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とりプロ選挙市民審議会 

第 3回第 2部門(選挙制度)会議 

議事録 
 

2016年 3月 25日（金）18:00～19:50 

衆議院第 2議員会館 B1第 5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、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、丸井英里、志村徹

麿 

 

【プログラム】 

 

1．挨拶および前回の論点整理（只野雅人共同代表） 

2．上記報告を受けての全体審議 

3．上記審議の整理および今後の確認 

 

【配布資料】 

 

1．「現在の国会議員選挙制度をめぐる問題点」（只野雅人、2016年 3月 25

日） 

2．「戦後の全総選挙の摘要一覧」（桂協助、2016年 3月 25日） 

3．「衆議院選挙制度の変遷」（田中久雄、2016年 3月 25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。 
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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。 

 

【論点・発言要旨】 
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I．現在の国会議員選挙制度をめぐる問題点（只野雅人委員） 

1．選挙制度の前提としての代表民主制の類型(A・レイプハルト) 

- 多数派支配型(二大政党・小選挙区／不対等型二院制／社会の同質性) 

- コンセンサス型(多党制と連立政権・比例代表制／対等型二院制／マイノリ

ティーの声の反映／社会の多元性) 

2．選挙制度構築の 2つの基本的視点(代表民主政と選挙制度) 

- 公正な代表――多様な民意の反映／民意の尺度（政党と比例代表、政党の

選択と人の選択）／民意の縮図と社会の構成要素の代表（利益代表、地域

代表、性別、人種等）／二院制 

- 政権の安定――議院内閣制と政権の安定／民意の集約／政権選択／比例代

表＝不安定?（ヨーロッパの例外としてのイギリス、フランス） 

3．1990 年代初頭の「政治改革」と民主政 

- 中選挙区批判（政治腐敗の原因としての個人本位の選挙、政権交代の欠

如、野党の共倒れ） 

- 小選挙区比例代表並立制の導入(英モデル念頭、政権交代と政権選択、政治

勢力の二極化への志向、民意の集約) 

- 「政治改革」のもう 1つの軸としての政党本位と政策本位(政党法人格付与

法・政党助成／政治資金規正法／候補者届出政党（選挙運動）) 

4．選挙制度の構成要素 

- 選挙区制(小選挙区制と大選挙区制／選挙区の規模と少数代表・多数代表機

能) 

- 代表方法(多数代表法／比例代表法／混合制度) 

- その他(単記制と連記制／2回投票制／選好を付した投票・1票移譲式) 
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 フランスの小選挙区 2回投票制（1回目の選好表明と 2回目の選択、左

右両極の選挙協定→多党制と政党システムの二極化、国民戦線の台頭

と二極化のゆらぎ、選挙協定から排除された政党の問題） 

 フランスの大統領選挙(2回目の投票で候補者 2人が争う) 

5．選挙制度と政党システム 

- 小選挙区と二大政党制（cf.一党優位型政党システム） 

- 比例代表制と多党制・連立政権（cf.選挙区・剰余議席配分・阻止条項、ド

ント方式と政権の安定） 

6．選挙制度をめぐる憲法上の要請 

- 投票価値の平等(両院制と投票価値の平等、「強い」参議院と投票価値の平

等、両院とも投票価値の平等を基準にすべき) 

- 「全国民を代表する選挙された議員」(直接選挙か間接選挙（複選制)か、

地域代表との整合性） 

- 選挙権・被選挙権をめぐる差別の禁止とクオータ制（極端に少ない女性議

員の数とクオータ制の憲法問題） 

- 二大政党モデルと強い参議院の非整合性 

- 憲法と馴染むコンセンサス型 

7．議会の構成･機能をめぐる憲法の枠組 

- 直接公選による対等型に近い両院制（法律案の再議決・予算や政権への影

響／多数派支配型民主政との不整合） 

- 直接公選による第二院の独自性（任期・半数改選と安定性／地域代表／人

の選択） 

8．衆議院議員選挙制度をめぐる問題点 

（1）投票価値の平等 

- 較差 2倍未満を安定して実現する仕組み 

- ルールの明確化と独立機関の役割（政治が区画審に介入） 

（2）小選挙をめぐる問題 

- 得票率と議席率の大きな乖離(選挙区ごとの結果を全部足し合わせ
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ることに法的意味はないが) 

政党間の不平等／政党の得票と民意／どのような民主政を理想と

するのか 

- 際だった多数代表機能（第 1党の過剰な過大代表） 

- 二大政党制と強い第二院との不整合 

9．参議院議員選挙制度をめぐる問題点 

（1）両院制と参議院の存在意義 

- 強い第二院の基盤 

権限と正統性との相関／強い権限と民主的基盤（直接選挙、投票

価値の平等）の必要性   cf.2010年参議院議員選挙 

- 選挙された全国民の代表と第二院ゆえの独自性 

・「地域代表」 

地域の利益代表? (なら衆参で変わらない、地域の中の多様性)／

投票価値の不均衡／様々な多様性を代表する選挙制度 

・理性の府と政党化：直接選挙と政党化、政党の選択と人の選択 

（2）選挙区選挙（都道府県選挙区）をめぐる問題 

- 投票価値の不均衡と制度自体の見直しの必要性（最高裁判所） 

- (定数是正で比重が高まった)小選挙区効果と参議院の安定性（任期

6年・半数改選） 

- 政党の選択と人の選択 

- 衆議院の選挙制度と連動 

10．選挙制度全般の問題点 

（1）定数削減 

- 理論的根拠の脆弱さ：人口規模・議院内閣制を採る他国との比較で

有識者会議も認める 

- 少数代表機能への影響 

（2）クオータ制 

- 女性議員の際だった少なさ：156位／191カ国(列国議会同盟調査) 

- クオータ導入をめぐる憲法問題と取り得べき他の手段 

- 性別以外の社会の構成要素の代表  cf. クオータとパリテ（フラ

ンス） 

- 構成要素の基準の明確性ときりのなさ 
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- 比例代表で種々の多様性を総合的に反映する方法 

II．選挙制度の守備範囲 

1．選挙制度の目的 

- 選挙制度は手段であり、目的は民意の反映や憲法（国民主権）が大きな軸 

- 選挙制度の目的としては純粋に民意の反映だけでよい 

- 院内で平等な国民主権を保障する制度としての選挙制度 

- 院内で国民主権を確保する価値としての投票価値を奪う死票 

- 憲法原理を前提にして選挙制度を提示する仕方が一番正当 

- 選挙制度はどういう民主社会を作るかが目的 

2．政党制への誘導 

- コンセンサスを得にくい政党制（民主政治のあり方を含め、選挙制度を論

じる前提を憲法要請から導く） 

3．政党の育成 

- 無党派層を作らず、民意を反映する政党の育成が大事だが、それは選挙制

度に委ねられる問題なのか 

- 既存政党をあまり優遇せず新党の芽を育てる制度 

- 国民の声をまとめていく力を持って初めて新党が育つ 

- 政党の育成が必要か疑問 

- 関心のある政党が生まれる土壌となる選挙制度が必要 

4．民意の集約／民意反映の媒体／小党乱立 

- 非常に混沌とした民意を政党という媒体によって幾通りかに集約する 

- この集約は政党を媒体にした選挙制度が行ってきた 

- 同じ系統の小党は集約されていくべき 

- 阻止条項（ハードル）で 1つの政党にまとまる動きを喚起する 

- そうして独裁の防止と極端な小党乱立の防止が必要 

- 小党乱立でもいい（細分化勢力がテーマごとに離合集散を繰り返す） 
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- 比例代表で小党乱立になって政権が不安定になるという主張（「ナチスの

独裁を招いたのは小党乱立」など） 

- 戦前のドイツは社会が不安定だから政権が不安定になっていた 

- 同じ小選挙区制の下で民主党政権は不安定で安倍政権は安定 

- 意見の集約プロセスは政党単位でなく多様なルートが確保されるべき（党

派の中での女性の悲惨な地位を考慮しても→クオータ制と関連か） 

- 政権関連の重要論点については政党単位で、他の論点については別のまと

まりで意見形成 

- 民意の反映に政党の媒介が必要なのか疑問 

- 政党だけで民意を反映できるのかという問題意識の必要性 

- 政党抜きで制度は運営できず、役割分担の話。両院に違いを持たせる。 

5．政権の安定 

- 政権の安定をもたらす海外事例（イタリアやギリシャでのプレミア付き比

例代表制） 

- 安定に対する疑問（小選挙区制による多様性の排除と政党執行部による独

裁） 

- 独裁を可能にするほどの危うい三権分立をもたらす現行選挙制度 

- 政権の安定（多数決で決められない事態の防止）は要らない 

- 多数決で決められない事態はなかなかあり得ない 

- 自らの利害だけで国民の民意を反映せず決められない議員は国民が許さな

い 

- 憲法は国会審議に信頼を置いている 

6．衆参のねじれへの対応 

- ねじれによる政権の立ち往生を防ぐ必要性 

- ねじれが起こっても細分化勢力がテーマごとに離合集散を繰り返せば衆参

の対立が致命的にはなりづらい 

- 民主党政権下のねじれは衆参の勢力構成の違いだけが原因ではない 

7．独裁の防止と弱者の底上げ 

- 選挙制度だけでは実現できないが、独裁的な状況を作りにくくする 

- 「小さな声が届く」ということが政党が市民社会を向くということ 
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- 野党を有利にする仕組みや少数の弱者の底上げ 

- 少数意見の反映には選挙制度だけでなく議会の議事手続きも重要 

8．投票意欲の向上 

- 有権者にとって投票意欲がわかず違いが分からない投票先 

- 現状の政治・選挙制度に対する国民の不満を解決して投票意欲をわかせる

仕組み作りの必要性 

III．選挙制度の一般的論点 

1．選挙制度論議論／政治改革 

- 理想的な選挙制度はあるか？（頻回の変更の歴史） 

- 要請される民主制の変化と現状で是正すべき政治の問題点に応じた選挙制

度 

- 現在の民意を考慮して上滑りのない選挙制度論議を行う必要性 

- 現在の問題の起点としての「政治改革」を批判的に見る必要性 

2．民意の指標 

- 多様な民意を図る物差しとして考えられるのが通常は政党 

- 政党以外の物差しもあるのではないか 

3．クオータ制 

- 女性議員を出して女性がかかわっている問題を解決したい 

- クオータ制で一歩前進（女性議員の数値を各党から出す） 

4．選挙制度と政党の距離 

- 私的な人権の領域で結成される政党と国民に対してニュートラルで国民主

権が担保できる選挙制度は比例代表制ないし大選挙区制か（政権の安定や

政党以外の顔の見える議員という要素も考慮して） 

- 選挙区制における定数の決め方は政党に対してニュートラルでない 

- 大まかなディベルジェの法則（n人区で n+1党制）と歴史的反証 
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- 選挙制度に寄りかからないで市民社会の中で政党が市民とつながるという

