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「一票の格差」とは………一票における一人当たりの投票価値の違い
⇒ 地域間格差に焦点
一票の格差を「どう考え」…民主主義的・法学的・立憲主義的観点から望ましくない問題
「どうすべきか」…「正しく民意が反映される社会」の為“最優先”で“完全”是正すべき
制度の改革・設計…………格差を完全是正でき、「正しく民意が反映される社会」を達成する為
“全国集計ブロック型非拘束名簿式自動決定比例代表制”の提言
“選挙教育”導入の提案

「一票の格差」多角的アプローチ
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「一票の格差」から選挙制度全体を考察し、格差が完全是正され、
⇒「選挙教育」により将来的な投票率の向上を目指す
民意が正しく反映される社会を目指した新しい制度・政策を提言

「一票の格差の問題をどう考え、どうすべきか。
そして、そうした考察をどのように制度の改革・設計につなげていけばよいか」

序章 テーマ解釈と本論文の流れ

P.5

はじめに

【格差とは】 …………………………………………………………………………P.5
一票の格差とは
一票の格差に対する我々の解釈 ―地域間格差と世代間格差―

【テーマ解釈】………………………………………………………………………P.6
「一票の格差」の問題をどう考えるか
「一票の格差」の問題をどうすべきか
「一票の格差」の考察をどのように制度の改革・設計につなげるか
テーマ解釈のまとめ

【格差を是正した先の我々の理想】 ………………………………………………P.7
「代議制」と「国民主権」
民意の反映とは

【本論文の流れ】

…………………………………………………………………P.8

第１章 一票の格差をどう考え、どうすべきか
P.9
第 1 節 日本の選挙と一票の格差 ………………………………………………P.9
1-1-1 衆議院・参議院の現行制度
1-1-2 なぜ二院制なのか ―参議院の意義について―

第 2 節 一票の格差をどう考えるか ―多角的アプローチ―
1-2-1 民主主義的視点

―“公平な”民意の反映―

1-2-2 法学的視点

―人々の参政の機会―

1-2-3 立憲主義的視点

―手続き的善―

1-2-4 計量経済学的視点

―受益の格差―

第 3 節 一票の格差をどうすべきか

…………………P.11

……………………………………………P.14

1-3-1 一票の格差は最優先に是正されるべき
1-3-2 一票の格差に対する従来の対応策
1-3-3 小選挙区制における一票の格差是正の限界
【結びに】

3

第２章 一票の格差を是正した先の課題 ―死票と投票率―
P.1５
第１節 選挙制度の課題 －死票－ …………………………………………P.16
2-1-1 死票

第２節 日本社会の課題 －投票率－

………………………………………P.16

2-2-1 日本の投票率の現状
2-2-2 投票とその要因
【結びに】―民意を正しく反映する社会に向けて、我々が着手できるのは―

第３章 政策提言 ―「一票の格差」無き新たな社会へ―
P.18
第 1 節 選挙制度の留意点 ……………………………………………………P.18
3-1-1 小選挙区制の特徴
3-1-2 日本における小選挙区制 ―二大政党制の疑惑―
3-1-3 比例代表制の特徴
3-1-4 比例代表制 ―連立政権は不安定なのか―
3-1-5 比例代表制と民意の反映①（多数決と少数派の尊重）
3-1-6 比例代表制と民意の反映②（死票と投票率の改善）
3-1-7 比例代表制と民意の反映③（非拘束名簿式）

第 2 節 制度提言

………………………………………………………………P.24

3-2-1 「全国集計ブロック型非拘束名簿式自動決定比例代表制」

第 3 節 新しい選挙制度と課題……………………………………………………P.25
3-3-1 「一票の格差」是正の具体策

―全国集計―

3-3-2 死票の縮小の具体策

―ブロック型―

3-3-3 投票率と議席への反映

―自動決定式―

3-3-4

「全国集計ブロック型自動決定比例代表」導入のシミュレーション

第 4 節 現行制度との比較と実現可能性 ………………………………………P.30
3-4-1 現行制度との比較
3-4-2 制度面からみた、制度提言の実現可能性
3-4-3 立案面からみた、制度提言の実現可能性

