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とりプロ選挙市民審議会 

第 4回第 2部門(選挙制度)会議 

議事録 
 

2016年 4月 21日（木）18:00-19:45 

衆議院第 1議員会館地下 1階第 1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、小澤隆一、桂協助、小林五十鈴、只野雅人、

林克明 

【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】城倉啓 

 

【プログラム】 

 

1．選挙制度をめぐる憲法要請について問題提起（小澤隆一委員）（18:00－18:20） 

2．選挙制度をめぐる憲法要請および両院制や選挙制度について審議（18:20－

19:20） 

3．傍聴者との意見交換（19:20－19:30） 

4．上記審議の整理および今後の確認（19:30－19:45） 

 

【配布資料】 

 

1．小澤隆一委員「選挙制度をめぐる憲法要請について問題提起」 

 

【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。 

 

【論点・発言要旨】 

目次 
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1．建物同様に選挙制度にも基礎・基本設計・造作がある ............... 2 

2．基本設計（マクロ的制度原理） ................................... 3 

3．造作（ミクロ的制度原理） ....................................... 3 

II．憲法要請 ........................................................ 3 

1．公務員の選定罷免権（15条 1項） ................................. 3 

2．正当な選挙 ..................................................... 4 

3．厳粛な信託 ..................................................... 4 

III．参議院と両院制のあり方 ......................................... 4 

IV．参議院の選挙制度のあり方 ........................................ 5 

V．政党の選択と人の選択 ............................................. 5 

VI．政党コントロールと政党本位 ...................................... 5 

VII．選挙制度各論 ................................................... 6 

1．小選挙区制 ..................................................... 6 

2．中選挙区制 ..................................................... 6 

3．小選挙区比例代表併用制（ドイツ） ............................... 6 

4．優先順位付き連記投票制（アイルランド、一票移譲式） ............. 6 

5．2回投票制（フランス） .......................................... 6 

6．国際比較（次回検討課題） ....................................... 6 

VIII．一般的論点 .................................................... 7 

IX．第 3部門との関係 ................................................ 7 

 

I．「基礎・基本設計・造作」論（小澤隆一委員） 

1．建物同様に選挙制度にも基礎・基本設計・造作がある 

- 最高裁の判断対象は造作（基本設計は国民と国会が判断） 
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- 基礎＝国民主権／公務員の選定・罷免権（15条 1項）／普通選挙の保障（15

条 3項）／法の下の平等（14条）／選挙権の平等（44条） 

- 基礎・造作＝法の下の平等／選挙権の平等 

2．基本設計（マクロ的制度原理） 

- 基本設計は民主制の類型論（多数派支配型かコンセンサス型）に相当 

- 小選挙区制の設計思想は多数代表制（選挙区の多数意思を議席に代表） 

- 比例代表制の設計思想は少数代表制 

- 2011年 3月 23日最高裁判決（論理的に要請される一定不変の形態の存在の

否定、全国民代表性や法の下の平等などの憲法要請の下での国会の広範な裁

量） 

- 設計思想の要素としての全国民の代表と公正な代表の重要性 

- フランス下院の小選挙区 2回投票制やオーストラリア下院の選択投票制（優

先順位付き連記投票制）は絶対多数代表制を追求 

- 多様な民意に基づく熟議民主主義という今日の民主主義の水準（理想形？）

に最も適合する比例代表制 

3．造作（ミクロ的制度原理） 

- 議員定数不均衡訴訟では造作を争点 

- 造作問題は選挙区間の選挙権の平等だけでない 

- 造作問題は基本設計に引きずられる（基礎・基本設計・造作をトータルに考

える） 

- 小選挙区制という基本設計→定数不均衡という造作問題 

- 比例代表制→定数不均衡が最小化 

- 衆議院の少数政党プレミアム連用制＝小選挙区比例代表連用制（無理な造作、

少数党・多数党間で有利・不利を誘導する恣意的操作、投票価値の平等の侵

害） 

- 基本設計が比例代表制のドイツの小選挙区比例代表併用制の超過議席は造

作における調整問題 

II．憲法要請 

1．公務員の選定罷免権（15条 1項） 
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- 国会議員リコール制度の不備 

- 自由委任（全国民の代表ゆえに選出母体に責任を負わない）ゆえの罷免の制

度化不要論 

- 比例代表選出議員の政党間移動の禁止（新政党という抜け穴あり）は罷免の

制度化か 

- 罷免権に人を選ぶという理念を読み取れるのではないか 

- 評判の悪い議員を落とせない選挙制度を否定する理屈としての罷免権 

2．正当な選挙 

- 憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における…」 

- 国会議員は正当な選挙を制度に具現化する責任がある 

3．厳粛な信託 

- 憲法前文「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものである」 

- 意見を託せない死票は厳粛な信託から程遠い（憲法 16条の請願では形式的

に意見を託すことは可能） 

- 厳粛な信託は権力を縛るという立憲主義的な効能（院内で立法権を制御する

機能）確保すること 

- 厳粛な信託は死票の最小化を要請 

III．参議院と両院制のあり方 

- ねじれていなければ参議院の意味がないと元参議院議員 

- 衆議院が決めたことをきちっと評価する参議院であるべき 

- 衆参の違いと憲法要請の関係 

- GHQ原案の一院制→歴史的経過で二院制維持の要望 

- 国民代表民選議院としての参議院は GHQ側が方向性 

- 現憲法に二院制の設計思想はない（国民が経験則的に創っていくべき） 

- 経験則の中で良識の府としての参議院が位置づけられた 

- 空白部分が多い反面での参議院議員の全国民の代表性 

- 参議院の利益代表的性格の実態 

- 各院の異なる議員構成自体が各院の独自性 

- 各院で定性的な差異化が必要か 

- 定量的な補完性を想定した熟議的二院制 
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- 衆議院の優越／内閣による衆議院の解散／参議院の任期 6年に比して短い

衆議院の任期 4年という規定は政治の遅滞を防止するため（裏返せば基本は

熟議） 

- 熟議のための参院任期 6年が長いゆえの半数改選による最新の民意の反映 

- 熟議ゆえに多様な民意の反映が両院の選挙制度の最大の任務 

- 衆議院と参議院の違いの利点（一院制だったら現在の政治に抵抗しようがな

い） 

IV．参議院の選挙制度のあり方 

- 二院制ゆえ両院の選挙制度を差異化すべきか 

- 衆議院議員も参議院議員も全国民の代表（憲法 43条） 

- 参議院議員の県代表的性格は基本設計から排除 

- 半数改選制で選出議員が少なくても全国民の代表性をどう確保するか 

- 中選挙区制と小選挙区制が混在する参議院の選挙制度の評価 

- 参議院は全国区多数代表制がいい 

- 主として人を選ぶ参議院（比例ではない選挙制度があるのではないか）⇔主

として政党を選ぶ衆議院（比例が適合的） 

- 初めに個ありきという政治アプローチの永遠性 

- 人権の危機状況において個を焦点化した代表者選出のとりわけ参議院にお

ける必要性 

- 参議院での人を選ぶ選挙とはどのようなものか 

V．政党の選択と人の選択 

- 社会の複雑化に伴い社会体系の選択のために政党を選択する必要性 

- 人の選択は政党選択の比例選挙でも組み込まれるべき 

- 人のレベルは多少目をつぶってでも政党を評価する配慮も必要か 

- 政党内の候補者擁立手続きで人の品質保証（問題議員は政党内部の問題） 

- 人を選べない比例代表制の弱点（非拘束式名簿でも個人得票が党派にカウン

ト、個人得票が多くても集票力のない政党から立候補で落選） 

- 政党と同時に人を選ぶドイツの小選挙区比例代併用立制 

- 比例代表制の人を選べない要素は設計思想のレベルか造作のレベルか 

- 人の選択・チェックは基本設計と造作のつながり具合の典型例 

VI．政党コントロールと政党本位 
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- 政党執行部の強すぎる権限が国会議員の全国民の代表性を阻害しかねない 