意味でニュートラル 

- 政党に対してニュートラルな選挙制度はあり得るか（既存政党対新政党） 

5．衆参選挙制度の差異 

- 衆参各院における国民主権（最高の政治的影響力）の保障のされ方の同一

性が要請する各院選挙制度の同一性 

- 衆参の役割が違えば選挙制度を変えざるを得ない 

IV．選挙制度各論 

- 選好を付す制度は最後の最後に出てくる話 

- アイルランドの選好を付す「1票移譲式」は比例代表ではないが一種の比

例代表の仕組みとしてもある 

- 小選挙区制はシングルイシューを殺してしまう 

- 比例代表ではシングルイシューの政党が議席を得やすい 

- 比例代表の方が近代的で加工が利くという点で便利、今更多数代表にこだ

わる必要はない 

- 中選挙区制も多数代表制（得票順に上から並べて上の者から当選者とす

る） 

- 初等教育からの刷り込みで多数代表制に疑問を持たないのは大変問題 

- フランスの 2回投票バロタージュ制は絶対多数のみが正統性があるという

考え方に基づく 

- オーストラリアの移譲式も絶対多数が当選者となるべき資格があるという

考え方に基づく 

- その意味で日本の小選挙区制は大いに問題 

- 絶対多数の当選者がいない場合、選挙区の当選者は 0人とし、比例区定数

を 1議席増員する 

V．政党制／政党執行部／政党単位の選挙／直接民主制 

1．日本の政党制 

- 戦後第 1回の総選挙で多数の政党 

- 55年体制の始まりの第 28回総選挙で二大政党制 
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- その後は一強多弱の多党制ないし穏健な多党制 

2．政党執行部／党議拘束／政党単位の選挙 

- 政党の執行部の力が強く、非主流派が声を出せない 

- 党議拘束を改革する必要性 

- 政党単位の選挙と候補者の執行部による選定という仕組みをどこかで壊す

必要性 

- 政党中心の選挙運動というのは多くの人が賛成すると思う 

3．直接民主制 

- 代表民主主義だけでなく直接民主主義的な要素（リコールや住民投票な

ど）も採り入れていくべき 

- 政党や人に頼る前に民意に投票する制度（人に頼っている限り民意は反映

されない） 

 

【発言】 

 

太田光征：それでは時間ですので始めさせていただきたいと思います。とりプ

ロ選挙市民審議会第 3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。 

前回は、衆議院選挙制度に関する調査会の答申についての報告、それから「参

議院選挙制度改革についての過去の提言の報告、それから選挙制度にまつわる

現状分析を行いまして、今回はそれを受けて、只野委員が論点整理を行ってく

ださいましたので、それに基づいて議論をしたいと思います。 

8時前に出ないといけないので非常に時間が詰まっていますので、要領よく

お話しいただければと思います。では、只野委員、お願いします。 

只野雅人：只野です。よろしくお願いします。前回は 3人の人からかなり詳し

い報告をいただきまして、十分議論し切れなかったところがあると思います。

私なりに受け止めますと、議論する前提に当たる部分ですね、全体として共有

すべき部分と、それからまさに問題点・論点が両方含んでいると思いますの

で、まずはレジメ 3枚になっていますけども、最初に前提に当たる部分につい

て、私なりの物の見方に偏ったところもありますが、2枚ほどで整理させてい

ただいて、その上で前回論じられた論点を私なりの視点から少し整理してみた

いというふうに思います。 
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順にお話ししてまいりますと、まず一番大きな前提としてですね、考えなけ

ればいけないのが、どういう民主制、どういう代表民主制を理想にするのか。

たぶんこういう話ではないかと思うんですね。 

よく憲法学とか政治学で引かれるのが A・レイプハルトという政治学者で、

これよく知られたものですけれども、多数派支配型、これイギリスのモデルで

すね。もう 1つは多極共存とありますが間違ってまして、コンセンサス型とい

う形で訂正いただければと。大きく分けると 2つの民主モデルがあるという有

名な議論があります。 

多数派支配型というのはかつてですが、イギリスの二大政党制ですね。です

から選挙制度はおそらく小選挙区になります。多数派の優位というものを確保

することを考えますと、二院制が取られる場合でも第一院が優位、不対等型の

二院制になると。おそらくこういう民主主義が成立する前提として比較的同一

性が高い社会を想定することになるだろうと。これが 1つの筋です。 

もう 1つコンセンサス型といわれるのは、これとは違って例えば政党システ

ムは多党制です。ですから議院内閣制をとると一党だけで政権を作るのではな

くて連立政権ということになる。当然、選挙制度は比例代表制を考えることに

なります。それからマイノリティーに一定の発言権を与えるという観点からす

ると、例えば第二院を強くして特にマイノリティーの声を反映させるという、

対等型に近い二院制を考える、こういう話になってくると思います。この前提

にあるのが非常に多元性が強い社会。ちょうどいまテロがあったベルギーが典

型的ですけれども、こういったものが想定されていた。 

こういう指標でみた時にどちらが好ましいのかというのはなかなか難しい議

論にはなるんですけども、例えば日本に持ってきた場合、あるいは日本国憲法

の仕組みを前提とした場合、どちらがマッチするのかと。1つはこういう切り

口があると思います。 

そことかかわってもう 1つ重要なのが、選挙制度をどういう視点から組み立

てるかということで、これも通常 2つの基本的視点が提示されていると思いま

す。 

1つは前回、皆さんからあったようないわば公正な代表、多様な民意を反映

させていこう、という方向性ですね。そこで多様な民意を図る物差しとして考

えられるのが通常は政党になるわけです。ですから政党の勢力に応じて議席を

配分していくと、こういう仕組みを考えていくことになります。ただ政党だけ

でよいのかという問題がちょっとあるんですね。人を選択しなくてよいのかと

いう話がありますので、ちょっとこれはあとでお話しをしていきたいと思いま

す。 
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さらに言うとですね、多様な民意という場合、政党以外の物差しもあるんじ

ゃないかという話もあると思います。例えば、前回ちょっと出ましたクオータ

の問題とか、それ以外にもさまざまな社会の構成要素の代表という話も少し出

てくる可能性があると思います。それからそういうものを代表する場として第

二院を考えたらどうかと。こんな議論も出てくると思います。これはちょっと

あとでお話しします憲法との兼ね合いでどこまで可能かという問題もあると思

います。 

もう 1つの大きな軸がですね、前回の民意の集約という話が批判的な形で取

り上げられましたけれど、一般には政権の安定という言い方をすることが多い

と思います。つまり議員内閣制を取る場合には、やはり多数派がないと法律が

作れない、こういう問題があります。内閣の基盤が壊れてしまうと。 

一般にはですね、比例代表制を取ると、政権が不安定になりやすいといわれ

たりしますが、例えばヨーロッパをみますと比例代表制とってないのはイギリ

スとかフランスぐらいですね。多くの国は比例代表制を何らかの形で入れてい

ます。 

ですからやはり公正な代表を重視しているということにはなるんですが、た

だその枠の中で何かしらやはり政権の安定ということが考慮されているところ

があるだろうと思っています。これは最後に選挙制度をどう仕込むかという話

になったときに少し出てくる問題かもしれません。この中で政権の安定を全面

に押し出して選挙制度を作ろうという向きはあまりなかったような気がしま

す。 

さらにもう 1つ駆け足になりますけど、現在の特に衆議院なんですけれど、

衆議院の選挙制度、小選挙区比例代表制並立制という仕組みがどういう民主主

義モデルを前提にしているのかというのも押さえておくべきだろと思います。 

前回、山口委員の方から、有識者会議の報告書について批判的なご検討をい

ただきましたけれども、よく知られているところなんですけれど、前提にあっ

たのはかつての中選挙区の批判だったわけですね。1つの選挙区から複数の議

員が通る。そうなると自民党の議員同士の争いになって政党の選択にならな

い、お金がかかってそこから政治腐敗が生じる。さらに野党がたくさんの議席

を取ることも難しい。いわゆる共倒れの問題があるわけですね。政治に緊張が

失われていく。そこで政権交代とか政権選択を重視して、おそらくはっきりは

言ってませんけれどイギリスモデルを念頭においた仕組みに変えていこうと。

これがひとつ大きな筋だったように思います。できるだけ民意を集約するとい

うのはたぶんそういう延長線上で出てくる話ですね。 

もう 1つの軸はですね、次のページに移りますけれども、政党本位と政策本

位ということだったわけです。これは例えば政党助成金の問題ですとか、それ
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から特に選挙運動規定とかかわってくるところでですね。政党中心の選挙運動

というのは多くの人が賛成すると思いますけど、問題は政党をどこまで優遇す

るのか、特に一定の条件を満たした政党をどこまで優遇してよいのかという、

こういう問題なんだろうと思います。これが部会のテーマとは少し外れるかも

しれませんが、これがひとつ大きな筋だったろうというふうに思います。 

それから次にですね、前回は随分テクニカルなお話も出てきましたけれど

も、選挙制度を組み立てる際に構成要素としてどういうものがあるのかという

こともちょっと簡単に確認しておきますと、大きく分けるとどういう単位で選

挙を行うのかという選挙区制の問題ですね。それからその単位の中でどうやっ

て当選者を決めるのかという、代表方法といわれる問題、この 2つの組み合わ

せになってくると思います。 

選挙区の規模が重要だっていうお話しが前回ずいぶん出ましたけど、通常は

小選挙区と 2人以上を選ぶ大選挙区に分けるわけですね。規模が大きくなるほ

ど一般には少数代表機能が高まるということになります。一方で代表の方は多

数代表でいくか比例代表でいくかというという選択になるんですが、実際は日

本もそうですけれど、両方をミックスしたいわゆる混合制度が取られることも

多いように思います。その他いろいろ考慮要素がありまして、例えば複数の議

員がある場合に 1票だけを投じるのか、それとも 2票、3票を投じるのか、単

記制か連記制かという問題ですね。 

それからこれも前回話題に出ましたのがフランスの 2回投票制という仕組み

で、時間があったら最後に少しだけ触れますけれど、1回目は小選挙区と組み

合わせるんですけど、1回目は絶対多数取らないと当選できない。一定の要件

を満たした候補者だけが 2回目に進んで、2回目は相対多数で当選者を決める

という仕組みです。あるいはちょっと複雑になりますけれど、候補者に好みの

順番を付けるっていう仕組みもあったりしますね。いろんな仕組みがたぶんあ

り得ると思いますけれども、これは最後の最後に出てくる話かなというふう思

います。 

それから当然、選挙制度をどうするかっていうことがどういう政党システム

を生み出すかということと非常に深くかかわってくるということになります。

小選挙区なら二大政党制が生まれやすいとよくいわれますが、他方で比例代表

を取る場合には多党制・連立政権になりやすい。これはさっきの民主主義をど

う考えるかという話とつながってくる問題でもあると思います。 

比例代表を取る場合に難しいのは、いろんな選択肢があるということです

ね。さっきの話しとかかわってきますけど、例えばどのぐらいの大きさの選挙

区にするのかとか、端数をどう処理するか、っていう話もありますね。前回、

ドント方式の話しも出ましたけど、なぜドント方式なのかというと、たぶん政
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権の安定という要素も随分考慮しているのではないかと僕は思っています。こ

