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とりプロ選挙市民審議会 

第 2回第 2部門（選挙制度）会議 

議事録 
 

2016年 2月 16日 10時～12時 

衆議院第 1議員会館 B1第 4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】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 

 

【プログラム】 

 

1．衆議院選挙制度に関する調査会の答申についての報告（山口真美） 

2．参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（田中久雄） 

3．選挙制度にまつわる現状分析（桂協助） 

 

【配布資料】 

 

1．「衆議院選挙制度に関する調査会の答申についての報告」（山口真美、2016年

2月 16日） 

2．「二院制と参議院選挙制度」（田中久雄、2013 年 11月 11日） 

3．「国政選挙法の変遷（参議院）」（田中久雄） 

4．「第 47回（'14年 12月）衆議院総選挙の小選挙区の結果分析／過去 7回の小

選挙区選挙における第 1党の議席取得一覧」（桂協助、2016年 2月 16 日） 

5．「衆議院比例選挙（全７回）における議席配分結果の検証」（桂協助、2016年

2月 16日） 

6．「二院制のあり方と、それに対応した衆・参の選挙制度の基本方向について」

（桂協助、2016年 2 月 16日） 

 

【過去の第 2部門会議】 
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第 1回は、論点整理などを行いました。 

 

【論点・発言要旨】 
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I．衆議院選挙制度に関する調査会の答申 

 現行の小選挙区比例代表並立制の維持を基礎付ける理由に限定した答申 

 国民に開かれた審議会とは言い難い 

1．調査会の性格 

- 衆議院議長の諮問機関で、全政党が設置に一致しているわけではない 

- 拘束力等は無く、7党合意の政党を中心に尊重される性質のもの 

- 私的な諮問機関の判断に委ねる国会はその役割を果たしているか 

- 「政治改革」を推進した当事者が座長 

- 人選の過程や基準が不明確 

- 政党からの意見聴取はあっても国民の意見を広く聞く機会はない 

- 会議は原則として非公開、議事録も非公開、国民には議事概要だけ公開 

2．現行制度を含めた選挙制度の評価（答申 1） 

- 2011年来の全党協議の中でも並立制の功罪を検証すべきとの議論があった 

- 小選挙区（民意の集約による政権選択）・比例代表（多様な民意の反映）の

功罪を未検証 

- 国民主権・議会制民主主義の原理を土台に議論すべきとの指摘に向き合わな

い 

- 政党の立場ではなく国民の要求を軸に考えるべきとの問題提起を無視 

- 1994 年の小選挙区制導入でもたらされた実態についての検証がほとんどな

い 

有効性感覚の一貫した減退傾向（NHKによる意識調査）、小選挙区制による

得票率と議席占有率の大きな乖離、大量の死票、政権選択機能、国会の一

強多弱、原発・秘密保護法・安全保障関連法制に関する民意と国会での結

論の乖離 

- 現行制度維持の根拠は、多くの政党がその基本理念を共有しているから 

- 答申は衆議院選挙制度の抜本改革を望む声が多いとはいえないと指摘する

が、世論調査では抜本改革を望む意見が多数 

3．衆議院の定数削減（答申 2） 

- 総人口との関係で諸外国の議会に比べて議員の定数が多いとはいえないと
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指摘 

- 定数の大幅削減と議席の比例配分および格差の最小化という要請を同時に

達成することは困難、議席は有権者にとって選ぶ権利と指摘 

- 有為な人材の確保と国会の代表議会としての機能の強化、行政府との緊張関

係の維持、各種委員会の機能の充実などの諸要素を考慮する必要があると指

摘 

- 定数削減は多くの政党の選挙公約だから、削減案を求められるとするならば

10人削減と答申 

- 諮問した政党の意向に沿った結論であり、本来的な役割を放棄している 

- 削減を是とするか非とするかについて明言を回避 

- 日本は主要国で国会議員 1人当たりの人口が米国に次いで 2番目に多い（国

会議員としては数が少ない） 

- 答申が示した定数 465議席は普通選挙実施前の大正 9年の 464議席とほぼ同

じ（今の人口は当時の 2.29倍） 

- 普通選挙制が実現した大正 14年以降で最も少ない議席 

- 積極的な削減論の背景としての議員の質の問題には踏み込んでいない 

4．一票の格差（答申 3） 

- 小選挙区・比例代表ともアダムズ方式（小数点以下の切り上げ）を答申 

- 答申自身が明言している通り、最高裁で否定された 1人別枠方式と大差ない 

- 現行制度を維持し定数を削減するという枠組みの中で抜本策を提起せず 

5．現行憲法の下での衆参議員選挙制度の在り方の問題点（答申 4） 

- 選挙制度を構築することは国会に求められているとの結論 

II．参議院選挙制度改革 

1．二院制の始まりと議員の選出方法 

二院制は貴族制（英国）、連邦制（米国）、それ以外（民主的二院制）に大別 

議員の選出方法は任命制、間接選挙、直接選挙に大別 
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2．二院制の長所と短所 

- 長所として抑制・均衡・補完、慎重審議と「良識の府」 

- 短所として同じ議論を繰り返す非効率性、経費と時間の増大 

- 長所か短所かの評価は時々の場面によって変わってくる 

- フランス革命の理論的指導者シェイエスによる二院制無駄論 

- ウォルター・バジョットによる二院制有用性論 

3．日本の参議院の沿革 

- 参議院の前身は貴族院（皇族議員・華族議員・勅任議員） 

- 参議院は一院制を提案した GHQが日本側の二院制の要求を受け入れた結果 

4．「カーボンコピー」と「強すぎる参議院」の狭間 

- 衆議院が優先されるが、内閣総理大臣の指名では衆参両議院の議決が必要 

- 内閣への不信任決議案や信認決議案は衆議院のみが提出権を持つ 

- 衆議院議員総選挙後の初国会で内閣は総辞職しなければならず、参議院は内

閣の存立に一歩距離 

- 法律・予算・条約の議決は衆議院がある程度優先され、国会同意人事は衆参

同等 

- ねじれは参議院の抑制・均衡という本来の機能が働いている結果ではないか 

- 「カーボンコピー」か「強すぎる参議院」かという言葉は時々の与野党の各

勢力に都合よく使われている 

- 均衡・抑制・補完という役割が参議院の存在自体で果されている 

- ねじれで与党は少数野党の取り込みや連立が必要 

- 参議院には解散がないので内閣による解散の脅しが効かない 

- 3年ごとの半数改選は政府の政策を評価する機会となる 

5．参議院の選挙制度の経緯 

- 昭和 22年に全国区制と都道府県単位の地方区制 

- 全国区制は有能な学識経験者等を選出させる必要性と当選しやすさから 

- 非常にゆるやかな緑風会が第 1 回で 92 人の第一党になるも、議席減と自民

党への入党が相継いで、1965年に解散 

- 全国区制は選挙資金がかさんで「銭国区」、死亡者が出て「残酷区」と揶揄 
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- 大組織の支援が無ければ当選できないとの批判から 57 年に全国区制を拘束

名簿式比例代表制に改定 

- ミニ政党が乱立 

- 参議院の政党化の促進、無所属候補の立候補や人物選択ができないという批

判から平成 12年に非拘束名簿式比例代表制に改定 

6．参議院の選挙制度の考え方 

- 参議院の独自性や均衡／抑制／補完機能を確保して学識や経験の豊かな人

物を選ぶような選挙制度 

- 衆議院との違いは被選挙権年齢 30歳と全国区 

- 憲法 43条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」

の制約 

7．参議院の選挙制度改革（3 つの基本的要素） 

- 全国区と地方選挙区の二本立てか、全国区または地方選挙区だけに一本化か 

- 地方選挙区ならブロック単位か都道府県単位か 

- 全国区あるいはブロック選挙区なら多数代表制か比例代表（拘束名簿式・非

拘束名簿式・自由名簿式）か 

8．参議院の選挙制度の問題点と改革の方向 

- 隘路としての議員定数の少なさ（衆議院 475人、参議院 242人） 

- 3年ごとに半数を改選（全国区 48人、都道府県選挙区 73人） 

- 都道府県選挙区の大半 32議席が 1人区で、選挙結果の変動が大きい 

- 一票の格差は地域性を考慮してか衆議院と比べて倍ぐらいを最高裁が許容 

- 全国区制とブロック制の 2本立て 

- 全国区制は政党への支持票を議席数に反映させ、政党に必要な人材を当選さ

せるため。全国区にはクオータ制を採用。 

- ブロック制で一票の格差がほぼ解消し、有能な有識者の選択可能性が高まり、

無所属でも当選しやすい。ブロック再編による定数均等化も考えられる。 
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III．過去 7 回（1996 年～2014 年）の衆議院選挙の分析 

1．衆議院小選挙区 

- 過去 7回、議席率÷得票率と獲得議席数－基準議席が拡大 

- 第 47回総選挙（2014年）の分析 

 基準議席（準比例議席）＝全国定数（295）×政党得票率 

 議席率÷得票率は自民党が 1.56、民主党が 0.57 

 獲得議席数－基準議席は自民党が＋80.1 議席、民主党が－28.4 議席 

 獲得議席数－基準議席の全党の絶対値合計（全体の乖離状況）は 170.8

議席 

2．衆議院比例区 

- 過去 7回、獲得議席数－基準議席（比例区定数×政党得票率）はドント式よ

り単純比例式の方が小さい 

- 第 41回総選挙（1996年）の分析 

 単純比例：まず基準議席の整数部分を、残りを小数値の大きい順に配分 

 獲得議席数－基準議席の全党の絶対値合計はドント式で 22.5 議席、単

純比例式で 12.5 議席（全議席に占める割合はそれぞれ 11%と 6%） 

- ドント式という比例配分方式の見直しが必要 

IV．一般的論点 

1．民意の反映と民意の集約 

- 単なる言葉だけの民意の反映で死票をなくすことは非常に重要だが、多様な

人たちの意見を国会の場に反映できるようなシステム 

- 民意の反映の前提条件としての立候補の多様性と自由 

- 得票率に民意が反映しているかどうかは選挙制度によって異なる 

- 議席占有率と得票率の一致は民意反映の必要条件であって十分条件でない 

- 決選投票をすれば死に票なんて話にならない 

- 不公平をなくすという意味でコンクラーベを意識するべき 

- 獲得議席と得票率に大きな乖離があり、集約と呼ぶのは欺瞞 

- 自分たちの意思が国政に反映しておらず、集約と呼ぶのは言葉として不適切 

- 2つの違ったものを同じような基本的原理であると提示することは問題 
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- 選挙および組閣という 2つのステップがある 

- 第 2ステージの争いが民意の集約 

- 選挙の段階で組閣のための集約機能を持たせることは選挙制度をゆがめる 

- 集約は、民意の反映にふさわしくない小選挙区制を導入するためのギミック 

- 議会制民主主義・国民主権・憲法の原理原則に照らして、選挙制度の目的に

民意の反映以外の集約というワードはあり得ない 

- 多様な民意を調整しながら国のあり方を決めていくのが集約・議論・政治 

- 最初から多様な民意を切り捨てることを集約と呼んで、特定の意見を持つ政

党が多数派を占めて国会の中で議論を決めていく 

- 集約を選挙制度に入れたことが政治を劣化させ、多様な意見を成熟させて決

めていく民主主義の本来のあり方を損なっている 

2．二院制と制度の差別化 

- 政党育成の効果がある比例代表制や地域代表は衆参どちらがふさわしいか 

- 参議院は、政党や政権の立場から距離を置いて個の視点で政治・社会を見直

していく良識の府 

- 衆議院は、社会体系を作るという大局的な観点からアプローチしていく院 

- 両院は性格が違うことが役割として望ましい 

- 参議院は 3年ごとの選挙に大きく民意が反映されることが望ましい 

- 政党選挙、地域代表、無所属候補のバランスは両院で分けるのが一番 

- 政党選挙中心の衆議院と、地域代表的なものを模索してきた参議院の歴史に

則ったところで制度を考えていくのが、現実に制度を動かしていくという意

味で望ましいか 

- 衆議院は完全比例代表か比例代表中心にする必要がある 

- 参議院は地域代表のウエイトが高くなる 

- 現行憲法の下で差別化した制度が望ましいが、民意をできるだけ反映する 

3．地域代表性 

- 選挙制度がある以上、地域性は衆議院・参議院ともになくならない 

- 単位選挙区の有権者の意見を汲み上げていくことは議員の義務だから地域

代表はあるが、地域の利害代表になってしまうことが問題 

- 利害代表として活動すると中央集権に貢献し、地域の自主権を削ぐ 

- 地域代表性を制度的に前面に立てるべきでない 

- 地域の定数を厚く配分することに大反対、人口比に基づくべき 
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- 地域代表を厚くして地方の地盤沈下が進行したのは、問題を国政レベルに上

げずに矮小化して、官僚の下請け活動をやっているから 

- 定数配分との関連での地域代表性は最高裁が完全に否定 

- 地方選出の議員を減らすと地域の利害が表出されなくなるという俗説 

- 選挙制度をいじくることに損得勘定を乗せるという議論になりがち 

- 中央の 1人勝ち状況を選挙制度の問題に全部被せるのはおかしいが、全国民

的な課題としてどう考えていくか 

- 原理的な発想としての地域代表性を国民主権・全国民代表性というところか

ら排除した上で、地方交付税交付金的な発想、建て付け問題として配慮 

4．小選挙区制の弊害――立候補／意見の表出／法の下の平等／帝国主義 

- 共産党が当選の可能性の無いところにどんどん立てるのは大変いい 

- 公明党が当選するところにしか立てないのはあまり感心できない 

- 候補者を立てて得票できたらそれが議席に必ず反映できる比例制にすべき 

- 立候補を阻害する供託金をなくして主要政党が全選挙区に候補者を立てる

ようにすべきで、そうすれば有権者の参加と投票率が高まる 

- 小選挙区でお金も人手もかかるが結果につながらないと候補者を立てない 

- 小選挙区では多様な意見を持った候補者が立たなくなる 

- 小選挙区では政策に基づく議論、国民が参加した形での選挙にならない 

- 選挙制度は多様な民意の表出や声を上げやすい政治環境の整備と関係 

- 法の下の平等を考えた時に、千葉県に 20 も 1 人区があり、それによって議

会がゆがめられていると感じる（千葉県議会の一票の格差是正裁判の原告） 

- 帝国主義戦争を戦ってきた英米仏で小選挙区制は帝国主義の存立条件を整

える内政的な装置 

5．選挙制度パラドックスと比例配分方式の矛盾 

- 『問答式参議院比例代表選挙制度の解説』（選挙法制研究会）がアラバマの

パラドックスを生まないからとドント式を推奨 

- アラバマのパラドックスは異なる選挙での同一政党における矛盾（定数が増

えたのに同数の票でも議席が減る） 

- アダムズ方式は切り上げ方式で、ドント式は切り捨て方式 

- ドント式は単純剰余法と比べて民意の反映という点で正確・公正な計算方法

（西平重喜『比例代表制』（中公新書）） 

- アラバマのパラドックスは現実には起きず、幾重にも虚構 
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- アラバマのパラドックスと同じことがドント式で起こる 