- 問題議員の政党による囲い込みは予備選挙制でクリア 

- 政党本位（特に選挙運動）見直しの必要性 

- 「政権選択を支える政党」という考え方 

VII．選挙制度各論 

1．小選挙区制 

- 人を選ぶ仕組みといわれるが有権者は選択肢を持ち得ない 

- 中央が候補者をコントロール 

2．中選挙区制 

- 議員の地盤を強めて個人の役割を大きくする上で有効だが、強くなりすぎる

とコントロールが難しい 

3．小選挙区比例代表併用制（ドイツ） 

- 個人の選択（小選挙区）と選択肢の確保（比例名簿） 

4．優先順位付き連記投票制（アイルランド、一票移譲式） 

- 仕組みが複雑すぎて日本になじむか 

5．2 回投票制（フランス） 

- 政党の極端な二極化を防止する 2回投票制は最初から切り捨てるにはおし

く、小選挙区制自体を悪だとして切り捨てるのもどうか 

6．国際比較（次回検討課題） 

- アイルランドの移譲式（死票の最小化と関係）、フランスの 2回投票制、オ

ーストラリアの選択投票制、スイスの自由名簿式比例代表制、ドイツ、スウ

ェーデン 
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VIII．一般的論点 

- 参政権の縮小（国会議員の定数削減）を喜ぶ有権者が一体どこにいるのか 

- 米国議会の予算と議員の政策スタッフは充実 

- 国家運営に必要な議員数、衆議院と参議院の議員数の比率、委員会に必要な

議員数などを考慮すべき 

- 投票権があっても参政権が無い（直接民主制の不在、選挙での議論の義務付

け） 

- 参政権の保障（選挙運動規制と供託金制度の内容が国政と地方で異なる、外

国人の参政権、憲法で「住民」「国民」と違う言い方） 

- 選挙制度を全体として比較するための主要項目を設定する必要性 

IX．第 3 部門との関係 

- 合同審議が必要か（制度設計と基本理念が関係） 

- 合同審議をするなら第 2部門で具体的な制度を揉んでおく必要 

- 無理に一致点を作るよりまず論点を確認 

- 地方の場合は「政党中心」について考えざるを得ない 

- 中間答申では第 3部門に先出しを認めてもらいたい 

- 第 3部門の議論を第 2部門で紹介する 

 

【発言】 

 

太田光征：時間ですのでとりプロ選挙市民審議会第 4回第 2部門の会議を始め

させていただきたいと思います。今日も夜の会議ということで正味 2時間もあ

りませんので短いのですけどよろしくお願いします。本来であれば前回のまと

めか何かを話したいところですが時間がないのでさっそく小澤委員の方から問

題提起を 20分ほどお願いしたいのでよろしくお願いします。 

小澤隆一：それでは選挙制度をめぐる憲法からの要請ということで今日は問題

的させていただくということでしたので、ペーパーを用意させていただきまし

た。用意といってもかつて書いたものの使いまわしでして、一番最後にありま

すように『月刊憲法運動』という雑誌に書きました「選挙制度の抜本改革と私

たちの課題」というタイトルの論文の抜き刷り、抜粋です。 

ちょうど 2011年、12年のころ、民主党政権の頃にいろいろ選挙制度について

も議論がありまして、当時は衆議院の比例代表部分をどうするかということで、

削ったらどうか、削るにしてもどのくらいかという議論と同時にですね、削る



8 

 

に当たっては少し少数政党の方に色を付けたらどうだということで、比例代表

部分については少数政党にプレミアムを付けるという連用制というですね、並

立制・併用制・連用制と紛らわしいですが、そういうネーミングの案まで出て

きました。そんな議論についてどう考えるのかを論じてみたのがこの原稿です。 

月刊憲法運動という雑誌は憲法会議、憲法改悪阻止国民連絡会議という憲法

改悪に反対する市民運動団体が出している雑誌ですので、そういう団体の性格

上、こういった選挙制度が悪くなりそうなことに対しても反対すると。しかし

一方いまご承知のように安保関連法がこういう状況になってますので、この団

体むしろそちらの方に関心が行ってですね、いま選挙制度についてはたぶんご

無沙汰みたいな状況になっているようです。やはり運動の課題が大きなものに

どうしても関心が行ってしまって、落ち着いた選挙制度についての検討ができ

ないと。これはそういう市民運動団体の性格上仕方ないかと思いますけども。

書いたまま書きっぱなしになっていますので、今日このような形でご議論いた

だくことはとても私としてはありがたいと思います。 

前置きはともかく早速中身に入っていきますけども、選挙制度というのは、

太字にもしましたけど、私は建物に例えてみたいと思うんですね。建物には基

礎と基本設計と造作があるのと同様に、選挙制度にもやはり基礎と基本設計と

細かい造作というものがあるんじゃないかと。 

こういう構造物として選挙制度を考えてみた場合ですね、論文にもちょっと

引用しておいたのですが、最高裁もどうも選挙制度というのをそういうものと

して受け止めているようだと。最高裁がいろいろと憲法判断するテーマという

のは、実はこの間、造作の部分であって、基本設計の問題については国民代表

である国会の方で決めてくださいよと、そちらに裁量を任せているようなスタ

ンスが見えます。それがなぜそうなるのかというと、私のこの考え方とも共通

する部分があるように思うのですが、やはり憲法の基本的な要請である基礎部

分ですね、基本原理というのをどういうふうに踏まえて、そしてそれに基づい

て選挙制度についてどんな基本設計にするのか。この辺りはやはり主権者国民

と国会、いわば政治の世界でもって決めていくべきものだという、そういうよ

うな基本特徴があるんじゃないかというふうに思うんですね。 

その上で最高裁は自分たちの守備範囲は造作の問題だと、どうもこういうふ

うに考えている節がある。ですから造作を検討する際にですね、非常に精密な

物差しを使ってですね、ここはどうもおかしいという検討をこの間、最高裁は

議員定数不均衡の裁判なんかでやってきたのではないかとこんなふうに見てい

ます。ですから私たちも検討もですね、そういった最高裁のスタンスなんかも

少し頭に入れながらやっていったらどうかという思いもいたします。 
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さてそこで基礎部分なんですけれども、これはですね、日本国憲法の原理と

してはですね、やはり何よりも国民主権が基本原理ですし、そして 15条 1項が

国民固有の権利としている公務員の選定・罷免権、これも基礎に当たる部分だ

ろうと思います。そして 15条 3項の成年者による普通選挙の保障というのも基

礎部分だろうと。 

あと憲法 14条と 44条両方に書かれている法の下の平等と選挙権の平等です

ね。この 2つの規定は基礎の性格を持っていると同時に、一方で造作を作る際

にも当てはめられるというですね、いわば 2つの顔を持っているという、ここ

のところは少し他と違った特徴を持っているのですが、そういう面を選挙権の

平等は持っているんじゃないかと、こんなふうに見ています。 

そういうことでまずは選挙制度を作る際には国民主権、国民の公務員の選

定・罷免権、普通選挙の保障、選挙権の平等という基礎・土台から外れたもの

であってはならないと。建物が基礎・土台がしっかりしていなければもう倒れ

てしまうのと同じようにですね、そこのところはやはり選挙制度の設計に当た

ってもしっかりさせなければいけないというふうに思います。 

2番目の基本設計の部分なんですが、これはマクロ的制度原理と言いましたけ

れども、建物に基本思想、基本設計に幾つかパターンがあり得るようにですね、

実は選挙制度の場合も幾つかのパターンがあるのだというふうに捉えられると

思います。これは前回、只野委員の方からですね、民主制の類型論ということ

で多数派支配型かコンセンサス型かというふうに提示がされていましたけども、

まさにそれはここでいう基本設計に当たる部分だと思います。 

小選挙区制というのはいわば多数代表制を念頭に置いている基本設計に基づ

いていると。一方、比例代表制の場合はいわゆる少数代表制、少数にも応分の

割合で代表を確保するという考え方に基づいていて、実はこの 2つはまさに設

計思想の違いなんだろうというふうに捉えられます。 

そのことを最高裁も意識しているようでして、2011年 3月 23日の判決理由の

中で、小さいポイントの部分ですけども、どういう選挙制度にするかは論理的

に要請される一定不変の形態が存在するわけではないと、議員は全国民を代表

するものでなければならないという基本的要請の下で国会に広範な裁量を認め

ているんだという憲法についての捉え方をしていると。まさに私が言うところ

の基本設計という考え方を最高裁も取っているんだなという気がします。そう

するとこの基本設計のレベルでどういう基本設計を選挙制度で持つのかという

ことがまさにこの選挙市民審議会の私たちでいろいろ議論した上である程度方

向性を出せればいいだろうなと思っています。 

その際にやはり重要なのは憲法 43条の全国民の代表というのをどういうふう

に捉えるかということですね。前回も只野委員から公正な代表というキーワー
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ドを出されていましたけども、まさにこの日本において公正な代表あるいは全