の辺りもちょっとあとでお話しします。 

それから有名なのがドイツで取られている阻止条項といわれているものです

ね。ドイツは比例代表の理念にかなり忠実な仕組みを取っていますけれど、小

党分立を防ぐために、3議席以上小選挙区で議席を取るか得票率 5%ないと議席

が配分できない阻止条項を作ってます。これはひとつの工夫なんですけど、例

えば日本に同じものを持ってきた場合にはどうかというのはかなり慎重に考え

るべきなんだろうと思います。5%というハードルを越えられる政党が幾つある

のかという話になってくるわけですね。これは最後に出てくる話かもしれませ

ん。 

ちょっと駆け足になって恐縮なんですけれど、最後にもうひとつ考えておか

なければいけないのが、一応、現在の憲法を前提に議論しましょうということ

だったと思います。憲法が選挙制度をめぐって何を求めているのかと、こうい

う視点をひとつふまえておく必要があるだろうということです。 

どこまでが憲法上の要請なのかということはなかなか見極めるのが難しいん

ですけれど、ひとつはっきりあるのが投票価値の平等という問題で、これは最

高裁判所が最近繰り返し求めているものです。ただし若干難しいのがですね、

二院制という仕組みの中でこれをどう具体化するかという問題です。第一院は

投票価値の平等でいいけれども第二院は違ってもいいんじゃないかという議論

が結構強いわけです。これは（2）ともかかわってくるんですけれど、参議院

をどうみるかという話と関連が出てくると思います。私は両方とも投票価値の

平等を基準にすべきと思っていますけれど。 

それからもう 1つがはっきり憲法上の要請と言いにくいところもあるんです

けれど、両院というのは全国民を代表する選挙された議員で構成されると、書

かれています。こことの関係でいうと選挙というのが直接選挙を文字通り意味

するのか、それとも例えば間接選挙みたいなものを含むのかという論点があり

ます。さらにいうと地域代表みたいなものが全国の代表とうまくマッチするの

か、という話も出てくるかもしれません。 

最後にですね、選挙権とか被選挙権の平等とか差別の禁止ということも憲法

で規定されてるんですが、これとの関係で女性議員の数が極端に少ないという

問題がたぶん出てくると思います。ただ一方でクオータみたいな仕組みを取り

ますと、別の憲法問題が出てくる可能性もあるように思うんですね。これはち

ょっと最後に触れたいと思います。 

それからもう 1つ憲法との関係で考えておかなければいけないのが、はっき

り憲法違反かどうかいうレベルの話しとちょっとずれるんですけれど、憲法が

取っている政治の仕組み、政治機構と選挙制度のマッチング。まあ簡単にいう
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とそういう問題ですね。特にやはり考えておかなければいけないのが、直接選

挙される、しかもかなり強い権限を持った第二院が組み込まれているという、

こういう問題だろうと思います。 

例えば法律案の再議決をめぐって非常に問題になったところですが、法律案

が通らないということになると、当然予算が通らないという話とつながってく

るわけですね。予算が通っても予算を執行できないという話になりますから、

予算にも影響してきます。さらに政権のあり方にも影響し得るということで、

いわゆるねじれ国会の下で参議院の強さがかなり認識されたと思うんですね。

イギリスモデルで衆議院の制度を仕組んだわけですけれども、二大政党モデル

とこの強い参議院というのが果たしてうまくマッチするのか。どうもやはり根

底にはこういう問題があったように思います。 

参議院が強いっていうことを前提にするとですね、さっき多数派支配型かコ

ンセンサス型かという話をしましたけど、やはり日本国憲法の仕組みというの

はコンセンサス型となじむんじゃないかなと、私自身はそんな認識を持ってい

るところであります。 

ちょっと駆け足になりましたが前提の話しは大体そんなところでして、最後

に前回出た論点に当たるものですね、これもざっと簡単におさらいするだけに

させていただきますけども、私なりには整理をしてみました。1つが衆議院に

関するもの、2番目は参議院に関するもの、最後が両者にかかわるもの、とい

う整理をしたところです。 

衆議院に関して前回問題になった点の 1つが投票価値の平等という点です

ね。ここはあまり異論がなかったように思いますし、最高裁がはっきりした要

求をしていますけれども、基本的にやはり求められるのは、格差は少なくとも

2倍未満をしかも安定して実現する仕組みをどう作るかということだと思いま

すね。そことの関係でですね、現在の仕組みが作られた時に、区画審という独

立機関が入る形を作りました。そうすることで政治的な介入を避けて安定して

2倍未満を実現する仕組みを作ると、本来そういう筋の話だったと思うんです

けれども、政治がそこに口を挟むということがずっと続いたりしています。投

票価値の平等をどう考えるかという問題がひとつあります。 

それからもうひとつ一番大きな問題が次の小選挙区をめぐる問題ということ

になります。前回、詳しい資料お出しいただいたので、そこに尽きているよう

な感じがするんですけれども、ひとつ特に問題になったのが、各党の得票率と

議席率に非常に大きなかい離があるという問題です。選挙というのは選挙区ご

とにやっていますから、全部足し合わせて法的に意味があるというわけでもな

いけれども、しかしやはり足し合わせたときに非常に大きなずれがあるという

のは、これはこれで非常に大きな問題だろうと思いますね。 
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これ自体非常に大きな問題なんですけれども、さっきお話ししたようなどう

いう民主制を理想にするかということとたぶんかかわってくる話だろうと思い

ます。多数派支配型を良しとする人にすればそれでいいんだと開き直った議論

もあるかもしれません。ただそれが憲法とうまくマッチしていないんじゃない

かという話もさきほどしたところです。 

それからもうひとつ非常に気になってますのが、前回出していただいた資料

にもあるんですけれども、第一党が非常に過大な議席を得ているという、特に

2005年以降に限っていうと、大体 75%から 80%近い議席を小選挙区で独占して

るんですね。つまり一党優位型の政党システムと小選挙区がうまくマッチする

のかという話にもなってくるような気がします。 

強い参議院との整合はさっきお話しした通りですけども、いろんな角度から

小選挙区問題というのは考える必要があるだろうと思ってます。 

一方、参議院についてなんですけれども、まずこれは前提にかかわる問題が

ありまして、参議院の存在意義をどう考えるかというかなり難しい問題があ

り、これはいま皆さんの間で少し意見が分かれていたような気がします。私な

りに整理しますと一番中心になるのはやはり非常に強い権限を持った第二院に

置かれているということだと思いますね。権限が強いわけですから当然それに

見合った民主的な基盤というものがどうしても求められるだろうなと。例えば

間接選挙を取るということはおよそ正当化できないと思います。それから最近

ですとやはり投票価値の平等も強く求められる。最高裁がそういう要求をして

いるっていう理由も十分にやはりあるように思うんですね。 

2010年の参議院選挙っていうのはすごく象徴的だったと思いますけど、民主

党が過半数を取れないことでねじれが深刻化したんですが、比例区では第一党

だったわけです。それから選挙区選挙でも全国レベルで票を足すと 300万票く

らい民主党の得票数が多いんですね。1人区で自民党が大勝したということで

選挙結果を大きく左右したという問題なんかもあると思います。 

その一方でですね、第二院なのだから独自性が何がしか必要だろうと、こう

いう話があります。地域代表はどうだろうか、これはちょっと前回議論したと

ころですけど、前回のご意見にもあったようにですね、地域の利益代表という

意味で地域代表という言葉が使われることもありますが、そういう点でいうと

衆議院も参議院も変わらないということになってしまうわけです。本来、どう

いう意味で地域代表を考えるかという問題があると思います。さらに言うと地

域の中にもさまざまな多様性があるはずですので、地域っていうおおざっぱな

くくりで物事を論じてよいのかという疑問が残るような気がします。 

その一方でもう 1つ出てきましたのが、元々あった理性の府という参議院の

役割をどう考えるかという問題ですね。ちょっと難しいと思いますのは参議院
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議員が直接選ばれているということでどうしても政党化のような傾向は避けら

れないということですけど、例えばその中で政党だけではなく人の選択という

要素を加味したらどうかというご議論だったと思います。 

実は私も賛成するところがあるんですが、さらにその上でということになり

ますが、どうしても避けられないのが都道府県選挙区の見直しという問題だろ

うと思います。今はっきり出てますのが投票価値の不均衡をめぐる問題です

ね。ようやく 7月に部分的な手直しが行われましたけど、今の仕組みを維持し

ている限り抜本的な是正は難しい。これは最高裁が今回繰り返し指摘している

ところです。 

しかし実はもう 1つ問題があるような気がしてまして、というのは 2010年

の話しをした時とかかわるんですが、今回の参議院選挙でも焦点になっていま

すけども、定数是正していく中で 1人区の比重が非常に高くなっていきます

ね。だいたい 3分の 2くらい選挙区選挙で、そうなると結局は 1人区を取った

政党が参議院選挙を制するという形になって、しかも民意が非常に動きますか

ら、非常にこれが大きな意味を持ってしまっていると。 

参議院というのは本来、任期 6年で半数改選の仕組みを持っていますので、

ある程度安定的な構成を持っていることが前提になっている気がしています

ね。こういう観点からも現在の選挙区選挙の仕組みというのは考えてみる必要

があるんじゃないかと。その場合、比例がいいのか、それとも人の選択を重視

した仕組みがいいのか。これはたぶん衆議院の選挙制度をどう仕組むのかとい

う話と連動して考える必要がある問題だろうと思います。 

ちょっと時間がなくなってしまいましたが、最後に両院にかかわる問題とし

てあるのが定数削減という問題でして、これは前回山口委員の方から詳しくご

報告をいただきましたけれども、有識者会議自体も実は定数削減にはっきりし

た根拠がないことは認めてるわけです。さらにいうと少数代表機能への影響、

少数意見が通りにくくなるというデメリットもあるんじゃないかなと私自身思

っているところです。 

もう 1つ積み残しの論点として出てまいりましたのがクオータ制問題です。

少し数字を挙げてみたんですけど、これは列国議会同盟というところが定期的

に発表しているもので私もよく使うんですけど、191カ国ある中で 156番目。

かなり嘆かわしいというか非常に深刻な数字だと思うんですね。どうするかっ

てことは何らかの形で考えざるを得ない状況があるだろうと私自身も思ってま

す。ただやはり憲法学者としてどうしても気になるのが憲法問題ですね。クオ

ータ制正面から導入しようとするとやはり憲法問題に突き当たらざるを得な

い。その中でどういう選択をするのかということを考えていかざるを得ないだ

ろうというふうに思います。 
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さらに前回もちょっと出ましたが、性別だけでなくて他の社会の構成要素も