- 定数が変わる 2 つの選挙の間で各政党の得票が同一であるという条件は確

率的にあり得ない 

- 比例配分の公正性は定数の大きさに依存 

- 比例配分の定数が大きくとも単純比例式とドント式では差が出る 

- ドント式にしろサン=ラグ式にしろ配分定数が大きいと差はない 

- 配分定数が少ないとほぼどの方式でも大政党に有利 

- サン=ラグ式は少数政党に有利 

- 少数政党に有利とされるサン=ラグ式も場合によっては少数政党に不利 

- 民意に一番遠い政府を生み出すコンドルセのパラドックス（投票の逆理）は

「政治改革」の最初のところで議論すべきだった 

- フランスのトリエンギレール（3位までの決選投票）は、コンドルセが一番

戒めたこと 

6．お金と選挙制度 

- 誰にとってどうかかるお金かを切り分けて必要なコストを考える必要 

- 争い合わず不正なお金がかからないような制度設計は選挙制度のファクタ

ーとしてどれぐらい重要か 

- 腐敗は取り締りや選挙活動の制度設計で対処すべき 

- 中選挙区に戻せば選挙違反が必至で金のかかる選挙になると人から聞いた 

- 93年「政治改革」、小選挙区制の利点は金のかからない選挙（ポスターを貼

る枚数と宣伝カーが走る距離が短くて済む） 

- いまだに金と政治の問題は解消せずにむしろ悪化 

- SNSとスマートフォンが登場した今日、コストを再考するのが調査会の任務 

7．歴史と選挙制度 

- 歴史というものを重要視する 

- 各国の歴史、政治のありよう、各国の国情（国民性・民族・宗教・階層）が

選挙制度の構築に影響 

- それぞれの国のお国柄を踏まえた上で我が国の選挙制度を考える必要 

- 民意の反映を選挙制度に反映してきた歴史の積み重ねが各国の選挙制度に

表れている 
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8．マイノリティとクオータ制 

- 普通選挙権の次のステップとして少数者の権利、クオータ制 

- マイノリティが自由に立候補・当選できるシステムが民意の反映の中で非常

に今後重要 

- 3年前からクオータ制を推進する会で活動、超党派の議連が昨年発足 

- 女性の国会進出が国民生活に影響を与えるような機会になってもらいたい 

9．定数削減 

- 日本の議員 1人当たり人口は 26万で、英独仏伊は軒並み 10万人前後 

- 総人口との関係で諸外国より多いといえないという生易しい話でなく全然

少ない 

- 連邦議会と日本の国会を並列に数の問題として論じるのは比較にならない 

 

太田光征：5分遅れとなりましたけれどもとりプロ選挙市民審議会第 2回第 2部

門会議を始めさせていただきたいと思います。今日の議題はお配りした資料の

通りなんですが、参議院についての発題をいただくことになっていますがどう

しましょうか。1人 20 分、30分くらいを目途に。2時間だから。20 分くらいと

いうことでいいですか。あと議題としては工程表ですとか参院選ないし同日選

に向けての声明ですね、前回と引き続き検討していただきたいのと、あと次回

会議の議題をどうするかということ、それから前回の議事録まだまとめており

ませんで、本当に申し訳ございません。私からの提案としては議事録は非常に

長大なものになりますのでまとめを作らないとなかなか人に読んでもらえない

ということで、議事録のまとめ案というものを書いてきましたので、これを正

式な議事録として採用していただけるかということを審議していただければと

思っています。ではもう時間を過ぎていますので山口委員からお願いしてよろ

しいですかね。はい、ではよろしくお願いします。 

山口真美：では 20分程度ということでお手元にある資料の Yとなっていますの

が、私の衆議院選挙制度に関する調査会の答申についての報告ということでお

配りしております。本当は答申そのものもお配りすればよかったのかなという

ふうに今になって思っていますけれども、申し訳ないんですが答申そのものは

資料にしておりません。前回答申の中身について報告をと申し上げて準備した

んですけれども、答申自身は 1 月の 14 日に出されたんですが、実態として A4

版に 2 ページ程度ということで非常にコンパクトな内容になっています。そう

いうことである意味答申の結論については読めば分かる。経過についても 10ペ
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ージ程度のものがあるということになりますので、やはり私の方がその答申に

ついてどう感じたのかというコメントも少し加えながらご報告させていただい

た方が良いかなと思いまして、そのように準備いたしました。 

 報告の第 1ですけれども、振り返りましてこの調査会そのものの設置・性格・

構成・運営等も少し言及した方が良いかなと思っておりますので、そこのとこ

ろも書いております。調査会自身は衆議院を中心にした選挙制度に関する調査

検討を行うという目的で有識者による衆議院の議長の諮問機関として設置され

たというのが経過となっております。設置経緯としては 2014年の 3月 5日にこ

こに書かれています 7党の実務者協議で合意し設置されたものということで、7

党の合意、共産・社民・新党改革の 3 党が反対という、政党で一致した形では

ない諮問機関としてまず設置されております。 

 実際には国会法等で見ますと、国会の下で第三者機関を置くというような規

定が無いということになりますので、性格としてはあくまでも衆議院の議長の

私的諮問機関ということになります。いわゆる選挙制度審議会設置法等による

審議会とは別物という扱いになりますので、そういった意味も含めて、答申に

は国会等での法的な、厳密な意味での拘束力、結論に対する拘束力等は無いと

いうことになるかと思います。が、実際には諮問して答申を受けた以上は、こ

の 7 党合意をした政党を中心にして、答申を尊重するというのが事実上の状況

というような位置付けのものになるかと思います。 

 こういった位置付けの調査会について、私個人としましてはここに書いてあ

る通り、国会自体が本来は全国民を代表する選挙された議員によって構成され

て、この議員自身が国権の最高機関、唯一の立法機関という立場で自ら審議し

立法するという役割を担っていると。その中でそれに必要な国政調査権などの

広範な権限が付与されているという状況にあること。また選挙制度そのものは

国民主権、議会制民主主義の根幹にかかわる重要な事項なので憲法上も「法律

でこれを定める」ということで国会の中で議論をし、国会で定めるものである

となされています。その意味でいうと、やはり選挙制度のあり方自身は国民に

開かれた国民の代表である国会の中で審議するというのが本来の立場であろう

と。それを私的な諮問機関の判断に委ねるということは実質として見た時に、

こういった国会の本来の権限・責任・機能との関係で、きちんと国会がその役

割を果たしているのかという問題提起をせざるを得ないという性格を、この調

査会自身が持っているのではないかというふうに考えています。 

 調査会の構成・運営に関してなんですが、ここに書いてある通り、座長・佐々

木さんを中心にしまして 15名ということで構成されております。お名前の方は

書かれた通りということになります。運営の細則によれば会議は原則として非

公開。議事録についても作成されるけれども議長や委員以外には非公開。国民
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に公開されているのは議事概要だけという形になっています。やはり座長の性

格というのが調査会の議論の方向性などを影響を与えるということになるので

すが、その意味では当該問題になっている政治改革そのものを推進した立場の

方が座長になっているということで、自ずと調査会の議論の方向性がそういっ

たものに性格付けられるのではないかという問題点があるかと。あと、実際の

他の 14名を含めた人選の過程や基準というものが明確になっているわけではな

く、その意味でいうと国民に選挙された議員というわけでもないですので、国

民の意思を公まさに反映したということができる人選かと言われたら、必ずし

もそういう担保はないということになります。そして会議の内容・議事録共非

公開という意味では国民に開かれた審議会とは言い難いのではないかというこ

とが問題点としてあるかと思います。それを踏まえまして審議会の中で何か議

論されたかということになります。 

 経過の方も書いておきました。振り返っていると時間がなくなりますのでご

覧いただければと思います。結果的には結局 17回の審議会が開かれましたけれ

ども、政党からの意見聴取というものもあったんですが、公聴会ですとか国民

の意見を広く聞く機会というのは特に設けられないままの議論であったという

ことになるかと思います。 

 第 2 のところに書いてある通り、この 4 つが諮問事項ということになりまし

て、答申もこの 4つに合わせて回答がされているということになります。 

 第 3、１ということで諮問事項１。現行制度含めた選挙制度の評価というもの

に対する答申内容です。結論として見た時には現行の小選挙区比例代表並立制

を維持するということです。一票の格差の問題がありますので、人口動態に合

わせて定期的に見直す仕組みが必要である。是正は喫緊の課題であるというこ

とがいわれていますが、実質的には本来は選挙制度の評価ということで、現行

制度の長所短所、理想論と実現性等踏み込んだ議論が期待されていたと。2011

年から行われていた全政党参加の協議の中でも現行の並立制の功罪をきちんと

検証すべきではないかという議論があったんですけれども、その意味でいうと

結果として現行制度の維持という結論ありきの答申になっている点が、やはり

この答申としては一番問題点かと思います。 

その意味で答申がこういった結論に至った経過・理由というのが示されてい

るんですけれども、これも元々の並立制の小選挙区・比例代表それぞれの役割

として、民意の集約による政権選択機能、それから多様な民意の反映という 2

つの機能が理念なんだとか、今後もそのバランスは十分に配慮すべきなんだと

いうようなことを書いてあるんですが、じゃあこの機能をきちんとこの並立制

が果たしていたのか。それが適切に機能していたのか。そしてそのバランスが

本当に妥当であったのかということについては一切言及がないということにな
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りますので、その意味でいうと現行制度の功罪という意味では結論として、そ

の功罪を明確にしていない答申というふうにいえるかと思います。 

 その中でやはり功罪をどう議論するかという意味で、ここで黒丸で書かせて

いただいた通り、幾つかの議論の欠落、検証の欠落があると私の方では思って

います。1つはやはり選挙制度ということで考えた場合には国民主権原理を土台

にした議論・検証が必要であろうと。実際には議事概要の中でもこういった観

点からの議論が足りないのではないかという指摘。そしてそういう議会制民主

主義の根本原理をきちんとどう捉えるべきか議論した上でその土台の上で成り

立って並立制の組み合わせについて議論すべきではないかという問題提起がな

されているんです。が、答申の結論についてはこの点についてきちんと示され

ていないということになっています。 

 また大きな問題としては国民の視点に立った議論・検証というものもやはり

不十分ではないかということですね。これも諮問事項について考えた場合には

選挙制度の本質的な国民主権・議会制民主主義の重要事項という意味でいうと、

国民の意見を広く取り入れて行うべきではないかと。これは議事概要の議論の

中でも政党の立場を重んじるのではなく、国民が衆議院の議員に何を求めてい

るのかということを軸に考えるべきとの問題提起もあったようですけれども、

結果的には広く国民の声を集めるという作業がなされた、もしくはその結果に

ついての公表等はないということになります。 

 あと、現行制度の実態等に鑑みた検証ですね。やはり 1994年に小選挙区制導

入ということになりまして以降、もう 20年の歳月が流れています。そういった

中でさまざまな実態が選挙の結果と共に現れているんですが、そういったもの

に対しての検証というものがほとんど議事概要の中でも見られないということ

になります。例えば、NHKが従前から行っている日本人の意識調査等で、要する

に自分たち国民の意見が政治に反映しているかどうかという意味で政治的な有

効性感覚、こういったものが一貫して減退傾向にある。もしくは小選挙区制で

得票率と獲得議席の間で非常に大きな乖離がある。大量の死票がある。そうい

ったことで実態の実際の選挙に照らして国民が自らの意思が国会に反映してい

ないというような世論調査もあるという点についての検証がなされていない。

もしくは元々言われた政権選択機能という意味でいうと、実際の現状の国会の

一強多弱の状況に照らした検証も出されていない。 

また、踏み込んだ話ではありますが、原発、秘密保護法、安全保障関連法制

など、昨今の政治情勢の中で世論調査等で国民が示す意見と国会での結論が異

なっているといったことについても、選挙制度の持っている本来的な課題だと

思うんですけど、正面から論じていないということになるかと思います。そう

いった意味で、結局ではなぜ現行制度を維持するのかということについては、
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多くの政党が現行制度の基本理念をなお共有しているということで、既存政党

