会選挙における比例代表制の拘束名簿式のメリットは男女半々 
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- 中選挙区制は問題大あり（利益誘導、反政党的） 

- 参議院の選挙区を全部 1人区にして比例区に重複立候補 

3．政党と議会活動 

- 小選挙区制が議員の自由な議会活動を制約 

- 有権者は政党を基準として選ぶので政党所属議員は政党の綱領に反するべ

きでない 

- 国会審議のあり方で議員活動の不自由を解決 

4．地方選挙制度改革のあり方 

- 公選法で一括か地方に一任か 

- 地方一任の危険性 

5．現役野党議員の見解 

- 小選挙区の 2回投票制は野党に有利 

II．選挙制度の国際比較 

1．フランス下院（小選挙区 2回投票制） 

1回目で過半数が取れなければ得票率 12.5%（登録有権者）以上の候補によって

2回目の決選投票に臨む。 

2．オーストラリア下院（小選挙区制、選択投票制、優先順位付き連記投票

制） 

最下位候補をまず落選させ、同候補に第 1選好投票した投票者による第 2選好

以下の票を同候補以外に移譲し、過半数の候補者が現れるまで繰り返す。 

3．スウェーデン下院（非拘束式比例代表制、調整議席、原則的に県単位の

区割り） 
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県ごとに各党へ議席を比例配分し、全国得票率に基づく比例配分からの破れを

総定数 349人のうちの調整議席 39人で埋めていく。 

4．ドイツ下院（小選挙区比例代併用制、州単位の区割り、仮総定数を政党

名簿選挙と小選挙区選挙に均等割り当て） 

2011年以降の改正で名簿結合（票の連邦集計→各党への議席配分→各党での各

州への議席配分）を廃止。連邦レベルでの議席の比例配分プロセスの中に小選

挙区の議席を組み込む。小選挙区の獲得議席が比例配分議席を上回る政党が現

れるので、この超過議席による連邦レベルでの比例配分からの破れを仮総定数

外の必要な数の調整議席で埋める。 

5．スイス下院（主に自由名簿式比例代表制、一部単純小選挙区制、州単位

の区割り） 

政党名簿をそのまま使用するか、複数政党の名簿を再編して定数分の定員の名

簿を自由に作る。特定候補者の削除も可能。名簿中の各候補者に対する票は出

身政党の票と見なし、出身政党で票を集計して、出身政党に議席を比例配分す

る。 

6．アイルランド下院（単記移譲式比例代表制、定数 3～5で区割り） 

優先順位付き投票をする。ドループ式当選基数（当選議員 1人当たりに要する

得票数）を設定し、当選基数以上の票を獲得すれば当選させる。当選基数を超

えた過剰な生票を第 2選好の候補者に移譲する。当選基数を超えた候補者がい

ない場合、最下位候補者を落選させ、その票を第 2選好の候補者に移譲する。 

III．一般的論点 

1．小選挙区制と比例代表制 

- 比例代表は政党中心にある 

- 個人を選ぶ要素をどう組み入れていくか 

- 比例選挙というのは明らかに政党選択選挙 

- 比例代表制は必ずしも政党選択とは限らない（アイルランドの単記移譲式比

例代表は政党・無所属の別なく投票価値を平等にするという基本設計） 
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- 絶対多数を求める小選挙区制 

2．二院制 

- そろそろ参議院についての見解をまとめるべき 

- 参議院と衆議院の問題を抜きにしては進めない 

- 良識の府としての参議院（議員の見識・信条に基づく） 

- 比例代表制による参議院の政党化と第二院の意義の低下 

- 日本国憲法は衆議院と参議院の選挙制度の違いを示してない 

- 議員は国民代表であり推薦や職能団体の代表は不可能 

- 選挙制度のメニューを揃え、各国制度をパターン化して、衆議院と参議院の

制度として選択 

3．コンドルセのパラドックスと連記投票制 

- フランス下院の 2 回投票制は 3人以上で決戦投票する場合があるので、コン

ドルセのパラドックスに該当 

- 多数代表制における絶対多数の要請はドループ式当選基数の思想と根底で

同じ 

- ドループ式当選基数 = [{有効投票総数÷(定数＋１)} の商の整数部分]＋

１：多数代表制ではドループ式当選基数以上の票を獲得すれば当選が確実。

定数 1、投票総数 100票では、得票数 50票の候補者 2人の存在が可能だが、

51票は 1人だけ可能。 

- 西平重喜（配布資料「コンドルセのパラドックスと大選挙区連記投票制」で

引用）は連記制が小選挙区制の三乗法則につながると警告 

- 三乗法則：「小選挙区制で、全国的な二大政党が争うと、両党の議席は、両

党の得票率の三乗に比例する」（西平重喜『比例代表制』、 中公新書、1981

年） 

4．男女パリティ制 

- 2番目の当選者は必ず性別の異なるものとする条文を作れば、比例代表の非

拘束名簿でも男女パリティ制は実現する 

5．論議の進め方と制度のあり方 
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- 小選挙区・大選挙区・比例代表・全国一区でパターン化 

- 基本設計のパターン化が不十分 

- 投票価値の平等という基本設計（衆参や国政・地方の別に関係なく万国共通） 

- 基本メニューをまず確認 

- 制度単体の比較 

- 比例代表制のパーツ（拘束名簿、非拘束名簿、区割り、政党でない要素） 

- 3パターン（選挙区だけ、比例だけ、両者の組み合わせ） 

- 3パターン（小選挙区制、大選挙区制、比例代表制） 

- 各種制度（案）の横並び比較 

- システムとしての選挙制度 

- 選挙制度論議の中での定数論議 

- 説明しやすくシンプルな選挙制度 

- 個人制度案の提案を 

6．選挙制度の比較項目案 

1 制度設計の思想･ねらい 

2 基本設計(制度の大枠) 

3 総定数とその配分 

4 選挙区の決め方 

5 候補者 

6 投票方法 

7 当選･議席配分の決定方法 

8 その他(特徴的なことなど) 

9 導入ずみの制度にあっては選挙結果の実態分析。案レベルの制度では実際の

選挙データを援用したシミュレーション。 

7．当部門における一致点 

- 相対多数の単純小選挙区と定数削減については否定的 

- フランスやオーストラリアの小選挙区制に反対で一致？  

8．個人制度案 

中選挙区比例代表併用制（太田光征委員）：無所属・政党候補とも同じ総定数

（定数 5の中選挙区 100区で 500議席など）を争い、立候補の平等を確保。選
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挙区で政党候補・無所属候補への投票、全国の政党名簿・無所属名簿への投票

の 1人 2票制。選挙区選挙では無所属のみを当選させ、総定数からこの当選者

数を差し引いた議席を全国名簿得票数に基づいて全国名簿に比例配分し、死票

を比例配分の段階に抑制。死票を最小化して投票価値の平等を実現 

9．その他 

- 選挙区の設定により「1票の格差」が発生する 

- 制度の背景には国柄・歴史がある 

- 議員の歳費を減らして定数はそのままがいい 

- 比例代表制における党籍離脱の自由（憲法問題） 

- ドイツの複雑な制度と国情の関係（ドイツの占領時代、イギリス占領地域は

小選挙区制で、フランスとアメリカの占領地域は比例代表制。当選議員の既

得権を保証する要請） 

- 第 2回全体会議「見解」における「制限選挙元年」の表現は、それ以前は制

限選挙でなかったかのように取られてしまう 

 

【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 5 回会議を

始めさせていただきたいと思います。昨日の全体会議に続いてお疲れさまです。

今日も例によって 6時に開始で時間が少ないので早口になるかもしれませんが、

私が報告者ということですのでさっそく始めさせていただきたいと思います。 

 まず、最初にですね、第 3部門において地方議会選挙と首長選挙についてど

のような議論が行われているのかということをご紹介して、次に選挙制度の各

国比較をしたいと思います。 

 さっそく第 3部門の議論の紹介ですけれども、ホチキス留めの資料を用意し

ました。「とりプロ選挙市民審議会第 3部門会議における選挙制度の議論の紹

介」というタイトルになっております。それから一枚もので大山委員による「第

1回会議での地方選挙の問題点（メモ）」というのがございます。 

 それではですね、むしろ発言から入った方が分かりやすいかと思いますので、

ホチキス留めの方から順に説明したいと思います。 

 問題意識として地方議会議員の性別と年齢が偏っていると、これが信頼性を

失わせる大きな原因であると、そしてご承知のように投票率の低下と無投票当

選が拡大しているという問題意識を基本に置いていると思います。 
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 そして現行制度の問題点ですけども、小選挙区と中選挙区の混在について、