ちゃんと反映させる必要があるんじゃないか、というご意見もあったところで

す。これももっともなところがあるんですが、ただ性別って比較的はっきりし

た基準がありますけれど、それ以外の要素にはなかなかはっきりした基準を作

ることは難しい。こういう問題があります。それからある意味できりがないと

いう難しさもあると思いますね。 

それから例えば比例代表のような形でいろんな多様性を総合して反映させる

というのも 1つの道筋かなというふうに私自身は思っているところです。 

ちょっと大変駆け足になって恐縮なんですけど、足りないところがあればあ

とで皆さんのご議論の中で補いたいと思います。 

太田光征：はい、ありがとうございます。だいたい 7時半くらいまで全体審議

をして、それ以降、今後の次回以降の内容を考えたいと思いますので、どうぞ

ご自由に発言お願いします。 

只野雅人：一個だけ補足させていただいていいですか。前回フランスについて

ご質問いただいてあまりお答えできなかったんですけど、少しだけご紹介する

ことにします。 

レジメでいうと 2枚目の真ん中あたりですね、フランスっていうのは小選挙

区 2回投票制という特殊な仕組みを取っています。小選挙区制なんですけど、

1回目は過半数取らないと当選できないですね。2回目っていうのは登録有権

者の 12.5%というハードルを超えた候補者だけが 2回目に進むことができて、

今度は 1番になった候補者が、相対多数で当選するという、こういう仕組みで

す。大統領選挙も似てましてですね、やはり 2回投票制なんですが、違いがあ

るのは、2回目の投票というのは 2人の候補者だけで争うという、こういう仕

組みが取られているということです。 

フランスの仕組みの話しがちょっと出てきたんですけれど、伝統的に言われ

てきたのは、2回あるんで 1回目はわりとそれぞれ皆さん好きなところに投票

するわけです。その後、2回目にかけて調整をするわけです。だいたい右派と

左派に分かれますので、左右で候補者を絞り込んで、決選投票にいくと、だい

たいこういう構図になることが多いといわれています。1回目で 1位につけた

候補が残るということで、大きくいうと左右政党システムに二極化するんです

けど、多党制という構造も残る。こういうことになります。 

なかなかいいじゃないかという話もあるんですけれど、非常に難しいのが左

右でうまく選挙協定が結べないと非常に悲惨な結果になるんですね。選挙協定

から排除された政党っていうのは、ある程度得票があってもほぼ議席が取れな

いということになります。かつて例えば共産党が排除されたことがあります。

今でいうと評価が難しんですけど極右政党ですね、国民戦線という政党が非常
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に支持を伸ばしてて、しかしやはり右も左も絶対に手は握らないわけです。で

すから議席は取れない、ただ依然として得票率が高いという、こういう問題が

残ってます。 

フランスは多党制の国なんで、左翼でいうと社会党、右でいうと共和党とい

う政党がありますけど、これ以外に割と小さい会派があって、けっこう比例代

表導入したらどうだという声は根強くあるんですね。ただ特に最近の状況でい

うと国民戦線が台頭してきてということがあって、なかなかそれが難しい。導

入するという声がなかなか大きくなりにくい状況があるんだろうと思います。

さっきお話しした政権の安定という話もかかわってきます。そういう問題があ

るということだろうと思います。 

ドイツのように左右が大連立できれば一番いいんですけれど、伝統的に左右

が分かれて対立してきた国ですし、それから大統領選挙は左右の一騎打ちとな

るわけですから、ドイツのような政治の仕方は難しいという事情もあるようで

すね。フランスとイギリスは少し例外だといわれる理由はそこなんで、日本に

導入してもうまく機能するかといえば私はすごく難しい感じがしていますね。

いわゆる選挙協定が結べるとうまくいくんですけど、なかなかそういう前提が

日本の場合ないんじゃないかなと、そんな気がしております。 

桂協助：最初のところ、政党システムということになるんですかね、政党がど

ういう組み合わせになっているか、その点についての意見を言わせていただき

たいと思います。すみません資料がありますので事務局の方、配っていただき

たいと思います。政治学で政党システム、いま只野先生の報告の中でも使われ

た言葉ですけど、どういう政党システムに日本の場合なってるかと実態はどう

かということを示してみたんですが。戦後の全総選挙の摘要を載せています。

10年ほど前に作ったものですから、2005年の総選挙まで、その後 3回の総選

挙があって、それは載せておりません。 

ずっと見ていきますと、総体として政党の構成ってのは多党型だということ

がはっきっり出ていると思います。初めの方、第 22回の総選挙っていうか戦

後第 1回目の総選挙になるわけですけど、これは帝国議会最後の総選挙でもあ

ったわけですけど、ただし成人の男女のすべてが選挙権を持ったという最初の

選挙でもあるわけです。この時で有力政党が 5党出ていますね。あと諸派とい

うのが非常にたくさん出たんですけど、ここで得票率の合計で 11.7%あります

けども非常に多数もしかしたら 100を超えていたような規模だったかもしれな

いんですけども、今となってはその内訳は分からないかもしれません。大変た

くさんの政党が出ました。 

すいません、話しが後になりましたけど、この枠の見方なんですが、1つ 1

つの枠、これが左上のところに説明してありますけども、政党名があって、候
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補者数があって、当選者数があって、右手に得票率・議席率というリストにな

っています。政党の順位は得票率で順位付けしてあります。議席順でなく得票

率の順ですね。それでもって有力政党とあと諸派をリストしていると。右端の

方に無所属という形になっております。 

最初の第 22回から始まって結構な政党が成立しているわけですけども、途

中で第 28回の総選挙、これがいわゆる 55年体制の始まった時期で、ここから

約 3回がかなり政党数が絞られているのがお分かりだと思いますね。自民・社

会の 2大政党のほかに民社党が出てきて、共産党はずっとそれ以前からあるわ

けですけど、その後公明党が加わった辺りから多党化の傾向がずっと続いてい

ると。第 40回までは中選挙区制でずっとやっていて、41回、96年の第 41回

から今の小選挙区比例代表並立制になったわけですけども、これ二大政党制狙

いだったわけですけど、実際はこのように結構多数の政党で出てきている。こ

れは比例制があるのでそうなっている。比例制をとうして政党が結構議席を出

しているということがあるわけですけども、いずれにしても二大政党狙いだっ

たけれども実際には多党制が結構顕在になっているということで、とうして見

ると日本の政治ってのは基調としては多党制できているんだということです

ね。 

ただし多党制の内訳は総じて一強多弱であった。途中で 55年体制といわれ

た時期に象徴的には第 28回、1958年の 1回だけが二大政党といってもいいよ

うな状況でしたけども、それ以外は多党制しかも一強多弱の構造でずっときて

いるということですね。ただ一強多弱といっても今第一党の自民党の得票率は

40%いくかいかないかというところで推移していますので、全体的な基調とし

てはいわゆる穏健な多党制あるいは緩やかな多党制という表現が当てはまる傾

向だったと思います。 

只野先生のお話しの中で出されたコンセンサス型の政党システムということ

が日本の場合、基調としてはいえるんではないか。憲法の要請もそうであると

いうことですし、やはりそれが現状を表しているんではないかと思いました。

以上です。 

すいません、これ棒ブラフにできたらとても分かりやすかったと思うんです

けど、数字の羅列で、恐縮なんですけど、もし機会があったら棒グラフ化して

みたいと思ってます。 

太田光征：ほかにありませんか。 

田中久雄：只野先生の今回取りまとめていただいたペーパー大変網羅的に我々

が議論しなければいけないような論点がほぼカバーしているんじゃないかと思

います。ですからこれを基にしてこれから議論を進めていくということは私は

賛成です。 
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その上でですね、これからの考え方の視点といいますかね、そういうことか

らお話ししたいと思うんですけど、最初の 1枚目のペーパーのところでどのよ

うな民主制を理想とするかということで表題がありますけど、選挙制度という

のは理想というのはないような感じもするんですね。各国の選挙制度、日本の

選挙制度もそうですけど、かなり頻繁に変わってるんですね。ですから時代背

景といいますが、その時代でどういう制度なり民主制が要請されるかというこ

とは、非常に変化があってその変化の下でどういう選挙制度がその時点で望ま

しいのかということではないかと思います。ですから今我々が考えていきゃな

きゃいけないというのは今の時代の日本における現在の政治の問題点というか

弊害というか、それをどう是正する選挙制度がいいのかということが非常に問

われているのではないかと。 

そのときにその政治の現状の問題点だけでなくて、まさに選挙というのはこ

こでも何べんも出ておりますけれども、民意の反映という言葉を非常に頻繁に

我々使うわけですし、選挙制度というのはまさに民意をどう反映するかとい

う、そういう課題を背負っていると思いますけれども、果たしてじゃあ民意

が、現在の日本の社会における民意が一体どうなのかということをかなりよく

考えた上で議論をしていかないと、言葉だけの上滑りで終わってしまうんでは

ないかなと、私はちょっと危惧を抱いております。 

いま選挙になると特に若者はそうですけども、投票率が非常に低いと。それ

は別に若い人だけでなくて一般の人たちの投票率も徐々に下がりつつあるとい

う傾向はあると思います。何でしたっけ、公正な選挙を…明るい何とか協会が

ありますよね、それが毎回、選挙が終わるたびに世論調査みたいなことやって

まして、なぜ選挙に行かないんですかと、そういう調査をしています。それで

一番多いのは投票する政党とかあるいは立候補者が見当たらないとか適当な自

分がマッチするような政党なり立候補者がいないというのが一番多いんです

ね。それが 2割、3割弱ぐらい占めているんですね。あともう 1つは政党の違

いとか立候補者の意見の違いが不明確でよく分からないと、みんな同じような

ことを言っていると。 

ですからそういう投票に行かない人たちの感じ方というものにそれを考えた

場合に、選挙制度とかあるいは政党ですよね、そういうものが本当にそれぞれ

の自分の政党がこういうアイデンティティーの基にこういう政策を実行します

よと、こういう人物を候補者として選びますよという、それがアピールできる

ようなシステムになっているのかどうか、あるいはそういう努力をしているの

かという、ことを民意の反映という観点から逆にそのあり方を検討していくと

いうことも必要ではないかなという、ちょっと漠然とした意見で申し訳ないん

ですけど。 
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ですから要は今の時点で政治なり選挙制度に対して国民の不満がどういうと

ころにあるのか、そしてそれを解決したらばより国民が投票に行きたいと思う

ような、そういう仕組みっていうか環境が生まれるのかと、そういうことが基

本的に背景として絶えず考えながら選挙制度の議論を進めていく必要があるん

ではないかと思っております。以上です。 

太田光征：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、選挙制度

を論じる前提としての政党制という論点なんですけれども、例えば二大政党制

というのは民意を反映しないので反対であるというご意見の方が多いと思いま

すけれど、では例えば 3大政党制はどうかとか 4大政党制はどうなのかという

ことを考えていきますと、どういう政党制がいいかということについては有権

者それぞれで考え方が違うだろうと思います。 

当然ながら政党制について憲法というのは何ら規定していないわけで、二大

政党制が憲法要請であるとかね、いう規定は一切ないわけですので、選挙制度

を論じるに当たりましてこの政党制、理想的な政党制がどうあるべきかという

この考え方と関連付ける場合に非常に慎重であらねばならないと思います。政

党制についての何しろたぶんコンセンサスが得られないだろうと思うんです

ね、ほぼ永久的に。 

民主政治のあり方を当然我々は大事にしなければなりませんけれども、政党

制のあり方も含めて、選挙制度を論じる前提そのもの全部をやはり憲法要請か

ら導いていくことが大事ではないかなと考えております。 

結論を言いますと、私は国民主権を国会の中で保障することに尽きるんだと

思います。選挙制度を端的に定義すれば、国会の中で国民主権を保障する制

度、特に強調すれば平等な国民主権を保障する制度だと思います。 

国民主権というのは最高の政治的影響力と定義できると思いますけれども、

今日の立憲主義と民主主義の危機といわれれている時代ですけれども、現在の

小選挙区制という制度によって膨大な死票を生むわけですけれども、まさに死

票を投じた有権者からしてみれば、自分の意見を背負った国会議員というのは

国会の中にいませんで、そういう意味で国会の中で影響力を行使できていない

わけですね。自分の意見を背負った議員がいないという意味で。ですので死票

を投じた有権者にしてみれば国民主権が院内で保障されていないといっていい

と思うんですね。 

こういう認識に立って、例えば 1票の格差で問題となっている投票価値の格

差の問題を考えてみれば、私に言わせると、1票の格差論によって投票価値と

は何か、投票価値の格差とは何か、という議論自体も非常に不十分だと思うん

ですね。 
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国会の中に最高の政治的影響力としての国民主権を確保するという観点から