国民の代表たるにふさわしい議員をどうやって選ぶのか、どのような設計思想

に基づいて選んだらいいのかということを考えていくのが、まずは大事なポイ

ントだろうというふうに思います。 

そういうことでいろいろこの間検討もされているわけですけども、例えば小

選挙区制の場合は、その選挙区民・選挙区の多数意思を議席に代表させるとい

う設計思想なんだろうと思います。その小選挙区制の場合もですね、単なる相

対多数の意思でよしとするのか、絶対多数の意思を追求するのかでもってまた

仕組みが違ってきまして、例えば前回ご紹介のあったフランスの下院の小選挙

区 2回投票制とかですね、あるいはオーストラリアがいま下院でやっている選

択投票制、なかなか選択投票制というと意味が伝わりにくくて、ある翻訳では

優先順位付き連記投票制という言い方もされていますけども、詳しいことは後

でもし議論の中で紹介しますが、これなどもできるだけ絶対多数の意思を小選

挙区制の下で追求しようという仕組みなのかなというふうに見ています。 

そういう小選挙区制がある一方で、他方で比例代表制の場合はやはり少数意

思が議席を得ることを追求するということで、今日の民主主義の水準、最近で

は熟議民主主義という言葉もありますけども、多様な民意を表出させて熟議に

基づいて政治的な意思決定をやっていくということがひとつの民主主義の望ま

しいパターンであるというふうに仮に考えることができるとすれば、比例代表

制はそういう要請にもっともかなう制度だということができるのではないかと。 

いずれにせよこういった問題は設計思想、マクロ的制度原理の問題ですので、

いろいろな民主主義観を戦わせる中でもって、私たちの審議会の中でも望まし

い選挙制度を考えていく議論の土俵として、このレベルを位置づけていただい

たらいいのではないかなと思います。 

その次にある一定の設計思想に基づいて作られた選挙制度について今度はそ

の造作の是非を問うというレベルがあると思います。ミクロ的制度原理と言っ

ておきましたけども。この間、ずっと選挙のたびに提起されてきた議員定数不

均衡の訴訟などでは、まさに造作の問題が争われていたのだろうと思います。

過去の選挙訴訟の中には小選挙区制そのものを争うような提起もされたりした

こともありましたけども、この間の定数不均衡をめぐるのがメインの論点でし

たので、この論点は今日の私の議論の中でいえば造作問題だと考えていいだろ

うというふうに思います。 

そういう造作の問題だということを最高裁ももしかしたら意識しているのか、

資料の 4ページ目の一番上にありますように、最高裁は選挙制度の仕組みにつ

いて、基本的要請とか法の下の平等などの憲法的要請に反するために裁量権を

考慮してもなおその限界を超えている場合にこれを是認することができないと
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して憲法に違反するというスタンスを取っているのですね。一応、基本的な設

計は国民と国会に任せる。しかし憲法の基本的要請や法の下の平等などの要請

に反するために国会が裁量権を逸脱したと考える場合には我々は口出しします

よというスタンスでいるように思います。さてあまり時間がないので、そうい

うような考え方に基づいてこの間、造作の問題が議論されてきたと思います。 

そういうふうにして今までの議論を一通り整理しておきますと、国民主権と

か国民の参政権、普通選挙権の保障というものはまさに選挙制度を考える上で

の基礎でして、その上で設計思想として多数代表法を取るのか少数代表法を取

るのかという、基本設計についての国民としての主権者としての選択をした上

で、さらに造作のレベルで例えば選挙権の平等の具体的な当てはめ、選挙区間

の不平等の問題が起こらないようにするための当てはめをしていく。また造作

の問題は選挙区間の選挙権の平等だけでなくさまざまのレベルにありますけど

も、そういった問題を検討してくという議論の枠組みになるのかなと思います。 

なお造作の問題は基本設計にだいぶ引きずられるというか依存する部分がある

のだろうと思います。ある基本設計を取った場合に非常に造作上困難な問題が

生じてくる場合と、そういった造作上の困難はある基本設計を取ればたちどこ

ろに解決するという場合があるといえます。 

例えば、いま衆議院の定数不均衡の問題でもってアダムズ方式も含めていろ

いろと大議論がされていますけども、あれだけ政党間ですったもんだの議論を

やっている問題は、実はここで議論している場合の造作の問題。なぜそういう

議論にはまり込んでいってしまうのかというのは、基本設計で小選挙区制を取

っている。300、いま 295議席ですか、全国を細分化する小選挙区制という基本

設計を取っているがために生まれてくる造作上の困難の問題。 

一方、比例代表制を採用した場合には、そういった造作上の問題はたちどこ

ろにある意味で解決する、あるいは極力小さなものに抑えることができるとい

う問題だと考えますので、その辺り基礎・基本設計・造作をどうトータルに考

えたらいいかということが判断のひとつの材料になるのかなと思います。 

そんなことを考えてレジメの最後の 5ページから 6ページのところでは当時、

今から 3年ほど前に出ていた議論についてあれこれ検討してみたところです。

小選挙区制の区割り変更あるいは増減案の問題はいま言いましたように、まさ

に小選挙区制を採用しているがための造作上の困難ということであります。 

あと以前出てきた小選挙区比例代表連用制は明らかに小選挙区制という基本

設計の下で比例代表制の効果を無理に高めようという、非常に無理な造作をし

ているというものとして捉えることができると。結局、比例代表部分のカウン

トを少数党に有利にあるいは多数党に不利にという恣意的な操作を加えるわけ

ですので、これはやはり有権者・国民にとって自分たちの投じた票が平等にカ
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ウントされていないではないかという、投票の価値の平等のあからさまな侵害

ということになってですね、ちょっと採用することが困難な案ではないかと当

時思いました。 

ドイツの併用制については、基本設計は比例代表制であって、以前、太田さ

んの方から超過議席の問題が提示されていましたけども、この問題はおそらく

今日の私の議論からいうと造作における調整の問題なのかという気がします。 

いろいろ議論していく上で非常に抽象的なレベルでとどまっている議論になっ

ていますけど、一番最初に提示していたとても詳細な論点表ですね、何項目あ

るか、もしかしたら 100項目あるか、こういう論点表のそれぞれの論点が、今

日私が出した基礎・基本設計・造作のどのレベルに当たるかということも少し

視野に入れながら今後の議論をしていただければ、全体像が見えてくるのでは

ないかと思います。 

いずれにせよ私たちの市民審議会の議論は、少し建築家みたいな気持ちにな

ってですね、ちょっといろんな選挙制度案のコンペをすると。そのコンペをす

る際に、この設計の基礎は大丈夫か、あるいは基本設計がうまく成り立ってい

るかどうか、さらには造作にも配慮が行き届いているか。そんな話をわいわい

する中でもっていい案が絞られてくるのかなという気がいたします。 

雑駁な話しで申し訳ありませんけど私の発題は以上です。 

太田光征：はい、ありがとうございます。時間内にまとめていただきましてあ

りがとうございます。今日は前回の確認で両院制ということも重点テーマです

ので、これも意識してだいたい 7時 20分まで全体審議をしていただきたいと思

います。ではご意見のある方からお願いしたいと思います。 

城倉啓：ありがとうございました。参議院の選挙制度についての言及があれば

と思いまして、参議院の方は全国一区の比例代表と中選挙区制と小選挙区制が

混在しているようなブロック選挙と。これについて小澤委員のご意見があれば

なとひとつお尋ねです。あと憲法において衆議院と参議院が異なるもの、任期

の問題もありますし、衆議院と参議院の違いが憲法要請としてどういう事柄に

なってきて、それがまた制度の立て付けにどういう影響を及ぼすのか、という

ことをもしご意見あれば教えていただきたいと思います。 

小澤隆一：文書の中に少し書いてはおいたのですが飛ばしてしまって申し訳あ

りませんでした。まず憲法の基本設計のレベルではやはり 43条で衆議院も参議

院も両方の議員が全国民を代表する選挙された議員ということになっていると

ころが、やはり基本設計レベルでも配慮しなければいけないことだと思うので

すね。結局、衆議院だけではなくて参議院も全国民の代表であると。そうする

とひと頃言われた県選出の参議院議員は県代表的性格を持っていいのだという



13 

 

理屈は、やはり全国民代表性に反するという発想になるので、これはやはり基

本設計のレベルではちょっと排除しておく必要があるかなと思います。 

その上で参議院の選挙制度について考える時の配慮としては、衆議院も多少

は影響はするのですが、二院制ということ自体をどのように捉えるか。衆議院・

参議院ほとんどあるいはまったく同じでいいのかというですね。多少その辺は

差異化を設けるべきなのかというところは二院制を採用していることの意味を

どこまで忖度するかということにもなってきますし、あとはやり半数改選制で

すね。半数改選ということになれば一回に選挙する議員は当然少なくなるわけ

で、憲法では参議院議員のあるいは衆議院議員の定数を決めていませんけれど

も、今の数を多いとみるか少ないとみるか、私はもうちょっとそれぞれ多くて

もいいのかなという気がするのですけど、仮に参議院議員をざっくりと 300と

してもですね、一回に選べるのが 150になってしまうと。そうすると 150人の

議員を選ぶ時にそれでもなお全国民代表性を確保するにはどんな選挙制度がい

いかですね。これは具体的な制度にしていく時に考えねばならない要素かなと

いう気がいたしますね。 

太田光征：では私から意見を言わせていただきたいと思いますけれども。どう

しても二院制ということでことさら参議院の独自性というものが考えられるの

ですけれども、そもそも面子の異なる議員を各院で擁しているということ自体

が各院それぞれの独自性なんだと思いますね。わざわざ別の選挙で異なる面子

の議員を選んでいると。やはりそれ自体に独自性を見いだすべきだとまずは思

います。 

どうしても定性的に差別化された権能を各院が持たなければ意味がないので

はないかと考えがちですけれども、各院を相互に補完する形で審議を積み増し

するというですね、定量的な補完性を想定した熟議的二院制というものが、憲

法が想定している議会設計思想ではないかなと思います。 

衆議院の優越にしろ、内閣による衆議院の解散にしろ、あるいは参議院の任

期 6年に比して短い衆議院の任期 4年という規定にしろですね、これらは政治

の遅滞を防ぐためだと解することができると思います。逆に基本は熟議なんだ

ということなんだろうと思いますね。任期 6年が長いからわざわざ 3年ごとに

半数改選して最新の民意を反映させているんだと思いますよね。ですからわざ

わざ長くする理由は何かと考えればやはり腰を据えて熟議をするんだというこ

となんだろうと思います。 

ですから小澤委員が言われましたように熟議というのがキーワードだと思い

ますけれども、両院の選挙制度とも熟議となる多様な民意の反映というのが最

大の任務ではないかなと思います。とりあえず二院制と参議院の独自性につい

ては以上のように考えています。 
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桂協助：二院制についてこれは歴史的な経過の中で生まれてきているとみてい