の一部の意見を根拠とするというようなものになっていて、なかなか選挙制度

を論じる、もしくは、その制度の維持を根拠付ける理由としては非常に薄弱な

ものではないかと言わざるを得ないかと思います。 

 その中で他方問題になりますのが、その結論に至った経過・理由の中で、国

民世論において衆議院の選挙制度について抜本的な改革を望む声が多いとはい

えないと、あえて書かれているんですが、じゃあそれがどのような根拠・数値

に基づくものなのかということは特に記載されていないですね。参考資料等も

ありませんでした。実際にはこういった選挙制度に関する議論が始まった当時

の段階では、抜本的に変えるという意見が国民の多数を占めていたというよう

なことで、こちらの方に数字が書いてありますので、その意味でいうと抜本的

な改革を求めていないという理由が国民の声だという答申の結論については、

非常に疑問を呈せざるを得ないということになると思います。 

 答申 2 ですけれども、これが衆議院の定数削減の処理ということになります

が、これ自体答申は国際比較や過去の経過等から見て、削減する積極的な理由

は理論的に見いだし難いということを言っています。ところが、定数削減は多

くの政党の選挙公約であり、主権者である国民との約束なんだと。なので、削

減案を求められるとするならば 10人削減。小選挙区では 7増 13減のいわゆる 6

人減。それから比例代表制で 4人減というようなことが結論付けられています。

しかし大問題なのは、削減するという結論を積極的な理由が見いだし難いと明

言しているにもかかわらず削減するという結論に至っているということですね。

根拠がないのに削減するというのは本当になされてはいけないことだろうと思

います。 

結局は多くの政党は公約に掲げたという意味でいえば、諮問した政党の意向

に沿った結論にしたんだというに等しく、何のために諮問をしたんだというふ

うに批判される、その意味では本来的な役割を放棄しているに等しいと言わざ

るを得ないんじゃないかなというふうに思います。 

その結論に至った経過・理由の中でも、ここに書いてある通り、総人口との

関係で見て諸外国の議会に比べて議員の定数が多いとはいえない。また小選挙

区制・比例代表制それぞれの意義を持ち、有効に機能するためには相当の定数

が必要とされる。定数の大幅削減と議席の比例配分および格差の最小化という

要請を同時に達成することは困難である。議席は有権者にとって選ぶ権利であ

るという視点もある。有為な人材を集めること、それによる国会の代表議会と

しての機能の強化、行政府との緊張関係の維持、各種委員会の機能の充実など

の諸要素を考慮する必要があるというふうに挙げています。言ってみれば、国

際的な比較、民意の集約と反映という機能、一票の格差の是正、国民の選択の
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自由の保障、国家の各種機能など、いずれの要素からも定数削減が肯定されな

いと言っているに等しいと思います。結局、定数削減を是とするファクターは

政党の約束だからだということなんですが、公約にしたからといって、これが

国民の意思であるというものではありませんので、やはり政党の視点に立った

結論ということにならざるを得ないのではないかというふうに思います。 

 さらに問題なのが、答申自身が「定数削減案を求められるとするならば」と

いう記載をしてまして、答申として削減を是とするか非とするかについて、あ

る意味で明言を回避した表現を使っているんですね。これ自体は答申としては

やはり責任回避と評価せざるを得ないのではないかと。有識者を集めて削減が

必要かどうかについて結論を出していないというに等しいのではないかと思い

ます。むしろ、削減を否定する諸要素が多いということであれば削減すること

の弊害等にもきちんと言及をし、警鐘を鳴らすということが本来であれば答申

の役割であったのではないかというふうに思われます。 

 その意味でいうと答申が示した資料自体は、国際比較の中で日本が実際には

主要国の国会議員 1 人当たりの人口がアメリカに次いで 2 番目に多い、つまり

国会議員としては数が少ないという数値等が出されています。また実際に 465

という答申が示した数値というのは普通選挙実施前の大正 9 年の 464 議席とほ

ぼ同じということになります。当時の人口と今の人口を比べれば 2.29 倍と、人

口増加に見合う定数にもなっていない。しかも普通選挙制が実現した大正 14年

以降で見ても、最も少ない数字であるというようなことが示されているという

ことになります。 

また、定数削減の関係では率直に踏み込んだところで言うと、国民の世論・

議論の中でも削減に対して積極的な議論もある中に、実際には議員の質の問題

というのもあるかと思うんですが、その意味ではこの答申の議論は一切、議員

に求められる役割・資質ですとか、あるべき議員像というような質の問題には

踏み込んでいないと。この間もマスコミ等でさまざま辞職せざるを得ない議員

が出てくるという状況の中で、選挙制度の中でこれを振り返ることも本来大事

であると思うんですが、そういった観点からの議論がないということがいえる

かと思います。 

 答申 3 につきましては、これは一票の格差をどう是正するかということなん

ですが、簡単に言いますと、小選挙区、比例代表いずれもアダムズ方式という、

要するに小数点以下を切り上げる方式を採るということで是正をしますという

結論になっています。これはもう答申自身が結論に至った経過・理由の中で明

言している通り、最高裁で不合理であると指摘された 1 人別枠方式と事実上大

差ないというふうに技術的にいわれているものということになります。その意

味で最高裁の批判に答えるものになっているのかという意味で疑問がある。 
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しかもやはり元々の議論として答申 1、2の中で現行制度を維持し定数を削減

するという枠組みの中だけで格差を是正するとなれば、要するに小数点以下を

切り上げるか切り下げるか四捨五入するかというような技術的な問題で解決せ

ざるを得なかったという意味で、非常に限定された結論であり、抜本的な格差

是正の方策という形で提起されたものではないと評価せざるを得ないのではな

いかと思います。 

 答申 4 ですけれども、現行憲法の下での衆参議員選挙制度のあり方の問題点

ということになっているんですが、書かれていることをそのまま答申をちょっ

と報告書に書きました。要約のしようのない答申だったというふうに思います。

結局、民意の集約と反映を基本として不断に見直していくべきものであると書

かれています。そして二院制の下では、こういう国会のあるべき姿等を議論す

るのは、全国民を代表する議員のいる国会で継続して考えていくことがふさわ

しいというようなことが書かれているということになります。その意味では結

局、現行憲法の下での衆参議員選挙のあり方の問題点が何なのかということに

はきちんと回答していない。結局書かれていることというのは、結論に至った

経過・理由の中でも、抜本的に見直していかなければいけないが調査会が担っ

たのはその一部に過ぎないですとか、そういった選挙制度を構築することは国

会に求められている。国会として議論することを国民が期待しているというよ

うな記載になっていまして、言ってみれば最終的には調査会ではなく国会でや

ってもらうべきことではないかというような結論になっています。 

ということで調査会自身の置かれた役割・立場の限定性のある中での答申か

なということで、長い議論の中でなされた答申ということになりますが、それ

が現行維持を基礎付ける理由に限定した形での答申になって極めて不十分なも

のだったのではないかなというのが、私の方が答申を見た結論ということにな

ります。報告としては以上になります。 

太田光征：はい、ありがとうございます。当然質疑などが必要だと思いますけ

れども、まとめて最初に報告してもらった方が良いと思いますので、次に田中

さん、お願いします。 

田中久雄：私の資料は、資料 Tの 1と 2でございます。一昨年の 10月から、私

共「変えよう選挙制度の会」という会を立ち上げて活動を開始しておりまして、

毎月 1回とか 2回定例会を開いております。昨年 11月に開いた会議で私が報告

した資料そのものを今日ご報告するわけです。内容の中で私案的な、ちょっと

提案的なものも最後の方に含まれておりますけれども、あくまでその時のその

会合での私の個人案ということでございますので、今日はただこの資料をご説

明して、今後の審議の参考にしていただくという趣旨でございますので、よろ

しくお願いいたします。 



18 

 

 目次を端折りまして本文の方ですが、元々二院制は何から始まったかという

ようなことから、そもそも皆さんご存じのことだと思いますのでポイントだけ

で端折らせていただきます。私個人は選挙制度をいろいろ考える上で各国の歴

史といいますか、どういう政治のありようがあって選挙制度が作られてきたか。

それと各国の国情といいますか、国民性とか、民族とか、宗教とか、いろいろ

な階層とか。いろいろな国々の状況というものが極めて選挙制度を構築する上

で影響を及ぼしているということです。世界各国の選挙制度と我が国の選挙制

度を比較することはよく行われるわけですけれども、気をつけなきゃいけない

のはそれぞれの国のお国柄といいますか、それを踏まえた上で我が国の選挙制

度はどういうものが良いのかということを考える必要があるのではないかと思

っております。 

 二院制の始まりとしてこのペーパーにありますように、貴族制。元々二院制

の始まりであるイギリスから生まれたわけです。それと連邦制、よくアメリカ

の例が挙がります。その他として貴族制、連邦制以外で二院制を採っている国

がありますが、それは民主的二院制ととりあえず呼んでおります。大きく 3 つ

に分類されるんではないかと思います。それからそれぞれの二院制、特に上院

の議員の選出方法は、ここに書いてあります任命制。身分、特に貴族とか、宗

教の高位の聖職者というような人。それから 2 ページにありますように間接選

挙。いったん有権者一般の国民が選んだ下院議員とか地方議員が上院議員を選

ぶという間接選挙制。それから我が国も含まれている、直接有権者が選ぶ直接

選挙制と 3 つが大きく分かれております。ですから前の二院制の形態と、どう

いう形で選ぶかということは必ずしもリンクはしていないんですけど、かなり

密接な関係はあるということです。 

 2 番目の二院制の長所と短所というのは皆さんよく議論されることでお分か

りのことだと思います。長所としては抑制とかバランスとか補完とかいうよう

な、そういう機能を期待して慎重に審議を行えると。「良識の府」という役割も

果たしてもらうというような長所がありますけども。短所として結局同じよう

な中身を 2 回続けて行うという非常に効率が悪いとか、費用もかかると、時間

もかかるというような批判も指摘されております。 

 結局、3ページの二院制の短所の下に方に書いてありますけれども、要は長所

と短所というのはコインの表裏の関係にあって、積極的に長所として評価する

ことも、逆にそれを消極的に評価すれば短所になる。ということで、どちら側

から見るか。長所となるか短所となるかはその時々の場面によって評価の仕方

が変わってくるということだと思います。 

一院制の主張ということでこれはよく二院制の議論をされる時に引用される

言葉ですけども、フランス革命の理論的指導者であったシェイエスという人が
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こう言っています。「二院制は何の役に立つのか。もしそれが第一院に一致すれ

ば無用であり、もしそれが反対するならば有害である」という言葉を言ってお

ります。要は二院制が無駄だということでフランス革命では一院制を採ったわ

けです。それに対してイギリスのウォルター・バジョットが、「そんな理想的な

一院制といいますか、下院が存在するというのであれば二院制は必要無いけれ

ども、そういうような理想的な一院制、下院というのは存在しないのだ」と。

要は二院制の有用性を主張しているわけです。 

 日本の参議院の沿革としまして、貴族院時代がありますけれども、これは皇

族議員とか華族議員とか勅任議員ということで選ばれて、原則 7 年で終身議員

もいたということです。戦後 GHQ の方針により貴族制度が廃止されましたが、

それに伴い一院制が適当ではないかという提案が GHQ からされました。日本側

はいろんな理由を付けて二院制を存続させるということから結局、そこまで GHQ

が自分たちの考えを貫くというような必要性も感じられずに参議院という二院

制が採用されたことでございます。 

 4番目のカーボンコピーと強すぎる参議院。これはよくいわれるキャッチフレ

ーズといいますか、ある意味では皮肉を込めたフレーズであるわけですけれど

も。最初の内閣との関係では、内閣総理大臣の指名では衆参両議院の議決が必

要ですが、もちろん衆議院の方が優先されるわけですが、その後の内閣の不信

任決議案とか、あるいは信任決議案というのは衆議院のみに根拠を置いておる

と。衆議院が解散されて選挙があって、初めて国会が召集された時に内閣は総

辞職しなければならないと。これも衆議院の総選挙があった後ということで、

参議院とは関係ないということで、基本的に内閣の信任というのは衆議院に根

拠を置いておるということだと思います。 

 両院の権限の違いについては、これもよく皆さんご承知のことだと思います

けども、法律とか予算、条約というようなことの議決においては、衆議院があ

る程度優先するような仕組みになっておりますけども、その他の国会同意人事

では憲法上何の規定も無いものですから、衆参同等で合意されないと同意人事

が決まらないという仕組みになっております。 

先ほど言いましたカーボンコピーとか強すぎる参議院といわれる由来、原因。

かつては衆議院、参議院、自民党が独占していたという時代が長くあったもの

ですので、参議院では大体衆議院から送られた予算なり法案なりをそのまま追

認しているということが長く続いて、参議院は必要無いんではないか。カーボ

ンコピーではないかというふうに揶揄されたわけです。ところが選挙制度の違

いもありますけれども参議院の方で野党が強くなってきていわゆるねじれ現象

というものも生じるようになりました。必ずしも参議院で与党が過半数を取れ

なくなってきたということで、法案とか予算もなかなか通らなくなってきたと。
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そういう状況でねじれ現象という表現が使われるようになりました。 

ねじれ現象という言葉自体、非常に好ましくないというような表現、印象を

与えるわけですけども、考えようによっては参議院の抑制、均衡という、本来

果たすべき役割として付与されていた機能が十分働いている結果ではないかと

いうこともあって、結局カーボンコピーであるか、あるいは強すぎる参議院で

あるか、どう評価するかっていうのはその時々の与野党の勢力図と、どちらの

立場に立って発言するかということによって、そういう言葉が都合よく使われ

ているんではないかと思われます。 

 その次に存在することに意味があるということで、これはかなり私の私見も

入っているんですけども。そもそも参議院の存在自体というのはチェックアン

ドバランスと。均衡、抑制、あと補完という機能も含まれるかもしれませんが。

そういうことは参議院が存在していること自体でその役割を果たしているんで

はないかというふうに、ちょっと踏み込んだ評価をしております。先ほど言い

ましたように参議院において与党が過半数割れをしてねじれ現象を起こしてい

る時には、まず与党は少数野党を取り込まなきゃならないということで、いろ

んな法案とか予算で妥協を強いられます。その前段階として、これは現在でも

そうですけども、自民党と公明党ということで連立を組まざるを得ないと。単

独で衆参両方で過半数を持っていればそんな必要性はないわけですけれども、

衆議院参議院で一方が過半数を取れないという時には連立を組むという、妥協

をせざるを得ないという効果があるわけです。それから衆議院で可決した法案

でも参議院で過半数あるいは過半数に近い議席数を野党が占めている場合には、

なかなか参議院でも抵抗が強くて法案の修正等、あるいは場合によっては時間

的な限界がありますから審議する時間がないということで成立を断念するとい

うことに追い込まれるということもあります。 

もうひとつ衆議院と違うところは参議院には解散が無いということ。衆議院

の場合には執行部といいますか、内閣が解散権をちらつかせて与党を黙らせる

と。スムーズに法案を通させるという脅しが効くわけですけども、参議院の場

合は解散がありませんのでその脅しが効かないということです。 

もうひとつ、これは重要だと思うんですけども、参議院は決まって 3 年ごと

に半数の議員の選挙があるということ。必ず 3 年ごとに民意を聞かなくてはい

けない、聞く機会があるということは、国民がその間の政府の政策についてど

う評価するかという、1つの成績表になるわけなので、これは非常に重要ではな

いかと思います。現にかつて参議院選挙で大敗を喫して内閣の総辞職をしたと

いう例も幾つかあります。 

 5番目に参議院の選挙制度の経過としまして、これは資料にも付けてあります

けれども、昭和 22年から全国区制というものを採用して、全国を 1つの選挙区
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とする全国区制と各都道府県を選挙区とする地方区制というものを組み合わせ

