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25.11.11 

田中久雄 

二院制と参議院選挙制度 

 

１ 二院制の始まりと議員の選出方法 

 

（二院制の始まり） 

現在の世界の二院制を由来は、大きく貴族制型、連邦制型、民主的二院制型

に分かれます。 

① 貴族型の典型であるイギリス上院の場合、国王の統治機関であった有力貴

族からなる王会（Cruria Regis）から分かれた、戦費調達の目的のためにより

幅広い身分の人たちで構成される議会(Parliament)を設けたことが始まりで

す。 

議会は、聖職貴族、世俗貴族、州を代表する騎士、都市を代表する市民、下

級聖職者から構成されていました。このうち州を代表する騎士や都市を代表す

る市民が別に下院を設け、二院制になったと言われています。 

 

② 連邦型の代表であるアメリカ上院の場合は、イギリスから独立した当初、

各植民地はそれぞれ母国にならい二院制を憲法で採用するところが多く、連邦

政府をつくる際にも合衆国憲法で二院制を設ける規定を置きました。州間の利

害を調整するために各州が平等の代表権を有する上院と、人口に比例した下院

で構成したのです。 

 

③ 民主的二院制型は、貴族制度も存在せず、連邦制国家でもないにもかかわ

らず、一方の院が他方の院の軽率な行動をチェックし、そのミスを修正するた

めに設置されているもので、イタリアやスペイン、日本などが採用しています。 

 

（議員の選出方法） 

第二院の選出方法も大きく３つに分類されますが、前項で述べた第二院の種

類と必ずしもリンクしているものではありません。 

① 任命制（身分制） 

英国の上院では、特定高位聖職者（聖職貴族）、世襲貴族の一部、一代貴族

が上院議員となります。 

カナダの元老院では、各州・準州別定数ごとに首相の助言に基づき、英国女
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王の名において総督は任命します。 

ドイツの連邦参議院では、定数の範囲内で州政府が任命します。一般に州首

相、州大臣等が充てられますが、その該当者は州が決定します。 

オーストリアの連邦参議院では、（ⅰ）州議会における政党の議席数に比例

させること、（ⅱ）州議会の第二党の代表を少なくとも一人選任することとい

う原則で、州議会により選任されます。 

 

② 間接選挙制 

フランスでは上院議員は、各県を単位として下院議員及び地方議会議員（レ

ジオン議会議員、県議会議員及び地方市町村議会議員）により構成される選挙

人団の選挙によって選出されます。 

 

③ 直接選挙制 

アメリカは当初、各州議会によって選ばれていましたが、その後 1913年の

憲法改正で直接選挙に改められました。 

イタリアは原則、18の大選挙区を比例代表制で行い、政党に投票します（そ

のほか、大統領経験者及び社会・科学・芸術・文学の分野における功績により

祖国の名誉を高めた市民で大統領により任命されるものが 5 人まで非公選の

終身議員として存在）。 

スペインは原則、52 の大選挙区を制限連記制で候補者に投票します。選挙

区ごとに比較多数を獲得した候補者が当選します。 

 

２ 二院制の長所と短所 

（二院制の長所） 

① 立法機能を分割することにより、抑制が効き、立法府が全能となることを

抑止できること 

② 最終決定までに一定の期間を置くことにより、拙速を避け、慎重に審議し

えること 

③ 第一院の衝動的な行動をチェックし得ること 

④ 国民の数を代表する第一院に対して、第二院の構成に工夫を加えることに

より、国民の「理」ないし「良識」を代表させ得ること 

⑤ 国民の多様な意見や利益をきめ細かに代表させ得ること 

 

などと言われています。 
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（二院制の短所） 

① 立法上の行き詰まりが生じること（第二院が強い拒否権を有する場合に生

じる可能性がある） 

② 両院の機能が重複するように設計されている場合、非効率的になり、政 

策決定の遅延をもたらすことがあること 

③ 両院間の意思の統一を図る必要があり、立法過程が複雑化すること 

④ 第二院の維持にかかる諸経費が必要となること 

⑤ 第二院の意見が第一院や政府によって無視されるようになると、二院制の

有効性・政治的正統性が失われていくこと 

 

などがあります。 

二院制の長所と短所はコインの表裏の関係にあり、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ともなり得ます。 

