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公正・平等な選挙制度にとりくむプロジェクト 

第二部門「選挙制度」における傍聴者発言 

第三部門で議論されている主題に関連して 

柴崎 暁（品川区民） 

第二部門の委員の皆さま 

 

はじめに 

  傍聴人の柴崎でございます。6 月 14 日の第三部門にも出席しましたが、第二部門と違って、地方選挙とい

うことがテーマでもあるので、議論の色合いも随分違うという感想を持ちました。都道府県議会選挙に拘束名簿

式比例代表を導入するという構想を部門として提言するという結論でしたが、最後まで違和感を禁じ得ませんで

した。後に述べます。 

  傍聴人の発言があまり長いのは望ましくないとは思いますが、おそらく大切な問題であると思いますので、

その場で述べるのではなく、書面にさせていただきました。事柄としてはむしろ第二部門の皆様方の研究・検討

に適する主題であると感じております。 

 

Ⅰ  制限連記式制度について 

 

   A  制限連記式の危険な性格 

 

  5 月 25日に公表された審議会総会の「見解」のなかに、「市区町村議会選挙においては大選挙区制制限連記

制の導入を検討している」との文言ががありました。選挙市民審議会は、「公正･平等な選挙改革」を標榜し、「国

民の自由な選挙、平等な選挙、主権者の意思が反映される選挙制度」（5月 25 日見解）を目指しているはずです

が、制限連記制が本当に「公正･平等」「主権者の意思が反映される」ものであるのかの検証がどの程度なされて

いるのか、疑問があります。 

  制限連記制は、一定の前提のもとでは、少数派に当選の機会を与えうる制度ではあります（1）。 

 

 -定数 M人で P名連記の選挙区で、有効投票数 V とする。 

 -支持者が同じ政党の候補を連記すると仮定する。 

 -甲党が議席独占を期して M人の候補を、乙党が最低 1 議席を狙って P 人の候補を立てると仮定する。 

 -甲乙の支持率の比率が 6:4 であると仮定する。 

 

の条件で、乙党が最低１議席を得るのに必要な得票は、VP/(M+P)+1 となります。 

     比較すれば、完全連記式（M=P）においては、甲党がほぼ全議席を独占できるのに対して、制限連記制は

これに比して第２党に相対的に有利です（2）。大選挙区単記式の場合には P=1 となるため、最低１議席を得るの

に必要な得票は、V/(M+1)+1 つまり「ドループ商」（ドループ式比例代表制の当選基数、小選挙区制であれば絶

対多数を意味する）であり、乙党にとってさらにハードルは低くなります。 

     しかしながら、連記数と選挙区定数とが接近すると（表参照）、単記小選挙区非委譲式相対多数選挙制度が

生む弊害として知られる過剰代表、コンドルセのパラドクスにいう逆選択（3）といった結果を伴い得る選挙制度

であり、条件によっては「主権者の意思の反映」を妨げ、「公正」さを疑われる結果をもたらす可能性のある選挙

制度です。この認識は共有されているのでしょうか。学術的に言えば、制限連記制のかような性格は、論証済の

知見であるといえます。 

                                                   
1 水崎節文「戦後選挙制度改革の一始点：制限連記投票の採用とその実態」岐阜大学教養部研究報告第 11 巻 139 頁以下（1975

年）145-146 頁。 
2 水崎・前掲論文同所。 
3 第二部門太田委員作成資料（5月 26日）参照。 
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   B  第２２回総選挙の真実 

 