て、選挙制度が設計されております。これは参議院ができた時に非常に社会的

に知名度が高い有能な学識経験者等を選出させる必要があるんだと。そういう

立候補者というのはやはり全国区の中から選ぶということが望ましいんではな

いかと、また当選しやすいんではないかということでこの制度を導入したわけ

で。その結果、第 1回では緑風会という、ご存じの方も多いと思いますけども、

非常にゆるやかな会派でかなり著名人が、あるいは基本的には無党派的な人た

ちが集まった会派ですれども、92 人という第一党を確保したわけでございます。

ところがこの緑風会は選挙のたびごとに大きく議席を減らして、大半は自民党

の方に議員が入党を相継いだわけで、結局 1965年に解散してしまったわけです。 

 全国区というのは非常に選挙運動にお金がかかるということで、立候補者と

か運動員が全国を走り回るということで、死亡者も出たくらいで、「銭国区」と

か「残酷区」というように揶揄されたこともあります。それともうひとつタレ

ント等の有名人とか、業界団体とか宗教団体とか労働組合など大きな組織が無

ければ当選できないというような選挙制度であったということで、かなり批判

も高まってきたわけです。それで 57年に政党による拘束名簿式比例代表制に全

国区を改めました。人数はほとんど前と同じなんですが割合ですね、比例代表

と選挙区制度の人数は同じなんですけども、拘束名簿式に変えたということで

す。この時には参議院の政党化を促進するんではないかということとか、無所

属候補者が立候補できないんではないかという批判も強く出されております。

でもミニ政党というのがかなりこの時代には出てきましてサラリーマン新党と

か税金党とか、福祉党、二院クラブ、それから後に日本新党も出たわけですけ

ども、そういうミニ政党が乱立した時代でもあります。でも批判は相変わらず

続いておりまして、やはり人物を選ぶことができないという批判が高まりまし

て非拘束名簿式の比例代表制に平成 12年から変わりました。これが現在の参議

院の選挙制度でございます。 

 6番目に参議院選挙制度の考え方として、よくいわれるように参議院の独自性

ということが必要なので、そのための選挙制度の設計が求められるということ

で参議院の均衡／抑制／補完機能を果たすためにどういう選挙制度が良いのか

ということでいろいろ考えられております。いろんな提案がされてますけども、

憲法上の制約もあって考えられる選択肢っていうのはそれほど多くないという

ことです。少なくとも憲法上は参議院の選挙ですね、被選挙権の年齢を 30歳に

していることとか、全国区を設けているというようなことが、衆議院の選挙と

違う点でございます。憲法上の制約として、「両議院は全国民を代表する選挙さ

れた議員で構成される」という憲法 43条がございますので、結局、直接議員を

選挙するという制約の中で参議院の独自性ということで学識や経験の豊かな人
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物を選ぶようなシステムを構築しなければならないという非常に難しい舵取り

が求められるわけです。 

 8ページに参議院の選挙制度改革のところで、3つの基本的要素と書いてあり

ますけれども、これは今まで述べたように現行憲法のいろいろな制約の下で考

えられる選挙制度としてどういうものが設計上考えられるかということです。1

つは参議院選挙、全国区と地方選挙区という二本立てにするのか、あるいは全

国区または地方選挙区だけの一本化にするのかということが 1つ。2つ目に地方

選挙区を設けた場合にブロック単位にするのか原則都道府県単位にするのか。

それから 3 つ目として全国区あるいはブロック選挙区を設けた場合にその選挙

を多数代表制で行うのか比例代表で行うのか、比例代表の場合には拘束名簿式

とか非拘束名簿式とか自由名簿式という 3つのパターンが考えられます。この 3

つの要素を組み合わせていろいろ考えるわけで、参議院でも議長の諮問機関の

制度研究会とか、あるいは政府のほうの選挙制度審議会とか、それから有識者

懇談会等が設けられていろんな案が提案されております。下に１から７までい

ろんなパターンが掲げられておりますけども、それぞれの研究会とか審議会で

提案されたものです。 

 最後に 8番目、9ページですけども、参議院の選挙制度の問題点と改革方向と

いうことです。参議院選挙の選挙制度を考える上で非常に今問題点、隘路にな

るのは議員定数が少ないということですね。衆議院の場合には 475 人ですが参

議院は 242 人と約半分ですね。しかも 3 年ごとに半数ずつ改選するということ

で、3年ごとの選挙では当選議員が 121人というふうに限定されます。しかも全

国区と地方区と分かれると現行制度では 48人が全国区、73人が都道府県選挙区

ということです。地方区の大半 32、半分が 1 人区ということで、その 1 人区が

どちらに転ぶかによって選挙結果が大きく変わってくるという状況になってお

ります。 

これは衆議院と同じように一票の格差というものが生じてくるわけですけど

も、衆議院と比較して参議院の場合は最高裁もかなり allowance。そういう数が

少ないという状況も勘案、あるいは参議院の方がある程度地域性というのを必

ず 1 人ぐらいは出す必要があるんではないかという考えも背景にあるかもしれ

ませんが、5 倍ぐらいまでは今まで合憲の範囲内だったわけですけども、平成

22 年の参議院選挙ではこれも違憲状態といわれております。衆議院と比べると

倍ぐらいの allowance があるわけですけども、やはり参議院でも一票の格差の

問題が非常に大きくなって、今年 7 月に行われる参議院選挙からは 2 つの合区

の選挙区ができます。鳥取・島根と高知・徳島が合区して今まで 4 つだったの

が 2つになるということになります。 

 改革の方向としてはいろいろな問題、そういうことを解消する必要があると
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いうことに尽きるわけですけども、ある程度無所属の議員とか参議院の本来の

求められていた、有能な良識のある議員が選ばれるようなシステムっていうこ

とが求められるんではないかと考えております。 

 最後に 10ページの下の方に具体的改革私案と書いております。これはまあ参

考までなんですけども、わたしの 11月の時点で報告した時には、都道府県単位

の選挙区はブロック単位とすると。全国区はそのまま存続して結局全国区制と

ブロック制と 2 本立てにすると。全国区にはクオータ制を採用するということ

を私案として提案したわけです。ブロック制にする理由は一票の格差がほとん

ど解消されると。それから有能な有識者を選択する可能性が非常に高まる、あ

るいは無所属でも当選しやすいと。ブロックを幾つにするかによってだいぶ中

選挙区制度に近づいてくるわけですけれども。例えば西岡参議院議長が提案し

た 9ブロック制にしますと大体各ブロック 7人から 27人とかなり人数の幅がで

きてしまうわけですけども、これはブロックをまた再編してできるだけ定数を

均等化するということも考えられると思います。ちなみに東京の場合には 7 人

になるということです。全国区制をそのまま残したというのはクオータ制を導

入したいということと、やはり政党への支持票を議席数に反映するシステムと

いうのは残す必要があるんだということとか、政党にとって必要な人材という

のを当選させたいというシステムとしては全国区制を残すということも考えら

れるんではないかということで考えたわけでございます。以上でございます。 

桂協助：私の資料は K という字が載っている資料です。頭の方にある二院制の

あり方とそれに対応した衆参の選挙制度の基本方向についてというのは先月提

出したかったんですけど時間的に間に合わなくて。というのは論点の絞り込み

という、幾つか出されていた論点に立って基本的な認識を確認しあうというと

ころで使いたくて出したかったんですけど出せなくて今回させてもらいました。

これは今後の論点を踏まえた上での基本方向の設定という中でまた使えると思

いますので、そういう意味でも出させていただきました。 

私が今日担当しているのは選挙制度にかかわる現状分析ということです。こ

の頭の方の文章の中で関連して申し上げておきたいのは、今田中さんから参議

院の存在意義とか選挙制度のあり方とかいうことについて発言がありましたけ

ども、私も基本的にかなり共通した認識をしております。存在することに意味

があるとおっしゃいましたけれども、私もそう思っておりまして。 

二院制のあり方の中で参議院というのは良識の府というふうにいわれますけ

ども、それはかなり原理的な内容を含んでいるというふうに思っております。

というのは、良識の府というのは政党とか政権といった立場から距離を置こう

という発想があったわけですね。そして議員その人の思想・信条とか識見とか

いうものに立って活動をするという議員の院であるという意味合いを込めて良
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識の府という言葉が使われていたわけですけど。そのことはもっと突っ込んで

言うと、個の視点、個人の視点ですね。政党とか政権とは別に個の視点に立っ

たアプローチでもって政治・社会というものを見直していくという意味合いが

基礎の部分にあるだろうと。 

それは民主政治にとってとても大事なことで。社会の全体的な体系とかシス

テムとかいう観点から政治にアプローチしていくということが一方にあって、

しかしそれだけでは十分ではなくて、やはり個の視点からアプローチしていく

ということがとても大事だろう。参議院というのは、そういう意味合いでの良

識の府。衆議院というのは社会体系を作っていくという大局的な観点からアプ

ローチをしていくという院として意味があるだろうというふうに私は理解して

います。参議院については、私はかなり積極的な意味において存在することに

意味があるということを申し上げたいと思います。そういった議論の中で今後

参議院のあり方、そして選挙制度のあり方について議論が行われると思います

ので、今後またその辺は言及していきたいと思います。 

 今日は担当している選挙制度の現状ということの分析をこの後述べたいと思

います。一番最後の方に、半ビラでひとつ挟まっている表と、その後に 1、2、3

と 3 ページ立てになっているのがあります。半ビラの方は小選挙区制に関する

部分です。それから後の 3 ページ立ての方は比例制の方ですね。いずれも衆議

院に関するものです。 

まず半ビラの方の小選挙区制についてですけども、小選挙区については死票

の問題とか、票と議席の乖離ということが随分これまでも言われてきています。

その話の続きということになるのですけども、若干あまり使われていない手法

を使って分析しましたので、そのことを中心に述べたいと思います。 

この表の、47 回、直近の 14 年 12 月の総選挙のところでまず申し上げます。

得票率の欄、これは小選挙区部分の全国レベルでの得票率ですね。自民党 48.10%

から、ずっと各党の得票率があります。基準議席としているのは、小選挙区部

分の全国定数、この時の選挙ですと 295あったわけですけど、295に得票率を掛

けて、いわば準比例議席ということになると思います。便宜的に小数 1 位で止

めています。これを基準議席として立てているということです。その下に獲得

議席。これは実際に小選挙区で各党の当選してきた議席数ですね。それからそ

の下の議席率は、今言った獲得議席が全体の定数に占めている比率ですね。自

民党の場合ですと 75.25%になっているわけです。ここまでが事実のそのままの

ディテールということです。 

それに対して⑤のところは、議席率を得票率で割るということで。要は票に

対して議席がどうなっているかという率ですね。1.0であれば票と議席が完全に

釣り合っているということです。それが実際には自民党の場合ですと 1.56にな
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っている。これが票と議席の乖離を表す、1 つの表し方になるわけです。大変な

乖離になっているわけですね。ということは逆に他の党は非常に、本来の比例

の線からはずっと落ち込んでいると。民主党が 0.57という状態ですね。 

一番下の行は、獲得議席数を基準議席で引く、つまり基準議席から何議席離

れているかということを表すことになります。自民党の場合は 80.1議席、超過

議席になっていると、逆に民主党は－28.4 議席。これを横にずっと見ていった

ら分かりますようにほとんどの政党がマイナスですね。公明党はプラスですけ

ども、公明党は自民党と連立を組んで選挙協力をすることによってうまく議席

を獲得しているわけです。他の党はほとんどマイナス、大幅マイナスになって

いるという非常にいびつな実態が出ているわけです。この獲得議席を基準議席

で差し引くというやり方はあんまり行われていないと思うんですけれども、こ

れの便利なことは合計が利くということですね。全党合計すると一番右下にあ

るように、170.8。プラス、マイナスを絶対値で合計して離れている議席数を全

部足すと 170.8 という、かなりでかい乖離が発生しているということが分かり

ます。上の比率で見た場合には各政党について見るには役に立つんですけども、

比率は合計できませんので制度全体を評価するということには不向きですよね。

しかし議席の差を全部表して、それをトータルで表すということにしますと、

全体としてその制度においてはどういう乖離状況が生まれているかっていうこ

とが分かるということで便利だと思っております。これが表の中の特徴だと思

います。 

 いずれにしましても今の小選挙区制が非常に民意の反映として問題があると

いうことがこの資料からも分かることですね。このことを先ほどの山口さんの

報告の中ににあった結集という言葉でもって今の小選挙区制を肯定的に言う人

たちは、これは結集だという言い方をするわけですけども、ゆがんだものに対

する美化したような表現だと思って、非常に私は質の悪い表現だなと結集なん

ていうことじゃないだろうと。 

太田光征：多分、集約ですね。結集じゃなく、集約。 

桂協助：ごめんなさい。集約ですね。集約という言葉が使われていますけれど

も、美化した言葉だと思います。今のは直近の総選挙だったんですけども、過

去 7 回を全部見てみますと、96 年の総選挙から 14 年まで 7 回行われています。

今見た下の方の死票のところ、⑤⑥をずっと横に見ていきますと、比率で見た

場合も、それから議席の離れ具合から見ましてもどんどんひどくなってきてい

るということが分かります。すみません、これ第一党だけ見たものですね。第

一党だけを 7 回並べてみたわけです。比率でいいますと最初は 1.46 とか 1.44、

1.28 だったのが、1.5 を超える状況に今なっているという状態ですね。議席の

乖離の方も 53議席、54議席、30議席だったのが、70とか 80とか 100 とかいう
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ふうにひどくなってきているという状況です。こういったことで票と議席のア