第 5 節 より広域な「民意の反映」のために ………………………………………P.32
3-5-1

今度の展望 ―投票率の向上―

【結びに】

終章 論題への解答

P.34

参考文献・資料・URL………………………………………………………………………P.35
Appendix：一票の格差に伴う地方への支援と経済効果（計量分析）
4

2012/10/23

公共選択学会

第 15 回学生の集い

「一票の格差の問題をどう考え、どうすべきか。
そして、そうした考察をどのように制度の改革・設計につなげていけばよいか」

青山学院大学経済学部 中村まづるゼミナール C-part

序章 テーマ解釈と本論文の流れ
はじめに
衆議院解散総選挙が 2013 年にかけて実施される予定であるが、その前提として選挙区の
定数是正が必要とされている。この背景には、2010 年の参院選に対する最高裁の 10 月に
下された判決に対して、民主党が 4 増 4 減という参院選挙制度改革案を提出したが、成立
には程遠い。一方自民党も 7 月末に 0 増 5 減という衆院選挙制度改革案を提出していた。
5

しかし、こうした選挙区の定数是正は党利党略に絡んでしまい、真の国民の政治参加の
権利の観点から実施されているかは甚だ疑問である。こうした中、選挙争点として消費税
増税などが予測され、党首選が慌しく実施され、さらに政治参加の人権を守る「一票」の
格差是正の声が高まり、選挙制度改革の動きも活発化している。近年になって選挙制度改
革の動きが再燃した発端は、2009 年衆院選に対する去年の最高裁の「違憲状態」判決であ

10

る。この「違憲状態」という判決が下されたのは、実に 15 年ぶりであった。さらに、2010
年参院選に対して、10 月 17 日、
「違憲状態」判決が 20 年ぶりに下された。
そもそも「一票」を投票できる権利、参政権はいつ日本国民に保障されたのか。他の民
主主義国家と同様に、我が国における選挙での投票とは、日本国憲法に保障されている参
政権の一つである。そして日本において納税額・性別による制限選挙が撤廃された普通選

15

挙が実現したのは 1945 年のことである。大正に護憲三派の活躍により男子普通選挙が実現
し、昭和に市川房枝らの尽力によって女性の参政権が実現し、こうして日本国民は参政権
を戦後遂に手に入れた。その「参政権」の行使が本来あるべき国民の権利として公正に政
治に反映されているかどうか、現在「一票の格差」として大きく注目されている。
今回与えられた課題「一票の格差の問題をどう考え，どうすべきか．そして、そうした

20

考察をどのように制度の改革・設計につなげていけばよいか」について、まず始めに議題
についての私たちの解釈を以下に述べる。

【格差とは】
一票の格差1とは
「一票の格差」は日本の選挙において長らく解決すべき問題として焦点となっていた。だ
が、「一票の格差」とはそもそも何か。一票の格差とは、「一票における一人当たりの投票
25

価値の違い」が発生してしまう問題である。有権者が多い選挙区では一票の価値が低く、
逆に有権者が少ない選挙区では一票の価値が高い。この人口密度の高い地域と低い地域で
は、一票の投票価値に差があることから発生する「一票の格差」を長年司法および行政は
対処できず、そうした格差を完全に是正することはできなかった。

1

一票の格差の算出は各選挙区の人口の内の有権者数を降順に yi、選挙区ごとに定められた定数を xi とし

て、１票の格差の値を wi とすると、𝑤𝑖 =

𝑦𝑖
𝑥𝑖

𝑦

÷ 𝑥47 (i = 1,2,…n) として求めることができる
47
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一票の格差に対する我々の解釈 ―地域間格差と世代間格差―
さて、
「一票の格差」の問題を考える上で通常は地域間格差の観点が重視されるが、それ
とは別の問題が浮かび上がってくる。前項では地域間格差に焦点を当てたが、実は「世代
間の一票の格差」という問題ももう一つの格差の問題として存在する。
5