ます。つまり戦前は帝国議会においては貴族院と衆議院があったと。その二院

制が戦後に貴族院は完全に解体されたわけですけども、二院制は残したいとい

う要望があって、二院制が取られたということですね。当初の連合国、GHQサイ

ドの原案では一院制だったわけですね。それが二院制になったのは戦前のさっ

き言ったように貴族院と衆議院の二院制の流れの中でやはり二院制を残したい

という要望によって二院制が浮上したという経過ですね。 

外国でもイギリスの二院制もやはり身分制を引きずっているといいますか、

貴族階級の代表から成る貴族院ができて二院制になっていると。ですから歴史

をひきずって二院制ができているということでイギリスも日本も共通している

と思います。 

その際に現憲法下で二院制にしたそこに何らかの設計思想があったのかとい

うと、なかったんではないかと思います。それはどうも私は今の憲法の中から

何か理念ないし思想といった次元から出てきたものは見いだせないわけですね。

ですから今の日本国民がそれを創っていくしかないんだと思います。 

二院制を続けるのであればどういう二院制にするのかというのは憲法による

のではなく国民が経験則的に創っていくしかないだろうと。現実に経験則で良

識の府という言われ方がした参議院は経験則に基づいた活動の中で出てきたも

のだったと思いますね。それを我々はもういっぺんやる必要があるのではない

かというふうに思っています。そういうことで私は憲法にはそもそもないんだ

という見方なんですけれども、小澤先生はどう見ておられるでしょうか。 

小澤隆一：おっしゃるようにかなり空白部分が多いなという感じがするんです

ね。これから絵柄を書いていく上での非常に余白というかそれ多いというイメ

ージを持っていますね。ただ一方で桂さんがおっしゃった国民がこれから創っ

ていくといいますかね、今までの歴史的経験、もうそろそろ 70年になるわけで

すから、その中で作っていく中でもって、これだけは基礎にしないといけない

というのをどういうふうに国民が自覚化していくかということによるのかなと

思います。 

その時にやはり私はどうしても考えてみたいのは、参議院議員でも全国民の

代表なんですよということをどれだけ国民の共通了解にするか。かつては最高

裁も県代表的な性格付けを参議院の選挙区代表についてしようとしたこともあ

りましたし。一方、全国区とか比例代表の方をみるとですね、これは残念なこ

とに利益代表的ないわば団体代表的な性格を持たせるような集票能力によって

そうなっていくんでしょうけども、そういう面がしばしば見受けられますよね。 

だからそれは非常に全国民代表制と齟齬を来す面を実態において持つわけで、

ですからその辺りのことをどういうふうに国民全体が制度化をする上で考え抜
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いていくか。非常にいろんな余地がある分、何を考えてもありな面、考え抜く

のが難しいところがあるかなというイメージを持ってますけど。 

桂協助：憲法が規定しているのは国民代表ということでこれが本当に私もベー

スだと思います。これも二院制を続けようと、復活させようと言った人たちが

出したわけではなくて GHQ側が国民の直接選挙による選任方式であるなら認め

ようということで GHQ側から出てきた方向性ですね。だからそういう意味では

やはり日本国民がゼロベースで何故の直接選挙による国民代表ということなの

かということを改めて考えていかなくてはいけない状況にあると思います。 

林克明：意見というか今日の小澤さんの話しの中で感想ですが、一番印象的だ

ったのは、いま国会でいろんな造作をめぐって各党がいろいろごちゃごちゃや

っていますけどその原因というのは基本設計の部分で現行の小選挙区制の下に

基本設計としてやっているからなるんだと。じゃあそこを変えればいいじゃな

いかなという、ちょっとシンプルですけど、やはりこれ今我々がこれから考え

るときのポイントになるなと思いました。 

小林五十鈴：私もよく分かりませんけど、いま元参議院の人たちと一緒にクオ

ータ制を推進する会で行動しておりまして、こないだも自民党選挙制度調査会

長逢沢一郎さんに会ってきたんですけども、やはり選挙制度を見直さないとい

けない、コンビニとか駅とかで投票場所できることも考えないといけない、女

性はなかなか国会に出るような人をいないのでそういうのを考えないといけな

い。いろんなことを個人個人で考えていらっしゃるんだけど中々決まらないの

は何だろうということ、忙しすぎるんじゃないかなと思ったりしているこの頃

なんですけど、私はやはり参議院は全国区で選んでもらいたいと、地方区でな

く全国区で選んでもらって数だけ上から順番で当選していただきたいと。それ

で元国会の参議院の方がおっしゃるには、ねじれ国会でなかったら参議院の意

味がないと言っていました。そのまま通されるのなら参議院はなくていいと参

議院の元議員が言っておられましたので、やはり大変だけれどもやはり参議院

というのは衆議院が決めたことをきちっとそれを評価する、けじめを賛成・反

対をきちっとする国会議員でないと。私は二院制でいいと思っておるんですけ

ども、その辺の参議院制度を私は望んでおります。 

伊藤朝日太郎：小澤先生のお話しで今日の民主主義の水準を前提に考えた場合

は比例的に民意が反映されることを目指すべきであるというのは、私も非常に

同感です。ただ、他方で比例代表制という制度自体の弱点もやはりあることは

ご承知の上だと思いますが、私が一番比例代表制で危惧しているのが人を選べ

ない場合が多くなる。非拘束式名簿の場合はある程度人も選べますけど、非拘

束式名簿の場合であっても、自分がその人に入れた票が党派の票にカウントさ

れたり、逆に個人得票は非常に多いんだけれども集票力のない政党から出たた
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めに落ちてしまうという場合もあるわけでして。そう考えると人を選ぶという

観点からいうと、比例代表はなかなか難点もあるなというふうに思ってますし、

なかなか一義的にこれだというのが絞り込めないなというふうな思いを持ちま

す。 

あとあまりかみ合わない話をしてしまいますが、今日いろいろ示していただ

いた選挙制度の中で、フランス型といいますか、選挙区の過半数代表をなんと

かして選ぶというのも、小選挙区制ではありますけれど、それなりに理にかな

った制度ではないかなというふうに、実は以前からフランスの制度には注目し

ていたのですけども、選挙区民の一般意思というと何か違うのかもしれません

けれども、そこで煮詰めた民意を過半数を取ることで担保するというのはアイ

デアとしては非常に比例代表の対極にあるものとして面白いアイデアだと思い

ますし、実際にもたらす効果としても 1つの党派への集中には必ずしもならな

いですよね。要は 1位を選ぶ際に 2、3位連合だとかが行われますので、極端な

政党が 2つしかないみたいな状態に傾斜することは防ぐことができる。そうい

う意味ではなんというか最初から切り捨てるにはおしい制度と思っています。

ですので私の考え方としては基本的に比例代表的な考え方に賛成なんですけど、

その際、小選挙区制をそれ自体悪だとして切り捨てるのもどうかなというふう

に思っています。 

小澤隆一：いま幾つかご質問をいただいたと思います。まず比例代表制の人を

選べない要素ですね、これは拘束名簿式の時に出てくることなんですけども、

それはそれでやはり具体的な制度を作る時に設計思想のレベルなのか造作のレ

ベルなのかちょっと悩ましいなと思いながらこの枠組みの中で考えているんで

すけども、やはり結構重要なポイントだと思うんですね。 

といいますのはやはり議員というのは実際に国会で討論やったりあるいは実

際にフェイスツーフェイスでもって活動やったりですね、まさに生身の人なん

で。生身の人間のパフォーマンスがどの程度しっかりしているかどうかという、

いわばステーツマンとしてのやはり人格というか、それがどれだけいけてるか

という、そこはやはり重要なポイントだろうと思うんですね。それはやはり政

治に対する信頼感といいますか、国民の政治への参加の意欲なんかにも影響し

てくる問題だということで、人の要素をどうカウントするのか、選挙制度を作

る上で、これはやはり重要なポイントで、おそらくそれを念頭に置いての非拘

束式だとか。 

私はある意味、ドイツの制度もそこを念頭に置いているのかなという気がす

るんですね。併用制で小選挙区制でもって人をまず戦わせてみるといいますか

ね、これは政党と同時に人を選ぶという要素を加味しつつ、でも政党の勢力と
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しては比例制をもって数を決めていくという配慮をいろんな形でやっている制