これは不平等をもたらすと、要するに農村部では自民党が強いので独占する可

能性がある。そして都市部では逆に自民党が議席を失う可能性があるんだけれ

ども、中選挙区制なので自民党もそこそこ議席が取れてしまうということで、

民主党などに議席の独占を許さないという点で、小選挙区と中選挙区の混在は

不平等であるというご見解です。 

 次のページに移りまして、これは地方議会選挙の中で政令指定都市というの

は県の仕事はあまりしていないんですけれども、政令指定都市でも県会議員を

選出するのはどうかという異論がある問題に対して、制度を比例代表制にして

しまえばそういう問題は顕在化されなくなるだろうというご見解を大山委員は

示されています。現在問題だからそういう問題がクローズアップされるという

考え方ですね。 

 それから大山委員は小規模自治体では制限連記制、要するに 1人 1 票ではな

くて有権者 1人が複数の候補者を選ぶという選挙制度を提案されています。例

えば定数 30のところを 3票投票できるとかですね。それが制限連記制というも

のです。大山委員の認識としては何十人もいる中から 1人を選ぶのは難しいと、

これが投票に行かなくなっている大きな原因だという認識です。 

 振り返って、戦後最初の衆議院選挙で制限連記制が使われていたときには女

性議員が 39名当選したと、ところが中選挙区制に戻って 1桁の 1パーセント以

下になってしまったという歴史的事実を述べておられます。制限連記制のメリ

ットとしては、問題議員を落選させることも簡単になるのではないかというふ

うに大山委員は考えておられます。 

 次に、質疑の発言を拾ってみたいと思いますが、やはり大山委員は中選挙区

制は問題大ありだということで、そこに戻す選択肢はあり得ないということで

すね。 

 そして、三木委員は小選挙区制になってから議員が自由に議会活動できてい

ないのではないかという発言を行ったのに対しまして、大山委員は今が不自由

だから中選挙区制の時の方が自由でよかったというのはとんでもない話で、利

益誘導しほうだいみたいな話になってしまうということで反対をされています。 

 3ページ目に移りまして、これは政党についての考え方を大山委員は示されて

いるわけですが、政党の綱領みたいなのに反していいはずがないと、有権者は

政党を基準として選んだわけであるから、そこから外れていいはずがないとい

うことで、自由に活動できないという問題について大山委員は国会審議のあり

方でどうも工夫して解決したらどうかというお考えのようであります。 

 それから次に三木委員がいわゆる格差の問題を提示して、それがどういう影

響があるのか、そしてどういう影響を及ぼしているかということが有権者に理
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解できていないのではないかという認識を示されたのに対して、大山委員がそ

れは政策決定を歪めているという問題があると指摘をされています。どういう

ことかというとその下にありますように、農村部で選出された議員の意見の方

が強く反映されると。それに対して都市部では、これは衆院の話なんですが、

小選挙区で都市部では競争が激しいので、主に自民党議員を念頭に置いている

と思いますが、落選するということなんですけども。そういうことで地方寄り

の政策が推進されていくという点で、先ほど申しましたように農村部で自民党

が強いわけですね、そういう点での不平等、そういう点で政策決定を歪めてい

るという問題認識です。 

 次に 3ページ目の最後の参議院の話ですが、地方議会の話ではないですが、

いま非拘束ですが拘束名簿にしてもいいだろうというお考えです。そして選挙

区の方を全部 1人区にして、その代わり全部重複立候補して比例代表でその中

から代表を指名するという発言なんですが、これはおそらくドイツの併用制な

んでしょうかね、城倉さん、そういう認識なんですかね、分かります？ 

城倉啓：何ページ？ 

太田光征：3ページの下の方で、要するに参議院の選挙区の方を1人区にすると、

全部 1人区にして、比例代表でその中から代表を指名したいと。分からなけれ

ば後でお願いします。私も分からないですね。 

 3ページの一番下ですが、今度は三木委員の発言で、政治姿勢というのは議員

ごと、特に、4ページ目に移りまして、市町村議員は違うという認識を示されて

いて。ですから選挙制度を変えることでどういう影響を与えるかを検討してい

くべきだという認識です。 

 次、立候補の問題です。これ飛ばしまして、最後、階猛議員のご発言なんで

す。これは小選挙区の 2回投票制について、野党候補にとって有利だという認

識であります。 

 次の 4ページ目の最後は、第 2回の会議ですけども、私がですね、地方選挙

制度改革を国の公選法で一括してやるのか、それとも地方に任せるのかとお聞

きをしたわけです。そこで北側委員は前者の方であるという考え方で、ちょっ

と説明、書き忘れましたが、大山委員は後者の方です。失礼しました、北側委

員が地方に任せるというお考えで、大山委員が地方に任せると危なっかしいと

いうことで国の公選法で一括して変えるべきだというお考えですね。 

 それから小選挙区制の問題について桂委員の質問に対して、北側委員、5ペー

ジ目の最初の方、オール比例代表制がいいというお考えです。 

 最後の第 3回会議ですが、発言要旨です。まず大山委員、制限連記制は選挙

区を変えずに済むので導入しやすく、グループ化を促すので女性も入れないと

格好がつかないので、地方議会に導入すると変化を促すということです。 
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 真ん中の方。拘束名簿式のメリットはということで大山委員は男女半々にで

きることと答えております。 

 それから制限連記制でグループ化を促したいというのが大山委員の考えなん

ですが、このグループの中には政党候補を含めてもよいし、無所属候補も含め

てよいというお考えなんですね。 

 それから発言要旨の一番最後、大山委員のご見解は、先ほどと重なりますが、

都道府県議会における小選挙区と中選挙区の混在は不平等化をもたらす問題だ

と、政党化を阻害している、中選挙区制は反党的、反政党的というお考えなん

ですね。 

 ものすごく駆け足で恐縮なんですが、以上であります。本当に時間がなくな

っておりますね。後でご質問受ける形で他のことについては触れたいと思いま

す。 

 今度は、選挙制度の国際比較ですね。これは城倉さんを通じて国会図書館に

ご回答していただきました。これは既に作成されてある資料でありまして、ホ

チキス留め、基本情報シリーズというタイトルの資料があります。これですね、

よろしいでしょうか。 

 まずフランスから入りたいと思います。これはいわゆる小選挙区 2 回投票制

でありまして、一番下にありますように、1回目で過半数が取れなければ得票率

12.5%以上の候補者によって 2回目の決選投票に臨むという、非常にシンプルな

ものですね。 

 次の紙に移りまして、2枚目のオーストラリアですね。これが（4）にありま

す名前が選択投票制といいまして、小選挙区でありますが、いわゆる優先順位

付き連記投票制といった方が分かりやすいかと思います。 

 これはどういうものか、説明が 3ページ目にございます。表形式になってま

すね、ページ番号でいうと 12ページで 3枚目のこちらですね。オーストラリア

下院選挙における当選…次のページですね、表形式になっているところですね、

ページ番号で 12ページですが、A、B、C、D、Eの候補が立候補して、E候補が

最下位なので E候補をまず落選をさせる。E候補に投票した人の第 2選好以下を

投票であらかじめ投票しておりますので、それに基づいて第 2選好の票を A、B、

C、Dの候補に移譲するわけですね。このような移譲を過半数の候補者が現れる

まで繰り返すというのが、優先順位付き連記投票制であります。 

 次のページ、裏に移りまして、ページ番号 18のスウェーデンであります。こ

れ私、勘違いしておりまして、スウェーデンが自由名簿式比例代表制だとばか

り勘違いしていましたが、これはおそらく地方議会選挙の制度が自由名簿式な

んだろうと思います。自由名簿式は後で出てきますスイスの下院の選挙制度で

す。 
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 スウェーデンの下院は非拘束式の比例代表制でありまして、4ページ、ページ

番号 19ページにありますように、調整議席というものを設けているわけであり

ます。これどういうものかといいますと、まず選挙区が県ごとに分かれており

ますので、県ごとにまず各党の議席を比例配分するわけです。そうしますとな

にしろ選挙区の定数が一番少ないので 2なので、ぜんぜん比例代表制というよ

りも中選挙区制なので、選挙区ごとに比例配分するとぜんぜん比例配分しない

ので、全国集計の票で比例配分した時と比べてぜんぜん比例配分になっていな

いわけですね。そこで全国レベルでの票と県ごとに議席配分した票の差をです

ね、調整議席として追加するわけなんです。調整議席をあらかじめ左のページ

にありますように、総定数 349人のうち 39人を調整議席として用意しておくん

ですね。この調整議席から全国レベルと各県レベルの差を埋めていくと。それ

で全国レベルの得票率に見合った議席配分にしていくという制度であります。 

 駆け足ですみません。次、裏、ページ番号 26ページのドイツでありますけれ

ども、これが有名な小選挙区比例代併用制でありますけれども、実はよく知ら

れているドイツのこの制度、2011年以降に何度か選挙制度改正されておりまし

て、変わっております。 

 ページ番号 27ページの図にドイツの併用制のイメージとあります。これイメ

ージとありますように正確な解説ではないんですが、だいたいどういう制度か

理解はできるだろうと思います。色が見にくいんですが、一番下にある棒グラ

フの部分が各州の得票数に基づいて各党に議席を配分した時の連邦全体での集

計なんです。これが本来の議席という表現になって説明されています。その上

の少し色が濃いのが超過議席といいまして、これは比例選挙とは別に小選挙区

の選挙をやるわけですね。ドイツの併用制の特徴は、議席の比例配分プロセス

の中に小選挙区の議席を組み込むという点なんです。ですけれども小選挙区選

挙の議席は絶対的に確定をさせるという条件がありまして、小選挙区選挙の議

席を比例配分の計算プロセスに組み込むといいましても、比例配分の議席から

はみ出してしまう議席があるんですね、小選挙区の選挙でもって。その部分を

超過議席といっているわけであります。 

 そうするとこの超過議席を認めるわけですけれども、これを認めてしまうと

連邦全域レベルでの得票数に見合わない議席占有率になってしまうので、この

差を解消するために、先ほどのスウェーデンと同じように、調整議席というも

のを加えるわけなんですね。ただしスウェーデンとは違いまして、総定数の中

にあらかじめ用意はしておきませんで、別個に必要な数だけ調整議席を追加す

るというものでありまして、従いまして超過議席分プラス調整議席分で、仮の

先に決めておいた総定数よりもだいぶ増えてしまうというのが特徴であります。 
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 次の紙、今度は、資料が変りまして、タイトルが変りまして、ページ番号で 4

