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                    （ 選挙市民審議会 桂 協助 ２０１７年８月２２日 ） 

 

      参議院選挙制度案「中選挙区男女同数制」 

  

                     はじめに 

参議院はその発足後の間もないころから「良識の府」と言われました。この評言はもともと

は英国の貴族院についてその権威づけとして使われたものだったようですが、日本の場合は明

治憲法下の貴族院を完全に解体し、国民の直接選挙による新しいタイプの上院・第二院として

出発した中での評言でした。そして実際にこの評言に恥じない存在意義を示しえていました。   

しかし次第に衆議院と同様な政党化がすすみ「衆議院のカーボンコピー」と揶揄される状態

がながらく続いてきました。衆議院との間の与野党のねじれなどを背景に「強い参議院」が言

われるようにもなりましたが、それは参議院がその独自の存在意義を高めたことによるのでは

なく、政党化状況ゆえの側面にすぎません。 

当参議院選挙制度案は、「良識の府」という参議院の意義づけを肯定し、これを民主政治の

より基礎的な次元から再評価し、また現代社会の要請に適合したものとしてさらに有用化する

ことを意図し、新たな「良識の府・参議院」の構築に資することをめざします。 

     

                 制度の思想・考え方 

    

   「良識の府・参議院」の新たな再生・発展 

「良識」は衆議院ももつべきだし、社会一般にもとめられることだが、参議院について特に

「良識の府」と称する理由は、衆議院との対比において、次のことにあったと言えよう。 

◇ 衆議院は政党単位の競合・対抗の場、および与野党対決の場である。 

◇ 参議院は政党や政権の立場からは距離をおき、議員その人の思想・信条・識見に立っ

た活動を基本とする場である。 

    このことをさらに踏みこんで言えば、 

      ◇ 衆議院は各政党が多くの党員の結集した組織体としての強みを生かして、社会の全

体的な体系とか仕組みの形成・再編にかかわる路線・政策を策定し提示しあって、有

用性・優劣を競う場であり、そのことを通して政権担当の地位を争う場である。 

◇ 参議院は各議員が主として個人（個）の視点から社会・政治をとらえ直し、そこから
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課題を見いだし、為すべき政策を策定・決定していく場である。 

    この二種のアプローチはすべての人々がそれぞれに持っていると言っていいほど普遍性が

あるでしょう。しかし近代民主政治の運営の仕方は前者の方に偏っていた。現代世界では後者

のアプローチを政治に反映させる必要性が高まっている。そのことを我が国では良識の府・参

議院の再生・発展として具体化していくべきでしょう。 

   主要な方針 

    以上の基本認識に立ちつつ、以下の主要な方針をとります。 

   （１）人物の選択に主眼をおく 

    政党選択ではなく人物の選択を重視する制度とする。したがって比例代表制はとらず、中選

挙区制をとる。 

   （２）男女同数の院とする 

    国会議員の男女の構成にはなはだしい片寄りがある現状は、人物選択を重視するとき、なお

さら不条理・不合理なことになる。したがって参議院はこの問題について衆議院以上に優先的

かつ根本的な解決をはからねばならない。そこで参議院議員の男女構成を同数とするべく、各

選挙区の定数を男女同数に分け、有権者は男女各候補者に１票づつ計２票を投じることとす

る。この制度改革は現憲法の許容範囲という判断に立つ（憲法第１４条、４４条、４７条）。 

（３）選挙区間の１票の較差の抜本解消。 

 参議院の選挙区間の１票の較差は依然として３倍をこえているので、抜本的な打開策として

都道府県の境界をこえてブロック規模の範囲のなかで選挙区を編成することとする。 

それについては都道府県代表の役割が果たせないという批判があろう。しかし、選挙区の民

意を汲むことは重要・必須だが、それはそもそも国政の意思決定過程にもちこむためである。

それを怠り中央官庁の行政過程にわりこんで地方代表活動をしてきた実態は本末転倒だった。 

    

                   制度のしくみ 

    

制度の仕組みをなす規定を〈１〉から〈１３〉にのべます。＊印のついた項目名以下の文章

は規定文についての補足説明です。 

    

――〈１〉参議院の総定数 ―――――――――――――――――――――――――――― 

衆議院と参議院のそれぞれの適切な総定数の割出しが課題としてあることに留意しつつ、参
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議院の総定数については３２０議席と仮定する。 