しますと、投票価値というのは要するに国会の中で国民主権を確保する価値だ

と定義できると思うんですね。ところが現在の 1票の格差論においては、もっ

ぱら投票前のことだけが論じられますよね。投票後のことはさっぱり論じられ

ないと。ここが非常に致命的だと思います。 

国会の中に国民主権を確保することを選挙制度の最大の任務だとしますと、

おそらく衆参で違いを持たせる必要はないだろうと思います。というのは国民

主権というのは最高の政治的影響力ですので、衆議院と参議院で最高の政治的

影響力の保障のされ方が違っていいはずがないんですね。もしも最高の政治的

影響力を保障する非常に優れた選挙制度があるのであれば、何も衆議院と参議

院で違いを持たせる必要はないわけですね。あくまでも国民主権というものに

最大の価値を置くのであれば、であるわけです。 

そういうわけで政党制のあり方から入る選挙制度論については非常に警戒が

必要であるということで、とりあえず私の意見を終わらせていただきたいと思

います。 

小澤隆一：今の太田さんの話しはとても大事なことで、やはり私たちは市民審

議会として国民に対してですね、これは国会議員に対してもなんですけど、や

はりこういう選挙制度についての考え方でどうだと、国民が合意できる選挙制

度のあり方ってのはこういうことではないかというふうに問題提起をする時

に、やはり拠って立つべきものは、今日の只野さんのご議論もそうなんですけ

ど、やはり憲法原理、憲法の原理に立ってそれを前提にして皆さんどうでしょ

うかという、こういう提示の仕方が一番正当ではないかと思います。そうした

時にやはり今ある政党がどうしても念頭にちらついていて、そこで忖度して議

論するのではなくて、本来憲法の原則に立ってみればこうだ、皆さんどうです

かと、こういう押し出し方をする。 

憲法からしてみたらやはりあくまで政党というのは、憲法 21条の結社の自

由に基づく私的な、プライベートな性格のものであって、自由に国民の中から

政治的な共通目標を持った人たちが集まって作るものであると。そういう存在

である政党、しかし実際の政治の現実ではそういう政党が最終的には政権政党

という形で内閣を作り、ということになるわけなので、そこは当然、憲法シス

テムの上ではそういうことになっていくんですけど、でもやはり政党の作り

方、作られ方そのものはあくまでも私的な人権の領域で行われている。 

そういう政党に対して選挙制度はどうあるべきかと考えた時に、やはりでき

る限りニュートラルな選挙制度、政党に対してニュートラルな選挙制度を軸と

して立てられないかという感じがします。 
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これは只野さんがお詳しいんですけど、ディベルジェですか、結局、選挙制

度を作れば、その選挙制度によって政党の数が決まってくると。要するに選挙

区制でもって 1人区、小選挙区になればプラス 1の n+1の二大政党制になる

と、2人選挙区制になれば 1人はみ出して 3党制になると。これは非常に単純

な見立てなんで、5人区なら 6党になるかといえばそうじゃなくて 7党、8党

とかつての中選挙区制であればだいたい有力、この桂さんの表から分かるよう

にですね、やはり 6、7党という形ができあがってくるという、これは歴史の

それこそ自然な成り行きであるわけです。だから選挙区制を取れば必ずそうい

うふうになる。 

じゃあ選挙区制でいくつの議席を選べるようにするかという話になるとこれ

は非常に多様な政党に対して決してニュートラルじゃない。そうすると国民に

とってもニュートラルで政党にとってもニュートラルで国民主権が担保できる

選挙制度でどうですかと考えた時に、この間、ここでも議論になっているよう

な比例代表制でいくかあるいは大選挙区制でいくか、とこういうふうな大まか

な話し方というのはたぶんあり得る。 

ただその時にやはり考えないといけないのは今日只野さんが出された政権の

安定っていうのをどういうふうに考えるかですね。あと実際には議員として動

いてもらわないといけない。例えば今の保育をめぐる願いを政治に届けようと

した場合、政党が窓口になればそれでいいという考えもありますけど、やはり

個々の議員でもってこの問題をよし分かりました、私たちが引き受けますとい

うふうな議員がいなければいけないので、そういった議員という顔の見える存

在をどう確保するのかという、そういう問題をどう考慮に入れるべきかとか、

そんなことを考えなければと思います。 

政権の安定という点でこれは別に具体的な制度で考えようということではな

いんですけども、例のイタリアとかギリシャでやっているプレミア付きの比例

代表制ですよね。例えばイタリアの場合、第一党がどんな比例代表の割合にな

ったとしても、例えば 40%、45%ぐらいに仮に第一党がなったとしても 55%の議

席を一応付けてあげましょうというプレミア付きの比例代表制。これはイタリ

アっていう国が政権の安定に苦労している国なので、一度小選挙区制にしてま

た比例代表制に戻した時の考えとしてそんなことやってます。ギリシャもプレ

ミア付きの比例代表制を取ってます。そんなのも政権の安定を考えた時のひと

つの考慮の材料になるなと。結局、日本みたいな非常に 3分の 2くらい取って

しまうような多数党ができるという状況ではない。日本の場合は 4割台で 7割

くらいをとってしまう。そうならないような仕組みは用意されているなと思い

ます。 
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田中久雄：いいですか。安定という言葉をちょっと私はひっかかるものがあり

まして、政権の安定の反対は何かなというと不安定ということがすぐ結び付く

と思うんですけども、一方で現状の政治批判をしてはいけないかもしれません

けども、安定の反対の言葉として独裁というね、少数を切り捨てるという現象

をね、ここで含んでるということですよね。ですから多様性がなくなって特に

いま小選挙区中心の選挙制度の下では自民党がかつての中選挙区の時のような

派閥で各自民党の政策合意がされていくというプロセスでなくて、もう執行部

の独裁的な判断で物事が決められて、一般の議員はそれに反対できないと、お

金の面とか人事の面でね、できないというまさに独裁ですよね。ですから安定

ということが何かそれが必要なんだというね、すぐそこに短絡的に行くことは

危険かなという感じはします。 

それともうひとつ先ほど小澤さんの方から選挙制度は政党に対してニュート

ラルでなければいけないというお話しがありましたけども、そういう制度とい

うのが考えられんのかなと。過去の日本の歴史を、衆議院の過去の資料を添付

資料で持ってきたんですけど、お手元にあると思いますけども、最初の明示時

代のそのころの選挙制度ころころ変わっていますけども、これはもう政党の政

略といいますかね、自分の政党にどう有利な選挙制度にすれば政権を維持でき

るかという、そういう判断の下に選挙制度がどんどん変えられてきているとい

うことで、それで例えば現在の既存の政党を前提にしてこういう制度がいいと

決めた場合に、じゃあ新しい政党なり、これからと思って民意の少数派なりを

代表して将来は大きくなろうという意欲に燃えた政党を門前払いするようなシ

ャットアウトするような仕組みであれば、既存の政党にとってはニュートラル

かもしれないけれど、新しい新参者にとっては決してニュートラルではないと

いうことも考えられるので、ですから何をもってニュートラルかというこれも

ね、軽々にはいえないんじゃないかなということを感じます。 

それで最初の安定の話しとも関連すると思いますけども、やはり政治という

のは 1つの教科書に言われるように三権分立で互いにけん制し合うと。アメリ

カの大統領と司法と上院・下院というのが典型的な例ですけども、ただ日本の

場合とかヨーロッパの場合は議員内閣制なわけですよね。ですから特に小選挙

区になりますと、三権分立で互いにけん制するといいながら、立法と行政は一

体化しちゃってるわけですね。日本の場合は特に司法が司法らしい役割を果た

していないということになると、ある意味で非常に選挙で大勝して議会とそれ

と行政府といいますか、各省庁の権限を持てば、かなりの独裁的な政策を実施

できるということで、非常に危うい三権分立なわけですね。そういうものを生

み出す選挙制度ということはやはり、どういう制度がいいかということはこれ

から皆さんで議論しなきゃいけないわけですけど、現状の選挙制度の下ではそ
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ういうような安定よりはむしろ危険な独裁を生むような制度になっているんで

はないかなと私自身は感じております。以上です。 

山口真美：今の議論を聞いていまして、まず議論を少し頭の中で整理しながら

というふうにやってきたんですけれども、選挙制度をなぜ論じるのか。これか

らどうこの議論を進めていくかというのもあるんですけども、なぜ選挙制度を

論じるのか。やはり 1つは目的があって、それに対する手段としての選挙制度

っていう組み立てをしなきゃいけないと思っていて。いま多分議論になってい

るのは選挙制度が目的とするのは何と、この市民審議会の議論で据えるべきな

のかなというふうに思っているんですね。それで理想とか理念を考えるのかど

うかという話になっているのかなと。やはりどんなことを実現したいのかとい

う目的を私たちなりに市民審議会の中でおそらく整理をしないことにはどんな

制度にするかは決まらないと思うんですね。 

それこそ簡単な話は、国民の民意がより反映するっていう目的のためにどん

な制度を作るかということと、それこそ政権の安定なのか独裁を作る制度なの

かっていうことはまったく逆で、それに合わせた制度づくりというのがそれぞ

れあるんだと思うんですね。 

 その意味で私は、この議論の中でやはりきちんとまず目的をどこに据えるの

かを議論した方が良いなというふうに思っています。私自身はやはり憲法。今

の日本国憲法があるという前提の中で、日本国憲法が予定して選挙制度に求め

ている国民主権をどう実現するのかということを大きな軸にした方が良いだろ

うというふうに思っています。その中で実はそれだけに特化するかどうかがお

そらくここの議論の中では問題になっているのかなと。それがある言い方では

民意の集約という言い方をするし、政権の安定という言い方、キーワードだろ

うと思うんですね。 

 結局、この要素がどこまで入るのかを認めるのかということで今の制度が比

例代表から小選挙区制の並立制の中での小選挙区制に強く軸足を置いた制度に

なっているというのが大きな枠組みの理解かなと思っているんですね。そこま

でここの政権の安定だとか、民意の集約というものを、国民主権なり民意の反

映というものと、前回も言いましたけれども、対置したものとして重要視する

必要があるのだろうかということを思っているんです。 

 私は純粋に民意の反映だけで良いんじゃないかなと思っているのは、政権の

安定、要するに多数決で決められない事態になったらどうするんだろうかとい

う話だと思うんですけれども、それを選挙制度に求めるんだろうかというのが

一点あって。本当にいざ選ばれた議員たちが、例えば多数決の中で内閣総理大

臣がいつまでも決まらないという事態になるとか、法律を作らないでこの国を

動かさないという事態になるんだろうかという話だと思いますし、それは現実
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にはなかなかあり得ないだろうと。その中である程度、選ばれた議員たちの中