  この制度は、1946 年の第 22 回の「総選挙で採用され、一定数の女性議員の当選が見られたことなど、現

行の選挙制度より多様性が高まる」（総務省・地方議会に関する研究会報告書（平成 27年 3月）27頁）と言わ

れることがあります。確かに、この選挙では 39 名の女性議員が誕生しています。しかし、それが「制限連記制

だったから」という論理的な相関は、論証されているのでしょうか。また、（連記式であるので、単純な比較は難

しいことは留保しておきますが）結果として死票率 53.4％をもたらした 22 回総選挙（その直前の翼賛選挙より

は遥かにまともな選挙であったことは争わないとしても）のどこが「公平」「平等」なのか考えてみる必要がある

と思われます。 

  敢えて正しい言い方をすれば、「第 22 回総選挙では、制限連記式であったにもかかわらず（！）、最大 14人

区までをも許容する（狭義の）大選挙区制がとられ、連記数もせいぜい最大 3名であり、有権者の側には候補者

の所属政党に捉われないで連記する等の傾向があるなどしたため」、「一定数の女性議員の当選が見られ」る等当

選者の多様性を広げる効果が生じた、というべきであると考えます。 

  この問題を論じるうえで参考になるのは、水崎節文「戦後選挙制度改革の一始点：制限連記投票の採用とそ

の実態」岐阜大学教養部研究報告第 11 巻 139 頁以下（1975 年）です。同論文は、第 22 回総選挙を、選挙制

度の側面と政治的背景の面の双方からアプローチして分析している信頼してよい研究であると思われます（他に

も優れた研究はあるかもしれませんが、調査が及びませんでした）。 

 

    i  堀切大臣説明にみる導入の経緯  戦後最初の総選挙にＧＨＱが期待したことはより民主的な選挙

を実施して軍国主義を一掃することであり、その旨を汲んだ幣原内閣は大選挙区制による投票を採用した（4）わ

けですが、衆議院における提案趣旨説明（堀切善次郎）によると、無名の新人の選出や、国家的人物の選出を可

能にして新しい時代をきりひらくのだ、ということが第一の理由とされてはいるものの、次いで、そもそも当時

の社会的混乱の下では、復員等の事情で人口移動が激しく、定数の修正等が困難を来すので、従来の中選挙区を

改め大選挙区制にするという技術的な理由が述べられています（5）。 

 そして、もうひとつ技術的な問題として、大選挙区制をとると、一人の候補に票が集中しやすいので、制限連

記制を採用する、という趣旨が述べられています。おそらくは、単記式であると票の集中のために他の候補が泡

沫化し、法定得票に至らずに当選者が確定せず、再選挙の必要が出るおそれがあったからではないかと推測され

ます（事実この選挙では 2 選挙区で再選挙が実施されています）。再選挙をできるだけ回避するための「票の分

散」を狙ってしたということであるならば、制限連記制が必ずしも当選者の多様性を確保しようとして導入され

たものとまではいえない（二位の政党を押し上げる効果はあるかもしれないが）、という事実は注意しておく必

                                                   
4 水崎・前掲論文 140 頁。 
5 水崎・前掲論文 141 頁。 
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要があります。 

 

    ii  内務省原案と帝国議会による歪な修正  そして、選挙区は原則として都道府県を単位とした大選

挙区とし、15 人以上になる場合には分区し、連記数についていえば、内務省の提出した原案では、定数 11 人以

上の区では 3 名連記、10 人以下の区では 2 名連記、5 名以下の 8 選挙区では単記とするというものでした。当

時の内務次官は、坂千秋。比例代表選挙についての著作まである専門家であったことから推測するに、定数 5名

以下の部分でも連記を許すと、連記数と定数との接近が起こり、過剰代表や投票の逆理といった単記相対多数小

選挙区制の弊害と同じ結果が生じやすくなることを危惧してのことであったと想像できます。 

  ところが、この取扱につき帝国議会では、「連記を認めないとは地域差別である」といったおよそこのような

連記式の性質を理解しているとはいいがたいような理由から修正が加えられ、定数５名以下の選挙区も 2 名連記

となりました。沖縄県選挙区は定数 2であったため完全連記式となります（ただ、沖縄では日本の施政権が認め

られなかったためこの総選挙は行われていません）。当時公職追放を目前に怯えていた旧翼賛会系の進歩党が、

それでも一応は全国で多数派であったので、できるだけ有利になるようにこのような修正を企て、勢力の温存を

図ったということになるのかもしれません。実際、直接に証明する史料はありませんが（6）、この修正がなかっ

たならば、問題の 8 選挙区でも、さらに多様な当選者が出ていたかもしれません。 

  この歴史的教訓が示すのは、いったん制限連記制が、よい選挙制度であると認定されて、仮に公職選挙で一

般に用いられるようになったとしたら、連記数を巡って帝国議会で見られたような倒錯した議論（「地域差別だ」

論等々）が横行し、最悪の場合には、それが慢性的に政治的な交渉事項になってしまい、選挙法を大政党が利害

得失の観点から合理的理由もなしに変更しようとする原因にもなりかねないということです。 

 