衆議院と参議院の各総定数の標準比を６対４とする。（衆議院は４８０議席と仮定）。 

＊総定数の適切な規模 

衆参各院の総定数の決定は、国会が国の最高意思決定機関として、法案の作成・審議・決定、

予算案の審議・決定、立法関係をはじめとする各種の調査活動、これらの任務をはたしていく

上で、議員数はどれほどの規模が適切であるか、という観点から議論し決定されねばならない。 

国会の主任務は立法活動だから、それが必要定数の主たる判断対象になります。当案では、

前記の基本的な考え方のもとで、衆議院と参議院の必要定数を６対４と立てます。 

    

   ――〈２〉男女同数の議員構成 ―――――――――――――――――――――――――― 

参議院の議員構成を男女同数とする。 

これにより男性議員と女性議員ともに１６０議席づつとなる。 

    

   ――〈３〉ブロックの編成 ―――――――――――――――――――――――――――― 

選挙区を編成するための大枠としてブロックを設ける。ブロック編成は衆議院選挙と参議院

選挙に共通の編成とする。しかし現段階では適切な編成は明らかではないので、課題として留

意しつつ、便宜的に当案では現行衆議院選挙制度の１１ブロックを仮定として用いる。 

    

――〈４〉ブロックへの定数配分 ――――――――――――――――――――――――― 

総定数を人口比例でブロックに配分する。 

各ブロックへの配分計算は、一般的な比例式にもとづいた次の算出式を暫定案とする。 

配分定数＝総定数×（ブロック人口／全国人口） 

男女同数で配分するので、配分数は偶数でなければならない。そこで各ブロックの算出値の

内輪の最大偶数を第１次の配分とし、ついで残りの端数について、その大きなブロックの順に、

総定数に達するまで、２議席づつ配分する。 

   ＊定数配分方式の決定について 

定数を人口に比例して配分する方式としてはドント方式やアダムズ方式などもあり、検討を

要します。基本的な判断としては上記の一般的かつ真に比例と呼べる比例式にもとづいた配分

計算をするのが妥当と思われます。 

   ＊ブロックへの定数配分の試算 
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上記の一般的な比例式にもとづく配分方式で、衆議院選挙制度の１１ブロックを仮定した配

分を試算します。ブロック人口は２０１５年国勢調査の都道府県人口確定値をもとにします。 

                ＜ ブロックへの定数配分 試算 ＞ 

ブロック名 ブロック人口 人口比・％ 配分算出値 一次配分 二次配分  配分数 

北海道      5,381,733       4.234       13.549        12      1.549 ④      14 

東北       8,982,807       7.068       22.618        22      0.618        22 

北関東     14,130,880       11.118       35.578        34      1.578 ③      36 

南関東     16,183,810      12.734        40.749        40      0.749 ⑤      42 

東京      13,515,271      10.634        34.029        34      0.029        34 

北陸信越     7,410,144       5.830       18.656        18      0.656         18 

東海      15,031,201       11.827        37.846       36      1.846 ①      38 

近畿      20,725,433       16.307       52.182       52      0.182        52 

中国       7,438,037       5.852       18.726        18      0.726         18 

四国       3,845,534       3.026        9.683         8      1.683 ②      10 

九州       14,449,895       11.369       36.381        36      0.381         36 

全国合計     127,094,745     100.         319.997       310      9.997        320 

                                         320.000              10.000 

各ブロックの配分算出値のうち、内輪の最大偶数はそのままそのブロックに配分されます。

それらの合計は３１０議席になります。 

のこりは１０議席です。それは残りの値の合計 10.000と一致します（ 9.997は誤差を含ん

でおり、下段に付記した値が正しい）。そこで残数の大きいブロックから順に１位から５位ま

で順位をつけます。①～⑤がそれです。それらのブロックに２議席づつ追加されます。こうし

て１１ブロックの配分数が確定します。 

    なお二次配分で最後の５番目に入った南関東は、残りの値は 0.749にすぎない。そこに２議

席が配分されるので、いかにも不合理です。こうした問題点もふくめ、定数配分の方式を多角

的に比較検討することが課題として残っています。 

    