できちんと議論をして、意見を調整していく。そのために国会は審議をするわ

けですから。憲法としてはそこに委ねているんじゃないかなというふうに思う

んですね。 

 同時に、最終的には決められないとか、自らの利害だけで国民の民意を反映

した結論に至らない議員は国民が許さないという形になっていくでしょう。民

意ときちんと連動した国会。そこできちんとした審議をする。その審議の結果

が多数決で最終的には決まっていくという制度に、やはり日本国憲法は信頼を

置いているんじゃないかなというふうに思うんですね。 

 なので、私としては政権の安定という要素については要らないんじゃないか

なと思うんですが、ただ多少は必要であるという議論もあるので、ここのとこ

ろをどの程度整理をするのか。審議会の中では主要なものをどうだとか、まっ

たく排除すべきかどうかということも、ひとつの選択肢として整理するのでも

良いのかなと思っているんですが、私自身はそういうふうな意見を持っている

ということで、そこのところのある程度のこの審議会での一定の確認点という

んですかね、それを持ったらよいんじゃないかと思っています。 

 あと、もうひとつ難しいのが政党の問題なんですが。この問題については一

番問題なのはやはりこれだけ無党派が多いという状況に日本があるということ

はやはり問題だなと。元々の政党の役割というのは代表民主制の中で多様な意

見をそうはいってもきちんと形にしていかなければまとまらないだろうという

ことで、民意を汲み上げて国会の中で多様なものもそれなりに形にしていくと

いうのが本来の役割だったと思うんです。けれどもそれをきちんと叶えられて

いない政党、もしくは叶えていないと国民が思っているから無党派層が多いん

だろうなと思うんですね。そうすると、本当は無党派という人がいない、国民

のそれなりの考え方はこの政党に委ねられるというものがもう少しちゃんとあ

るというのが一番本当は必要かなというふうに思っていて。その意味では無党

派層を作らない、民意をきちんと映し出す政党が育つということが大事かなと

思っているんです。 

ただそれは選挙制度に委ねられる問題なのかどうかとは思っています。です

ので制度を考えるこの審議会の第 2部門の役割ではないのかもしれないのです

が、どう政党を育てるかというんですかね、という問題は両にらみであるのか

なというふうに思っていて。それを選挙制度の中にどの程度組み込む問題なの

かという、こちらのアプローチの仕方が第 2部門の会議の中ではあるのかなと

いうふうにちょっと、みなさんの議論を聞きながら考えた次第です。以上で

す。 
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小澤隆一：先程私がニュートラルっていう言葉を言った意味を補足させていた

だきます。今、山口委員がおっしゃったように、まさに国民とつながる政党を

どう作るのかっていうのも視野に入れながら選挙制度を作るとした場合に、政

党は市民とはまさに選挙制度に寄りかからないで市民社会の中でつながりなさ

いと。そういうメッセージを選挙制度の方から発するという意味のニュートラ

ルという意味なんですね。ですから当然、先程田中委員もおっしゃったような

新しく議会、選挙に参入しようという新規政党に対しても当然ニュートラルと

いう意味で開かれた選挙制度というものを構想するということです。現在の政

党の間で、これぐらいでまとまろうねというような意味のニュートラルではな

く、国民と政党と議会の三者の構造を考えた時にやはり選挙制度のところは、

別に大きかったり小さかったりするところも選挙制度の結果は公正に出てるん

だから、それでお互いに欲をかかないでこの結果でいきましょうやと。そうい

う意味の選挙制度が政党に対しても国民に対してもメッセージとして発せられ

る選挙制度。こういうイメージを表現するつもりでニュートラルっていう言葉

を使いました。 

伊藤朝日太郎：今のご議論を伺っていて選挙制度の守備範囲をどう考えるかっ

ていうのは大事だなと感じました。政権の安定ということについても、よく比

例代表で小党乱立で政権が不安定になるといわれますけれど、政権が不安定に

なった原因が本当に選挙制度なのかというのは確かに重要なポイントだと思い

ます。 

戦前のドイツなんかでもまさにナチスの独裁を招いたのは小党乱立だったと

いう議論があったと思いますが、あれも結局は国民の中でそれこそ宗教政党が

あったり、政党ごとに政策の違いが大きすぎてまさに民意が全然統合できない

という社会状況があったからこそ、政党が多すぎることが問題になったのであ

って、社会が不安定だから政権が不安定になっていたので、政党が多いから不

安定になったんだと。それを無理矢理二大政党にまとめれば安定するんだとい

う話ではなかったのではないかなと思います。 

最近の日本でも同じ小選挙区制の下で民主党政権では必ずしも政権は安定せ

ずに首相が何回も変わりましたし、その直後の安倍政権はずっと続いているわ

けですから、まさにこれも選挙制度の守備範囲では実はないのかもしれないと

いうふうに改めて思いました。 

林克明：いろいろ論点なんかは今日出されたものはすごくまとまっていて、全

部大事だけれど全部やるわけにはいかないと思うんですけど。先程田中さんも

ちょっと強調されていましたけれども、どういうことが大事かと考える時に国

民主権とか民意の反映とかいうことをまず第一に考えていたんですけれども。

と同時に選挙制度だけでは実現できないけれども、独裁的な状況をどう作りに
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くくするのかと。最悪の事態、成功しなくてもいいから大失敗を防ぐようなこ

とも、きっちり念頭に置いて制度を考えていきたいなというふうには思いま

す。もちろんそのためには参議院の問題から選挙運動の第 1部門との連携があ

るんですけれども、やはりその視点は大事かなと。理想的なことを言って目指

したいんですけれども、その三歩か五歩ぐらい前に最悪の状況というか、本当

の民意を反映しなくても多数派を取れてしまうというような問題を含めて、強

権的な運営の仕方ができにくいような、選挙の結果とか議会構成とかというこ

ともちょっとやはり考えていく必要があるかなって、私は思っています。 

城倉啓：憲法を基礎にして、憲法要請でということに賛成した上で、衆参で違

うことが規定されている憲法の部分についてどういうふうに考えるのかなって

いうことが、また新たに出てくるというのを 1つ論点としてお出ししたい。も

う 1つは、政党を育てるという視点については、やはり第 3部門が今議論を始

めておりますので、その辺りは第 3部門の方でやっていきながら最終的に調整

するということがよいのかなと。もう 1つは、目的として一体何をもって、ど

ういう民主社会を作るかっていうことが目的だと私は思っております。 

第 1回の全体審議会の時も申し上げましたけれども、「小さな声が届く」と

いうことこそ政党が市民社会を向くということだと思っております。そのよう

な観点から申し上げますと、例えば野党になってしまった人々が有利になる仕

組みを作るとか。これは選挙制度ではないのかもしれません。第 3部門なのか

もしれません。つまり少数者、少数の力を奪われている人たちを底上げしてい

くようなあてがいの仕方をするっていうのが出口のところで必要になってくる

のではないかというふうに思いました。 

ですからクオータ制の話ももしかしたらそこにかかわるのかもしれませんけ

れども、この世界で弱くされている人たちをどういうふうにあてがうのか、そ

れによって民主社会の成熟度が決まっていくというふうに思いますので、その

ような視点も考えていただけたらなと思いました。 

伊藤朝日太郎：今のご発言に関連してなんですが、今の既存の政党を前提にし

ないという話なんですが、そもそも政党を育てるという観点が本当に必要なん

だろうかという思いがあってですね。本当に憲法の条文そのものに立ち戻って

考えると政党は規定されていないわけですから、条文自体が政党を肯定も否定

もしていないと思うんですね。ただ憲法ができた時には当然政党はあったの

で、政党が前提だということになるんでしょうけれど。鏡のように今ある民意

を議会に反映させる時に、本当に政党が媒介しないといけないんだろうかとい

う問題意識があってですね。ごめんなさい、制度の話に今入りませんが。政党

というものがそこまで大事なのかっていうことはあると思うんですね。 
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もう 1つ、選ばれた議員が議会の中で少数意見が尊重されてっていう場合

に、政党の執行部の力が強くて、さらに国会の審議の中で会派制が取られてい

るということはその時点で与党であっても野党であってもその政党の中の非主

流派は声が出せないわけですよね。そうすると政党という単位でものを決めて

いって、しかも党議拘束をかけてしまうといういき方自体を修正する必要があ

るのではないかと。それは選挙制度を考える際でも、政党の中で出る人、公認

候補者を立てたりしますけれども、ちょっとうまく整理できませんけれども、

政党単位で選挙をやっていてしかもその選挙に出る人を執行部が選ぶという仕

組み自体をどこかで壊さないといけないんじゃないかという問題意識を持って

います。 

只野雅人：今の話とちょっとかかわるんですけれど、1つは少数意見の反映と

いう点でいうと選挙制度だけじゃ多分ないですよね。特に議会の議事手続って

いうのがすごく大事だと思っていまして、やはり少数会派の地位をきちっと位

置づける。多分こういう筋合いの話がどうしても必要だと思うんですね。これ

はたぶん第 3部門でご議論いただけるのかなというふうに思っています。 

それから今日は民意の物差しとか、指標っていう言い方をしましたけれど

も、僕もちょっと同じ問題意識を持ってまして、やはり多様な民意というとど

うしてもどこかで政党を念頭に置くんですね、私たち。でもそれだけで本当に

民意をちゃんとつかまえられるんだろうかという問題意識はどこかで必要で

す。でもこれやはり役割分担の話になってきますね。実際は政党抜きで制度は

運営できない。でもせっかく二院制があるんならちょっと違う角度からと、確

か前回あったかと思うんですけど、それも 1つの答えかなというふうに思いま

す。 

ついでにお話しますと、政権の安定という話はどうしても選挙制度をやって

いると逃れられない問題なんですけれど、この話を最初したのは、やはり政治

改革の時、ある種の選択を重視したんですよね。重視したのは要するに政権を

選ぶということ。国民の皆さんが政権を選べるようにしましょうと。マニフェ

ストを出して次の政権が何をするのかを決められるようにしましょうと。イギ

リスモデルに舵を切ったというところがあって、やはりこれを批判的に見てい

かないことには先に進まないだろうという感じがあったんですね。多党制にな

っていくかどうかというのは、これは放っておいてなっていくしかないところ

があるんですけれども、やはり政権を選ぶと。これを重視するとどうしてもあ

る種の制度の選択の方向が出てきてしまいますよね。だけどやはりそれでうま

くいかなかったことは、かなりはっきりしてると思うんです。政治改革をちょ

っとひとつ総括してみるというと大げさですけれども、やはり今の問題点は何

なのかという起点にあるのは、この辺りの政治改革の問題なのかなという感じ
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がちょっとしてます。民主主義モデルとか、政権の選択という話をしたのはち