    iii  第２２回総選挙の背景と連記の心理的効果  それから、もう３つ程重要なことを指摘しておきた

いと思います。第一は、第 22 回総選挙が、女性参政権の導入という革命的状況によって引き起こされた女性の

政治参加への意欲の向上のモメンタムを伴っていたという事実です。第二に、当時の有権者数の男女比です。第

22 回総選挙における有権者数は、男性が 1632 万人、女性が 2055 万人であって、女性の有権者比率が史上最

多となった条件下での選挙でした。第三に、この選挙制度改革が導入された直後の 1946 年 1月 4 日にＧＨＱは

旧翼賛会幹部らの公職追放を発表し、進歩党の多くの議員がその地位を失い、あるいは同党の政治勢力に属する

候補が立候補を断念していたことです（7）。旧弊な道徳に縛られた勢力が事実上活動できない状態におかれてい

たことも、女性の政治的進出を後押ししたことは間違いありません。 

  勿論、制限連記制擁護論の名誉のために、連記式投票のもたらす効用について語られている事実があること

は指摘しておきたいと思います。水崎論文にも引用があります、ピアジェ心理学の研究者で、後のお茶女大学長・

社会心理学者波多野完治の発言です。投票を終えた有権者にインタビューをした結果を述べており、ある有権者

は、「東京のやうに連記３人ともなれば男でも 1人くらい女性を書きたい気になる」としていたと（8）。つまり、

連記することの心理的影響として、女性の名が書かれたということです。このような効果はその成否が偶然に支

配される（当時は、終戦間もなくでまだどの政党も組織動員を浸透させることができない状態にあった）面が強

いと思われるうえ、もしそれだけが目的で連記を導入するというのならば、制限連記制ではなく、選好順位を記

入する移譲式比例代表制を採用しても事柄は同じではないのかと思うものです。 

 

    ⅳ 一市民の無意味な杞憂  「見解」は、問題を、政党政治など浸透していない市町村区議会議員選

挙についての提言だから、一党支配を心配する憂いはないとでも考えているのでしょうか。なるほど、第 22 回

総選挙における有権者にしても、例えば東京一区における「鳩山一郎・野坂参三」という、政策的には全く一貫

しないように見える連記投票が最も高い割合を占める等（9）、政党政治を前提にした選挙制度学説の裏をかくよ

うな投票をしてくれていました。もしかすると、現代の市町村区議会議員選挙でも、そのような結果が生じない

とも限りません（いわゆる「無党派層」の増大）。 

  しかしながら、現代は「無党派層」が支配する時代ではなく、少数ながら結束の固い、草の根の運動体（「人

工芝」）が支配する時代です。市町村区議会は、一定の政治勢力のプロパガンダのために活用しようと考えれば活

                                                   
6 当時の衆議院では、単記委譲式比例代表の導入を主張していた自由党・社会党、名簿式比例代表制の導入を主張していた共産党

等は賛成せず、進歩党のみが賛成して可決したという点も重要かと思われます。水崎・前掲論文 144 頁。 
7水崎・前掲論文 156 頁 
8 4月 13 日朝日新聞、水崎・前掲論文 158 頁脚注（10）。 
9 水崎・前掲論文 156 頁。 
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用できる状態にあります。その場合には、かれらにとって望ましい地方議員とは、「なんとなく○○系」ないいか