番のスイスです。これが先ほど説明しました自由名簿式の比例代表制です。 

 その説明が脚注の方に書いてあります。これも日本と同じく選挙区に区割り

をしています。一番小さい定数で 2というもの、最大で 34というものでありま

す。どういうふうに投票するかというと、定数分の名簿を自由に作ることがで

きるんです。というのは、あらかじめ決められた、提出された政党名簿をその

まま利用してもいいんですが、2 つの政党名簿から自分の好きな投票したい候補

者を定数分だけ選ぶという作り方もできます。あるいは同じ候補者に 2票を投

じることもできるということです。 

 これが投票方法ですが、どういう方法で集計するかといいますと、いろんな

名簿ができちゃうわけですよね。ですけれどもいろんな名簿の中の各候補者に

投票された票を出身政党の票と見なすわけです。そしてその出身政党において

票を集計して、出身政党に議席を比例配分するというものです。 

 私はてっきり、自由に作った名簿ごとに集計するのかと思っていました。と

ころがスイスではそうではなく、出身政党で票を集計すると。ただ、自由名簿

方式は他の国でもやっているので、もしかしたら集計方法、ほかの国では違う

のかもしれません。知っている方がいれば後でお願いしたいと思います。 

 一番最後になりました。いえ、最後ではないですが、裏、これがアイルラン

ドでありますけれども、タイトルは上院となっていますが、下院は単記移譲式

比例代表制というものであります。 

 説明は脚注の 34にあります。ページ番号 6 ですね、脚注の 34にありまして、

この単記移譲式比例代表制の考え方というのは、当選議員 1人当たりの得票数

を揃えましょうということなんですね。よく当選基数というものを選挙制度で

は設定をします。これはですね、読みますと、有効投票総数を定数プラス 1で

割りまして、その商の整数プラス 1ということなんですが、とにかく議員 1人

当たりの当選に要する平均得票数ですね。この当選基数以上の得票をした人は

当選させるということです。この当選基数を超えた部分ですね、当選した議員

の当選基数を超えた部分の票が、余り、余剰議員と見なしまして、当選基数に

満たない、最初の段階で当選しない候補者に移譲するのです。そうして移譲し

た結果、当選基数を超える候補者が現れればそれを当選させるということです。

そして当選基数を超えた投票数がなくなってしまうと今度は逆に一番下の最下

位得票者を落選させまして、この最下位得票者の票を、優先順位を付けるわけ

なんですけども、第 2順位とした候補に最下位落選者の票を移譲していくとい

うことです。 

 だから言い換えると、当選基数というものを設定します。当選議員 1人当た

りに要する得票数を設定して、それを超えた過剰な生きた票、生票を移譲する、
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当選できない候補者に移譲する。そして死票になってしまうような票を当選し

そうな候補者に移譲すると。そうして議員 1 人当たりの当選に要する票を並べ

るというのが、アイルランドの単記移譲式比例代表制というもので、優先順位

を付けて投票するわけなんですね。 

 ちょっと 10分を超えましたね。最後がオーストラリアなんです、オーストラ

リア。これがオーストラリア下院ですが、小選挙区。 

城倉啓：オーストラリアは先にやりましたよ。 

太田光征：先にやりましたね。勘違いしました。本当に駆け足ですみません。

だいたい 30分近くなってしまいました。以上で私の報告を終わらせていただき

たいと思います。ご自由にご発言をお願いしたいと思います。非常に駆け足に

なったので、第 3部門の議論の紹介として何か間違った点はなかったですかね、

城倉さん。 

城倉啓：先ほどの点は大山委員の発言だから大山委員が一番説明するのはいい

のかなとは思いましたけれども、彼女の問題意識としては「拘束名簿式にする

時にはクオータ制を導入しやすい」ということがひとつある。あとこの件で言

いますと、都道府県代表という意味合いについてこの審議会では否定的な意見

が多いですけれども反論としてはあり得るわけですよね。いまの合区の問題を

どういうふうに考えるかということをクリアするためには、「このような重複

立候補という形にして、必ず各都道府県から出るようにすればその反論はクリ

アできるでしょう」という、そういう実際的な問題意識だと思いますね。 

 だからいろいろな反論があるところに対して現実に通りやすいものをという

発想が大山委員の中にはありますので、理想はいろいろあるとしてもこんなふ

うにしたら今までいろいろな反論についてこちらも考慮しながら何か改革案が

出せるんじゃないかと。1票の格差の問題も比例代表にすればクリアできるんじ

ゃないかと、そういうようなことでこのようなご発言をなさっていると私は理

解しております。 

林克明：感想だけ。すごく単純な感想で申し訳ないんですけども。やはり選挙

制度は複雑だなと改めて今日の報告を聞いて思いました。できれば説明のしや

すい選挙制度にできるかぎりした方がいいなという、最終的な結論の提案とし

てはね、思いました。たぶん、各国もいろいろ工夫してやっているんだけども、

その有権者って全部分かっているとは思えないと思うんですよ。原則としてそ

れぞれの利点なんかを考えつつできる限りシンプルに近づける方向に持ってい

きたいなというのが基本的に私は前から思ってますけど、今日のあれと比較し

てそう思いました。感想ですけれども。 

田中久雄：私も感想を言わせていただきますと、各国の今ご紹介あって、非常

に共通しているなと思うのは、比例代表中心にやっているところと、それから
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選挙区、フランスみたいなところもありますけれども、よく言われるイギリス

とかアメリカみたいな相対的多数というね、それは非常に選挙区制を取っても

ですね、世界の中ではどんどん少数派というか、いろいろ工夫して選挙区制で

あっても、フランスの場合ですと 2回選挙で 12．5%クリアすると 2回戦に臨め

るということで、その背景としてはやはり過半数を取らないと、議員になれな

いと、その選挙区においてね、そういう考え方が根強くあるんですよ。 

 日本の場合は、例えば小選挙区で多数の政党から出て仮に 30%であろうが場合

によっては二十何%であろうが相対的に多数を取れば当選してしまうというシ

ステムというのは、信認性に問題があり、議員としての選挙区の代表としての

議員としてはやはり過半数の有権者から支持されているということが必要なん

だということだと思うんですよね。 

 だからもうひとつは比例制を基本にしている選挙区、こちらの方がご紹介の

中で数多くあったわけですけども、やり方はそれぞれ違うんですが、でも共通

してあるのは比例というのは基本的に政党の獲得得票数と議員数を比例させる

ということが基本なんですが、やはりその中で議員個人をね、どう選択してい

くか、どう組み入れていくのかと。政党中心に比例代表というものはあるんだ

けども、やはりその政党で立候補した議員の中で自分はこの議員に特定的に入

れたいという、それをどう選挙制度の中で実現していくかということで非常に

各国とも苦労していろんなやり方をしているわけです。 

 それぞれの国柄というか歴史的な背景があってそういう制度を採用している

んで、日本の場合はどういうのがいいのか分かりませんけども、これから議論

する話だと思いますけども、やはり同じような悩みというか、比例を中心にし

た場合でもいかに政党の獲得数をかなり議員数に反映するだけでなくていかに

個人を選ぶ要素を組み入れていくかということがやはりこれから議論していか

なければいけない問題だと思います。ちょっと感想だけでした。 

桂協助：第 3部門の話の方に戻るんですけど、大ざっぱな印象として地方議会

選挙は市町村のすべてが大選挙区制という非常に特徴的な方式をずっと行って

きたというのがひとつ。それから都道府県議会選挙では 1人区から何人区まで

あるんでしょうか、相当の定数まで非常に幅広く、ちょうど参議院の地方区と

同じようなもっとひどい格差、定数格差の中での選挙をやっている。両方とも

大変問題を抱えてきたわけですけども、それがずっと行われてきていて、国政

選挙の衆参の選挙制度に関する議論があったのに比べると、この地方議会選挙

の持っている問題点というのはあまり焦点が当てられてこなかったわけですね。

それを第 3部門が取り上げてやっていこうということなんで、ぜひ建設的な議

論を進めて成案を出してきてくれたらなと期待しております。とりあえず。 
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城倉啓：その点確認ですけれども、進め方とも関わりますが、昨日の全体審議