 

（一院制の主張） 

フランス革命期の理論的指導者シェイエスの言葉として言い伝えられている

「第二院は何の役にたつのか、もしそれが第一院に一致するならば、無用であ

り、もしそれが反対しるならば、有害である」という考え方は根強いものがあ

ります。 

しかし、一方で 19世紀の英国の政治思想家ウォルター・バジョットは「理想

的な下院が存在する場合には、上院は不必要であり、また、それゆえに有害で

もある。しかし、現実の下院を見ると、修正機能を持ち、また、政治に専念す

る第二院を並置しておくことは、必要不可欠とはいえないにしても、極めて有

益である」という見解も説得力を有します。 

 

３ 日本の参議院の沿革 

（貴族院時代） 

戦前の大日本帝国憲法下では、天皇の立法権の協賛機関として衆議院と貴族 

院の二院からなる帝国議会が置かれていました。民選の議員からなる衆議院に

対し、貴族院は皇族議員、華族議員、勅任議員（帝国学士院会員議員、多額納

税者など）から構成されていました。衆議院とは同格でしたが、予算先議権は

衆議院が有していました。 

 任期は原則 7 年ですが、皇族議員、侯爵・伯爵議員等は終身議員とされまし

た。 
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（参議院の誕生） 

戦後、当初 GHQは貴族制度を廃止することにしており、連邦制でない日本で

は民選だけの一院制が適当であるという原案を示していましたが、日本側は、

①多くの国が議会の運営に安定性をもたらすため、二院制を採用、②一院制の

場合は政権交代により、政府の政策が一方の極から他方の極に移るおそれがあ

ること、③第二院があれば、政府の政策に安定性と継続性とがもたらされるこ

となどを主張し、参議院が設けられることになりました。 

 

４ 「カーボンコピー」と「強すぎる参議院」の狭間 

（内閣との関係） 

内閣の首長である内閣総理大臣の指名は、衆参両議院の議決によりますが、

両院の指名が一致しない場合は、もし両議院協議会を開催しても一致しない時

には衆議院の議決が優先されます。 

さらに、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有し、

衆議院議員総選挙後の初めての国会の召集があった時には、内閣は総辞職しな

ければならないと憲法で規定されているように、内閣は衆議院の信認の下に成

立しており、参議院は内閣の存立に一歩距離を置いています。 

 

（両院の権限の違い） 

両院の権限においても、法律案は参議院で否決しても衆議院は議員の 3分の 2

以上で可決するか、参議院が 60日以内に議決しないときは、衆議院だけで成立

させることができます。 

予算や条約や内閣総理大臣の指名も両院が一致しないときは、両議院協議会

を開催しますが、それでも一致しなければ衆議院の議決を国会の議決とするこ

とができます。このように権限的には衆議院が優越的な地位にありますが、現

実の政治の世界では、仮に参議院議員の過半数を与党が占めていない場合は、

内閣は法案の成立に大きな困難を伴います。 

さらに、それ以外の国会同意人事などは、両議院で合意されないと成立しま

せん。 

 

（参議院への評価） 

参議院議員の過半数を与党が確保していた時代にあっては、衆議院が議決し

た法律案等を順当に参議院も可決するケースが大半で、参議院は衆議院の「カ

ーボンコピー」としばしば揶揄されました。 

しかし、1989年（平成元年）以降たびたび参議院の議員の過半数が野党に占
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められると、いわゆる「ねじれ現象」が生じ、政府・与党は法律案等を否決さ

れたり、修正を余儀なくされたり場合も目立つようになりました。 

その結果、「強すぎる参議院」という言葉が生まれ、この「ねじれ現象」は好

ましくないという意見も多く聞かれるようになりましたが、一方で、これが本

来の二院制の姿であり、参議院の抑制・均衡機能が働いた結果であると評価す

る意見もあります。 

このように参議院への評価は、その時の与野党の勢力図とどちらの立場に立

つかによって、正反対の評価がなされているように思われます。 

 