げんな名望家的議員でも副業的市民派議員でもなく、党の路線に正しい理解を示しこれに賛同し、宣伝活動に邁

進するような党員議員でなければならない。完全連記式に近い制限連記式は、議会独占に絶好の制度であると思

われ、もしこれが定着すれば、それが可能な政党は、全国津々浦々の議会の一党支配を目指して連記数の引き上

げに努力を傾注するでしょう。かれらの運動が実を結び、例えば、地方議会で次 「々○○推進決議」を挙げれば、

「○○はまさに国民の切望するところである」という雰囲気が醸成されるでしょう。公立学校で○○プロパガン

ダみたいなことが始まるかもしれない。これが公正・平等で民主的な選挙をめざす運動の成果として期待されて

いるものなのでしょうか。 

 

Ⅱ  都道府県議会選挙への拘束名簿式比例代表制の導入について 

 

   A  都道府県議会選挙への拘束名簿式比例代表制の導入について 

 

    ⅰ 提言  選挙市民審議会「見解」では、「都道府県議会選挙には比例代表制を」導入することを検討

している、という趣旨のことが書かれております。しかし、その「比例代表制」の内容については明言していま

せん。先に結論を申せば、私見は、拘束名簿式比例代表制には反対であり、非拘束名簿式か、単記移譲式比例代

表制を導入するべきであるという考え方です。総務省・地方議会に関する研究会報告書（平成 27年 3月）によ

りますと、現在、都道府県議会議員の政党加入率は 82％（10）程度であり、この数字だけからいえば、かなり政

党政治が浸透しているということがいえるであろうと思われます。しかしながら、政党に加入していても、議員

が所属政党の政策体系の視点からのみ態度決定をしているということではなく、地方議会における政策形成のた

めの作業に政党が寄与しているということの証拠にもなりません。地方政治の実情は区々であり、都道府県議会

選挙においても、個人名投票を温存させる方式が望ましいと思われます。 

 

    ⅱ 地方議会と憲法規定  地方議会の議員は、憲法 93 条 2項において住民の直接選挙によるものと

のみ定められており、国政選挙における「代表」と、概念自体が異なっているという点は留保する必要がありま

す。拘束名簿式比例代表制は、国会議員の「全国民の代表」「代表的委任」の観念にこそ適するものであれ、地方

議員の選出については同じことがいえないかもしれないのです。地方議員のほうが、より直接性が濃厚な制度を

想定しているとの解釈が成り立つ余地があります（11）。憲法上の要請が異なる以上は、そのことを反映して異な

る制度を提言するのが自然であり、説得力が増すように思われます。拘束名簿式では、当選できる候補を誰にす

るか政党の側に主導権が、事実の問題としては存在します。そのことは、「直接」という憲法の文言と抵触しない

のかも考えてみる必要があるのではないでしょうか。 

 

    ⅲ 地方議会と政党  これ以上地方分権が著しく進行することはないとの前提に立つ限りは、都道府

県議会レベルでさえ、地方議会の取り扱うことができる主題は限定されています。国政における対立軸と必ずし

も一致していないし、また、強引に一致させる必要もないのではないでしょうか。ある議員が党の立場を一般的

に承認していたとしても、具体的な施策策定や議事審議において、独自性のある解決を探る場合が実際には存在

するであろうと想像できます。党が国政レベルでの政策については統一的見解を示していても、県レベルでは、

党の政策集等を見ても解が得られない場合は少なくなく、他党の議員と連動して活動している場合にはなおのこ

と国政における対決姿勢をそのまま地方議会で維持できないといった事情も存在するであろうと思われます（昨

今の沖縄や大阪の自民党の例）。 

  政党として確立されている政治的集団の区分を、その必然性のない選択の場面で適用しようとする考え方に

は不自然さがあります。さらに、地域政党という運動体のありかたも、一部では既に浸透しています（かつての

「維新」や、「生活クラブ」）。それらはゆるやかな連合体で、組織原理も国政政党とはかなり違います。国政レベ

ルの政党とは連携協力の関係にはあるが、一体化しないほうが却って自由に活動できるというメリットもあると

思います。 

 