ンバランスが小選挙区の下では非常にひどいということが確認できると思いま

す。 

 次に比例制の方を見ていきます。比例選挙についてはそれほど悪いものじゃ

ないみたいに思われてきたと思います。今言ったように小選挙区が非常にひど

い状況なのであまりにもひどいものですから、比例選挙の方についてはさほど

問題にされてこなかったと思います。ですけど結構比例制も問題があるという

のが私の見方です。それを各 7回について表にしているわけです。この表では、

今ドント方式によって比例配分が行われているわけですけども、その現実の比

例配分とそれを単純比例にした場合はどうかということとで比較しております。 

太田光征：桂さん、ちょっとお願いです。単純比例を少し簡単に説明していた

だけるとありがたいです。 

桂協助：単純比例というのは先ほど基準議席の計算で申しましたけども、全体

の定数に対して各政党の得票率を掛けて基準議席というものを算出したわけで

す。単純比例というのは、要はそれをそのまま使っちゃうということですね。

41 回 96 年の表で見ますと、自民等の 32.76%という比例の得票率から、各党の

得票率がありますが、それに単純に定数と掛け合わせるということにしますと、

自民の基準議席は 65.5 議席となります。次の新進党 56.1 議席という具合にな

ります。この中で各政党の整数の部分は、そのまま各党の議席になります。小

数の部分が配分残りになるんですけども、小数以下の議席はありませんので、

小数の値の大きいところから、配分残りを充てていくということになります。

小数点の小さいところは、その小数部分は切り捨てになってしまうという格好

ですね。ですから何回も繰り返す中では、これは四捨五入と同じ結果になりま

す。この基準議席に対して、小数の扱いが加わるというのが単純比例の配分式

だということです。だから非常に準比例議席に近い配分ができるということが

単純比例式の特徴です。 

 時間をかなりオーバーしそうな感じなので簡単に申します。配分を先ほどと

同じように実際の配分数を基準議席で差し引きするということをやりました。

それをドント式と単純比例式でやっております。96 年の場合ですと横にずっと

見ていっていただきますと、ドント式の配分結果というのは 22.5となっており

ます。超過と不足の両方の絶対値で合計して 22.5ですね。単純比例の方は 12.5

になっております。半分近いところまで改善されております。パーセントでい

うと 11%と 6%。これを私は離れ率と呼んでいるんです。 

 毎回これをやっていって最後の方で平均を出しております。次の最後のペー

ジです。7 回の平均を取りますと、ドント式で 24.5 議席の乖離になっておりま

す。パーセントでいうと 13.6%。単純比例ですと 8.5議席、パーセントで 4.7%。
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ですから大体 3 分の 1 くらいまで、ドント式よりも単純比例の方が乖離が低い

という現状になります。こういう非常に顕著な差がありますので、現行方式に

関しては比例部分についても、配分方式の見直しということが迫られていると

いうふうに私は考えております。以上です。 

太田光征：はい、ありがとうございます。それでは質疑に移りたいと思います。

前回の会議にもありましたように、特に答申案ですね。選挙制度に関する答申

案に引きずられすぎても困るので、どういう民意の、われわれの論点を浮き彫

りにするかという観点からですね、選挙制度の基準ですとか、基本設計とか、

あとは建て付け、民意の反映の条件といった重要な論点を浮き彫りにするよう

な観点からの質疑をお願いしたいと思います。他の議題もありますので、30 分

ぐらいをめどに一応区切って、今のお三方の発題・報告についての質疑を行い

たいと思います。では皆さんからお願いします。はい、じゃあ、城倉さんから。 

城倉啓：すみません。幾つかまとめてご質問させていただいて、議論の活性化

をと思っています。1 つは山口さんに対するご質問です。桂さんが先ほど言った

今の衆議院選挙制度の批判点というのを「第三者機関」といわれているこの答

申が一々押さえているのか、部分的にでも押さえているのかということ。そし

てそれに関連して皆さんにお尋ねしたい。「第三者機関」に対する批判を山口さ

んがおっしゃっていて、それはまったくごもっともだという意見を私は持って

いますけれども、そのような山口さんのご意見を基礎にしていくということを

皆さんが確認できるのかどうか。「いや、ここは合ってないんじゃないの」とい

うことがあるのかということ。 

 お三方にお伺いしたい点。地域代表という考え方があると思いますけれども、

それは衆議院・参議院どちらがふさわしいと考えていらっしゃるのかというこ

と。 

 それと山口さんと田中さんにご質問なんですけれども、比例代表制を採る場

合に衆議院・参議院どちらの方がふさわしいのか。比例代表というのは政党を

育てていくという効果が出てくると思います。桂さんは参議院については個人

とおっしゃっているので。 

 桂さんについてはドント方式以外でお勧めの方式があれば教えていただきた

い。以上です。 

山口真美：私の方から答えさせていただきたいと思います。答申の関係で言え

ば、端的に言えば本来、元々の全政党で諮問するということで合意した中身が

並立制の功罪ということで言えば、その中で一番大きかったのは小選挙区制と

いうものがもたらすものが本当に民意の集約ということで機能として国民が求

めるものなのか、もしくは二大政党制を作るとか、政権交代をするという議論

の中で出てきたという中で、結果として見た場合には、今桂さんの報告でもあ
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りましたように、獲得議席と得票率にあれだけ大きな乖離があるという意味で、

それを集約と呼ぶ、要するにそれは欺瞞ではないかという意味があると思うん

ですけれども、その点についてはほとんど議事概要、私も全部きちんと見たわ

けではありませんが、一通りざっと見た限りでもやはり突っ込んだ議論という

のはなされていないということになるかと思います。その意味でいうと、最も

当時の議論の中でやってほしいと言われていたことが出されていないというこ

とになるんだと思います。死票を生み出しやすいということもそうですし、そ

ういったことが結局、集約という言葉とは裏腹に国民としては民意が反映して

いない、自分たちの意思が国政に反映していないという言葉で出ているものを

集約と呼ぶという、言葉として不適切だということもほとんど議論されていな

いということになりますので、やはり調査会答申としては非常に不十分。本来

の一番求められていた役割は果たしていないといえるのかなと思います。他方

むしろ、わたしたち自身の審議会の中で、そういった観点についてはきちんと

実質的な数字に基づいて分析してやっていくということが必要じゃないかなと

は思っております。 

 あと地域代表、比例代表、どちらがいいかというのは非常に難しいかなと。

私自身も衆議院と参議院の二院制があるということを前提にして、それぞれが

役割を果たす。それはやはり違った形で、その性格が違うことが役割として望

ましいと思っているんですね。参議院は本当に 3 年ごとに選挙があるというこ

とで、政権党にとって都合がいい悪いの時期にかかわらずその時々の民意をち

ゃんと拾い上げるということができますので、やはりここに大きく民意が反映

されることが望ましいと思っています。その中でやはり政党による選挙の状況

と、地域代表だとか、個人の政党に属さない無所属の候補、議員を出すという

ことをどうバランスを取るかということは、やはり 2 つの衆議院と参議院と分

けてやるのが一番望ましいだろうと思っています。どっちがふさわしいかとい

われると、事実上やはり従来からの積み上げの中で、元々衆議院は政党選挙を

中心に行われていたところと、参議院選挙は地域代表的なものを模索してきた

経過があるのでそれぞれの歴史に則ったところで制度を考えていくのが、現実

に制度を動かしていくという意味で望ましいかなというぐらいの意見です。以

上です。 

田中久雄：私の質問されたところは地域代表という意味合いが衆議院と参議院

とどちらが役割、ウエイトが高いのかというようなことだと思います。結局そ

れぞれ議員というのは地域代表という看板を背負って立候補し当選するわけな

んで、選挙制度がある以上やはり地域性というのは衆議院であろうが参議院で

あろうがなくならないと思うんですよね、現実的に。ただ制度設計においてそ

れをどう反映した選挙制度にするかっていう問題は考える必要があると思いま
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すけれども。ですから衆議院、参議院両方とも地域代表性というのは背負って

いるんではないかなと。こういう結論を先に言うのは少し問題かもしれません

けど、衆議院は比例代表。完全に比例代表か比例代表を中心にした選挙制度に

する必要があるというふうに考えております。そうなると参議院の方は、やは

り地域代表っていう役割のウエイトが高くなるんではないかなと。ですからど

ういう選挙制度を、今のところは両方とも地方選挙区っていうか、都道府県単

位の、あるいは衆議院の場合は都道府県をさらに細分化した地方区になってい

ますから、両方とも地域代表という役割を背負っているわけですけれども、選

挙制度が変わってくるとどちらの方にウエイトが高くなるのかっていうことは

選挙制度次第じゃないかなと。あまりお答えになっていないかもしれませんけ

ど。 

 それから比例代表。衆議院と参議院とどちらに適用するか、あるいはウエイ

トが高くすると良いのかということ。私が先ほど参議院選挙で提案したのは、

衆議院が基本的に小選挙区中心に行われているということをにらみながら、参

議院ではブロック制とか地方選挙区一本という考え方もあるんですが、やはり

政党の獲得票と議席数が反映するシステムも、現在の衆議院の選挙制度をかん

がみた場合に必要ではないかなということで存続させたということ。これも衆

議院、参議院どういう選挙区をそれぞれ採るのかによってバランスとして日本

のそれぞれの衆議院、参議院のどういう選挙が良いのかっていうのは相互に影

響を受けるんではないかと。だから絶えず両方の選挙制度を睨みながら、しか

も多様な民意を反映できるシステム。同じ制度よりは、現行の憲法の下でやは

りできれば差別化した制度ということが望ましいと思いますけど。でも基本的

には民意をできるだけ反映するという制度である必要があるんではないかとい

うふうに思っております。 

桂協助：最初に山口さんの報告の中でなさったコメントについてですけども、

今回の調査会の答申というのは反面教師としてとても役に立つと思います。反

面教師として役立てる上で山口さんのコメントは手引きになって有用だと思い

ます。大体認識は私もほとんど同感です。 

地域代表性の問題ですけども、田中さんも今おっしゃったように、衆参いず

れも地域代表の性格を持っていると、あるいは持たざるを得ないと思います。

選挙区制である限り、その単位選挙区の有権者との交流の中で議員活動をして

いくわけですから、そこからどんな意見を汲み上げていくかということは議員

にとって義務ですよね。ですから地域代表というのは当然あると。ただ地域の

利害代表になってしまうということが問題で。なぜ地域の有権者の声を受け止

めてパイプ役をするかっていうのは国政に持ち上げるためですよね。国政の次

元に地域の問題を持ち上げていくっていうことが国会議員の役割であって、地
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域単位の利害を代弁して行動するってことにあるわけじゃないですよね。それ

は地方自治体がやることですよね。利害を代弁するってことをもって地域代表

性なんだというような理解の仕方をして活動していますと、それは中央集権に

貢献していくことになるし、そして地域の自主権というものを削いでいってし

まう、空洞化させてしまうという役割を国会議員が果たしてしまうということ

になってしまう、現にそうなってると思います。 

ですから地域代表性というものを制度的に前面に立ててやっていくというこ

とは控えたほうがいい。それをやっちゃいますと、自分はここを代表してれば

いいんだということになりますね。そうすると大都市部の議員は大都市のこと

を考えていればいいんだと。地方の過疎問題なんていうのは地方の議員たちが

やることなんだと。俺の問題じゃないよってことになりかねないですよね。実

態はまさにそうなっていると思います。過疎問題だとか地域経済の地盤沈下だ

とかいうようなことは国政上の大問題なわけです。それを国会議員たちが都市

の議員も地方の議員も垣根なく連帯してやらなくてはいけないのがそうなって

いないですよね。ですから私は地域代表性を制度的なところにまで被せていく

ということは絶対やってはいけないと思います。有権者の声を聴いていくんだ

と、あるいは有権者に対して伝えていくんだというレベルでの地域代表性であ

り、そして国政に持ち上げるという役割なんだというところの基本に立つべき

だと思います。 

ですから地域の定数を厚く配分するというのに、私は大反対です。それはも

う人口比でやるべきだという考え方です。地域の代表を厚くしていった結果が

今の状況ですから。逆効果になっているのが現実ですから。地域の代表を厚く

して地方の地盤沈下がどんどん進行していったのは、問題を国政のレベルに上

げないで、問題を矮小化して官僚たちの下請け活動なんかをやっているから、

ああなっていくわけです。まさに悪い意味で地域代表になってしまっている。

そういうことを推し進めることになってしまいますので、私は定数の配分とい

うのは人口比の原則をしっかり守ってするべきだと思っています。 

それから比例代表制の種類は他にどうかということですが、さっき言ったド

ント式とか単純比例式というのは議席配分の方法で、比例代表制の中の 1 つの

部品みたいなものです。部品の話としてはドント式は非常に問題だということ

で、これを選んだことは大変な失策だったという判断です。 

これがそれを選んだ時の参議院の法制局のメンバーたちが書いた解説書なん

ですけど、その中でドント式を大変評価して持ち上げているんです。『問答式参

議院比例代表選挙制度の解説』（選挙法制研究会）。これはその当時の参議院の

法制局の職員たちです。比例制を推し進めた自民党の法案作りに法制局として

協力したわけですけども、その時のメンバーが書いています。その中でひとつ
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ドント式の良さというのは、端数処理が無いから矛盾を生まないのだと。矛盾