会の中で少し話が出たところ。山口真美委員からもお話しがあったと思うんで

すけれども、私からも前回言ったかもしれませんが、第 3部門は地方議会選挙

の改革案を出すと。目標として立てているのは 11月の中間答申には提言がそろ

そろ出るように頑張りたいということなんですけれども、話題として、考え方

としていろいろ重なるところがあるんですね。例えば 1人区の部分は小選挙区

制と似たような問題を孕んでいると。首長選挙もそうですけども。また中選挙

区をどうするかという話もかかわってるけれども。ですがここは第 2 部門と第 3

部門と分かれているので、3部門の決議についてはいちいち全部を第 2部門の審

議と調整しないまま、出させていただくということ。11月または 12月にまでず

れこむか分かりませんけれども、全体で話すところでどうしても調整が必要だ

というところに関しては一緒にお話合いしながら、「この表現はもうちょっと

後退させた方がいいね」とか、そういうところはご相談させていただくとして、

第 3部門は第 3部門で頑張ってやっていきますということでご了解いただきた

いなと思っております。 

只野雅人：内容についてということではないんですが、やはり今後どう進めて

いくかを少しそろそろ相談しないとですね、いろんな話が次々出てきてまとま

りがつかない感じがありますので、最初に考えましたのが、どういう制度にす

るかというのは結構大きな問題で、しかも衆議院・参議院両方からみますから、

たぶん中間答申でそこまで行きつかなくてもよいのかなという感じを私自身は

持っているんですね。最初に取り掛かりましたのが問題点がどこにあるのかを

とりあえず考えましょうということでしたので、改めて問題点を確認した上で

いろんな考え方示していただきましたので、こういう点は考えた方がいい、こ

ういう点は考えた方がいいという大まかな方向ですかね、今後数カ月かけて出

せるといいのかなという印象を持っています。たぶん具体的な選択肢という話

になると皆さんそれぞれ考えが噛み合わないところどうしても出てきますので、

何を問題で大まかには幾つか考えられるのはこういう方向ですという辺りだと

何となく少しずつまとまりつつあるかなという印象を持ってまして、特に、相

対多数で決める単純小選挙区が問題があるというのはある程度何となくコンセ

ンサスはできつつあるのかなという印象は持っております。 

林克明：ほぼそれは完璧に。コンセンサスを得ていると思います。 

太田光征：発足に当たっての文章では国会のカウンターパートを目指すという

ことでね、国会での議論が正直いって低調なものですから、我々は憲法などを

含めて徹底的に選挙制度がどういう条件を満たすべきかということを議論して

いると。その成果をある程度合意ができれば非常に大きな成果だと思うので、

具体的にどういう選挙制度にするかについてもね、そこからほとんど距離がな
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いという気がしますね。どういう条件にすべきかということである程度合意が

できるのであれば比較的、具体的な選挙制度作りはスムーズに進むのではない

かと期待は持っているんですけどもね。 

只野雅人：具体的な仕組みどうするか結構それを裏付ける理屈みたいなのいろ

いろ揃えていかないといけないと思いますけども、どこまでこの問題を議論す

るのかという問題もあるかと思いまして、大きな選挙制度、両院どうするかと

いう話ひとつあると思いますけど、あと定数削減の問題はどういう扱いですか

ね。私のところで何かという話でしたか。 

城倉啓：定数削減は話の中身としてはこの第 2部門だと思いますよ。定数削減

自体。それも先ほどのような案、絶対合意できているじゃないかという話はあ

るのかな。つまり率直にいいますと定数削減については否定的ですね。むしろ

定数を増やすという方角の方が第 2部門の委員の方々の合意にはなりつつある

のではないかなと。今おっしゃったような「ここは合意ができているんじゃな

いか」という点を列挙して、どどっと出してもらうと話が早いというのがある

と思います。 

 ついでに言いますと昨日出られた方はご存知ですけれども「第 2部門もうち

ょっとスピードアップしてね」という他部門からの督促は若干あるという雰囲

気だけ感じていただければと思います。 

小林五十鈴：私は定数削減の時、野田総理とそれから安倍さんが解散の時に党

首会談の時に消費税を上げる代わりに議員を減らすというので解散したと思い

ますけども、あの時私は反対でした。少数政党とそれから比例の人たちは通ら

ない。議員の歳費を減らして議員はそのままにしてほしいと、私たち女性たち

はそれを運動としておりました。でないと小選挙区制で大部分がちょっとそう

いう 1人しか通らないのは私は反対なので、こういう先生の中で中選挙区制に

するというのはちょっと反対だと書いてありますけど、なるべく大ぐらいに投

票できるぐらいの形にしたいなと思います。 

桂協助：定数の問題は選挙制度そのものの問題でもあるわけで、どういう選挙

制度にするかという中で定数はいかにあるべきかということになると思います

ので、定数問題だけを独立に話すというわけにはいかないと思います。減らす

のは反対だというのは分かるので、私もそういう方向ですけど、適正な定数は

どれほどなんだという問題が大事な問題だと思うんですね。そのことはどうい

う選挙制度がいいのか、民意の反映をより良くするにはどうすればいいのか、

その中で定数はどうあるべきかという話だと思いますね。そういう中で話し合

われていくべきだと思います。 

 この部門はやはり選挙制度というシステムをどうするかということですので、

いろんな課題がシステムとしてどう作り上げていくかということになりますの
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で、システムに切り込んでいかないとどうしても話が曖昧になってしまうと思

います。 

 ですから今日各国の選挙制度ご紹介されたわけですけど、そういった現実に

行われている選挙制度、日本の現在の選挙制度、あるいは過去の選挙制度、そ

れ以外にいろんな方面から出されている選挙制度案というものがあるわけです

けど、そういった主要なものを比べていくということが必要だと思います。も

ちろんこのメンバーの中で選挙制度案すでにお持ちの方いられると思いますの

で、そういったものを含めて横並びに比較をするというようなことを 1つのア

プローチとしながら、システムを考えていく必要があるのではないかと思いま

す。 

 そういう意味を含めて前回、選挙制度の比較項目の必要性を申し上げたんで

すけど、今日の資料の中の 1つに私の提案している選挙制度の比較のための比

較項目という提案をさせていただいているんですけども、この後また議論して

いただければと思います。 

 民意の反映というのが 1つの我々の追求課題ですけども、もう 1つは二院制

の問題、二院制のあり方。二院制のあり方についてはもうそろそろ参議院につ

いての見解をまとめるべきではないかと。二院制の中で特に参議院をどうすべ

きなのかというのが課題だと思いますが、参議院をどう捉えるか、どういうも

のであるべきかということをはっきりさせる必要があるのではないかと。それ

がこの後、議論の具体化を進めていく上で欠かせない当面の問題ではないかと

思います。 

伊藤朝日太郎：ちょっと雑駁な感想めいたことを申し上げたいんですが。どう

いう選挙制度が望ましいのかというのを議論するに当たって先ほどいろんな国

のモデルをご紹介いただいたんですが、どうしても 3つ以上になると頭が整理

できなくなるんで、どうしたもんだかと思っていたんですが。 

 大まかに乱暴に分けると 2つの行き方があるのかなと読んでいて思いました。

それは小選挙区であくまで選ぶのか、比例代表で選ぶのかという選択のどちら

かをやはり取っているのかなという気がしました。ドイツの場合は両方やって

いるわけですけど、あくまで議席は比例代表で決められた配分でいくわけです

から、ドイツの制度の場合はあくまで比例で勢力を分配するという発想になる

んだろうと思います。 

 他方でフランスやオーストラリアの場合は、純粋に比例していなくても構わ

ないという割り切りがどっかであるように思います。つまり選挙区の過半数は

必ず取らないといけない。その意味で少数意見を反映しないといけないけれど

も、全国の民意が鏡のように比例的に反映されなくてもいいということなのか

なと思います。 
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 その 2つの発想の間での制度選択というのを審理していく中でどこかで迫ら

れるのかなと思ったのですが。そういう理解は乱暴すぎるでしょうか。 

山口真美：私も整理したり片づけたりするのは思考が似ているのかもしれない

と思っていて、今日たまたま基本情報シリーズということで各国の制度比較の

資料をいただいたんですが、実はこれすべて 1から 7の項目で概ね分けてあっ

て、要するに制度を把握するあるニュートラルな外形でまず定数考えましょう、

任期考えましょう、年齢考えましょうみたいな。年齢までいくと選挙制度の話

からはかなり離れてくるとは思うんですけど、そういう形で整理されているか

なと思って。 

 この中でたぶん選挙制度として私たちが議論する時にはたぶん制度を何にす

るかということで先ほども話があったように選挙区制で小選挙区は要らないと

いうことがこちらの前提として大選挙区なり中選挙区という選挙区制にするの

か比例代表制にするのかが大きな制度としてあると。それに対して結局、各国

の選挙区とか投票方法とか調整の仕組みとか、これから議論になるかもしれな

いんですけども、そういったものをどう取り混ぜるかということで 1 つの制度

が決まっていっているという整理なんだろうなと思うんですね。 

 これまでの議論もそれぞれが例えば問題意識の中で選挙区の問題に関心があ

る方だとか投票方法に関心がある方はそれぞれの切り口からご意見いただいて

いるんだと思うんですね。それはただいずれにしても切り口で例えば比例代表

制にするとしても選挙区は全国にするんですか、どれくらいの区割りに切るん

ですかとか、その中で投票方法もどうするんですかとか、投票方法は選挙区制

か比例代表制かでかなり限定されますけど、最終的にどうやって決めるんです

かみたいなことがあると思うので。 

 ひとつはこちらの方の整理として、小選挙区制は取らないということであれ

ば比例代表と選挙区制と、大選挙区が前提かなとは思うんですけど、制度とし

てそれぞれの功罪、選挙区を大きくしたり小さくしたりするとどうなるのかみ

たいなことを、功罪というか、プラスの場合もある、マイナスの場合もある。

その中にはたぶん 1票の価値の平等もある。功罪の中身というのは要するに表

現したい価値の問題なので、1票の平等がどう取れるかとか、個人を選ぶという

ことと政党というのを絞ってしまうのかみたいな問題とかが出てくると思うん

ですけど。そういったものを幾つか考えてみてこの制度だと政党に有利だけど

も、なかなか個人が代表になれないのが比例代表の一番大きな問題の 1つかな

と思いますけど。 

 というような感じで制度ごとに仕分けをしていってこれはないよねみたいな

ものを切っていくということもあるのかなと思います。そういう整理の仕方を

してもいいのかなと。それをこういう各国比較でやることもあり得るのかなと
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思ったんですが。かなり投票方法が複雑だということが今回ご報告みて分かっ