（存在することに意味がある） 

そもそも参議院の存在自体がチェック・アンド・バランス機能（均衡と抑制

機能）を果たしていると言えないでしょうか。 

① 参議院において与党が過半数割れを起こしている場合に、まず法案等をス

ムーズに成立させるために、与党は近い関係のある参議院の少数野党との連

立政権を組む努力をする可能性があります。もしこの少数野党を取り込むこ

とができたとしても、その場合は、少数野党の政策や意見を尊重しなければ

ならなくなります。 

② 衆議院で可決した法案等でも、野党の抵抗が強い場合は、法案等の修正 

に応じて成立を図るか、あるいは成立を断念することも考えられます。 

③ 政府部内で法案等を立案する段階でも、参議院の政党構成を考えながら、

通過の見通しが立つような内容にすることが求められます。 

④ そもそも参議院は解散がないことから、衆議院のように内閣が解散権を 

脅しの道具として利用し、野党の抵抗を弱めて法案等を可決することができ

ません。 

⑤ さらに、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は、国 

民の審判を受ける機会が多いということであり、政府与党は、参議院選挙に

おける民意の動向にたえず配慮しながら政策運営を行わざるを得ません。 

 

５ 参議院の選挙制度の経緯 

（全国区制時代－昭和２２年 2月～昭和 57年） 

定数 250名で、うち全国区が 100名、地方区が 150名であり、選挙区は全国

区が全国一区とし、地方区は各都道府県としました。（1971 年沖縄復帰に伴い

地方区 2名増となり総定数 252名） 

参議院も国民から選ばれた議員から構成されることから、衆議院の選挙制度

とどう差別化するかが課題となりましたが、全国区制を設けることとし、職能
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代表や知識経験のある全国な人物が選出されることが期待されました。 

確かに第一回の 1947年選挙では小説家の山本有造、法学者田中耕太郎、歴史

家の羽仁五郎などが当選し、党派の利害に巻き込まれない会派として「良識の

府」を体現する緑風会を結成しました。 

しかし、緑風会は当初は 92 人の議員を有する最大会派でしたが、55 年体制

の出現で二大政党化が進むと自民党への入党者が相次ぎ、65 年に解散を余儀な

くされてしまいました。 

また、全国を 1 つの選挙区とする全国区は選挙運動に巨額の費用がかかるば

かりでなく、候補者は名前を覚えてもらうために選挙前から全国各地を走り回

わり、選挙期間中に候補者や運動員の中から死人がでるケースもありました。

そのため、この全国区制度は「銭酷区」とか「残酷区」とか揶揄されてしまい

ました。 

さらに、タレントなどの知名度の高い人か、業界団体や宗教団体、労働組合

などの大きな組織がなければ当選は難しい状況でした。 

 

（拘束名簿式比例代表制－昭和５７年８月～平成 12年） 

全国区制の弊害が目立つようになったことから改革の動き強まり、昭和 57年

の公選法の改正で、全国区制を拘束式比例代表制に改め、比例代表 100 名、選

挙区 152 名、総定数 252 名としました。拘束名簿式とは、政党が比例名簿で候

補者の順位をあらかじめ決めておく制度で、有権者は各政党に投票する制度で

す。 

しかし、参議院の政党化の容認や無所属候補が立候補できなくなることは、

参議院の存在理由や機能を否定するものだという根強い反対意見もありました。 

比例代表制の導入で、政界に新たな流れが生じ、ミニ政党が、比例の立候補

の要件である「10人の候補者」を集めて出馬する動きが活発となり、1983年の

選挙では、サラリーマン新党、税金党、福祉党、二院クラブなどが議席を獲得

しました。1992年選挙では、後に政権再編の台風の目となる細川護熙氏が結成

した日本新党が 4議席を獲得しました。 

 

（非拘束名簿式比例代表制－平成 12年 11月～） 

拘束名簿式に対し、もともと候補者の顔が見えない選挙、過度の政党化、政

党の行う順位付けが有権者にとってわかりにくいといった批判がくすぶってい

ました。さらに、拘束名簿式比例代表制の導入に際し、議長から必要に応じ見

直しを行うとの参議院議長の意見表明がなされたこともあり、議長の私的諮問

機関である参議院制度研究会や第 8 次選挙制度審議会などで議論が進められま

した。 
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しかし、なかなか結論が出ないまま当時の与党である自民、公明、保守など