度はやはりあるなという感じがするんですね。 

同時にもう一方では議員集団がどれだけパフォーマンスが高いかどうかとい

う問題は、あくまで私は一人の議員はどんなにパフォーマンスが高くともやは

り一人にしかならないという面があって、やはり議員を集団として考えてみた

場合には、そのバックにある政党の政策立案、そしてそれを国民に対して説明

し、国民の声も吸い上げながら最終的に政策を仕上げて国民に対して提示して

いくという、政党そのものの政治的機能をカウントしていくというレベルで物

事を考えると、ある意味、人のレベルは多少目をつぶってでもですね、政党の

集団として評価していくという配慮もあってもいいのかなと。 

ですから中にはこんな議員を辞めさせてよという人を政党はいつまで経って

も幹部に据えていると。しかしこれは残念なことに政党内部の問題としてある

意味、国民がそれに直接手を付けられない要素がある。例えば、ドイツの併用

制でもってすってんてんに負けた議員は次からはよっぽど評判が悪いんだった

ら名簿から外そうかということを政党に考えさせるとかですね、そんなやり方

でやらせていく。後もしかしたら政党の中の議員の候補者擁立手続きですよね、

それをもっとオープンにしてですね、うちの議員はこれだけ実績積んでちゃん

とした人間ですと、イクメン詐欺もやらないというですね、そういう品質保証

を各政党の中でやってもらうというですね、そんなことで人の面をカバーして

いくという面もあるのかなという感じがいたします。 

それと小選挙区を取りながらの 2回投票制とかあるいはオーストラリアの選

択投票制なんかはやはりなるだけ絶対多数に近い形でその選挙区の議員を選ぶ

形を取ることによって、国民的なコンセンサスを得ていこうということだと思

うんですね。ただこれはあくまで発想としては多数代表制なんですね。その設

定された選挙区の中の多数の意思を反映させるということですから、ですから

これは多数ではないそれこそ 40%くらいの意思はそこでは票に結びつかないわ

けで、そうするとそういう部分をどう国政でカウントするかという問題がどう

しても起きてきてしまうという。多数者意思を議会に反映するということで割

り切る制度いくと、残念ながらそこのところはカバーされなくなるということ

で、幾つかの制度を組み合わせるのかという問題もそこから出てくるかと思い

ますけども。設計思想としてはそういうもんだととりあえずわきまえた上で良

し悪しを考えるということになると思いますね。 

桂協助：今、人の選択、人をチェックするということの重要性が言われたと思

いますが、それはいわば基本的な設計思想ということなんだろうと思うんです

けど。じゃあそれをどうやって制度的に組んでいくかということが造作の次元

の話しだろうと思うんですけど。その問題は基本設計と造作との関連あるいは
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つながり具合の典型例のような気がします。確かに人を選ぶということが政党

選択選挙である比例選挙の場合でも組み込まれるべきであるというのも私も

前々からいつも感じています。しかしやはり今小澤さんもおっしゃったように

党に対する選択ということの中で人に対するチェック・選択の比重が下がると

いうことにならざるを得ないというのもあると思います。 

私は徹底的に人を選択しようじゃないか人を見ようじゃないかというのはあ

っていい。それが参議院だろうというふうにみています。主として政党を選ぶ

のが衆議院の選挙で、比例が適合的であると。主として人を見ていこう、人に

焦点を当てて見ていこうというのが参議院であり、そのために比例ではない選

挙制度があるのではないかという違いになってくるんだろうと思います。 

ずっと基礎レベルに話しを掘り下げていきますと、政党を選ぶというのはど

ういうことかというと、やはり社会の体系を選ぶということのために政党を選

択するということが迫られるんだろうと。社会というのは非常に体系だって作

られておりますし、それがうまくできませんと社会がうまく運営できていかな

いし、時としては崩壊してしまうようなことだと思います。 

従って体系だった社会を作っていくためには個人の力量では何とも限界があ

って、やはり政党という集団、人の集団的な力というものでないと対応力を持

てないと、そういうことから政党が必要とされると思います。 

これは近代世界になると同時に政党が発生したと。近代世界になるとは、身

分制とか封建制といった比較的単純な社会では必要でなかったものが近代社会

に入って社会が複雑化していった。その中で体系作りというものが非常に高度

化していった。そういう中で政党というものが登場し、必要とされるようにな

っていったと思います。 

ですから必然的に体系の選択という、政党の選択というのは社会体系の選択

だという側面を帯びてきたのだと思います。 

 それに対して人を選ぶというのは、さほど意味がなくなるんじゃないかとい

うふうになるかというとそうでもなくて、やはり個人個人、一個一個の人間の

視点から政治を絶えず見ていく、社会を絶えず捉え直していくということは、

どうしても社会にとって欠かせない。ですから、個を選んで、それに自分の意

思を代表させるというルートは欠かせないことだろうと思うんです。 

初めに体系ありきじゃなくて、初めに個ありき、個人ありきという政治への

アプローチ、これは永遠にあり得ると思います。現代社会ではそれが特に重要

になってきていると思います。いろんな面で、人権が危機にさらされるという

ようなことが起きていると思います。科学技術の高度化、特に生命・医療の問

題とかですね、あと情報化の進展に伴って人権の問題が、改めて危機にさらさ

れるというような問題ということが出てきております。ですから改めて個に焦
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点を当てて代表者を選んでいく、そしてそういう院を作っていくというのが必

要になってきているのではないかという言い方を私はしています。そういう意

味で人を選ぶということがとりわけ参議院において必要とされる状況にあるん

じゃなかろうかというふうに思っています。 

小澤隆一：今、桂さんがおっしゃった衆議院と参議院をそういうふうな形で制

度設計するというのは、ひとつの非常に分かり易いというか、国民にとって非

常に可視化されたですね、そういう制度設計だなっていうふうに伺いました。 

ひとつ自分の中でもってですね、ちゃんと考えが詰め切れてない問題をちょ

っと出させてもらいますと。実は憲法 15条 1項の公務員の選定罷免権、罷免の

方なんですよね。罷免というと非常に言葉としてはきつくて辞めさせるってい

うね、リコールみたいなものをすぐに予想できるんですが、しかし一方で実際

ご承知のように今、日本の選挙制度でもって国会議員のリコールの制度が現に

ないという状況はどういうふうに考えたらいいのか。 

これは元々、近代的な代表制は全国民の代表なんだから選ばれた以上は個々

の自分の選出母体に責任を負うわけじゃないというですね、そういう自由委任

の制度によって罷免も制度化する必要はないということで構えてきたわけです

けど。しかし一方、ここまで明示的に日本国憲法の中にこの言葉が入っている

以上、これをどういうふうに理解したらいいのかって思って。自分自身、非常

に悩ましいものがあるんですね。 

いろいろ考えてるんです。例えば、政党所属を離れた場合ですね。今、現に

他の政党に鞍替えした場合には自動的に失職するというですね。これは政党を

背負って当選した議員が他の政党にまで移ることについてはダメだぞというこ

とで制度化されている。これはある意味、罷免の意味をそういう形で具体化す

る制度というふうにいえなくもない。ただそこには一定の抜け穴があって、ご

承知のように合体した場合にはですね、新しい政党を作ったら全然辞めなくて

済むという例はありますけど。そこまで厳密に捉えなくて、少なくとも鞍替え

だけはなしにしようというような形で罷免の文言が効いている。 

あともし仮にこの罷免の意味をですね、少し水増しして捉えるとすれば、や

はり選挙制度を考える上で、人の要素もちゃんと中に込めて組み立てなさいよ

っていう制度理念としてこの言葉が入っているというふうに読むこともできな

くはない。 

いずれにせよちょっとこの公務員の選定罷免権の罷免というのは、なかなか 1

つの決め打ち的な制度化にふさわしくない言葉なんですけど。でも、これはこ

れでやはり大事な、国民に対して責任を負う議員を作り、そして議会を組み立

てるっていう意味では、大事な言葉なんで、やはり何かどこかでこれを生かし

た制度設計が立てられないかなっていうふうに自分なりにですね、ちょっと気



20 

 