たので、どうするのかなという。 

 確かに投票方法の問題を考える上でなんでこうなっているかというと、先ほ

ど田中委員の方からもお話しあったように、その中で個人を選ぶかどうかとい

ったこととか、過半数をどうやって確保するかみたいな、そういった実現した

い価値をどこに重きを置くかなんだろうなと思って。過半数にこだわるのはあ

る意味小選挙区的な要素が大きいのかなとかいうこともありますので、ものに

よっては今日の制度にあったようにそこまで投票方法複雑にしなくてもいいと

かあると思うんですけど。 

 基本的に 3つとか 4つのモデルみたいなものでこういうふうに実現できるみ

たいなのをシミュレーションするような議論の整理もあるのかなと思えてきた

ところです。 

伊藤朝日太郎：今のご発言の中で、小選挙区制、単純小選挙区制は採らないっ

ていうのは、コンセンサスっていうことで本当に良いんでしょうかという。い

や、私も別に最終的には単純小選挙区制っていう選択肢は採らない、というふ

うにいくこと自体には異論はないんですが、ただ、比較多数が当選する今のよ

うな小選挙区ではなくて、フランスやオーストラリアのような形の小選挙区制

も採らないというようなコンセンサスがいまできているのかというところが私

にはちょっと分からないところです。 

只野雅人：私がさっき申し上げたのは、相対多数型はちょっと問題があるとい

う限度の話ですので、2回投票制とか選好投票みたいなのは、まだ一応検討は多

分したほうが良いかなという意見です。本当に複雑なので、わりとシンプルに

して幾つかモデル比較してみたほうが良いかもしれないですね。ドイツ型なら、

シンプルにしたいならドイツ型、みたいな。 

山口真美：そうですね。まあ確かに。そうするとパーツとしては 3つという。

小選挙区制、大きい選挙区、比例ぐらいの一番モデルらしい国をシンプル化す

るって感じですかね。確かにその相対多数の問題は仰るとおりで、オーストラ

リアの問題などもありますし。はい。そう思います。 

林克明：そのほうが良いと思います。今みたいな進め方のほうが。それで、選

挙区対比例代表制みたいな話を持ってきて、ここでこうみたいなふうにしてあ

とは選挙区っていうふうにして、選挙区って言っても、小選挙区っていっても 3

種類ぐらいあり、ここを整理して、そういう大きなところから整理していって、

それぞれのプラス面マイナス面というか、2つぐらい足して、それでなんか一覧

表みたいにして、その中でこれは日本とか日本の制度としてはちょっとやめて

おいたほうがいいのかな、というのをある程度削っていく方式。最終的に A案 B
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案 C案出して「皆さんどうですか？」みたいなイメージですけれども。そうい

うふうに持っていければいいんじゃないかなと私思うんですけれども。 

桂協助：そういった一連の今のお話しに入っていく前に私は、参議院と衆議院

の問題というのを抜きにしては進めないと思うんですけれども如何でしょうか。

田中さん、参議院の報告をこのまえ頂きましたけれども、そこらへんは如何で

しょうか。人か党かという話にも関わってくることなんですけれども。 

田中久雄：私自身の理解の仕方では、日本国憲法の下で衆議院と参議院の選挙

制度の違いというのがね、示してないわけですよ。もう、あくまでも国民の代

表者であると。それは議員は国民が選ぶものだということですから、貴族的な

貴族院的なことはできないし、あるいは推薦とか職能団体的なことはできない

と。 

 ですから選択肢としては、いろいろ各国でやっているメニューの中で選ぶし

かないんですよ。衆議院であろうが参議院であろうが。ただ、具体的にメニュ

ーを選ぶときに、参議院の機能というかね、衆議院に対してチェックアンドバ

ランスみたいなね、機能を発揮できるための議員あるいは政党というのはどう

いう選挙制度の下であれば実現可能なのかという時にはね、その選挙制度の違

いというのは議論になると思いますけれども、それは最優先で衆議院の選挙制

度をどうするかというもっと具体的な段階になってから考えても良いんじゃな

いかなと。 

 今の段階では先ほど言われたように、もう少し、パターン化じゃないですけ

どね、各国いろいろな考え方でいろんな仕組みを考えているわけですけれども、

細かい違いはあっても、かなりね、1つのカテゴリーに括れるようなことが可能

だと思うんですよ。 

 それで選挙制度というのは元々、人間が社会制度として歴史の中で考えたも

ので、理屈の上ではいろいろなことが考えられるかもしれないけど、でも歴史

的に各国がですね、積み重ねてこういう制度を作り上げてきたということは、

かなり、世界的にね、共通するものがあるものですよ。ですから非常にパター

ン化しやすいんじゃないかと思うんですよ。 

 どんどんどんどんこう、どのくらいの縛りでパターン化するのかという問題

はあると思うんですけれども、それぞれについて長所と短所を、それと日本を

振り返って日本の社会の中でどういう制度なら一番マッチするのかということ

を少しずつ皆さんと議論して、幾つかのメニューというかパターン化したもの

の中から徐々に絞り込んでいくと、そしてコンセンサスを作り上げていくと、

そしてその中で衆議院と参議院の機能のあり方というのを加味しながら、衆議

院の場合はこういうところに力点を置いた選挙制度が良いね、参議院の場合は
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こういうところが良いんじゃないのということが、議論の中で出てくるんじゃ

ないかという感じがするんですけれども、どうでしょうか。 

桂協助：そうしますと、衆議院参議院の区別なしに話を進めていくということ

になるんでしょうか。 

田中久雄：第 1段階ぐらいで良いんじゃないかと思いますけどね。 

桂協助：それは可能なんでしょうかね。 

林克明：言わんとすることは、例えば両院の性格をはっきりしないと具体的な

制度に入れないということですね。例えば、今までのお話を聞いていると私も

それにちょっと賛同する部分がありますが、例えば衆議院というのは政党を中

心とした人間を議員メンバーにさせる、そういう場にするとしますよね。じゃ

あ、参議院はそうじゃなくてもう少し個人が、個人に焦点を当てるというか政

党人以外の人間、違う出身の人を入れるような、そういう人間が集まるように

したほうがいいのか。それによってやっぱりそういう人を出すための制度が変

わってきちゃうわけですよね。そういうことを仰っているんですかね。そうい

う性格を決めておかないと具体的な制度を決めるのが難しいという。 

桂協助：そうですね。どういう役割の存在でどういう人たちによって構成させ

るべきかというのがあって、それでそれにふさわしい選挙制度というのはどう

なんだろうか、という話になっていくと思います。 

 ですから、比例選挙というのは明らかに政党選択選挙ですし、それを参議院

に持っていくということは、参議院を政党化させてしまう、参議院という機関

を政党化させるということになってきますね。で、そうすると参議院というの

は良識の府なんだと、議員その人の見識とか信条とか、それに基づいた判断活

動をしていく、そういう機関なんだという捉え方がさっきなされていたわけで

すけれども、比例代表制というのはそれを壊していきますし、現に参議院はそ

れで政党化が進んで二院制の意義というのが、第二院の意義というのが低下し

ていったという経過があるわけで。 

 ですからもう一度、言ってみれば初心に返ってといいますか出発点に帰って、

参議院というのはどういう機関であるか、衆議院はどういう機関であるか、と

いうことを押さえた上で、選挙制度のあり方を進めていくべきだと私は思って

います。田中さんが報告された中にもそのようなことが書かれてあったように

私は記憶しているんで、今日の両方とも込みの話をやっていて。 

田中久雄：全然矛盾してないと思いますよ。意見は。私も同じ考えですよ。参

議院というのはやっぱり人物というかね、それが選べるようなシステムがね必

要だと。 

 ですから、選挙制度のメニューといいますかね色々な中で参議院らしいメニ

ューと衆議院らしいメニューと、それが自ずと出てくると思うんですよ。だか
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らメニューを揃えましょうというだけであってね。それはその今の憲法の下で