というのはアラバマのパラドックスという矛盾があるんですけど、端数処理が

無いからそれを生まなくて良いのだと述べていますけども。実は先ほどアダム

ズ方式の話がありましたけれども、アダムズ方式は切り上げ方式で、ドント式

は切り捨て方式です。端数の部分を切り捨てていく。実は全面切り捨てを言っ

ているのです。ドント式は全面的に一党だけを残してすべての他の政党の端数

を切り捨てるというやり方なので、実は端数処理の最たるものです。その端数

処理、端数切捨てをやっているがゆえに、先ほどの歪な議席配分の結果が出て

きます。その問題点は今後あからさまに表に出してはっきり決着つけなくちゃ

いけない問題だと思います。その点のところにも今回の調査会は踏み込んでい

ない。踏み込んでいないことの 1つだと思います。 

比例代表制の種類は幾つもあります。選挙区との組み合わせ方が伴うわけで

す。ドイツみたいに小選挙区制で組み合わせるとかあるわけです。私が今後提

起していきたいと思っているのは、中選挙区制。2人区と 3人区という小さな中

選挙区制と比例代表の組み合わせを提起したいと思っています。 

太田光征：ちょっと私から意見を言わせていただきたいのですけれども。まず

地域代表性については定数是正訴訟の中である程度決着がついてまして。要す

るに定数配分の格差との関係で、地域代表性を重視するのはけしからんと。憲

法の原則に則ってやはり全国民の代表という憲法要請に従うべきだという判決

で確定していると思いますので、少なくとも定数配分との関連での地域代表性

というのは最高裁レベルでも完全に否定をされていると思います。 

桂さんによる分析はドント式という配分方式についての分析なんですけれど

も。議席占有率と得票率が一致すべきだという点で多分多くの方が賛同される

と思いますけども、民意の反映という観点からいいますと、これは必要条件で

あって十分条件ではないと思うんですね。と申しますのは、そもそも得票率に

民意が反映しているかどうかというのは、選挙制度によって多分まちまちなん

ですね。 

ですのでわれわれは民意の反映ということをテーマにしていますので、細か

な比例配分方式の検討も必要なんですけども、やはり大きなところから民意の

反映の条件とは何かというところをやはり根本的なレベルから議論する必要が

あると思っていますので、是非そういう観点からも引き続きご議論をお願いし

たいと思います。では他の方、よろしくお願いいたします。 

山口あずさ：傍聴に来させていただきました第 1 部門の方の審議委員をさせて

いただいております山口と申します。桂さんが作られた表を大変興味深く拝見

いたしまして、できれば過去 7 回の小選挙区における全部の政党に対する数字

が見たいなと思いました。興味深いなと思ったのが 2 つあって、共産党の獲得
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議席、共産党の議員、要するに立候補者の出し方っていうのが当選するわけな

いのに出してるっていう実態が実際あるわけじゃないですか。そういう意味で

（当選率が）、突然低いわけですよね。あと、公明党が第一党でないにもかかわ

らずきちんと（議席を）取っているという。選挙協力の表れなんだろうなと思

っていて、そういう意味では 09年の民主党が政権を取った時の共産、公明はど

うだったのか、すごく興味を持ちました。 

 私は自分が選挙に出たときにいろんな話を聞きまして、小選挙区にしたとき

の理由として最大のものと思われるのは、俗説かもしれませんけども、要する

に選挙違反が多いのだと。中選挙区で保守と保守が争う時にバス旅行合戦が始

まったり、とにかく「（選挙違反は）絶対起こる」ということを（選挙に詳しい）

ある方から言われました。こういう結果になることはもちろん小選挙区が悪い

んだけれども、中選挙区に戻した時に絶対に選挙違反が起こって（汚い）お金

のかかる選挙になっていくということをある方から聞いてなるほどなあと思っ

て聞いておりました。 

コンクラーベの歴史というのは日本に無いので、選挙を 2回やるっていうね、

小選挙区うんぬんじゃなくて、小選挙区と中選挙区という数合わせの問題じゃ

なくて、1 回選挙やってその次に決選投票をすれば死に票なんて話にならない。

気に入らない人が小選挙区制だと当選になってしまうけれども、上位 2 人で決

選投票をする。そうするとお金がかかるといって文句を言いだすのは目に見え

てますけど、一週間後に決選投票をするというような制度を持つことによって

解消される話だという視点が必要だなというふうに思います。 

 ドント制とか逆に得票をいっぱい得ているところに議席配分が厚くなってそ

うでないということは、もしかすると決められる制度にするためにはその方が

いいっていう話がなくはないのかなという気がちょっとします。ベルギーで国

会が成立しないっていうのがあったと思います。国会成立しないなら要らない

んじゃない、いや、要らなくはないしということで困ってた時期が確かあった。

私はぼやっとしか知らないんですけれど。そういうような制度の持ち方によっ

ては国会すら成立しないみたいな制度になってしまうこともあり得る。何に力

点を置くかというので不公平をなくすという意味では私はコンクラーベを意識

するべきだと思っています。 

 あと地域代表で、地域の声を国政レベルにという話を伺った時に、今最も国

政レベルに地域の話を引き上げなければならないのは沖縄の話だと思うんです

ね。そうすると定数うんぬんで沖縄の国会議員をそのために増やせっていう話

じゃないのかもしれないですけれども、その地域の声で本当に全体で考えなき

ゃいけない問題っていうのは確かにある。公共事業をうちの県にいっぱい持っ

てきてくれっていう話とは別に、沖縄で起こっていることというのはやはり地
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域の声を国政レベルに上げていかなきゃならないものだと思うので、そういう

のを制度的にどう反映するかっていう時に、ちょっとよく分からないですけど

も、意識しておくべきなんじゃないかなというふうに思いました。以上です。 

太田光征：はい、他の方どうでしょうか。はい、お願いします。 

傍聴者 A：初めて出させていただきます傍聴人の柴崎と申します。まず山口先生

のペーパーの方から順番に、幾つかあるものですから、伺いたいんですけれど

も。まず座長が 93年の政治改革を推進した方だったと思います。確かその時の

議論は、なんで小選挙区制がいいのかというとポスターを貼る枚数と宣伝カー

が走る距離が短くて済むので金のかからない選挙になるのであるというお話が

ありましたけども。そもそもがいまだに金と政治の問題というのは昔ながら解

消しておらずむしろ悪化しているというふうに私は見ております。民主主義に

コストがかかるということに対しては、あれほどいろいろと文句を言う割には

他のことには世の中にはいろんな無駄遣いが行われているような場面というの

はあると思いますけど。感性が少しおかしいのではないかと。もうひとつ言い

ますと SNS とスマートフォンが当時は無かったわけでありますから、そういっ

た観点からコストというものをもう一回考え直すような検証をするのが本来こ

ういう調査会の任務ではないかと私も思うわけであります。これについては山

口先生にご見解があれば伺いたいと思います。 

山口先生のペーパーの 4 ページのコメントのところで人口比で多いとはいえ

ないという言い方を答申がしているというご指摘がありました。確かに答申で

は、確か答申の説明というのは 10ページぐらいの文章が付いていて、そこで議

員 1人当たり人口 26 万で、あとイギリス、イタリア、フランス、ドイツと並ん

でいますけれども大体先進国軒並み 10万人前後で、日本だけ突出して議員が少

ないということですから、むしろこれは問題として逆なんじゃないか。議員を

増員するという提起が出てくるのが本来の筋ではないか。この総人口との関係

で見ると諸外国議会に比べて多いとはいえないなんて生易しい話ではなくて、

全然少ないというのがファクトとしては正しいのであって、ファクトそのもの

を正しく表現していないようなものが答申の中に言葉として出てくるというの

は大変無責任であると私は思います。それからアメリカは少ないじゃないかと

いうことですけれども連邦議会と日本のような国会を並列に数の問題として論

じるというのは、ちょっと比較の対象になっていないんじゃないかということ

を思いました。山口先生のペーパーに関しては以上です。まとめてお話してよ

ろしいでしょうか。 

 桂先生の方もいろいろと研究されておられる部分ですが、16ページの指摘で、

大変重要だろうと思いましたが、英米独仏の 4 カ国にしか関心を向けてこなか

ったということで、英米仏は小選挙区制でドイツは比例代表であると。これは
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ちょっと選挙制度の話と関係無いのかもしれませんけれども、英米仏は帝国主

義戦争をずっと戦ってきた国ですから、帝国主義が存立する条件とかを整える

内政的な装置として小選挙区制というのはあるのかなみたいなことをちょっと

感じたりもしています。 

それはさておきまして、フランスだけちょっと違うんじゃないかというふう

に思います。先ほど決選投票というお話がございましたけれども、なんで小選

挙区制がいけないかということの論点表が前回の会議で出たと思いますが、あ

の中に出てきたコンドルセのパラドックスですね。2回投票制にしないから、ま

さに投票の逆理が作用してしまって、一番民意に遠い政府ができるという。こ

れは政治改革の一番最初のところできちんと議論すべきだった話ではないだろ

うかと思っております。まったく議論されていないということはちょっと異常

ではないかと思います。当のフランスはどうも、この点についてはきっと只野

先生に最新の知見を伺った方がよろしいのかと。確かフランスはトリエンギレ

ールとかいって、3位までを決選投票に入れてしまうということをやりましたよ

ね。どうですか。 

只野雅人：一定の得票がある場合だけが進めるということですね。 

傍聴者 A：要するに 3人で決選投票をやるというのは、コンドルセ先生が一番や

っちゃいけないって言ったことになるわけですよね。ですからちょっと私はこ

の改革自体問題でお手本にならないと思いましたが、それを只野先生に伺うの

は、ペーパーが桂先生なので後で伺えればと思います。 

それから桂先生のドント式の問題点というお話で分析されているんですけれ

ども、次世代の党がドントの配分結果で 0 で、単純比例だと 6 と書いてありま

すけれども、重複立候補のカウントは除いていらっしゃるんでしょうか。ちょ

っとその辺、気になりました。もし純粋に比例代表の部分だけで計算したらこ

んなことありえないわけですから。重複立候補で、確か次世代の党は全員だっ

たか大部分は重複立候補して選挙区で当選しちゃっているので確か比例で配分

された議席が無いっていうのは、そういう理由じゃなかったかと思うんですけ

ども。ちょっとすみません。私の記憶違いであれば間違えではありませんので

訂正いたしますけれどもちょっと確認した方が良いのかなと。 

桂協助：すいません、あの次世代のどの段落。 

傍聴者 A：3 ページの過去 7 回の衆議院比例選挙検証続きというところの 47 回

2014 年の次世代の党のところなんですけれども、ドントの配分結果 0 ってある

んですけど、これはちょっとよく分からないんですけども。単純比例で 6 でド

ンとで 0 というのはちょっと。 

桂協助：これは比例の部分だけですので、復活で当選かどうかというのはここ

では出てきません。それは選挙区の方ですよね。 
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傍聴者 A：これはドント式の計算方法の弊害を示すサンプルになるんでしょうか。

ちょっとその辺が。 

桂協助：第 47回ですよね。ドントの配分結果は 0ですよね。もしかしたら間違

いということはあるかもしれないんですけれども、多分配分が 0 だったんだと

思います。ドントでの比例配分が各選挙区で 0 であったということだと思いま

す。復活当選はあり得るわけですよね。ですからここに出ているのは皆比例配

分の議席がここには出ているので、選挙区では負けたんだけれども復活当選で

出てくるということはあり得ると思うんですけど。 

傍聴者 A：ちょっとこの表については私も分かりませんが。 

桂協助：ごめんなさい。次世代の党は選挙区で 2人当選しています。 

傍聴者 A：ドント式自体、それほど罪の重い弊害が生じるということではなくて、

むしろ単純剰余法と比べると極めて民意の反映という点では precise で公正な

計算方法だというふうに私は物の本で読んでおりまして。私の理解が正しいか

分かりませんけど、一応西平重喜先生の比例代表制という本の中でそういう説

明がありまして、先ほどおっしゃられたアラバマのパラドックスが起こらない

ようにする最善の方法がこれなんだというお話だったと思いまして。ただ確か

に少数政党がそんなに伸びないというのはあるので、後は価値判断の問題で多

様な意見を議会に反映させることが望ましいんだということであれば、サント=

ラグ式にして少数党をもっとかさ上げしてやれば良いわけですけど。そこは価

値判断なので、まずは民意の反映ということで言うと、ドント式が一番最善で

あると私は考えています。その辺の評価は、あるいは違う意見もあるかもしれ

ませんけれども。 

太田光征：大分ご意見あると思うんですけど、議事の方に移らせていただいて、

最低限次の会議の議題だけは決めたいので、その辺まず決めさせていただいて、

あとご意見あれば伺いたいんですが、どうでしょうか。次の会議の議題。前回

会議のまとめというものを私書いてきたんですけれども、これもご承認いただ

けるのであれば是非お願いしたいと思いますので、この 2 点をまずお願いした

いと思うんですが。やはり時間があっという間ですね、2時間というのは。3時

間にすることも含めてちょっとご検討いただければと思うんですが。 

小澤隆一：すみません。ちょっと意見を言う機会を逸してしまったので。今、

太田さんが言われたようにやはり、せっかくこれだけ 3 本ご報告いただいてち

ょっと議論が不十分な感じがするので、今日出てきた論点・議題は継続審議と

いう形にして、それにもう 1 つ加えるものがあるかどうかという形で進めたら

いかがでしょうか。ちょうど重要な地域代表性とか、いろいろ議論が出てきて

ますので。 

岡本達志：すいません、本日ここの会場はずっと使ってるものですから、ちょ
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っと延長することは構わないです。出席の皆さんのご都合によって 30 分でも 1