    ⅳ 拘束名簿の問題点  このような事情を考えると、拘束名簿式比例代表制というやり方が必ずしも

                                                   
10 総務省・地方議会に関する研究会報告書（平成 27年 3 月）20 頁。 
11 いわゆる「社会学的代表」。このことは総務省・前掲研究会報告書 11-12 頁でも指摘されているところです。 
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適切であると思われません。どのような順位の名簿を作るかも政策アピールの一環である、等という解釈は、い

くつか可能な説明の一つでしかありません。名簿順位はどのような政策を掲げるかとはいちおう区別しなければ

ならない問題であろうと思われます。 

  また、政党内部の腐敗汚職といった問題に対する対策はどうするつもりなのでしょうか。拘束名簿のもたら

す弊害として、政党幹部が買収供応を受けて名簿順位を操作するといった事態が考えられます。透明性が保証さ

れた手続の保障というのも、民主的な選挙という観点から強調されるべきであろうかと思います。罰則の強化と

いう方法でいいとでも考えているとすれば、それは「より自由な」選挙制度という基本的な考え方に反するので

はないでしょうか。 

 

    ⅴ 非拘束名簿式の提言  仮に名簿比例でゆくのであればせいぜいそれは非拘束名簿式であるべき

かと思われます。欧州各国のうち、比較的人口規模の少ない諸国は、「候補者との距離」が日本の都道府県議会選

挙に近いといえるかもしれませんが、その少なくない国々が非拘束名簿式を導入しているのは決して偶然ではな

いと思われます。非拘束名簿式であっても、名簿提出団体が指定した仮順位を付することを認め（政策アピール

として仮順位を示すことができるという言い方もできます）、かつ、政党名のみを記載する投票も可能とすると

いう方式を採ることも可能です。政党名投票が圧倒多数を占めるときには、おそらく当選者の決定は、ほぼ提出

された仮の名簿登載順のままで決定する、という結果にはなるかもしれません。他方、個人名投票が多ければ当

選順位を党幹部が完全に支配するということにはならないので、密室政治による政治腐敗の危惧は、相対的には

小さくなると思われます。要するにこの問題は有権者側次第ということになります。 

 

    ⅵ 名簿を用いない場合の選択肢  仮に名簿式の比例代表を採用しないとなると、候補者名投票によ

る選挙制度ということになりますが、そこで問題になるのが選挙区問題です。確かに区割りの不平等が放置され、

一票の格差に何の解消策も執られない現状を考えると、人数の少ない選挙区割りは望ましくないことになります

（12）。そうすると、大選挙区制しかないわけです。しかしながら、その場合には、大選挙区特有の難点が生じま

す。第三部門での議論においては、「大選挙区で 80 人も立候補されたら誰を選んでよいかわからない」という意

見がありました。大選挙区単記式では 1946年に堀切大臣が危惧した事態（全候補の泡沫化＝再選挙の続発）が

現実化します。しかし制限連記制は前章で述べた理由から回避するのが最善であると思われます。そうすると単

記移譲式しか残らないと考えられます。前記総務省研究会報告書は、採りうべき地方議会の選挙制度としては、

名簿比例か制限連記式かの二つしか選択肢がないかのような表現をしていますが（特に 21-23 頁）、かかる論断

は実証性が乏しく、最新の知見にも配慮していないと思われます。それは、単記移譲式比例代表制への言及が全

くないというところに現れています。 

 