が野党の反対を押し切って拘束名簿式を非拘束名簿式比例代表制に改めました。

同時に定数削減を実施し、非拘束名簿式比例代表 96名、選挙区 146 名、総定数

242名としました。 

個人名での投票が認められることとなったため、各政党とも芸能人やスポー

ツ選手など知名度の高いタレント候補を擁立しましたが、一部の候補者を除い

てそれほどの効果は見られませんでした。 

 

６ 参議院の選挙制度の考え方 

（参議院の独自性） 

参議院の選挙制度を考えるにあたって、衆議院とは異なった独自性と参議院

の抑制・均衡・補完機能を発揮できるものにすることが、最大の課題でした。 

そこで当初は、①選挙民が参議院議員選挙人を選び、この選挙人が参議院議

員を選挙する間接選挙や、②衆議院議員や地方議会が参議院議員を選挙する複

選制などが考えられましたが、憲法上の疑義があり見送られた経緯があります。 

また、③一定の職能団体等を選挙母体として参議院議員を選挙する職能代表

制や、④職能団体等が参議院の候補者を推薦し、その候補者について選挙する

推薦選挙制も考えられましたが、いずれもその職能団体等をどのように定める

かが制度的・技術的に困難であるとして採用されませんでした。 

 

その結果、参議院議員の被選挙権年齢を 30歳と定め、都道府県選挙区と別に、

「全国区」を設け、政党に所属することなく、社会の各分野の専門家や著名人、

全国的な利益や意見を代表する人物が選出されることを期待したのです。 

初期においてはその成果がみられ、このような議員で構成される緑風会が最

大会派となりましたが、選挙ごとに非政党議員の数は減少し、参議院も衆議院

同様に政党の支配下に置かれるようになったことから、参議院の独自性を発揮

することが困難になっています。 

 

（憲法上の制約） 

現憲法の「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」（憲法

第 43条）という条項の下では、採用できる選挙制度に限界があります。異なる

観点から議員の選出がなされるということで好ましいことではありますが、衆

議院の選挙と同様に民意を反映させつつ、学識や経験の豊かな人物が選ばれる

ようなシステムを考えていかなければならないのです。 
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７ 参議院の選挙制度改革 

（３つの基本的要素） 

現在の憲法の下で考えられる参議院選挙を制度設計する上で考えられる基本

的要素は次のようなものです。 

① 一つ目は、これまでの参議院選挙制度のように、全国区と地方選挙区と 

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した

制度にするのかということです。 

② 二つ目は、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ということです（ブロック数も９～11 などいくつか

のパターンが考えられます）。 

③ 三つ目は、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、比例代表制で行うのかということです（比例代表制で

拘束名簿式、非拘束名簿式、自由名簿式の 3つのパターンが考えられます）。 

 

（基本的要素の組合せ） 

この三つの基本的要素をどう組み合わせるかによって、様々な選挙制度の形

態が考えられますが、ここではよく主張されてきた主要な制度を紹介します。 

これまで具体的な選挙制度を検討するための様々な諮問機関が設けられてき

た。例えば、参議院制度研究会、第 8 次選挙制度審議会、参議院の将来像を考

える有識者懇談会などがありますが、そこで提案がされた主な改革案を掲げて

みます。 

 

① 比例代表制で行う全国区だけのもの 

② 比例代表制で行う全国区と、多数代表制で行うブロック選挙区の二本立て

とするもの（かつて維新の党、次世代の党、社民党などが主張） 

③ 比例代表制で行う全国区と、多数代表制で行う都道府県選挙区の二本立て

の現行制度を踏襲するもの（かつて自民党、民主党、改革、生活の党などが

主張） 

④ 比例代表制で行うブロック選挙区だけのもの（かつてみんなの党、共産党、

西岡参議院議長などが主張）  

⑤ 多数代表制で行うブロック選挙区だけのもの（かつて公明党などが主張） 

⑥ 現在の衆議院選挙制度に近い比例代表制で行うブロック選挙区と、多数代

表制で行う都道府県選挙区の二本立てのもの 

⑦ 多数代表制で行う都道府県選挙区だけのもの 
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そのほか、現憲法の改正も視野に置いた選挙制度も主張されています。 

例えば、①・民主的で公正・権威のある推薦母体が候補者を推薦し、選挙民

がこの候補者に投票する候補者推薦制度とする、②衆議院議員や地方議員が選

挙権を有する間接選挙とする、③一院制にするなどがあります。 

 