は、やっぱり限られているわけですよね。そういう憲法の問題もあるし、それ

から各国制度が今まで経験したあるいは現に行っている制度を一応基本にして

ね、それでパターン化すると。それで長所短所を検証しながら、「どれがいい

のかな」と日本の社会においてね、その時に人物本位でもし参議院というのが

選ぶ制度がいいというのなら、参議院の場合はそのパターンの中でメニューの

中で、こういう制度が参議院には向いているなと、こういう制度が衆議院に向

いているなということがね、両院の機能を勘案しながらメニューを選択すると

きに出てくる、併せて議論されるべきであって。 

 だから私は全然否定していなくて、まったく参議院と衆議院で選挙制度とい

うのは変える、できるだけ変えた方がいいと思うんですよ。ただ憲法の下では

変える限界があるわけですけれども。ただ、その中で選挙制度というものは、

どういうものが今の現実の社会で世界中で行われているのかという。 

 いまの説明の中でかなりごちゃごちゃしてますけども、もう少し単純にね、

整理できると思うんですよ。そういうのを見ながらまた議論した方が、これか

らの結論を導き出すときに分かり易いのではないかな、というだけです。 

桂協助：わかりました。 

城倉啓：皆さん方がパターン化して話し合うということで、その方向に異存を

挟むことはないんですけれども、そのパターンのもう 1つの、先ほど 3つあり

ますというふうな話がありましたけれども、全国一区にするという、そういう

こともあるのではないかと思いますね。選挙区を設けるときに例の 1 票の格差

などの問題も起こるわけですから。3つありましたけれどね、小選挙区と、法的

には大選挙区制という複数区と、それと比例代表ですね。もう 1つ、全国一区

ということも考え得ることとしてパターンの中に入れたらどうなのかなという

ことと。 

 あと、個人案を持っている方がいらっしゃるということですよね。桂さんが

仰っていたのは。私は、大山委員に大変感謝しているのは、具体的な改革試案

というのを出してくれたお蔭で、話がイメージしやすいという面もあったと思

いますので、パターン化もひとつですけれども、個人案をお持ちの方がいらし

たら、やはり熱い想いでそれを出していただいて、桂委員が参議院はこうある

べきだということでしたら、桂委員の参議院はこうで衆議院はこうだとか、そ

ういうことを見せていただけると、これもまたひとつ話し合いし易いのではな

いかと思いました。 

林克明：それが一番話し合いし易いですよね。今の案に賛成です。やっぱり具

体的に、皆さんそれぞれお持ちだと思うんですよ。太田案とか田中案とか桂案

とか、絶対頭の中にできているわけですよ。もう既に。それをそろそろまとめ
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て、表とかグラフとか文言とかにやって、もう桂案とか田中案とか太田案とか、

出して欲しいなっていう、こう感じますけれどね私は。それプラス、先ほど山

口さんが仰ったように、パターン化した大きく分けて幾つかあって、それの特

徴をそれぞれ整理していくってのと重ね合わせると、すごく見えやすいんじゃ

ないかなと思います。 

太田光征：今日見たように比例代表制といいましても種類があるように、要す

るに基本設計の考え方が同じでもいろいろ有り得ますんで、私は衆参同一の制

度で良いとは思っていますけれども、衆参別々であって良いという議論も当然

認めていますので、それは並行してやっていけば良いので、いろいろなパター

ンを出していくのが良いと思います。 

 ひとつだけパターン化といいますか、比例代表制というのは必ずしも政党選

択とは限らないと思うんですよね。先ほど言いましたアイルランドですか、単

記移譲式比例代表というのは選好順位をつけて、議員 1人の当選に要する票数

を同一にするっていう考え方で、選好順位の中には政党候補もいれば無所属候

補もいて、含めて選べるわけですから、政党・無所属の別なく投票価値を平等

にするというのが基本設計ですよね。だから、いろんな考え方がありますので、

どういう基本設計がいいのかというパターン化ですよね。その洗い出しがまだ

まだ不十分じゃないかなっていう気がするんです。 

 私はもう案を持っているんです。持っているんですけれども、これはものす

ごく考え方としてはシンプルなんです。投票価値の平等を実現するものです。

単純に言ってしまえば。もう、それでいいと思っています、私は。衆参の別な

く、そして国政選挙と地方選挙の別なく、万国共通で良いとさえ思っています。

投票価値の平等、そういう基本設計で良いと私は思っていますね。もう、それ

さえ設定すればあとはほとんど数学的、算数的な問題に帰着されると思ってい

ます。 

林克明：そろそろ、案が見たいですね。それは、案を出すことによって今のよ

うなこともそれは並行して話せるんじゃないですかね。同時並行できると思い

ます。というかむしろ、そっちのほうが言ってることが良く分かるな、という

感じになると思うんですけれども。どうでしょうか皆さん。 

桂協助：ええ、じゃあ私も、かつて作ったものがありますので、若干、手直し

の必要は感じているのですけど、手直し終わり次第、提起したいと思います。

フリーMLに出して良いということよろしいでしょうか。 

太田光征：メーリングリストですよね。うん。 

桂協助：第 2部門の？ 

伊藤朝日太郎：そうするとおそらく皆さん、それぞれ腹案をお持ちなのではな

いかと思います。後で議論するというのでも良いのですが、せっかく今日集ま
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っているわけですから、簡単に、今お持ちの方は一言ずつ提起していただいた

方が良いんじゃないかと、今のご議論を聞いていて思いました。 

太田光征：もう、すぐ簡単に説明できます。名前はですね、「中選挙区比例代

表併用制」と言います。「中選挙区比例代表併用制」です。総定数をですね、

例えば定数 5の中選挙区に区分けします。総定数が 500なら、100の定数 5の中

選挙区を作るわけですね。そして政党候補であろうが無所属候補であろうが、

いずれか 1つの中選挙区から立候補すると。かつ政党であれ無所属候補であれ、

どの選挙区からも投票できる名簿を持つと。政党名簿もあるし、無所属候補も 1

人だけの名簿を持つと。 

 それで、今の現在の選挙制度と同じく 1人 2票制ですね。1票は中選挙区で投

票する。もう一方は、今度は選挙区というのはありませんで、政党名簿ないし

は無所属名簿に投票する。1人 2票制ですよね。 

 これが基本的な選挙区と投票の仕方なんですが、選出方法はですね、選出方

法に特徴があります。選挙区で投票をしますので、従来の方式でもって仮の当

選が決定しますね。ですけど、ここではまずは無所属候補だけを当選させます。

無所属候補だけを当選させ、政党候補は当選させない。 

 それで仮に例えば、1つの中選挙区で無所属候補が 1 人当選したとしますね。

そうすると 100人ですね、無所属の当選者は。100の選挙区がありますから。そ

れで総定数の 500からこの無所属候補の当選した 100人を引くんですね。そう

すると 400になりますね。この 400を政党に比例配分するわけですね。 

 比例配分になる政党の得票数というのは複数考えられますね。全国どこの選

挙区からも投票できる政党名簿に投じられた獲得票数でもよろしいでしょうし、

選挙区に立候補した政党候補者の得票の合計でも良かろうと思いますね。拘束

名簿式よりは、たぶん非拘束名簿式が良いと思いますね。 

 そうしますと、現在の小選挙区比例代表並立制とは違って、政党候補であれ

無所属候補であれ、同じ総定数という土俵をめぐって競うことができますね。

現在の制度では無所属候補は比例区では立候補できませんから、どんなに頑張

ったって比例区の 180 議席は無所属候補は取れないわけですね。 

 ところが、私の案で行けば原理的には無所属候補が全定数を取ることができ

るという点で平等なんです。同じ総定数をめぐって、まずは争うべきであると。

投票価値の平等の前提として、立候補の平等がありますよね。そういう点を追

求しています。 

 選挙区への投票で政党候補を当選させませんので、死に票というものがあり

ません。選挙区選挙で政党候補に投票しますけれども、それは当選させないの

で死に票が生まれないんですね。死に票が生まれるとすれば、落選した無所属

候補に対する死に票ですね。ですけれども、政党候補、政党名簿や全国無所属
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名簿ではもう 1票を持っていますので、選挙区選挙で落選した無所属候補に投

票した人も政党名簿ないしは無所属名簿に対する投票で、死に票とは反対の生

き票・生票を獲得できるわけですね。そういう点でも死に票が生まれません。 

死に票を最小化して投票価値の平等を実現する、そういうシンプルな案なんで

す。 

伊藤朝日太郎：質問なんですが、例えばですね無所属候補が 100人当選したと

しまして、残りの 400 の定数を比例に基づいて各政党に割り振るっていうこと

ですよね。ただ、そうなるとやはりそれでも中選挙区での当落と比例で配分さ

れた議席数との間に凸凹が出る可能性は、小選挙区ほどではないにしてもある

と思うんですが、その場合には超過議席を認めるということになるわけでしょ

うか。 

太田光征：それは認めないです。ドイツでも、あるいは多分スイスかな、比例

代表制を採っているところでは、結果価値の平等という概念に基づいています。

当然、選挙前には区割りの段階において、定数を人口比例にするんですね。こ

れは当然なんですよ。これは当然なんですが、選挙の結果として、選挙区間の

有権者当たりの議員数にバラつきが出てくるんです。比例代表制で結果価値の

平等を重視している制度では。 

 だから、投票前の段階においては、有権者 1人当たりの議員数を揃えるんで

すけれども、選挙結果では選挙区間で有権者数当たりの議員数って違うんです

よ。逆に政党間での議員 1人当たりの有権者数を揃えるという点に重点を置い

ているんですね。投票前の有権者数を揃えることよりも、投票後の議員 1人当

たりの得票数を揃えるんですね。有権者数ではなく得票数を揃える、という意

味での投票価値の平等を追求しているのが、ドイツとかその他の比例代表制の

考え方なわけですね。ですので、選挙区間で選出議員数が異なっても、構わな

いという考え方なんですね、私の案は。 

伊藤朝日太郎：そうしますと、その選挙区で各立候補者にその政党に属する立

候補者に投票された票数を、その選挙区を跨いで比較して多い方から当選させ

ていくっていう仕組みになるわけでしょうか。つまり残った 400議席を政党ご

とに配分した場合、まず政党ごとにその政党の得票に応じて議席を割り振って、

その議席を充当するのは各選挙区での、まあ当落は無いわけですけども、各選

挙区で何位にいたかということとは関係なしに全国で比較して得票数の多い人

からザーッと当選させていくということになるわけですか。 

太田光征：それはいろいろパターンがあるんですけれども、私はそれでも良い

と思っていますね。細かい点はいろいろバリエーションがあります。 

伊藤朝日太郎：つまりその、なぜこのような質問をしたかと言いますと、当選

者 1人当たりの得票数を揃えるっていうお話しでしたよね。そうすると比較の
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対象としては同じ選挙区の中で比べるのではなくて全国で比べるのかなという