ょっとそういう問題意識からですね。 

桂協助：選挙制度がニュートラルであるべきかどうかという問題と政権の安定

ということについて述べたいんですが、ニュートラルであるべきではあるけれ

ども、林さんがおっしゃったように独裁は何としても防がなきゃいけない。独

裁ということについてまでニュートラルであってはいけないと思いますので、

やはりその歯止めを持った制度でなければいけないんだろうと思うんですよ

ね。 

それからもう片っぽう、対極にあるのが小党乱立ですけども。私はやはり小

党の乱立防止は必要だと思います。議員が 1人とか 2人とかの政党がたくさん

出てくる。これは戦後の第 1回の総選挙で発生した現象なんですけども、完全

な比例代表制およびかなりの大選挙区制においてはどうしてもそうなっていく

だろうと。それはやはり良くないだろうと思うんですね。 

というのは民意というのが政党を媒体にして幾通りかに集約されていくわけ

ですけども、必然的にそうなっていきますけど、それを集約していく。集約と

いう言葉が正しく表現されているかどうか分かりませんけども、民意が非常に

混沌とした状態、1人ひとりの国民の段階では非常に混沌としたつかみどころ

のない状態にあるわけです。それを幾通りかに整理していく作業というのはど

うしても必要で、それを政党を媒体にした選挙制度というのが行っているとい

うのは、現実問題として歴史的にずっとやってきていることだと思うんです

ね。 

その時に幾つもの議員 1人とか 2人とか 3人とかいったごく小さな政党とい

うのは、本当は同じ系統のものが他にも幾つもその中にあるわけで、それはや

はり集約されていかなきゃいけないと思うんです。それが集約できないシステ

ムにしてしまいますと、極端な小党乱立状況になっていく。そこはやはり防ぐ

手立てが必要だと思うんです。 

それは少数意見の否定ではないかという意見もあるかと思うんですけども、

実際は先ほどドイツの 5%という阻止条項が言及されましたけれども。5%はいく

らなんでもひどいと思うんですけれども、もっと低い条項ですね。私は阻止条

項という言葉があまり好きじゃなくて、ハードルという言い方がいいと思うん

ですけれども、ハードルを設けてそれに向けて挑んでいくということは必要だ

と。その挑む過程においてお互いに似通った政党といいますか、方向性の近い

政党が連帯組んでいって 1つの政党にまとまっていくということができますの

で、一定の何らかのハードルを設けてそういう動きを喚起するようにした方が

いいだろう。そういうふうにして、独裁の防止と極端な小党乱立の防止とい
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う、この 2つはやはり必要なことではないかと。そういう中であとはニュート

ラルという制度が必要ではないだろうかというふうに思っています。 

それから政権の安定ということに関して。政権の安定という言葉が結構頻繁

に語られるようになったのはやはりねじれが発生してからだと思うんですね。

衆参のねじれがあって以降のことで、やはり衆議院と参議院がほぼ同等の権限

を持っていて相互の結論が違うと。これによって政権が立ち往生あるいはそれ

に近い状態になると。この事態はやはり避ける努力が必要だろうというふうに

思いますので。 

この問題を考えますと、今の憲法の問題、憲法の規定の中で衆参についてど

ういう規定がされているかっていう問題に立たざるを得なくなっていくという

ふうに思います。憲法に規定されていないことなんですけれども、やらざるを

得ないと思いますね。そうするとじゃあ衆議院と参議院がどういう役割分担を

するものなのかということを、これ選挙制度の問題じゃないということなんだ

けど、それを考えざるをえない状況にあるんではないかと思います。そうでな

いと選挙制度の作りようがないんではないでしょうか。衆議院の選挙制度を作

るのに、片っぽうの参議院がどういう役割を持っているのかっていうことを抜

きにして、衆議院の制度を作っていくことはできませんし、参議院の制度をど

う構想するかっていう場合もやはり片っぽうの衆議院の方を考えざるを得ない

ということだと思うんです。 

それに共通の、太田さんが言われた極めて理想的な民意の反映のシステムと

して、極めて理想的な選挙制度があれば、それは衆参どちらにも適用可能であ

るというふうになればいいんですけども、果たしてそれが可能なんだろうか。 

役割が違うと選挙制度も変えざるを得ないんじゃないだろうかっていうのが

私の見方です。以上です。 

伊藤朝日太郎：今のご意見について私の意見を申し上げますと、私は小党乱立

でもいいと思っていまして。小党乱立といいますよりも政党による民意の集

約。政党による民意の集約は、私は必要だと思っています。必要だと思ってい

ますし、ある程度議会で意見を調整してまとめていくことが必要だと思ってい

ます。ただ他方で議会で意見を調整してまとめていくプロセスが政党単位で集

約するだけのルートではいけないと思っています。つまり同じ政党の中で大体

似通ってはいるけれど、ある論点については今の執行部のあり方に賛成だけれ

ども、違う論点については違うというテーマは相当あると思うんですね。その

場合に重要な、それこそ政権がどうなるかにかかわるような重要論点について

は政党単位でまとめるけれども、他の論点については政党とは別のまとまりで

意見形成をするということはあってもいい。あってもいいといいますか、そう

いういろんなルートが確保されるべきではないかと思っています。 
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ですので、その発想からいきますと、国会の中でも会派を大まかに幾つか統

合してしまうというよりも、細かく分かれた勢力がそれぞれのテーマに応じて

談合を繰り返すというと言葉は悪いんですが、そういう方がいいんじゃないか

なと思います。 

クオータ制にもかかわるのかもしれませんが、まさに女性がその党派の中で

どういう地位を占めるかっていう点でいうと、与野党問わず悲惨な話でして、

そのこと 1つを考えても政党単位だけで意見を集約していくのは限界があるの

かなというふうに考えております。 

二院制に関しては、私自身は衆議院と参議院とで違う選挙制度を採用した方

がいいのではないかと思っていまして、その場合には当然ねじれは発生するわ

けですけれども、私が今申し上げたかなり細かい勢力に分かれていて、それが

そのテーマごとに応じて離合集散を繰り返すっていうことをした場合には、衆

議院と参議院の対立が致命的になって国政が動かなくなるということは起こり

づらいのではないかと思っています。 

民主党政権の下で生じた衆参のねじれというのは衆議院と参議院のねじれと

いうよりも、民主党と自民党がその党派の面子にこだわって、こだわってとい

いますか民主党政権をブロックするために自民党が全力で止めた結果、ああい

う状況になっていたのであって、それは衆議院と参議院で勢力構成が違うとい

うことだけが原因で起きたものではないと思っています。 

田中久雄：政党についてなんですけども、今海外でヨーロッパやカナダもそう

ですけど、選挙結果を見ますと既存の政党がかなり国民の信頼を失って新たな

新党が大幅に第三党、政権交代までいかないにしろ大きな力を持ってくるって

いうのが、世界、特にヨーロッパでは 1つの潮流になっているわけですよね。

そこまでいかないにしろイギリスにしろフランスにしろ極右政党と、それから

一方で左翼政党ですね。今のアメリカではサンダースみたいな社会民主主義と

いいますか、民主社会主義を自分から公言するような人とか、共和党ではトラ

ンプみたいなああいう過激な言動を言う人が勝ち進んでいると。ですから従来

のオーソドックスな政党は民意をくみ取れない状況に来てるんですよね。 

それで日本は汲み取っているのかってなると、先程言いましたように選挙に

行かない理由で、自分を代表する政党とか立候補者がいないとか、あるいは政

党間の差別が分からないと、同じことを言っているんじゃないかと。今の自民

党と民主党というのはある意味では総合デパートなわけですよね。あらゆる政

策、イシューについて国民に自分の政党を支持してくださいという甘い言葉を

投げかけるような、両方ともそんなに違いは無いんですよね。 

自民党は憲法改正ということを言って、大きな争点になるはずなんですけど

も全体の政策の中で一部としてそういうことを言ってれば、投票する人間は従
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来の実績なり安定感とかいうことで従来通り自民党に入れますよと。憲法改正

には反対ですよと、あるいは原発には反対だけども、やはり自民党は安定感は

あるし経済はよくやってくれるということで自民党に入れますよと。そういう

思いで入れざるを得ないみたいなね。 

本来ならば今の国民の気持ちというのはかなり自分のこだわりの政策とか分

野について、それを代表している政党というのが、もし生まれるのだったらそ

こに投票すると、したいという人がいっぱいいるわけですけども、そういう政

党、例えばみどりの党とか、あるいは反原発を打ち出している政党とかあれ

ば、そういう運動をやっている人はそこを大いに応援するわけですけれども、

そういう政党というのがなかなか見当たらないと。 

今の選挙制度の下では仮にそういう政党が出ても当選する見込みが無いので

次善の政党に投票するということですから、民意と政党というものが何かつな

がりがなくなってきてるんですよね。その結果、世界各国で新しい極右と極左

といいますかね。ヨーロッパなんか反ユーロとか、あるいは反移民ということ

だけ訴えれば、それでもう多くの当選者を獲得すると。そういう単独イシュー

を打っていって、あるいはポピュリズムかもしれませんけれども。でもそうい

う民意にある意味で応えているわけですよね、そういう政党は。 

ですから日本もなんか非常に民意が段々、今までの支持基盤といいますか、

労働組合とか経済界とか業界団体ということがタガが緩んでみんな無党派がど

んどん多くなってきているわけですよね。そういう人たちがむしろそういう既

存の政党よりは自分の一番関心のある政党が生まれればそこに投票したいとい

う思いがかなり潜在的に僕はあると思うんですね。そういう政党が生まれるよ

うな土壌っていうのが今の選挙制度にあるのかってなると、ちょっと残念なが

ら否定的な感じにならざるを得ないわけですけども。 

ですから先程冒頭にも言いましたように、民意とは何かというのをもうちょ

っと日本の社会の中でも民意っていうのがね、それを応えるっていう政党が生

まれる制度というか、選挙制度というか。それが非常に求められているんでは

ないかなという感じがします。 

小林五十鈴：小林五十鈴です。民意を反映できる選挙制度。本当にそれを望み

ます。投票率がとっても低いのをとっても憂います。それをどうするかという

ことが大変だと思います。私たちはとにかく女性議員を出して、いま介護、そ

れから保育、それから年金等、やはり女性がかかわっている問題を解決してい

ただきたいと、国会には願っております。 

今日、細田博之さんに会ってきました。今日安倍さんが決議出して女性の数

値を各党から出すということを今日加藤一億総活躍大臣が発表したと思いま

す。でも女性議員を出す、これからその人を出さなきゃいけないという、やは
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り議員になる人を良い人を出さなくてはいけないというのを私たちこれから課