８ 参議院の選挙制度の問題点と改革の方向 

（問題点） 

参議院の選挙制度で考えなければならないことは、衆議院の定数（475人）と

比べて議員定数（242人）が少ない上に、3年ごとに半数ずつ改選するシステム

になっていることから、当選議員（121人）が少ないことがあります。 

しかもそのうち 48 人が全国区比例代表ですから、それを除く 73 人が毎回各

選挙区から選出されることになりますが、そのため、31 ある都道府県選挙区の

1人区における選挙結果が、全体の結果を大きく左右することになります。衆議

院の小選挙区と同じような効果を生んでいるのです。 

 

また、これら 1 人区の選挙区は人口の比較的少ない県が多く、過大代表され

ていて、衆議院以上に一票の格差が大きいものとなっています。最高裁判決で

は、衆議院よりも参議院の場合は、一票の格差をゆるやかに解釈しているよう

ですが、両者を区別する明確な根拠があるわけではなく、衆議院と同様に一票

の格差を次第に厳格に考えるようになってきています。最近では、2.30 倍であ

った平成 21 年の衆議院選挙について、また 5 倍であった平成 22 年の参議院選

挙について、いずれも違憲状態と判断しています。 

 

しかし問題は、もともと議員定数が少ない上に、都道府県を単位とする選挙

区制では、定数是正などに限界があることです。 

そこで次回の選挙からは、２つの県の選挙区を１つにする合区を行う措置を 2

か所において行いますが、現行の制度を前提にする限り、今後も同じような措

置を取らざるを得ないと思われます。 

 

（改革の方向） 

参議院の選挙制度改革を行う上で、どういうことを考慮していかなければな

らないでしょうか？ 

① 前項に述べたような問題点をできるだけ解消する方向での改革が必要で

す。 

② 参議院の本来の存在意義である抑制・均衡・補完という機能を発揮でき、
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「良識の府」という役割を果たすためには、有能な良識ある人物が議員とし

て選出されるような選挙制度の設計が求められると思います。 

③ そのためには、政党に所属しない無所属の候補者も当選可能なシステム 

にしていくことも重要だと思います。 

④ 憲法上の「全国民を代表する選挙された議員」（第 43 条）という要件が

あることから、衆参両院の選挙制度は類似せざるを得ないが、多様な民意を

反映させるために、できるだけ異なる選挙制度にする必要があると思われま

す。 

 

（具体的な改革私案） 

① 原則、都道府県単位の選挙区はブロック単位の選挙区に変えます。 

② 全国区はそのまま存続させ、全国区制とブロック制の二本立てとします。 

③ 全国区にはクオータ制を導入します。 

 

その理由は次の通りです。 

① ブロック選挙区により、都道府県選挙区で生じやすい一票の格差問題は 

ほとんど解消されます。 

② 全国区制も廃止し、ブロック制一本にする案も考えられますが、その場合 

はかつての衆議院の中選挙区のように、同じ政党内の複数の候補者間での票

の奪い合いで得票数と当選者数が政党によってはアンバランスになるおそ

れや、派閥政治の復活も危惧されることもあり、一度に急激な変更は行わな

いことにします。 

③ 広域なブロック制の採用により、人物本位の有能な候補者や無所属の候補

者も当選しやすい環境が生まれると思われます。 

④ 衆議院との独自性を強調するために、いま世界的な潮流となっているク 

オータ制を全国区に導入することにします。法制化するのが望ましいですが、

政党間での協定（申し合わせ）も考えられます。全国区を拘束名簿式にして

男女の候補者を交互に名簿に載せることにすれば、実効性はさらに上がると

思われます。 

⑤ ちなみに、かつて西岡参議院議長が提案した全国を９ブロックの選挙区に

分けて、ブロック制の定数を現行の 142 人とした場合、各ブロック選挙区

の定数配分は 7 人～25 人（最小は北海道ブロックの 7 人、最大は南関東ブ

ロックの 25人）となります。 

このうち半数が毎回の改選議員数となることから、例えば、14 人の定数

配分の東京ブロック選挙区は、３年ごとの選挙の当選者数は現行の 5人から

7人となります。 