ふうに、ちょっと思った次第ですが。 

太田光征：そうですね。全国集計した得票数に基づいて各党に一括して比例配

分するので、そういう意味では 1人当たりの得票数が平準化されますよね。 

城倉啓：太田さん、時間割の関係で傍聴の方もそろそろウズウズしているいい

感触の議論になっていると思いますので、傍聴の方々のご意見を伺ってはどう

でしょうか。 

太田光征：はい、そのとおりです。まあ、私の案について狐につつまれたよう

な方もいると思うので。 

傍聴者 1：あの、よろしいでしょうか。まず昨日の会合は事情があって来れなか

ったので、ストリーミングを観ようと思ったのですが、上手く探せなくてです

ね。記者発表はされたということでしょうか。 

太田光征：そのつもりだったんですが、ちょっと広報が不十分で記者さんが見

えませんで、記者会見という体裁には実はならなかったんです。当然、見解は

ウェブサイトで発表しますので。あと、片木委員がどこかのメディアに書くと

いうような。 

城倉啓：それは見解とは違うんですけれども、『公明』という雑誌がありまし

て、おそらく公明党の関係の雑誌だと思うんですけれども、そこに依頼された

分で 5000字くらいの文章を頼まれて。その中の後半でですね、私たちの選挙市

民審議会の宣言も含め、あと見解の結論部分、21世紀の普選運動、この段落を

そのまま丸ごと引用させてもらったよと。そういうふうな話なんです。見解は

そのうちウェブサイトに上げますので、そちらをご参考ください。 

傍聴者 1：それと、前回の第 2部門の会合の憲法情勢のお話しについても、アー

カイブを探したんですが、もしかしたらまだかなと。いずれペーパーで頂ける

と思うんで。どういう議論をされたのかが、ちょっと分からないんですけれど

も、おそらく憲法問題で一番関係がありそうな話っていうと、比例で当選した

議員が、そのあと党籍を離脱する自由があるかという問題で、制限条項ですか、

あれをあまりイージーなものにすると命令的になるのでダメだと、おそらく憲

法上も深刻な問題なんじゃないかと思いまして。比例代表で基本的に行くんだ、

ということであればそれはどの程度まで許されるのか、ということも明らかに

しておいたほうが良いのではないかということを感じています。 

 それからあの、本日の比較研究の中で、これもちょっと憲法に関係すること

で、感想を申し上げさせていただくと、ドイツがなぜこんな複雑な制度でわざ

わざ対応しているのかという話は、おそらくその辺りは皆さまご承知だと思う

んですけれども、私もあまり詳しいことは良く知らないんですけれども、占領

時代のドイツのイギリス占領地域は小選挙区制で、フランスとアメリカの占領
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地域は比例代表で行われていて、それまでの当選した議員、要するに公民権の

既得権を保証する要請があった、か何かなんじゃないかというふうに記憶して

おるんですが。 

 日本国憲法の場合はそういった歴史的な事情が、おそらく無いと思うので自

由に選べるはずなのになんでこんな複雑な選挙制度に、まあちょっと日本の併

用制は、ドイツと似たようなことをやっているのではないかという議論が、そ

の先般の政治改革の議論のときには議論として、論拠としてあったので、それ

は違うぞと、歴史が違うんだから日本は真似をしなくてもいいはずだと。小選

挙区的な要素をなぜ加味しなくてはいけなかったのかと、それはおかしいぞと

いう反論が、有り得るわけなんですけれども。その制度がこうなっていますと

いう比較ではなく国情がどういう動きだったかということを、ご検討されてい

るのかなというふうに感じました。 

 それから、今日お配りになっているペーパーの中で私が一番大事だと思った

のはコンドルセのパラドックスで、同時にフランスの紹介がされているので、

これ、どういうことが大事なのか、というお話しちょっと伺えなかったんです

けど。これ 3人、現行のフランスの制度はその、3人以上は出ない、12.5%だか

ら以上だからきっかり 12.5%ずつ分けると 3人以上出るんですけれども。 

只野雅人：これは登録有権者数の 12.5%ということなので、投票率を勘案すると

17～18%くらいですかね。 

傍聴者 1：そうですか。そうするととにかく 3 人残るというのは今のフランスの

割合と良く起こっている状況じゃないかと思うんですが、まさにこれはコンド

ルセのパラドックスにおいて想定されたなぜ 3人だと駄目なのかという話の悪

い例として、いま伺ったコンドルセの教えに背いてですね、3人で決戦投票をす

るという訳の分からないことをやっていたと。そうではなくて、コンドルセは

最後に 2人を残すというところに意味があってですね。つまり絶対多数、2人だ

けで対立すれば絶対多数を取るしかない、ことになるわけですよね。 

 さきほどその、方向感覚として選挙区制でいくか比例代表でいくかというお

話しがあったと思うんですが、本質的なところでは何かやっぱり共通したもの

があるんだと思うんですけど、たぶんそれが、アイルランドの、脚注の 37番で

したか、34番、当選基数、有効得票総数割ることの「定数プラス 1」で、なん

でプラス 1なのかというと、定数が 1だった場合は 2で割るからという、そう

いう話だと思うんですけども、つまりは絶対多数でなくちゃいけないという要

請とドループ商の思想っていうのは根底では同じものなので、おそらくここに

ついてはここにご出席の皆さまはそういう共通理解をお持ちなんだろうなとい

うことを感じたわけであります。 
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 あと、できればこのコンドルセのパラドックスの話の方をもうちょっと聞き

たかったなというのが希望としてはあるんですが。特に、冒頭で大山委員のい

ろんなご提案と同時にご紹介があったんで、これはつまり大山委員のご発言を

補うものというか、ネガティブな意味で取り上げるというか、つまりその連記

式は何か良いみたいなことを言っているけれども、基本的にいま引用されてい

る西平先生（西平重喜）も要するにこれは小選挙区と同じ三乗法則とか、そう

いうものにつながるんだということを指摘されていて、その後ろに出てくるシ

ナリオは非常にハッピーな話が書いてあるんですけれども、基本は私はこの西

平先生の警告が一番大事な部分だろうと思いますので、そういうことも分かっ

た上で大山さんは発言されているのかなというのが、ちょっと心配になったと

ころです。 

 それからあと、男女パリティ制に関して、拘束名簿じゃなきゃいけないって

いうふうに言っておられるのは、それは本当なんでしょうか。その、別に非拘

束名簿でも原則は得票数順で当選者を決めていくんでしょうけれども、その時

に選挙法で条文を作って、その場合に、一等は男女どっちかということも考え

られるんで、そこはあれでしょうけども、例えば 2番目の当選者は必ず性別の

異なるものとするとか、そのような条項を入れれば、別に非拘束名簿でもパリ

ティはできると思うんですけども、それもダメだということなんでしょうか。

これは大山さんが居られないところでのお話しなんで、あんまり展開しても意

味ないかと思うんで、この辺で失礼します。どうもすみません。 

傍聴者 2：紅林といいます。選挙制度については、私自身は完全比例代表か、そ

の場合は個人を選べるので非拘束なんですけれども、あるいは、無所属候補を

選択の余地を残すということで言えば、ドイツのような併用制ですね。それも

小選挙区よりは太田さんが言われているように中選挙区ないし大選挙区との組

み合わせが良いと私は思いますけれども。 

 あと昨日の全体会で審議会の見解が発表されましたけども、その際ちょっと

発言の機会が無かったので、もう決まったことだから仕方がないんですが、ち

ょっと疑問に思ったところがありまして。「21世紀の普選運動」。これはキャ

ッチフレーズとしては良いと思うんですが、この場合の普選運動、普通選挙っ

ていうことと制限選挙っていうことが、一般に使われているのは、制限選挙っ

て言った場合は選挙権かなんかが財産や何なりでそういったものによって制限

されているっていうことで。ただここで使われている、例えば一番最後から 3

行目で、「制限選挙元年から 100年目を迎えようとしている今この時」ってあ

りますが、この場合、制限選挙っていうときは選挙運動の制限っていうことだ

と思うんですね。じゃなければ、それまでは財産によって制限されていたまさ

に制限選挙だったわけですから、「制限選挙元年から 100年」とはならないわ
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けで、そこら辺がちょっと概念が一般的に使われているのと違う意味で。新た