時間でも可能なんですけども。 

城倉啓：8時から 8時まで借りてます。 

岡本達志：次の会議が 2時からなんで。1時ぐらいまでには終えたいんですけれ

ども。どうでしょう、そこからちょっと話してもらって。 

太田光征：皆さんのご都合もあるかと思うんですけど、どうでしょうか。 

只野雅人：今小澤さんの方からありましたように随分いっぱい論点が出たので

一回ちょっと整理をした方が議論が進むかなという気がするんですね。質疑を

してますと多分延々話が広がっていくので。ですから今日のを前提にして付け

加える点があれば、少し出していただいて、必要ならば私の方で少し整理して

も結構ですけれども。次回むしろ議論中心にという形でも良いかなというふう

に思っています。前回の話だと、今回は衆議院に重点を置いてというようなお

話で。今日はそこまで行き着かなかったので、次回は衆議院に重点を置きつつ

参議院のことを意識しつつっていうことで議論中心のセッションという感じで

いかがかなと思いますが。 

太田光征：そうしますと論点整理を只野さんにお願いしてよろしいでしょうか。 

只野雅人：はい、皆さんにたぶんお諮りした方が良いと思いますので、できる

だけ早く私の方で整理して、ちょっと違うんじゃないかということがあればそ

れも踏まえて、少し議論の軸になるようなものをまとめてみたいなと思います。 

太田光征：はい、ではそういう内容で次回の会議を行いたいと思います。あと、

今日お願いしたいのは前回会議の議事まとめ案というのを書いてきたんですけ

ど、これをどうしましょうかということなんですが。 

田中久雄：この審議会は 3 つの部門があってそれぞれ議事録をまとめなきゃい

けないと。事務局の方は大変だと思うんですよね。ですからそういうご努力、

労力を考えた場合は、まとめ案でとりあえず出していただくということはやむ

を得ないと思うんですね。最終的には議事録という形で一般に公表するという

ことは当然やっていただくという前提ですけども、毎回毎回どういう議論があ

ったっていうのを次回に出すとかいうのは、このまとめ案という形で私は結構

だと思います。 

太田光征：このまとめの趣旨は、当然議事録を作るんですけども、かなり長大

なものですので、かなり読まれない可能性も高くなりますので、一般の方に是

非関心を持っていただくためにもまとめが必要かなという考え方なんですね。

完全な議事録はもちろん作りますけれども。一応、読んできたという前提で話

してるんですけども。 

城倉啓：この取り扱い方がちょっと問題になってるんだと思うんですけど、理

想的には前回の会議の議事録が今回あって、これに基づいてこの話をしますよ
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ということが、理想なんだというふうに私たち事務局は努力してるんです。た

だ次善の策として確定できた議事録がここに無い場合において田中委員のご厚

意で言っていただいた形でこのようなまとめ案というものをこの会議の場に持

ってくると。それは前回話をしたことを前提に今回話しているよということで

あり、また太田さんがおっしゃったように一般傍聴の方々への便宜を図るとい

う意味ですよということを確認していただけると、次回以降私たち事務局も頑

張って議事録を作りますけれども、間に合わない場合はこういう形になります

よということを押さえていただければという取り扱い方でいかがでしょうか。 

太田光征：あと、正式な議事録にも含めたいわけです。一般の方への配慮とい

う点はそれも含んでますね。なかなか読むのが難儀なものですから、やはりま

とめがあった方がいいだろうという配慮なんですね。議事録の中に。 

城倉啓：それは全然問題無いと思います。 

太田光征：どうでしょうか。このままでよろしいですか。いいですかね。はい、

ありがとうございます。それでは今日の議論、本当に不十分だと思いますので、

言い足りない方は是非引き続きお願いしたいと思います。委員の皆さん、時間

大丈夫でしょうか。どれぐらいまでいいですか。30 分ぐらいですね。では引き

続きお願いします。 

桂協助：先ほど山口さんのおっしゃっていた共産党と公明党に表れていること

なんですけれども、私は共産党が当選の可能性の無いところにどんどん立てて

いるというのは大変いいことだと思います。公明党は当選するところにしか立

てないのはあまり感心できないと。やはり積極的に政党は候補者を立てていく

べきだと。候補者を立てて得票できたらそれが議席に必ず反映できるという比

例制にすることが私は大事なことだと思います。ですから死に票にならないと。

どの選挙区にも立てていくと。選挙区においては当選できないだろうけども比

例という全体の枠の中では票に応じて当選できるというシステムの比例制、全

体として比例制という制度にしていけばいいんじゃないかと。そうすると公明

党だって必ず立てていきますね。全体の票でもって議席が決まるとなれば公明

党も必ず立ててきますね。そういうことにするためには供託金とか、非常にあ

れは障害で、候補者を立てづらくしていますから、ああいうものをなくしてい

って主要な政党は皆どこの選挙区にでも候補者を立てるというふうに持ってい

くことが必要かと。そうすれば有権者の参加も高まって、投票率も高まるとい

うふうな流れだと思います。 

それから山口さんがおっしゃった決選投票とかの制度ですね。党を選ぶとい

うことと、議員の人物を選択するということの問題だと思うんですよね。山口

さんは人物の選択という側面に視点を置いておっしゃっているように私は感じ

ているんですけど。私の思っている方向性としては、衆議院は政権選択であっ
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て、もちろん人物も問題になるんですけれども、その党が掲げている基本政策

とか、政策体系といったものに焦点を当てた選挙になっていくべきだろうと。

議員その人、候補者その人を問題にしようというのは参議院になっていくだろ

う。そういう方向性で考えています。山口さんは多分私が参議院に対して描い

ているイメージをお持ちではないかなと推察しているところです。 

山口あずさ：数字を提示していただくことは、一番上の方の表を全ての年度に

ついてというのがもしお手数でなければ是非見せていただきたいなと。 

桂協助：作りたかったんですけど作れなかったんです。作ってもし許されれば

メールで流させていただければと思います。 

山口真美：ちょっと先ほどの桂さんの資料で共産党の件でと思って、少し問題

意識としてある中に、今日の答申の報告の中にもあったんですが、観点として

もう少し切り口、踏み込みたいと思っていたのは実は小選挙区制の弊害という

テーマなんですね。その中とも実はこういう表が関連してくるかなと思ってい

ます。私もいろんな数の分析をしてきたんですけども、基準議席でやる小選挙

区制の分析って今までしてこなかったんです。その過程の中の 1 つにやはりそ

もそも小選挙区制になると候補者を立てないという問題がやはり大きくあると

思うんですね。共産党は特別によく頑張っているというか。ですが非常にお金

もかかって苦労しているだろうなというふうに思うんです。普通の政党であれ

ばお金もかかるし人手もかかるけれども結果につながらないということになる

と、やはりそもそも選挙区で候補者を立てなくなる。そうするとそこでは多様

な意見を持ったそれぞれの意見からの候補者というのが元々立たなくなる。そ

ういう意味でいうと、その選挙区での政策に基づくような議論。どんな政策を

立て意見を言った議員を当選させたいのかというような、きちんとした各選挙

区での国民・住民が参加した形での選挙にならないということも、実は小選挙

区というのは持っているんじゃないかなと思っています。それは逆に数字には

表れないものですけれども、おそらく中選挙区の頃に比べた候補者の擁立の状

況ですとか、そういったものをきちんと見ていくと出てくるんだろうなと思っ

ております。その片鱗として共産党の候補の立て方だとか、他の党の候補の立

て方がひとつあるのかなとちょっと思いました。その点なんかも小選挙区制の

弊害の中の 1 つのテーマとして少し議論していった方がいいかなと。答申が触

れなかった小選挙区制の弊害として議論すべきものは何なのかということは、

ひとつ問題意識として持っていいかなと思っています。 

それと裏返しの関係なのかもしれませんが先ほど傍聴の方から質問のあった

元々政治改革をやった時にお金のかからないという話から来たという。その意

味での歴史的検証もなされていないというのは答申として大問題だと思ってい

ます。ちょっとテーマとして初めの方に持ってくるのはどうかと思うんですが、
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お金の問題と選挙制度とはどうかかわるのかということも 1 つの議論ではある

かと思っています。私は実際にはお金がかからないってどういうことなのかと

いう中身はいろいろあると思っています。誰にとってどんなお金がかからない

かです。まず誰にとってというのは候補者にとってお金がかかるかかからない

か。それから選ぶ国民にとってお金がかかるかかからないか。選挙として制度

としてやる国としてかかるかかからないか。それはそれぞれによって必要性が

違いますので、国は民主主義の正確な実現のためにどれぐらいのコストをかけ

るべきなのかとか。候補者、議員はなるべくコストをかけない中で多様な人が

立っていくべきじゃないかというようなこともありますので、お金って誰にと

ってどうかかるのということは少し分けて必要なコストというのを考えなきゃ

いけない。 

それと一方で腐敗としてのお金ってあると思うんですよね。選挙に勝つため

に不正をやるといった金はかかってはいけないということになるんですが、そ

れをさせないということを選挙制度に頼ってやることなんですかっていう問題

もあるんですね。どの制度によれば、よりそうならないのかという問題もある

と思うんですが、争い合わず不正なお金がかからないような制度設計で考えま

しょうというのが、選挙制度を考えるファクターとしてどれぐらい重要なのか

という問題もあります。本来的にはそういう腐敗というのはきちんとした取り

締りや選挙活動の中での制度設計の問題としてやっていくものではないかなと

思いますので、そういった整理は必要かなと思っています。新しい時代の、ス

マートフォンなんかを使ってお金のかからない選挙のやり方っていうのも広が

ってきていると思いますので、そういったところの検証が必要かなということ

は私の問題意識としてあります。以上です。 

田中久雄：太田さんが民意の反映というかね、第 2 部門のまさに 2 年間のテー

マとして民意の反映と両院制のあり方というテーマをこの部会として掲げてい

るわけなんで、民意の反映についての議論が必要であるということはもっとも

な話ですし。山口さんのご報告の中でも、衆議院の議長の諮問機関で本来なら

ばそもそも論として衆議院の選挙制度が民意を反映している選挙であるかって

いう議論が当然なされるべきものを、まったくそこを端折っちゃって既存の制

度を前提にして、どう一票の格差をなくすかっていう最高裁の意向に沿うよう

な形で小手先の工夫をすればどう切り抜けられるかということに四苦八苦した

挙句の報告書だと思うんですよね。民意の反映っていうのはまさに私たちの部

会で本当に議論する必要のある大きなテーマだと思うんですね。 

私も先ほどの報告の中で言いましたように、非常に歴史というものを私は重

要視するんですけども、民意の反映ということをどう選挙制度に反映してきた

かという歴史の積み重ねっていうのが各国の選挙制度の表れとして現在残って
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いるわけです。 

歴史を見ると、やはり民意っていうのが、普通選挙になったというのはごく

最近なわけですよね。今度は 18 歳以上になりますけど、それまでは 20 歳以上

で選挙権があるなんていうのは本当に最近のことで、日本だって戦後になって

初めて女性に選挙権が与えられたわけです。その前、普通選挙、普選ってあり

ましたけども、その前は財産のある人しか選挙の有権者ではなかったと。それ

は日本だけじゃなくて、もう世界各国みんなそうなんですよね。それがようや

く各国で普通選挙権、ある一定以上の年齢になれば男女平等に選挙権があるっ

ていうのがほとんどの国で当たり前になったと。 

でもそれで民意の反映が達成されたかっていうと、僕はそうではないと思う

んですよね。これから考えなきゃいけないのは、ひとつは少数者の権利、発言

をする場、あるいは選挙の中で代表者を選べる、あるいは立候補できるという

機会を作るということが次のステップとして必要ではないかと思っています。 

少数者ではないけども今世界的に問題になっているのは、小林さんの方から

ご説明いただいた方が適当かと思いますけど、やはりクオータ制だと思うんで

すよね。女性をいかに議員にするかということは日本が先進国の中で最低の段

階に遅れているわけですよね。それを選挙制度の中でどう設計していくか、仕

込んでいくかということは、選挙制度を考える上で避けられない問題だと思い

ます。 

もう 1つは、より少数者ですよね。よく世間で LGBTといいますよね。性的に

差別あるとかなんとか。それから日本では少ないですけどもアイヌとか、沖縄

はそういう民族ではないですけども、非常に世の中でもマイノリティの人たち

が自由に立候補できて当選できるというシステムが、民意の反映の中で非常に

今後重要だし世界各国ともそれについていろいろ悩んで工夫していると僕は思

います。 

ですから単なる言葉だけの民意の反映で、死票をなくすっていうことは僕は

非常に重要な問題の 1 つだと思いますけど、ただそれだけにとどまらず、そう

いうこれからの社会で多様な人たちの意見を国会の場に反映できるようなシス

テムということを、やはり選挙制度を考える上で是非僕は考えてもらいたいな

と思います。 

太田光征：私から言わせていただきますけれども、やはり民意の反映の前提条

件としての立候補者の多様性が無ければ民意の反映のしようがないので、小選

挙区制が象徴的ですけども、選択肢が狭すぎるわけですから、やはり民意を反

映させるための条件としては立候補の多様性、立候補の自由というのが前提条

件だろうと思います。 

話が前後になりますけども、先ほど柴崎さんの方からでしたでしょうか、い
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ろんな比例配分方式の中ではどれがいいのかという問題に関しては先ほども出

ましたでしょうか、統計学者の西平重喜さんですかね。あの方の著書『比例代

表制』（中公新書）、私も以前読みましたけれども。これによりましても比例配

分方式いろいろある中で、例えばドント式にしろサン=ラグ式にしろですね、180

ぐらいの現在の定数を一括してこの方式を適用すれば全然差はなくなるわけで

すね。なぜ差が出るかというと今現在のようにブロック制で定数が細切れにさ

れた場合、そのブロックごとに定数を確定するとほとんどどんな方式であって

も大政党に有利になったりするんですね。そして少数政党に有利だとされるサ

ン=ラグ式でさえも場合によっては少数政党に不利になる場合もあるので、比例

配分が公正かどうかというのは、比例配分する対象の定数の大きさによるので、

これは何とも一概にいえない問題だと考えています。 

桂協助：今おっしゃったように比例配分の実施単位が広いか狭いかということ

は大きな要因ですけども、大きい中でもやはり単純比例とドントでは差が出ま

すね。単純比例の方が正しく出てくるということですね。 

それからいま西平重喜さんのお名前が出ましたけど、アラバマのパラドック

スが非常に大きな決め手になってドント式が採用されて単純比例式が否定され

たわけなんですけども、アラバマのパラドックスというのは現実には起きない

というのが私の判断です。というのは定数が変わる中でパラドックスが起こる

わけですね。同一の選挙の中で定数が変わるという前提で起こるわけです。で

すけど現実には同一の選挙の中で定数が変わるというのはありませんよね。で

すからそもそも前提が間違っているということですね。現実に定数が変わるの

は選挙をまたいだ中で起きるわけですね。47 回総選挙と 46回総選挙、その間で

定数が変わる。アラバマのパラドックスが起こるんだとすると、定数が変わる 2

つの選挙の間で各政党の得票が同一であるという条件が必要となってくるんで

すね。そうするとそれは確率的には宇宙始まって以来の、ビッグバン以来の年

数が経ってもそういう現象は一回起きるか起きないかという次元の話になって

しまうということですね。もう 1 つ重大な問題はアラバマのパラドックスが問

題にしているのは同一政党の間での矛盾なんですよね。前回の定数よりも増え

たのにもかかわらず、同じ票の中で議席が減っちゃったという政党が出るんだ

と。それは同一政党の間でのことを言っているんですね。ある政党にとって前

回はついてたけども今回はついてなかったねというレベルの話なんですよね。

そういう矛盾なんです。 

つまり政党間でアンバランス、不平等が発生したと、片っぽうの大きな得票

を得た政党が落選して、小さな票の方が当選したと、同じ選挙区の中で。そん

なことが起これば完全に不平等でおかしな制度だということになりますけど、

アラバマのパラドックスで問題になっているのは同一の政党なんですよね。前
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回は得したんだけれど今回はだめだったというようなレベルの話なんです。そ