題なんです。 

選挙制度を変えていくということは本当に立派な人たちがいらっしゃるのを

国会に出さなきゃいけないと切に望んでいますけれども、そういう人たちをど

うして出していくかということは、私は一番いま私たちこれから女性議員、そ

れから男性、それから劣化されている議員を、そういう人じゃなくて勉強でき

ている人を国会に出さなきゃいけないというようなところ辺りを私たちはこれ

から考えていきますけど。 

今日クオータ制のことで一歩前進したことをちょっと報告いたします。政党

がどこまで頑張るのかって、今日細田さんと一緒に写真も撮ってきましたし、

フェイスブックに載ってると思いますので。私たちも頑張っておりますけど、

そういう社会を変えていかなきゃいけないと思って、ちょっと報告いたしま

す。 

山口真美：政党の問題が後半いろいろ議論になっていますけれども、お話の中

で伺っていて思ったんですけども、多分世界的にもそうなんでしょうけれど

も、政党そのものが流動化しているっていうんですかね。どんどん変わってい

く。日本でもころころ名前が変わることが若干なくはないんですけれども。そ

ういう民意の鏡の 1つではあると思うんですね。というか、そうでなければな

らないのが政党だとした時に、それは社会と時代の中で大きく変わっていく

し、そういう政党そのものがやはり流動性を持っていて支持を得られない政党

は小さくなっていくし、新しい価値観や新しい問題意識の中で政党が生まれて

くることもあると思うんですね。例えば原発の問題なんかを含めても日本の中

で大きく、政治の中で取り上げなきゃいけないという課題が出てきたりすると

いう中で、そういったものにどういう立場を取るのかみたいなことが必要にな

ってくると。 

そうするとやはり選挙制度の中でも既存の政党に固定化するとか優位にする

ということはやはりしない方が良い。その意味でニュートラルと同じ意味なの

かもしれないですけども。そういう既存の政党をあまり優遇しないとか優位に

しないということはやはりちゃんと考えなきゃいけないのかなというふうに思

いました。 

他方で新しく出てくる政党の芽みたいなものを、やはり選挙制度の中で潰さ

ないようにする。阻止条項との兼ね合いとかいろいろあるんだと思うんですけ

ども。個人としてのいろんな意見も多様なんですけど、既存の政党だけに依拠

した制度にしないっていうことなんだろうとは思うんですよね。新しい政党の

芽みたいなものもちゃんと制度の中で育っていくようにした方がいいんじゃな

いかなと。 
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ただそれはやはりどこかで本当に育たなければいけないということはあるの

で、その中に先程桂さんのおっしゃったハードルみたいな形でね、きちんと多

様な 1つの国民の声をまとめていく力も政党は育てなきゃいけないし、そうな

ってきて初めて新しい政党として育っていくのかなと思うんですけど。そうい

う中で既存政党を優位にし過ぎない、新しい政党の芽を摘まないということが

ひとつ必要かなと。 

ちょっとやはりこの部門の射程範囲とは違うんですけども、政党は本当に使

いようだとも思うんですね。女性の問題なんか、実は特に典型的で、憲法とか

縛りがなく政党の中できちんと女性の平等ですとか女性の機会の実現というこ

とをどれだけ取り組むかということをやるだけで随分とやはり国会や政治の中

に送り出せる女性の数は変わってくるということはあって。そういうこの社会

の中で抱えているいろんな問題、多様な民意の反映でもあり社会的な矛盾だと

か、弱者の声をくみ上げるということがそうですけど、そういったことを政党

がどこまでやるのかというのはある。 

そしてやはり政治の問題というのは、国会議員になるっていうのは簡単じゃ

ないですよね。国会にある日突然何も考えずに議員になって明日から政治が論

じられますか、経済が語れますか、法律が語れますかって。やはり条文の読み

方も知ってなきゃいけないしとか、経済の仕組みも知らなければいけない。そ

ういう意味できちんとした能力のある議員をどう育てるのかという問題もやは

り、まったく別に議員の教育機関なんてある意味で無いわけですから、国民が

育てると同時にそれは 1つの媒体としての政党が活用していかなきゃいけない

のかなというふうに思うので。パーツとして政党を抜きには語れないなという

ふうには思いましたけれども。 

今のような既存政党に有利な、供託金の問題もそうですけれども、そことの

兼ね合いも考えながら制度を議論していきたいなというふうに思いました。以

上です。 

太田光征：だいぶあと時間が無くなってきたんですけど、ちょっと今日参加者

の中からご意見伺うのを忘れていたんで、どうでしょうか、参加者の方。 

傍聴者 A：先程シングルイシューっていう問題が出されましたけれども、まさ

に小選挙区制っていうのはシングルイシューを殺してしまうわけで、比例代表

だとシングルイシューの政党が議席を得やすいと思うんですね。あと、もう 1

つは共和制代表民主主義を基本にしているわけですけども、直接民主主義的な

要素も採り入れていくべきだと思うんですね。いろんなリコールとかそういう

のも含めて、あと、住民投票とかですね。そういうのも視野に入れていくこと

によって、やはり民意が反映できるんじゃないかなと思います。 
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傍聴者 B：民意の投票制度みたいなもの。民意って何かというと政策だとかそ

ういうものですよね。民意を政党とか人とかに頼る前に、民意って何ですかっ

ていうことをオーソライズして、その民意に対して有権者が投票して民意はこ

うですよと。たとえば消費税 10%、財源こうしますよと、8%、5%、こうします

よという民意が 3つあったとしたら、それに対して投票しますよと。 

今コンピューター社会で、これを 24時間投票して民意がこうでしたと。そ

れをそのまま検証できるような、コンピューターシステムがあればできないこ

とは無いから、そこまでいかないんであれば、それに議員にやってもらいたい

とか、政党にやってもらいたいっていうことを括りつけるようなこともでき

て、それを検証できるっていうことがあれば民意が反映されたか反映されない

かっていうことの検証できる仕組みを作ればできるような気がするんですけ

ど。 

その辺の相変わらず人なんですか。民意って人じゃないですよね。政策です

よね。それを実行するのが政治家だったり行政だったりするんだけど、本当は

民意をちゃんと検証できるような仕組みがコンピューターでできないことはな

いと思うんですよねもう、今であれば。その辺の民意をあげて投票するってい

うような仕組みがあれば。相変わらず民意が反映されない、人に頼っている限

りは民意は反映されないっていう気がするんですけど。 

傍聴者 C：あまり時間がないということなので只野先生のペーパーの 2ページ

目の「選挙制度の構成要素と効果」と書かれているところの、（1）の「選挙

制度の構成要素」の「代表方法」のところに「多数代表法／比例代表法／混合

制度」とあって、「その他」と書いてありまして、「その他」のところの「連

記制」はちょっと置いておくとして、「2回投票制」の話と、それからその隣

に書いてある「選好を付した投票…」、これはオーストラリア方式ということ

でしょうか。 

只野雅人：前者はオーストラリアですね。これは小選挙区と結び付いたもので

す。もう 1つはアイルランドの場合には一種の比例代表の仕組みとしてもある

んじゃないかと。「1票移譲式」というのですね。比例代表ではないんですけ

れど、選好を付した投票をして、できるだけその選好を最大限生かすように、

ちょっと複雑なんですけれどもね、計算をしましょうと。こういう仕組みもあ

るということですね。はい。 

傍聴者 C：おそらくこれは多数代表の弊害を最小限にするための工夫として、

少なくとも 2回投票制の話と、選好を付した投票の話はそうなんだろうと思い

ます。これは今日の議論で一度も登場しなかったので、議論の中では登場しな

かったので、大事な論点だと私は思っておりまして。 
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比例の方が全然近代的でいくらでも加工が利くという点で便利ということが

あるので、今更多数代表にこだわる必要はないんですけれども、現行法の衆議

院の選挙方法がやはり小選挙区制、多数代表なので、そこに固執している層が

多い。議員もそうだし、国民もそうだし、メディアもそうだし、まあそうなん

じゃないかというふうに考えられるし。 

中選挙区制もあれは多数代表法ですから。要するに得票順に上から並べて上

の者から当選者とするというのが多数法ですから。それについては国民はあま

り疑問に思ってないんじゃないかというふうに思うんですが、これは大変まず

いんじゃないかと。おそらくこれは初等教育からの刷り込みがあってですね、

小学校の黒板に正の字を書いてクラス委員を選ぶことを繰り返し繰り返しやっ

ているうちに、まあ上の順から当選すればそれでよいじゃないかという話に何

の疑問も持たないようになっているのではないかと思うんですけども。 

比例代表でも、個人名で投票して…、あ、すみません、じゃあ細かい話はし

ないんですが。 

多数法の中で、絶対多数のみが正統性があるんだという考え方があるからフ

ランスは 2回投票バロタージュ制になっていたし、オーストラリアの移譲式も

50%を超えたもののみが当選者となるべき資格があるということで、その意味

で現行の公選法の小選挙区制には大いに問題があると私は思っております。 

じゃあ 50%を超えた者がいなかった場合にはどうするのかというと、2回投

票制にすると選挙期間が長くなるという問題点があるので、選好を付した投票

というのが比較的ましになるのかもしれませんけども、せっかく比例代表を並

立させているのだから 1回投票で 50%を得たものがいない場合には、その選挙

区の選出議員は 0名、0人。当選者は 0人とするとした上で、その定数はその

ブロックの比例代表にもう 1議席増えるという形にして、そこで選べば少なく

ともその選挙区で投票した人の票がまったく無に帰するわけではなくて、ちゃ

んと比例代表の中から議員が選ばれるという形になると思うんですけども。こ

ういった仕組みもあるいは考えられるんじゃないかと思います。以上です。 

太田光征：本当にすみません。最後になりましたので次回の議題ですね。これ

を決めて終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。今日の議論の中

では選挙制度の目的、それから守備範囲をどうするかっていうそこら辺の大き

な枠組みをどうするのか、そこが大事じゃないかというのが今回の議論の柱で

はなかったかと思うんですけれども。非常にいろんな論点がありますので大き

なところから議論した方が良いのではないかと思うんですがどうでしょうか。 

桂協助：1つには参議院と衆議院の性格をどう考えるかということはもう避け

て通れないと思いますので、この点については主要テーマの 1つとして議論す

べきだと思います。その点に絞ってもいいのではないかと思います。 
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只野雅人：… 

太田光征：そうですね。2時間。はいどうぞ。 

城倉啓：提案として、どなたかにご発題いただいて、例えば今のテーマでもよ

いですけども。1人の方に 15分でもご発題いただいて具体案が出た方が話し合

いしやすいというふうに思うので、今まででご発題なさっていない方でなさっ

たらよいかなということを、お世話焼きですが申し上げます。 

太田光征：私の観点で言いますと、もう少し憲法要請はどういうところにある

のかというね、その洗い出しが必要じゃないかなと。今日当然只野委員もして

くださったわけですけれども、もう少し深くそこの辺のところをやった方が良

いんじゃないかなという気がしているんですけども。 

桂協助：関連しますので、憲法要請と参議院、衆参の役割をどう見るかってい

うことを論じてみるのはいかがでしょうか。 

太田光征：そうですね。では発題者。どうしましょうか。 

城倉啓：小澤さん、なさったらどうですか。 

小澤隆一：次回いつでしたっけ。 

岡本達思：4月 21日です。4月の 21日で、場所は第 1で今度違うんですけど

も時間は同じです。 

小澤隆一：18時から 19時 45分。 

岡本達思：はい。 

小澤隆一：分かりました。 

岡本達思：よろしいですか。 

小澤隆一：はい。 

太田光征：はいありがとうございます。では憲法要請は何かという点について

の発題を小澤委員にお願いする。あと両院制についてもメインのテーマで議論

するというところですね。はい、では本日はありがとうございました。短い時

間でしたけれども終わりに、6時からですね来月も、今日はこれで終わりにし

たいと思います。参加者の皆さん、ありがとうございました。 

 

（以上） 