――〈５〉選挙区の定数 ――――――――――――――――――――――――――――― 

各ブロック内で選挙区を設ける。各選挙区の定数は、標準定数を８、１０、１２議席とする。

半数改選なので、各回の選挙の標準定数は４、５、６議席となる。 
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上記定数のうち１０議席のような場合、男女が５議席づつの奇数になる。この対処法として

は２回の選挙で、男性２議席→３議席、女性３議席→２議席のように交互の設定により、通し

で男女議席の同数化を図ることとする。 

（＊以下では各回選挙で男女に分かれた定数のことを便宜的に「定員」と併称します。） 

    

――〈６〉選挙区の編成 ――――――――――――――――――――――――――――― 

各ブロックに配分された定数にもとづきブロック内で選挙区を編成する。 

   ＊選挙区の編成・試算 

〈４〉で試算したブロックへの定数配分をもちいて、各ブロックの選挙区数を試算します。 

             ＜選挙区数の試算＞ 

       ブロック 定数  ６人区  ８人区 １０人区 １２人区  合計 

       北海道   14        1         1                            2 

       東北    22                           1         1          2 

       北関東   36                  2       2                    4 

       南関東   42                  1       1         2          4 

       東京    34                           1         2          3 

       北陸信越  18                  1       1                    2 

       東海    38                  2       1         1          4 

       近畿    52                  1       2         2          5 

       中国    18                  1       1                    2 

       四国    10                           1                    1 

       九州    36                  3                 1          4 

       合計      320        1        12      11         9         33 

定数は各回の選挙の定数ではなく、２回の選挙のトータルな定数であらわします。 

ここでの選挙区の試算は、具体的な線引きで区割りした結果ではなく、与えられたブロック

定数をもとにして選挙区定数と選挙区数を割り出しただけの模擬的な編成です。 

    標準的な選挙区定数を ８、１０、１２議席としています。北海道の１選挙区だけそれらか

ら離れ、６議席の選挙区があります。このケースは１０議席のケースとおなじく各回の選挙は

奇数の定数になるので、前述のように２回の選挙を通して男女同数とすることになります。 
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    全国の合計選挙区数は３３選挙区です。１ブロック平均はちょうど３選挙区です。 

    もちろん選挙区の編成はこのような数合わせでできることではありません。選挙区エリア

をさだめる要因は、自治体領域、文化圏、経済圏など多様な要因が交錯しています。しかも次

の〈７〉で規定する 人口／定数 の基準範囲を遵守しつつの編成になります。 

    

――〈７〉選挙区間定数格差の低減 ―――――――――――――――――――――――― 

選挙区の区割りにおいては１定数あたりの人口が標準人口（全国人口／総定数）の６７％～

１３３％の範囲に納まるようにする。すなわち格差を２倍未満に厳守する。この上下の範囲を

１００％の方向に圧縮するよう、努力をつづけることとする。 

   ＊標準人口からの上限と下限 

    これまで１票の価値の較差をいうとき、１議席あたりの人口（または有権者数）のもっとも

少ない選挙区を基準にして、その何倍、という比較の仕方がもっぱらでした。そうではなく、

標準となる人口を基準にして、そこから上下にどれだけ離れているか、という評価の仕方がよ

いと思います。 

標準人口としては、全国人口を全定数で除して出した１議席あたりの人口、これを採ること

に誰しも異存はないでしょう。これを１００％として、そこから上限と下限を設定して、その

範囲内の人口の選挙区を設けるということになります。そして選挙区間の較差を２倍未満にす

るとすれば、上限１３３％、下限６７％という範囲になります。 

    この上下の範囲を標準人口の方向に圧縮する方向で努力することとします。たとえば選挙

区間格差を１.５倍以内に低下させるとすれば、上限１２０％、下限８０％という範囲に選挙

区人口が納まるように区割りすることになります。 

    

――〈８〉候補者 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

各選挙区において、男女それぞれの定数をめざして、男性候補者と女性候補者が立つことと

なる。 

 

   ――〈９〉候補者にたいする制度上の扱い ―――――――――――――――――――― 

    参議院の重要かつ必須の意義のひとつは、参議院議員が政党や政権から距離をおき、議員そ

の人の思想・信条・識見に立って活動することにある。したがって参議院選挙は基本的に人物

選択の選挙であり、無所属候補者であれ、政党が擁立した候補者であれ、選挙制度上はすべて
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の候補者について個人の立場で立候補したものとして扱うこととする。 