    ⅶ 単記移譲式の提言  残念なことに、単記移譲式については、第二部門でもあまり議論されてきま

せんでした。第三部門の討論では「オーストラリア方式は投票方法が面倒だからよくない」という批判がなされ、

単記移譲式は検討の対象でさえないかのような決めつけが繰り返されました。果たしてこのような認識は正しい

のでしょうか。少なくとも、票の移譲が行われる結果、過剰代表・逆選択の弊害は除去されています。単記式非

委譲式相対多数選挙よりもはるかにすぐれた選挙制度であると思われます。当選基数はドループ商にしてハード

ルを下げます。移譲方法はグレゴリー式にして、くじ引き的要素を除去します。 

  確かに、「候補者が多すぎる」ということから生じる投票の苦痛は、単記移譲式でも同様に指摘されていま

す。オーストラリアの選挙制度の実情を見ても、やはり投票用紙に記載された候補者に順位をつけるという作業

は、最初の上位者についてはともかくも、4位とか 5位あたりから下に向かっては、投票者に苦痛を強いること

になっているようです。オーストラリアの制度では、順位を不記載に放置して投票すると、これは無効票になっ

てしまいます。そしてこのような記載不備による無効票の多発が問題となっていました。 

  そこで、現在、オーストラリアでは、過去のこのような欠陥を補うべく、各政党の提案によってはじめから

順位がつけられている「定食」が用意されています（13）。本来の候補者の名に附番する欄とは別に、「○党提案

の順位」という欄があって、選挙公報には○党が「こういう附番をしてくださったら議会はよくなります」と言

っている附番の草案が書かれているのです（附番ひな型方式とでも呼びましょう）。○党を支持する有権者がそ

                                                   
12 第三部門資料（6月 1414 日）参照。 
13 加藤向一「オーストラリアの選挙制度（６）―上院の選挙制度（上）」選挙（都道府県選管連合会）67 巻 4号（2014 年）14-

15頁。 
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の欄にチェックをつけて投票すれば、「○党提案の順位」どおりに本来の候補者の名に附番する欄が埋められて

いるものと看做すという効果を認められています。このような投票さえ「面倒だからよくない」のでしょうか。 

 

 

 

オーストラリア上院選挙投票用紙（加藤向一「オーストラリアの選挙制度（６）―上院の選挙制度（上）」選挙（都道府県選管連合会）67 巻 4 号

（2014年）15頁の図版） 

 

  おそらくは、無所属候補でも、代表的な政党の附番ひな型の中では、その政策において協調関係にある限り

は、上位にランクされる可能性もあるでしょう（「一人名簿」などという擬制的な策を用いるよりも、もっと前向

きに「無所属」を位置づけることができる）。この附番のなかで、ジェンダーパリティに配慮することもできると

思われます（14）。その無所属候補を当選させたいと熱望する層は、敢えてひな型を使わずに、自己の判断で附番

するものと思われます。おそらく、選挙運動中に、無所属候補も自分のひな型を作っており、これを投票用紙に

転記するようにアドバイスしているかもしれません。どの党の「ご提案」も気に入らない有権者は、候補者一人

一人を見極めながら順番をつけることもできます。オーストラリアの単記移譲式は、有権者が選好を表明する権

利を奪われず、無効票も死票も、過剰代表も逆選択も回避し、硬直的な政党政治の枠組みからも自由で、しかし

他方それを有権者が望むならば政党に拠る順位決定もまたそれなりに尊重されるという、多様な要請に柔軟に対

応できる、有権者の同意に基づいた開かれた政治を可能にする制度としてきわめて洗練されたものであると評価

できます。政党政治と議員の個性に依存した政治とのどちらにも柔軟に対応できるバランスのよさでいえば、単

記移譲式大選挙区制・附番ひな型方式は、拘束名簿式よりも地方議会の性質に適しており、かつ、この審議会の

理想に近いのではないでしょうか。これによって都道府県議会選挙は、公正・平等、民主的なプロセスへと生ま

れ変わるものと思われます。 

 

   B 参議院について  （議題との関係で今回は割愛させて頂きます。） 

 おわりに  （議題との関係で今回は割愛させて頂きます。） 

                                                   
14 この制度を用いてジェンダーパリティを作り出すことは簡単ではなさそうですが、政党が、附番ひな型を作成するにあたって

男女同数を公認し、男女交互に附番し、有権者がこのような附番ひな型による投票を好めば、結果的にはパリティに近い状態が作

られると思います。あとは有権者の見識次第ですが、仮に候補者名に自分で附番する有権者であれば「男でも 17人に順番をつけ

るときに女性を上位に持ってくるようにしたくなる」効果が生じるかもしれません。これは政党法上の政党の話になりますが、最

終的に所属議員の男女比があまりにも偏している政党には助成金の交付を停止する条項を入れることにするのも一案かと思いま

す。 