にしながら考えてる言葉なんですよね。ちょっと自分が考えを煮詰め切れてな

い話を持ち出して申し訳ないですけど。ともかく気になってます。 

伊藤朝日太郎：今、おっしゃられた罷免権という言葉の中に人を選ぶという理

念も読み取れるのではないかというご趣旨でしょう。今のお話から私が連想し

ましたのは、罷免は狭い意味での罷免だけではなくて、改選する際に落とすか

どうかを決めることができるという、そこが非常に大きいのかなというふうに

思いました。その際に選挙区選挙であれば問題が無いわけですけれど、名簿を

作って比例代表でやる場合は、政党幹部がある有力者をずっと名簿トップに入

れてしまうとどう考えても落とせないわけですよね。そこは罷免の問題とも関

連するのかなというふうに思いました。 

小澤隆一：そこをいま念頭に置いてですね、発言したつもりなんです。例えば

全国一区拘束名簿式比例代表制でいこうとなった時にですね、それは余りにも

政党のわがままで議員が固まってはしまいませんかと。ちょっとそれは止めて

くださいよっていうふうに問題提起をする時の 1つの手がかりの言葉として、

国民から評判の悪い議員を落とせない選挙制度はダメだというですね、そうい

う理屈としてこの罷免という言葉は使えるのかなというふうに今思いながらち

ょっと発言したつもりなんですね。 

伊藤朝日太郎：今の政党の恣意を避けるというのは非常に重要な視点だと思い

まして。今日のご議論を伺っていると、政党の役割は非常に重要であるという

ことが前提とされていて、それは私も政党の役割が重要なのは同感なんですけ

れど、政党をどうやってコントロールして制度に組み込んでいくかというのが

大きく問われなければならないと思っています。 

政党の、特に政党の執行部の力が強すぎると、今度は個々の議員が全国民の

代表であるということと矛盾しかねないのではないかという問題意識を持って

いまして。それぞれの議員が全国民からの付託を受けて職務を遂行していると

すると、そこで政党幹部から各議員の票決について縛りがある、あるいは選挙

の名簿の作り方について縛りがあるということになると、同じ同僚議員の中で

大きな意思決定権限を持つ議員と陣笠議員に分かれてしまう。政党という組織

の力を発揮するためにはある程度やむを得ないという割り切り方もあるのかも

しれませんが、実は私にとってはそれは非常に大きな問題として捉えています。

自分が期待して投票した候補者がいざ議員になった。でもそこで党議拘束に縛

られて、なんだか知らないけど選挙戦の時に言ってたことと随分違うんじゃな

いのっていうことも起こるわけですね。 

ですのでそこでその政党の意思決定と各議員の職権というものの関係をどう

整理すべきかというのが、ちょっと私の中でもやもやしております。 
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桂協助：あまり質の良くない人が議員で居続けられると、それが政党によって

囲われて守られちゃっているという問題ですけど。私は予備選挙制でそれはク

リアできるのではないか、1つの方法ではないかと思います。政党がその政党を

代表する者として候補者を立てるわけですけども、その段階では政党に対する

支持があれば多少質の悪い政治家でもその政党の力でもって当選させられてし

まうわけですけど、予備選挙の段階ですと、党員あるいは幅広い支持者層を有

権者とする予備選挙制度を設ければ、かなり民意を受けたような候補者選びに

なっていくんではないかと思います。 

ただ予備選挙というのはその政党がやることであって、公式にといいますか

公的に政党を超えた公的な制度としてはなかなかできにくいというところがあ

ります。アメリカの場合はその辺かなり公的な予備選挙みたいになっているよ

うですけど、あの辺りどうなっているのか、私よく分からないんですが。 

いずれにしても予備選挙をうまくやれば、結構それぞれの政党から出てくる

議員の質を高める上でうまくやれるんではないか。工夫を要するところですけ

ど、そういうルートがあるというふうに思います。 

城倉啓：第 3部門において政党の役割についていろいろと議論がありましたけ

れども、またわたくしは他の国が持っているような「政党法」などを日本で作

るということもできるのではないかということを申し上げたところ、結社の自

由が憲法に明記されておりますので政党については憲法上何も無いわけですね、

その単語が。ですからこの政党をどうコントロールするか、制度作りする時に

憲法問題に触れてしまうのではないかということで、第 3部門のところでは止

まっているんですね。その件について。もし只野共同代表からその件について

お話いただければと思います。 

只野雅人：そうですね。その点確かにちょっと重要なところでして、特に政党

に一定の組織形態を法的に強制できるかっていうことになると多分、日本の場

合、政党規定がありませんから非常に難しいと思うんですね。現在の法制度で

も、例えば得票率とか、議席とか、客観的な指標だけを使ってますよね。です

からやはりそこは限界があるだろうと。今の桂委員がおっしゃられたのもそう

いうご趣旨かなというふうに思いますけれども。まさに政党に任せるべき事柄

だと、こういう部分があると思います。 

ついでに言うともうひとつ今の制度設計それ自体ですね、特に選挙運動含め

て、政党本位ということが言われているのですけれども、ここもやはりちょっ

と緩めてみる必要はあるのかなと私自身ちょっと前から感じているところです

ね。かなり政党中心ということで作られていて。作った当時は多分それなりの

見通しを持っていたんだろうと思いますね。政権選択なんだから政権選択を支

える政党を作りましょうと。なかなかやはりそうなっていない部分があるので。
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ちょっとこの第 2部門の話を離れますけれども、ちょっと見直していく必要が

あるのかなと思います。 

そうするとどこに力点を置いて考えるかっていうと多分少し間接的なものに

なりますけれど、やはり今日議論している選挙制度のあり方というのは非常に

重要かなというふうに思います。一般に小選挙区って人を選ぶ仕組みだといわ

れるんですけれど、これは一般にでして。日本の場合、やはり実際に有権者が

選択肢を持ち得なくなっているというのはすごく大きな問題かもしれないです

ね。もう選びようがないと。こうなってしまうと本来の意味は無くなるし、む

しろ中央が候補者をコントロールするということが際立ってくるんでしょうね。 

個人の役割を大きくする上では多分、やはり議員の地盤を強めるというのが 1

つの選択肢で、中選挙区にはたぶんそういうところはあったんだろうと思いま

す。ただこれも強くなりすぎるとまたなかなか問題で、非常にコントロールが

難しいですね。 

さっき小澤委員からあったようにドイツの制度っていうのは確かにそういう

意味ではよくできていると思うんです。問題は問題としてあるんですけれども。

個人を選ぶ。それから比例ですからある程度の選択肢は常に存在しているわけ

ですね。 

あるいはちょっと複雑ですけど、アイルランドで採られている一票移譲式な

んていう仕組みもあります。これはオーストラリア型を大選挙区でやるという

イメージなんですけど。ただちょっとやはり仕組みが複雑すぎてうまく日本に

なじむかなと、こういう感じはしてるんですけれども。選挙制度を組み立てる 1

つの要素として考えていくというのが、ひとつ戦略としてあり得るかなと、そ

んな気がしています。 

小澤隆一：先ほど桂委員から出たアメリカの予備選挙。多分、上院も下院もほ

とんど小選挙区みたいなもんなので。下院は小選挙区で、上院もほとんど 2年

ごとに 3分の 1選ぶので、1人しかたぶん 1つの州で選びようがないという。だ

からそういう小選挙区型の選挙であれば確かに、いま大統領選挙でもああいう

ふうにすったもんだやっているように党の顔になるような議員をどうするのか

というのは予備選も熾烈になると思うんですね。 

だから一方、逆にそれがないぬるま湯になってしまいがちな比例代表システ

ムでもってどういうふうにちゃんと候補者のクオリティーを高めるのかってい

うことで。ですから比例代表型の国でどうやってそういう党内の議員のリクル

ートシステムを持っているかどうかという、場合によっては党内予備選みたい

なことやってるかどうかというのをちょっと調べてみることは、少し参考にな

るかなと思います。その点では確かドイツはやってるんじゃないですかね。党

内予備選挙みたいなことをですね。そうやってやはり議員の質を高めるという
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努力をしていると。その辺のヨーロッパ型の比例代表でどんなリクルートシス

テムを持っているかっていうのは少し調べてみるのは意味があるかと思います。 

それは選挙制度とは別に選挙制度ではなかなか実現し切れない部分をそうい

った形で補うという形で。またこれも法定化するとなかなかややこしいので、

どうやってその政治風土を作り出していくのかっていうところからまずは詰め

ていくのかなっていう気がしますけど。 

太田光征：それでは今日小澤委員から挙げていただいた憲法要請、他の憲法要

請ということも考えてみたいと思うんですけれども。 

まず前文なんですけれども、憲法は真っ先に「日本国民は、正当に選挙され

た国会における…」という言葉で始まっているように、まさに選挙の正当性と

いうものに力点を置いているわけで、国会議員というものは憲法要請を渾身の

努力で具現化して正当な選挙を実現する責任を負っているわけですよね。 

憲法の中にはもう 1つ「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであ

る」という規定もあって、これも無視して良いはずはないと思うんですよね。

これ英語で言うと、「厳粛な信託」というのは「sacred trust」ですね。要す

るに「畏敬すべき信託」「侵すべからざる信託」という意味ですよね。これは

非常に重い規定であるわけです。 

だいたい政治における信託というのは意見を託すことですよね。国政におけ

る信託するイベントとして重要なのは当然選挙であろうし、あと 16条で規定さ

れている請願権ですよね。先ほど小澤委員から出ました罷免を請願でも主張す

ることができるわけですよね。 

最初に請願の方を考えてみましても、憲法というのはただ単に主権者の憂さ

晴らしのために形式的な請願権を盛り込んでいるんではなくて、厳粛に請願を

して、国会議員に厳粛に受託をしてもらって、審議をしてもらうということを

想定して、憲法はこの請願権というものを盛り込んでいるわけですよね。だか

ら前文にあるような厳粛な信託という規定も、やはり請願制度などできっちり

と具現化・制度化する必要があると思いますけれども、現状の請願制度という

のは形骸化しているわけですよね。 

この請願制度では曲がりなりにも形式的には意見は一応託すことができるん

ですけれども、じゃあ選挙ではどうかというと死票を投じた有権者からしてみ

ますと意見さえ託すことができないわけですよね。だから意見を託すことなく

して厳粛に信託するなんていうことはあり得ないと思うんですよね。 

憲法というのは権力を縛るための立憲主義の文書であるわけですけれども、

主権者が厳粛な信託ということで何かうぬぼれ的な意味合いで単に憲法に書き

込んでみただけということなんでしょうかね。それだと全然権力を縛るという

立憲主義的な意味合いがないですよね。 
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厳粛な信託というものを具現化する法制度が選挙制度においても必要だと思