   ＊政党公認候補者について 

政党が候補者を立てる場合、参議院の趣旨に沿って、公認でなく推薦にとどめるのが望まし

い。その方向をとる政党がふえると思われますが、制度化するのは困難であり、政党公認候補

者が出る可能性はのこります。 

    

   ――〈１０〉候補者が定数を超えない場合の再募集 ―――――――――――――――― 

    応募候補者数が定員をこえない選挙区では、応募期間を延長する。これにより無投票当選を

なくす。 

   ＊無投票当選の回避 

    人物の選択を主眼とした選挙制度では、人物への評価・支持が固定化するケースがありえま

す。したがって選挙区によっては指定席状態が起こりえます。そうするとそれ以外の候補者が

立たない事態も考慮しなければならない。 

    無投票当選は本来は許してはならないことです。そのことを明確に打ち出すためにも、定員

を超える候補者数を選挙実施の条件とすることの意義があります。 

    

――〈１１〉男女各候補者への計２票制 ―――――――――――――――――――――― 

投票にあたって有権者は、その選挙区において男性候補者への１票と女性候補者への１票の、

計２票を投ずる。 

  

――〈１２〉当選者の決定方法 ―――――――――――――――――――――――――― 

当選者の決定は、各選挙区内の男性枠、女性枠において、それぞれの定員内に順位をつけた

候補者であること、かつその得票数が法定得票ラインに達していること、この二要件による。 

法定得票ラインは選挙区の定員にしたがって次のように定める。ただし試案にとどめる。 

        （その選挙区の各男女枠内の有効投票総数）÷定員÷３ 

これを得票率でいうと、２人枠では１６.６７％、３人枠では１１.１１％となる。 

   ＊法定得票ラインの必要性 

法定得票ラインは、当選に値する得票レベルとして設定されたものです。定員内に順位をつ

けた候補者をそのまま当選とせず、その得票が当選に値するかどうかという判定基準を設ける

わけです。その根拠は何でしょうか。 
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当選の資格、すなわち議員の資格とは何か。それは、民意の担い手といえるか否か、という

本質的な問いに帰着します。民意の担い手といえるだけの民意を受け止めえているか、という

ことです。この問いは議員の存在意義にかかわる根本的な問いであり、これを受けた判定はし

ないわけにはいきません。 

しかしこの判定を下すための票数を明確化することは簡単ではなく、あるいは不可能かも知

れない。しかしあえてそれをせざるをえません。 

    この選挙区の当選資格ラインの設定については、衆議院、地方議会の選挙でも問われる問題

であり、考え方の整理が求められます。そのことを課題として留意しつつ、ここでは試案レベ

ルの法定得票ラインを立てました。 

    現在の参議院選挙地方区では、（有効投票総数÷定員）÷６ です。 

    衆議院選挙の旧中選挙区制では、（有効投票総数÷定員）÷４ でした。 

    旧中選挙区の方がきびしいものでした。 

    当案ではさらにきびしく （有効投票総数÷定員）÷３ とします。 

 政党選択の意味のつよい選挙では、候補者個人への評価とは別に政党支持層の大小によって

候補者間の得票の開きが大きく増幅します。当案の意図する参議院選挙では、そのような作用

はあまりはたらきません。したがって候補者間の得票の開きは基本な傾向として小さくなると

考えられます。よって法定得票ラインを引き上げることとしました。 

 ともあれ当選ラインの設定は多面的な論点をふくんでおり、試案どまりにせざるをえません。 

    

   ――〈１３〉 当選者不足にともなう再選挙 ―――――――――――――――――――― 

投票・開票の結果、選挙区の男性枠または女性枠の定員内に順位をつけていたにもかかわら

ず法定得票に達しないという事例が発生したとすれば、当選議席が空席となる。この空席分に

ついては再選挙をおこなう。その場合、当選者以外の候補者のほかに、新たな候補者の応募も

受ける。 

   ＊再選挙による選挙権の二重行使という問題 

    再選挙では有権者側では２回選挙するので、有権者によっては２回の投票のいずれも当選

につながり、結果的に二人の参議院議員を誕生させるという権限行使をおこなうこととなる。

これはやむをえない結果ではあるが、念のため法的な妥当性を検討する必要があろう。 

    

                                       （以上） 