にそういう意味で制限選挙というのを使うなら分かるんですけど、それが断り

が無いと一般には誤解を受けるのかなという感じがしました。 

太田光征：供託金のことも含めているんですけれどね。実質的な立候補制限と

いうことでね。 

桂協助：それは私も、仰るとおり、いろいろ拘束の強い選挙になったという意

味で制限選挙というふうに認識していたので、紅林さんのご指摘をいま聞いて、

「ああ、そうだったな」と思いました。 

傍聴者 2：「制限選挙元年」というと、それ以前は制限選挙じゃなかったかのよ

うに取られてしまうと思います。 

太田光征：確かに、細かいことを言いますとそうなんですけれどね。そろそろ

時間も無くなってきたんですけども、次どうしましょうかという話になるんで

すが。本当に、まとめる方法とか、そういう方法もそろそろ意識しなきゃなら

ないんですけれども、どうしましょうか。 

只野雅人：先ほど、城倉さんのほうから具体的な提案のお話がありまして、太

田さんの方から頂いたんですが、結構、上級コースの提案ですね。たぶん、割

りとシンプルな話がまずあって、でもここは良くないここは良くないって考え

て理想を追求していくと、どうしてもいろんなものの組み合わせが複雑なもの

になってしまうような感じがあるんで、さっき何となく皆さんが言っていたよ

うに基本レベルを見ていただく、というのはどうかなと思います。 

 上院の場合は直接選挙を取っていないのもありますので、おそらくメニュー

としては下院選挙のメニューの中から衆議院と参議院を考えていくと、たぶん

こういう話になるでしょうから、基本メニューをまずは確認して、どういうと

ころは良いどういうところは悪いというのを少しこう、洗い出すところから始

めるのが良いかなという気がするんですけれども如何でしょう。 

太田光征：そうすると具体的にもう少し、どこか国で言うとどこを調べた方が

良いとかね、どうなりますかね。 

只野雅人：小選挙区については単純小選挙区は取り敢えずカッコに入れて考え

ると、絶対多数を求めているパターンを少し考えるということがあるでしょう

ね。オーストラリアとフランスが出てましたけど、分かり易いのはフランスで

すか。オーストラリアも面白いと思うんですけれど。2回やるのを 1回で済ませ

ている、こういう話だと思いますが。まあ、両方でもいいですが。じゃあ、ひ

とつは絶対多数を求めるような、そういう小選挙区制、っていう感じですかね。 

太田光征：もう少しあっても良い気はするんですけどね。1回目については小選

挙区制度だけについて、というのが良いですか。 

只野雅人：一応、モデルは全部出した方が良い気がします。基本パターンは。 
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伊藤朝日太郎：今日はドイツの制度がある程度議論になりましたし、傍聴者の

方からのご発言もありましたけれど、もうちょっとドイツを掘り下げてみるべ

きだと思っています。私自身はドイツの制度に一番シンパシーを持っていて、

これを採用してもいいんじゃないかという位に思っているんですが、ただ、両

方ミックスしていると言いながら、議席配分は比例でというふうに考えている

ユニークな制度ですので、これは現実的なプランとして追求する価値があるな

と思っています。確かに、どういう歴史的経緯で採用されたか、というのは私

は不勉強で知りませんでしたので、もうちょっと私自身も勉強しなければいけ

ないなと思っております。 

山口真美：比較するときにですね、今みたいに小選挙区と比例代表みたいなの

がくっついているものとでは、やっぱりワンランク上というか。それが、単体

の小選挙区だとどんなことが可能か、比例代表だとどんなことが可能かってあ

って、それの合わせ技なのかなと思うので、まずはそれぞれの制度単体のもの

の比較のほうが分かりいいかなと。それが分かった上で、という話になるかな

と思います。 

伊藤朝日太郎：確かにそれは仰るとおりかと思います。そうしますと、その小

選挙区制の選挙制度と比例代表のそれぞれ利害得失という話になりますかね。 

太田光征：そうしますと、今お二方の委員から出されました、今日も取り上げ

ましたフランスとオーストラリアですか、これが小選挙区制、単純小選挙区制

ではないね、小選挙区制ですけれども。あと、単体の比例代表制ということで

あれば、特に国を挙げる必要もないということになりますか。あるいは、単純

比例代表制だと特徴が無さすぎませんか。もうこれは皆さん分かっている制度

ですから、どうなんでしょう。 

山口真美：確認程度だと思いますけど。例えばスウェーデンのような非拘束名

簿だとどうなるかとか、拘束名簿だとやっぱり政党の方に寄りやすいとか、ま

あそういうちょっとした違いで、確認程度かなという気がするんですけれども。

それを言うと、比例代表制は政党にある程度比重を置いた制度として、これ以

上は動かないみたいな見解があると思うんですけれども、そういうふうな確認

というのは必要かなと思っているので。そういう範囲で、比例代表制でオーソ

ドックスなパターンで取ると政党中心になるのでこうなるとか、そういったく

らいの確認としてのパターンの確認という程度としてどれとどれを取るかぐら

いの話かなというふうに思っています。 

伊藤朝日太郎：比例代表は拘束名簿と非拘束名簿という違いも大きいですけど、

選挙区っていうのが一定っていう問題もありますよね。全国一区かどうかとい

う。都道府県ごとに比例代表の区を作ると、限りなく選挙区制に近づきますよ。 
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山口真美：なので、比例代表制だとこんなバリエーションがあるというのを、

そのパーツで区分けするというか、パターン化のイメージのなんかそんな感じ

だったんですね。比例代表で仮に。私なんかは政党がある程度成長する選挙制

度でいいかなと思っているんですけれども、その中でどれだけ政党に限らない

要素を入れるかとかいうことを、ある程度、問題・関心を持っていますので、

そうすると比例代表制度のオーソドックスなパターンだったらこうなりますと

いうものと、そういういろんな要素がどれぐらい入れられるのかっていうのを

パターンとして功罪して見るというかですね、というイメージでいます。 

太田光征：そうしますと、担当者は。これまで担当していない人が良いのかな。 

伊藤朝日太郎：私がやるのが良いのかなと思いますが。どうしましょう、この

比例代表と小選挙区、全部まとめてベターッと 1人の人間が比較してしまうと、

なんか面白くないですよね。ですので、どういう割り振りでも、それはやりま

すので、いいんですが、比例代表の問題・課題整理をした方が良いのか。 

太田光征：2つ一緒でいいんじゃないですか。 

伊藤朝日太郎：じゃあ、いま出た論点についてある程度論点整理をしてご報告

させていただくということで。 

桂協助：いま出てきた中では 3パターンではないかと思うんですが。選挙区、

例えば小選挙区であるとか中選挙区であるとか選挙区の選挙ですね。選挙区で

定数を決めて、小選挙区ですと相対多数ですか、あと定数を増やしていくと当

選者が増えていくわけですが、そういう選挙区だけでやっていくというパター

ンのものですね。それと次は比例制だけの制度ですね、全国一区の比例もあれ

ば、ブロック単位の比例もあるわけですけれども、いずれにしても比例だけで

やると。その中には拘束名簿方式もあれば非拘束名簿もあるわけですけれども。

もう 1つが、比例と選挙区の組み合わせ、ドイツのような方式ですね。その中

にはドイツのような小選挙区もありますし、太田さんが言われたような中選挙

区との組み合わせもあるわけですけど、いずれにしても選挙区と比例を組み合

わせたものという、この 3つのパターンだと思うんですけれども。 

伊藤朝日太郎：網羅的にレポートせよとのご注文じゃなかったと思うんですね。

ということと、つまりこれまでにも詳細なご報告がされてきたわけですから、

それを上塗りしても意味がないわけでして。いま提起されたことというのは対

照的な 2つの制度を大雑把に比較して利害得失を論じるということなのかと思

っています。ですので、両者をミックスした制度というのは、その後の議論で

それこそ良いのかなというふうに。 

山口真美：たぶん、整理としては私の頭の中の制度の整理というのは、選挙区

か比例代表かで、選挙区の中に 1人だけ選ぶのか複数選ぶのかとあって、基本

はとにかくこれは 3つなのかなと元々思っているんですね。それでたぶんそう
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すると選挙区で選ぶバージョンと比例で選ぶバージョンというのは基本的な制

度設計が違うので比較の枠があると。選挙区の中には小選挙区の 1人しか選ば

ないのか複数選ぶのかが大きな枠組みとしてあって、その功罪の比較があると

いうのが、簡単な大きな一番最初のスタートラインかな、とは思っているんで

す。なのでこれを 2つに分けて誰かがやるか全部やるかみたいなところはある

んですが、大枠そんなふうに頭の整理をすると、制度比較はし易いのかな、と

思っているんですね。 

 相対多数になる小選挙区の問題点を何らかの投票方法で改善するのかってい

う問題と、選挙区の区割りをするっていうことが小選挙区的なマイナスを持つ

のかとか、どうなのかとか、今の選挙制度っていろいろ考えていくのだろうと

は思っているので。それのどこまでをレポートするのかっていう話なのかなっ

て思っているのですが。あの、分けて何人かでやるというのは十分あるかなと

思ってますが。 

太田光征：そろそろ時間ですので。もう、一緒でいいんじゃないですか。お願

いします。 

伊藤朝日太郎：じゃあ、なんとかします。私の独断で強引にまとめるかもしれ

ませんが。 

太田光征：それでは皆さん、5分くらい過ぎてしまいましたが、これで終わりに

したいと思います。ありがとうございました。 

 

（以上） 