うんですよね。そもそも国民というのはいつ厳粛な信託をしているんだという

ことになりますよね。厳粛な信託をしていないのにしたことにされているんで

あれば、非常に問題ですよね。選挙における厳粛な信託というのはやはり意見

を議員に託す、立候補者に託すということでしかないわけですよね。ですけれ

ども死票を投じることで意見を託すことができないというわけですよね。 

ですから選挙における厳粛な信託というのは確実に意見を候補者に託すとい

うことで、主権者が院内で立法権を制御する機能を確保することだと思うんで

すけれども。 

そういう点で言いますと、やはり死票というのはですね、厳粛な信託とは程

遠いということで、厳粛な信託という規定から考えてみましてもね、死票の最

小化という要請が導かれるんだと思いますね。前回の会議では国民主権原理そ

のものからもね、死票の最小化が導かれるという主張をしたつもりなんですけ

れども、いろんな憲法規定からやはり最終的には死票を最小化するという憲法

要請が導かれるのではないかなと思っています。 

城倉啓：そろそろ時間割的に言うと、19時 20 分を回っているので傍聴者の方、

大勢今日もいらっしゃっているのでご意見を伺ったらいかがかなと思います。 

傍聴者 A：どうもありがとうございます。吉村りよみと申します。千葉県議会議

員選挙一票の格差是正裁判をやっていまして原告です。 

今日小澤先生のお話を伺ってものすごくすっきりしました。ああそういうこ

とか。私たちも一票の投票価値の平等がこれじゃおかしいということでやって

いるわけですけれど、やはりそこが大事で。憲法の前文、それから法の下の平

等。そこのところおっしゃった前文のところがすごく大事だと思うんですね。

「正当に選挙された…」、今日は本当に良く分かりました。 

小林さんおっしゃったように両院があるっていうこと。衆議院と参議院の違

いがあって、私本当に今良かったなってすごく思いますよね。現在の政治の動

きを見ていると、これ一院制だったらもうすべて抵抗のしようがなかったって

いうか、本当に良かったなって思うんです。 

先生方皆さんおっしゃったように、衆議院というのはやはり比例代表制でい

くのがいいんじゃないかなって思います。ただ、ああそうか、それをブロック

でやるのか、またブロックにするにしてもどういうやり方があるかということ

もあるし、名簿も拘束でいくのか非拘束でやるのか、いろいろこれから検討し

なきゃいけないことがあるんだなってことが分かりました。 

あと参議院の方はやはり人を選ぶって、ああそうかって思いました。だけど

その時どうしたらいいのかなっていうのはちょっと難しいのかな。衆議院の方

は今日のお話ですごくすっきりしたんですけど、人を選ぶっていったらそれは
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どういうふうにするのかなっていうのはちょっと分かりません。ありがとうご

ざいました。 

傍聴者 B：どうも貴重なお話ありがとうございました。一応東京都民と言ってお

きますけれどもかつて選挙運動を手伝った経験がございます。それで言います

と、最近ちょっと気になっていますのがやはり国会議員の定数を減らすのが何

か正しい世論のような風潮が出回ってますよね。それ非常にわたくし危惧して

おります。参政権を縮小するのを喜ぶ有権者が一体どこにいるのかなと思って

まして、世界中見ても珍しいんじゃないかと思っています。アメリカでよく「代

表なくして課税なし」って言いましたよね。結局、税金余計に払ってより国会

議員減らして喜んでいる国民がどこにいるのかって思うんですけどね。 

この前の衆議院の審議会ですか。あれでも国会議員定数減らす理由は無いけ

れども、でも野党が望んでいるから減らすんだっていう、こんな馬鹿な理屈な

いと思うんですけどね。これが日本では通ってしまうんですよね。議員減らす

のがいいことだっていうことで。 

特にまた考えられないのが、アメリカとだけ比較して議員減らすのがいいこ

とだいいいことだって言っているように感じるんですよね。でもアメリカって

非常に議会の予算ってすごく潤沢ですよね。議員 1人当たりの政策スタッフも

いっぱい抱えられるし。ところが日本でもしそれをやってしまったら逆なんで

すよね。国会議員の数も減るし、それから国会図書館とかそういうスタッフも

減らされちゃうし、むしろ議会の権能は小さくなって逆に喜ぶのが一体誰なの

かっていうことをもっと皆分かった方がいいんではないかと思うんですが。以

上です。 

傍聴者 C：第 2部門初めてなんですけども、私は実は今の参政権というのは投票

権があっても参政権が無い。じゃあ今直接民主制ができなければ今の選挙制度

の中でどういうふうに要するに批評をされない。自分の意思が、意思決定、選

挙であれば選挙を選べる。それから議会であれば議会の中で自分個人個人がど

ういうふうに生かされるか。例えば選挙と並行してアメリカ型のように必ず議

論を行うという義務付け。必ず候補者が出て質問に答えたり、あるいは候補者

同士が議論したりする中を私たちが見ることができるということ。 

あるいはもしそれと同時に、やはり今のような選挙制度だと要するに少数政

党の意思がなかなか反映されない。例えば選挙の投票率もかなり下がってきて

いる。そういう中で、例えばこの前、財政に苦しんでいたギリシャで特別な選

挙制度、つまり投票率が少なくてもそこに上乗せするような制度、特別な制度

があったりするんですけども。そういう少数政党にも票がちゃんと明確に反映

されるようなシステム。そういうのがあったらいいかなと思います。以上です。 



26 

 

傍聴者 D：初めまして。山口良雄と申します。途中から参加したので分かってな

いところもあるんですけども、個人的な意見としましては、国会で衆院の定数

10削減しろとか何とか話出てるかと思うんですけども、何をもってじゃあ削減

しましょうと言っているのかいまいちよく分からないんですよね。 

本来、この国を運営するためには議員がどれだけ必要で、そのうち衆議院と

参議院がどの比率で存在するのがいいのか。例えば衆議院が 2で参議院が 1と

か。もうひとつ、今の国会は委員会制度を採っている以上、各委員会にどれだ

けの議員が必要か。そこまで考えて初めて衆議院と参議院の定数が出てくると

思うんですが、そういう話が出てこなくて議員を減らそうっていうのは何か変

な話だなと思います。 

また逆に言えばその辺りの議論をすれば、じゃあ効率のいい議員は何人だっ

ていう考え方も出てくるかとは思います。とりあえず以上。 

太田光征：今日は参加者全員からご意見を伺いました。ありがとうございます。

残りはですね、まず、城倉さんの方から工程表について意見をもらいたいとい

うことですので、ご意見をお願いしたいのですが。第 2部門は 9月まで空欄に

なっているわけで、他の部門は埋まってて、他の部門についてどうこうしなさ

いっていうわけじゃなくて、第 2部門についてどうしましょうかということで

すので、ご意見をお願いしたいと思います。 

城倉啓：修正があります。工程表のところで大変申し訳ございません。第 2部

門 5月に小澤隆一発題などと書いてあるのは、4月の間違えですので、ここも空

欄です。という理解で進めていただきたいのと、あとこれは特に第 1部門が一

番具体的にスケジュール立てができていて、みなさんに意識していただきたい

のは中間答申が 11月にあると。その前には 10月には部門の中で中間答申の内

容を決議していただきたいと。これは各部門同じように義務付けているわけで

すが。そして部門間調整をして全体で決議してというような、中間的なお尻だ

けは意識していただきたいと思ってるんですね。 

その上で第 1部門は選挙運動の自由化の部分ですね。かなり具体でやってい

く予定なんです。選挙運動期間・戸別訪問・文書図画とネット選挙・立会演説

会、そして供託金の問題を公費負担との絡みで話し合うと。さらに公選法 1条

目的部分ですよね。立法趣旨をどういうふうに整えていくのかですね。特に自

由とか、または平易な言い方ですが、楽しい選挙みたいなものを何か打ち出せ

る文言がないかっていうことを話し合っておりますし、8月は第 1と第 3が合同

でやるという流れがあって、選挙権のことで擦り合せをしたいと。そして 9 月・

10月でまとめていくんですが、第 3部門に目を移しますと、地方議会選挙の改

革案を出すということ。これは中間答申で出すと。 
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話が前後して恐縮ですが、考え方が 2つあるんです。2年間の、つまり 2017