ういうレベルの話は今のドント式の中でも起こっているんですね。つまり本質

的にはアラバマのパラドックスと同じことが実はドント式の中で起こっていま

す。そういう幾つかの問題点があってアラバマのパラドックスという問題は、

実は幾重にも虚構であったということなんです。というのが私の今持っている

判断です。もしご関心があれば資料をお出ししたいと思います。 

田中久雄：私もアラバマのパラドックスの理解が不十分なんですけど、あれは

アラバマ州がアメリカの下院でしたか。総定数が１か 2 増えた時に、それを各

州にばらまく定数が、アラバマが今まで 7 か 8 だったのが減ってしまったと。

総定数が増えたんなら、少なくとも増えることはないにしろ減ることはないと。

それが減ってしまったと。それはおかしいんじゃないかということで、アラバ

マのパラドックスという。州の人口数と議席数との比例というのが従来の方式

だと矛盾をきたすということでそれを是正するために新たな方法を考え出した

ということだと思うんですよね。だから政党のこととは別だと私は理解してい

るんですけども。それはそれとして、詳しい方はご説明いただければと思いま

すが。 

山口さんの報告の中で、衆議院の調査会の報告の大きな考え方として民意の

集約と民意の反映というね、それを選挙制度で、そういう機能は必要なんだと

いう考え方が基本的にありますよね。これはまったく私見なんですけれども、

民意の集約というものを選挙に求めるということが果たして正しいのかどうか

と。民意の反映は有権者の得票数に合わせて議席数を獲得することは、民意の

反映として選挙制度のある意味ではいろはみたいなものだと思うんですが、民

意の集約ということを選挙制度の中に求めるっていうのは、もっと違った考え

方とか、反映とは別の 1つの政策ツールみたいな。そういう 2つ違ったものを、

同じような基本的な原理であるというような形で提示するっていうのは、僕は

非常に問題だと思うんですよね。 

選挙の結果は議席数に反映するわけですけど、政治っていうのはそれで終わ

らないわけですよね。次に国会でどういう内閣を作るのか、政権を取るのかと。

選挙とそれから政権というのが 2ステップあるわけですよね。2ステージあるわ

けですよ。第 1 ステージで各政党が議席数を国民の意見の反映の下に何票取り

ましたということで反映されて、それから国会の場に移って各政党がそれぞれ

取った議席数に応じて、どういう組み合わせで内閣を作りましょう、政権を取

りましょうということで。日本の場合は大体過半数を取る政党とか、ほぼ連立、

今のように自民党と公明党で過半数以上の 3 分の 2 ぐらい衆議院で取れるわけ

ですよね。ですからいろいろと内閣を組閣する上での困難さに直面する機会っ

ていうのは無いわけですけれど、海外においてはほとんど国会の各政党の勢力
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図が決まってからどこの政党と連立組みながら政権を取るのかという第 2 ステ

ージの争いが起こるわけですよね。それが民意の集約。集約して一応過半数を

連立でも取って政権を取る、組閣するということが常道といいますか、基本パ

ターンなんですよね。それを選挙の段階で単なる反映だけじゃなくて、内閣を

決めるような、集約するような機能を持たせるということは、ある意味じゃお

こがましいというんじゃないけど、選挙制度をゆがめている結果になるんでは

ないかというふうに考えます。以上です。 

山口真美：今の田中さんからの問題提起、私も大変そのとおりだと思っていま

す。元々やはり民意の反映ではなくて小選挙区制。民意の反映にはふさわしく

ない小選挙区制を導入するためのギミックといいますか、言葉として出てきた

のがおそらくこの民意の集約というものではないかなというのが正直なところ

ですし、現状でもそうなんだろうと思います。要するにこの言葉を使うことに

よって小選挙区制への批判をそらしている。そういうワードとして使われてい

るというふうに私自身も思っています。 

選挙制度を考える時の、一番の選挙制度が目指すべき目的のところに、民意

の反映以外に集約というものが入ってくるのかという議論は根本からあると思

っています。それは実際には議会制民主主義とは何であるのかとか。国民主権

とは何であるのか。そして憲法はどういうものをこの国の制度設計として考え

ているのかと。そういうものからきちんと原理原則として議論していった時に

民意の反映以外に集約というワードが本当に立つのかという議論が必要だと思

っていますし、私はやはりそれは違うのではないかというふうに思っています。 

同時にやはり田中さんがおっしゃったとおり、集約と反映とを一緒くたに選

挙制度の中で論じることで、結局は多様な民意があって、多様な民意をどう国

会に反映するかで、反映された議員たちが、その多様な民意をどうやって調整

をしながらこの国のあり方を決めていくか。それが集約といいますか、議論で

あり政治であると思うんですね。そこのところの役割を放棄して、最初から多

様な民意を切り捨てることを集約と呼んで、一定の、特定の意見を持つ政党が

多数派を占めて国会の中で議論を決めていくということで。 

集約というものを選挙制度に入れてしまったことが政治のある意味でいうと

劣化ですとか、そういったもの。民主主義の中での議論の中で多様な意見を成

熟させて決めていくというような民主主義の本来のあり方を損なっているんじ

ゃないかなっていうふうに思いますので、私も田中さんの意見に非常に賛成し

ておりますし、そういった議論をきちんとこの審議会の中でも深めていくとい

うことは非常に今後の議論としてやっていきたいなと思います。 

小澤隆一：今お話いただいた民意の集約。私ももっともだと思っています。そ

れと同時に先ほど議論された議員に地域代表性を認めるか認めないか。この種
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の議論も、世の中で出回っている俗説は地方選出の議員を減らすと地域の利害

が表出されなくなるというふうに、いわば選挙制度いじくることに損得勘定を

乗せるという議論にどうしてもなりがちなんですね。やはり私たちのこの審議

会の役割っていうのは、そういった問題をちゃんと冷静に考えてみて、本当に

世の中に出回っている俗説が成り立つんだろうかということをちゃんと発信し

て、そしてそれを国民市民全体に届けて、是非共有してもらう。そういうとこ

ろじゃないかと思うんですね。 

先ほど来からの議論で、今日のプレゼンのいずれも本当に参考になりました

けども、やはりここでやってる議論の選挙制度の選出の方法はどうあるべきか

っていう問題は、実はそこの問題だけにとどまらない。まず、多様な民意がど

うやって表出されてくるかっていうね、ちゃんと民意を、声を上げやすい政治

環境をどう整えていくのかという問題とも非常に大きくかかわっています。 

先ほど共産党の議席率の乖離の問題が出ましたけれども、結局どこの政党も

供託金がもっと安ければ共産党並みに多分候補者を立てたいと思うんですよね。

やはり小選挙区で候補者を立てればその分選挙運動もできて、自分たちの主張

も出せると。ちゃんと選挙の場でもって自分たちの公約を提示することでもっ

て、それが比例代表にそれなりに貢献する。共産党はそういうつもりで立てて

るんでしょう。他の政党はやりたくてもできないっていう状況の中からこうい

う選択になっているという面があると思う。そういうふうに考えますと、そう

いうふうな状況を作り出してしまっている、これは選挙運動の制度にも波及し

てきますけども、今の現状というのをどう考えるのかということと、選挙制度

のところでの意見の表出と議席への反映のさせ方。そういった問題を考えてい

く必要がある。 

地域代表の問題との関係でも最近例の地方消滅論があるんで。かつては私た

ち憲法学者は、私たちと一括していいのか分かりませんけども、もう人口比で

やるべきだっていうことでやってきましたけども、ただあそこでああいうふう

な議論をさせてしまうと、この問題はどうやってカウントするのかっていうの

は、それはそれで 1 つの重要な問題になってくる。結局中央がどんどんどんど

ん 1人勝ちになってくる状況をどうやって止めるのかということを考えた時に、

それを選挙制度の問題に全部被せるのはおかしいという議論は当然立てるのと

同時に、じゃあその問題を全国民的な課題としてどういうふうに考えていくの

かっていうことについて、考えられる政治のフォーラムの場をどう作るのか。

それは選挙制度の問題とは違う。どの場でどうするのか。あるいは選挙制度で

もってなにがしかの貢献は若干する必要はあるのか。その辺りのことを議論し

ていく必要があると思うんです。 

結局やはりこれだけ広い国土を持った国ですから、議員と有権者とのコミュ
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ニケーションのやり方っていうのは明らかに都会選出の議員と地方選出の議員

とは違うわけです。その辺りの条件の格差をどういうふうにするのか。これは

ある種の地方交付税交付金的な発想の問題として、原理としての地域代表性じ

ゃなくて、私の考えるところの建て付け問題のところでもってどういうふうに

処理していくのかっていうレベルの問題として勘案していく。原理的な発想と

しての地域代表性っていうのをとりあえず国民主権、あるいは全国民代表性っ

ていうところから排除した上でもって、建て付け問題としての地域への配慮と

いうものを考えています。そんなことを先ほど皆さんの議論を聞きながら、私

は考えていました。 

傍聴者 B：傍聴の吉村りよみと申します。千葉県議会議員の一票の格差是正裁判

の原告です。昨年 12 月東京高裁で負けちゃいまして。私たちが考えているのは

やはり投票価値の平等、法の下の平等ということなんですね。先生おっしゃっ

たことすごく良く分かるんですけど、やはり国会議員というのは全国民の代表

であって、それは選挙制度を考える中でその地域の代表としての問題を考える

のではなくて。それは千葉県議会も同じなんですけどね、なんで銚子市だけ人

口少ないのに定数 2 だって、今負けちゃったんですけど。すごくそれは本当に

大事な問題だと思いますが、ちょっとそれは選挙制度の問題とは別の問題なの

ではないかなというふうに感じます。 

あと、山口先生おっしゃったように小選挙区制の弊害。何が問題なのかって

いうことは、やはり私たちも法の下の平等って考えた時に、千葉県も 20も 1人

区があるんですね。それによって議会がゆがめられているということを非常に

感じます。小選挙区って何が問題なのかっていうところをやはり議論していた

だけたらなというふうに思います。ありがとうございます。 

小林五十鈴：遅れましてすみません。有権者同盟の小林五十鈴と申します。今

クオータ制の話が出ましたけど、日本婦人有権者同盟も含め 5 年前から「クオ

ータ制を推進する会」を赤松良子会長の下にやっておりまして、超党派の議連

ができたのは去年です。190通常国会に提出予定だったんですけど与党は立候補

者数は「均等」野党は「同数」と意見が合わず提出できませんでした。この臨

時国会で提出してもらうように議連会長中川正春議員の方に申し入れしました。

しかし自民党内で異論が出て手こずっておりまして自民党女性活躍推進本部長

に再度どうなっているのかを伺ったところです。今おっしゃったように日本の

国は大変遅れておりまして、第 2 の参政権運動として国会に女性議員を送り出

さないといけないと活動しています。女性は赤松塾とかでいろんなところで育

っております。やはり子育てとかいろんな問題が起きているのも、女性が国会

に進出することによって少しは良い国民生活に影響を与えるような機会になっ

てもらいたいというふうに進めております。以上でございます。 
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城倉啓：すみません、時間超えているのに。最後に事務局の方から、各部門に

も関連すること、また事務局的な発言をさせていただきます。1つは会員を募集

していますので是非傍聴の方々、委員の方々も入っていただけると嬉しいです。 

それと先ほど来お話がでてきているところで選挙とカネという問題、また政

治とカネという問題なんですが、第 3 部門が関連法制の中で政治資金規正法や

政党助成法のことを取り扱うという話があります。若干これが（2）にある声明

の問題と関わってくるので申し上げたいのですけれども、第 3 部門で私の方か

ら企業団体献金について議論してほしいと持ち出したところ、その場では「企

業団体献金を止める方角というのは全委員のほとんど合意的な事項ではなかろ

うか」という発言がありました。議論しても面白くないということです。結論

が分かっているから。もしそうであるならば、私の意見ですが、声明の中に盛

り込んでいただくことが一番良いんじゃないかというふうに申し上げました。2

月 23日に共同代表者会議がありますので、声明の中身を詰めるところで是非と

も企業団体献金のことを、第 2 部門としてもやはりこれは問題だと。腐敗性と

いう問題、もっときれいな言葉で言えば政策誘導ですが、そこのところは第 3、

第 2 と一緒に歩調を合わせてもらえると助かります。民主主義のコストについ

ては供託金の問題も関係します。これは第 1 部門ですけれども、部門にまたが

るところをどういうふうにするのか、共同代表者会議で論ずるということをお

さえておいていただきたいと思います。なお、同じこの後、第 1 部門の選挙市

民審議会がまさにこの場所で 2 時から行われます。そして第 3 部門は 3 月 7 日

に行われます。そして第 2部門の次回の会議は 3月 25日の午後 6時から 8時ま

で、場所は議員会館ですが会議室は未定です。そのような形で随時行われてい

きますので、傍聴の皆さんも関心持っていただいて、とりプロ選挙市民審議会

の運動を盛り上げていただきたいと思います。どうもすみませんでした。 

太田光征：はい、皆さんどうもありがとうございました。予定を 40分過ぎての

第 2 回会議となりました。本日は皆さんありがとうございました。以上で終わ

ります。ありがとうございます。 

 

（以上） 