年の 11月の全体最終提言のところで全部の提言を出すという考え方と、中間答

申のところで一部分だけでも提言を出してしまうと。そしてその提言を要綱ま

でまとめて、議連を作っていく、改正議連を作っていうのが、11月からさっと

行くかということです。第 1部門と第 3部門については部分的に提言を出して

いくことを考えているわけです。ですから自由化のところと第 3部門で言えば

地方議会選挙。 

第 2部門でそれが成り立つのかということは、わたくしも全部陪席しており

ますけれども、大変白熱したいい議論になっておりますし、基礎から行くって

いうところで提言までいくのかなっていうところは正直申しまして、そんなに

無理しなくてもいいんじゃないのかなっていうことも思っております。これは

みなさん委員の方の自治でお決めになられたら良いと思います。つまり中間報

告的レベルの部門があってもいいというふうにも思っておりますので、その辺

りを視野に収めておいていただきたいと。 

あともう一個ちょっと長くなって恐縮ですが、第 3部門は地方議会選挙なん

ですけども首長選挙、市区町村選挙、また都道府県・政令指定都市と 3種類あ

るわけですが、これはすべてこの第 2部門の議論と深く関係しております。制

度設計の問題として。または基本理念の問題として。ですからわたくしの意見

ですけれども 6月、7月、9月に是非とも共同代表またはその他委員の方に陪席

していただいてうまい連絡を取っていただいていい議論をしていただきたいな

というふうに思っておりますので、そのことも要望として申し上げたいと思い

ます。以上です。 

太田光征：今城倉さんからあったように第 3部門ではかなり選挙制度本体につ

いての議論が進んでいましてですね。私もほとんどというか全部参加している

んですけれども、かなり具体的な案が出されていますので、やはり第 1と第 3

が合同で 8月にするようですけれども、そういう形も含めて第 2部門と第 3部

門が合同で審議するようなことも含めてあり得るんじゃないかと思うんですね。

そこら辺どうでしょうかね。 

小澤隆一：参政権の保障というのはもう少し具体的にご紹介いただくと、何を

テーマに。 

城倉啓：例えば選挙運動のことでも若干地方議会選挙と異なる規定になってい

るわけです。例えば選挙期間が 5日間である村の選挙と 17日である国政選挙は

違うわけです。ですからそこを撤廃というのならば楽なのですけれども、延長

という限りにおいてはじゃあどういうふうに揃えるのかっていう議論になって

いきますよね。あと文書図画の問題でもマニフェストを配ることは国政選挙と

知事選挙はできるんですけれども、若干曖昧にもなってますけれども、地方議
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会選挙は少なくともできない。こういった選挙運動で国政と地方選挙で齟齬が

あるので、選挙権・被選挙権のことを考えると供託金もそうですね。額が違う

んですね。無いところもあるんですね。それで良いのかという議論も含めて足

並みを揃えないといけないというところがあると。 

あと、これはわたくしの 1つの意見ではあるんですが、外国人の参政権の問

題。これは正面からは第 3部門としては取り上げにくいことなんですけれども、

しかし頭の隅に置こうねということを前回審議会でお話しております。それも

憲法の規定で「住民」と「国民」で言い方が違うということがありますので、

第 2部門の話題と重なるところがあるであろうというふうに思っております。 

只野雅人：選挙制度の擦り合せっていうのは確かにちょっとどこかで一回意見

交換は合同のような形でやった方が良いかなという気もしているんですけど、

やるためには私たちの方でもちょっと具体的な制度の話を少し揉んでおかない

といけないかなという気はするんですね。みなさんも一致しているところも一

致していないところもあって、無理に一致を作るよりは、とりあえずはそれぞ

れの論点を確認した上で。今度はどうでしょうかね、少し具体的なお話をしま

すか。例えば衆議院はどういう制度がいいのかということで、今までどおりご

意見いろいろ出していただいて。たぶん簡単に絞れないと思うんですけどね。

参議院はどういうものがいいかと。一回ちょっと地方の方と。例えばさっき政

党中心という話が出ましたけど、多分地方の場合はそういう問題を考えざるを

得ないような気がするんですね。他にでも大きな問題で残しているものがあれ

ば、先にやらなくてはいけないと思うんですけど、どうでしょうかね。 

城倉啓：共同代表のおっしゃっていることは確かにその通りでありまして、ど

うなんでしょう、連絡はするけれどもそこまできちっと決め打ちしないぐらい

で現状は良いのかなと。小澤委員がおっしゃったように「コンペやりましょう」

というような発想で、まだやっていないわけですよね。国際比較その他、色ん

な制度、これやってみましょうとまだやっていない段階で合同というまではい

かないのかもしれないですね。ですからその意味では地方議会と関係はするけ

れども地方議会選挙の改革案はとりあえず第 3部門で出しておいてもらっても

いいよという構えにしていただければいいんじゃないかと。いずれにしろ最終

提言のところで調整ができるので、中間答申のところでは先出しを少し認めて

いただいて、でも陪席をなるべくしていただくような形。合同まではいかない

けれど、陪席していただくような形で議論の推移を見守っていただくというぐ

らいなら一番丸い結論かなと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

太田光征：みなさんお忙しい方ばかりなので、かなり難しいんだろうと思うん

ですけれども、私が多分毎回参加してるので、どういう論点が議論されている

のかということは報告できますので、それを報告した方がいいですかね。 
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城倉啓：太田さんがおっしゃる案もいいと思うんですね。第 3部門でどのよう

な議論がなされているのかを、第 2部門の実務者の方が報告なさるという形も

機能的だと思います。 

太田光征：次回の議題もありますので、それも 1つの案だと思いますね。私が

引き受けてもいいと思います。あとどうでしょうかね。それだけだとちょっと

ね、次回のテーマとして。 

城倉啓：提案させていただければ、国際比較ですね。アイルランドのことが出

て、移譲式ですよね。それが死票の最小化と深く関わると思いますので。複雑

かもしれないけれどもそのようなやり方。ほかフランスの二票制、選択投票制

ですか。そういったものを具体的に国際比較で出されるような議論はいかがで

しょうか。担当を決められて。 

太田光征：アイルランドの制度はほぼ文章でまとまったものありますでしょう

か、適当なもの。あと私は個人的に前々から検討したかったのはスウェーデン

＊の自由名簿方式。あれは一体どのようにして集計しているのか前々から不思

議でした。懸案だったんですけどまだ依然として調べていません。どなたか分

かる方いますかね。（＊正しくはスイス） 

傍聴者 D：多分国会の方でもそういう研究しててそれをまとめたのがレファレン

スでネットで出てたような気もしたんですけどどうでしょうかね。 

太田光征：簡単なまとめはあるんですよ。だけどそこまで詳しいのがあるかど

うかね。 

傍聴者 D：細かいこと突っ込んでたかどうかちょっと分かんないんですけど。 

太田光征：なので国会図書館の職員の方に、議員を通じてお願いすることはで

きますから、そういう手も使ってということで、じゃあ今言ったアイルランド

とスウェーデンと他にフランス。 

城倉啓：フランス、オーストラリア、それからドイツですか。ではこれは事務

局で引き受けましょう。趣旨賛同議員を通じて国会図書館で資料を作ってもら

うということですね。 

太田光征：そういうことでじゃあ第 3部門の議論の紹介と、それから選挙制度

の国際比較ですね。 

桂協助：そういったいろんな事例を比較研究すること、それからここの中でど

ういう制度を作っていくかっていうことを煮詰めていくということ。そうした

中で比較の仕方として各選挙制度を表現するパターンを定めておいた方が良い

と思います。共通パターンに乗っけて比較しやすいようにすると。部分部分だ

けを見ていってしまうとあまりいい比較にならないと思いますので。造作とい

う話がありましたけども、どこの国の投票方式にどういう仕組みが採られてい
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るかっていうことだけに着目しちゃいますと、全体の中でそれが持っている意

味が分からなくなるということがありますので。 

比較の項目ですね。選挙区であるとか、定数であるとか、選挙区の定数であ

るとか、比例定数であるとか、それから立候補の仕方であるとか、投票の仕方

であるとか、当選の決定の仕方であるとか。幾つか主要な選挙制度システムと

して成り立たせている主要項目をある程度絞ってその中にどこの制度を見るに

しても一応そこに、この点はどうなってる、この点はどうなってるってことが

分かるようにした方が良いと思いますので。言葉が見つかりませんけど、そう

いう仕様を次回ある程度立てられたらどうかと思うのですが。 

城倉啓：次回そのフォーマットというんですか、テンプレートというんですか、

その項目化をするのはちょっと時間がもったいないような気もするので、この

際ですから桂委員にその項目立てについて委託いたしまして、そしてそれを教

えていただければわたくしが国会議員にそれを言って、こういう視点で調べる

ようにという指示を出させるようにいたしますが、いかがでしょうか。国会議

員を経由して国会図書館の職員を使うという意味です。 

太田光征：選挙制度を調べる場合には多分全体から調べると思いますのでそれ

は可能だと思いますよね。そういうことでもうちょうど時間でいいですか。 

岡本達思：ですから 25日、今月ぐらいぎりぎり大丈夫かもしれませんけれども

連休があるんで、次の 5月の 25日というのはちょっと厳しいって言われるかも

しれませんね。そこのところはちょっと確認した方がいいと思います。 

太田光征：そこら辺はじゃあ事務局でも調べますので、ということで本日は皆

さんありがとうございました。これで終わらさせていただきます。 

 

（以上） 