「世代間格差」とは、高齢化の進展、高齢者の増加に次ぐ少子化の進行、さらに若者の低
い投票率という現状から、投票における若年層の比重の低下が深刻化していることを指す。
このため、相対的に高齢者の民意が政治へ反映され、中位投票者説(3-1-2 詳述)から中央
値が高齢者寄りとなる。当然、選挙の争点として高齢層の便益や関心の的である年金や介
護福祉問題が取り上げられる事が多くなってしまっている。これが「世代間格差」の現状

10

である。
世代間格差の原因には、第一に福祉社会の充実・医療設備の充実による長寿化、つまり
国の人口比という要因がある。これに対しては選挙制度改革による改善ではなく、少子化
対策による生産人口の向上を目指す政策での解決が相応しい。第二に選挙の性質自体にも
要因がある。そもそも選挙とは現時点で存在する民衆の意見の反映を行うことを目的とし

15

ている為、現時点で投票できない未成年および将来世代、つまりまだ生まれていない層の
民意は反映できないシステムであるという根本的な問題が存在する。以上の 2 点を踏まえ
て本論文では「世代間の一票の格差」の改善を選挙制度改革の論点として取り扱わず、「一
票の格差」を「地域間格差」のみに絞って議論を展開していく。

【テーマ解釈】
「一票の格差」の問題をどう考えるか
20

本論文において我々は、先行研究の「過疎過密論」を批判し、
「民主主義的」
「法学的」
「立
憲主義的」に、
「一票の格差」が望ましくないと考えた。民主主義からみた問題とは「一票
の格差」の存在により、
“公平な”民意の反映が達成できていないことである。法学的視点
からは日本国憲法 14 条、法の下の平等により「一人一票の原則」が保たれていないことを
問題とした。さらに立憲主義的視点からはブキャナンの「不確実性のヴェール」より、人々

25

は「一票の格差」のない社会を望むと考えられる。これらの多角的アプローチを考慮して、
「一票の格差」は望ましくない問題だとした。これについては第１章で詳しく述べていく。

「一票の格差」の問題をどうすべきか
先に「一票の格差」は望ましくないことを述べたが、我々はこの問題をどうすべきであ
るのだろうか。本論文においては民主主義的観点から、民意が“正しく”反映された社会
30

を達成する為に、まず何よりも「一票の格差」の是正の必要性を示している。また、法学
的視点から違憲状態という判決が下された以上、
「一票の格差」の是正を行う必要性は高ま
っている。従って「一票の格差」は直ちに是正されるべき問題であると我々は考える。

6

2012/10/23

公共選択学会

第 15 回学生の集い

「一票の格差の問題をどう考え、どうすべきか。
そして、そうした考察をどのように制度の改革・設計につなげていけばよいか」

青山学院大学経済学部 中村まづるゼミナール C-part

「一票の格差」の考察をどのように制度の改革・設計につなげるか
最後に、一票の格差の問題を「どのように制度の改革・設計につなげるか」について言
及する。
「一票の格差」が是正されるべきならば、民意が正しく反映される為にも、法の下
の平等が達成される為にも、人々の「投票価値の平等」が保たれるような、格差が存在し
5

ない、完全に是正される選挙制度を我々は提言する必要がある。これに対し我々は新たな
制度を提案する。我々は「一票の格差」を是正する事で、より民意が正しく反映された社
会の実現を求めていく。

テーマ解釈のまとめ
それでは、ここで我々の論題に対する回答の基準をまとめていく。我々は「一票の格差」
10

の問題を「地域間格差」として捉え、民主主義的、法学的、立憲主義的な観点から問題で
あるとし、
「一票の格差」は早急に是正すべき問題であると考える。そして、我々は人々の
「投票価値の平等」が保たれるような、格差が存在しない完全に是正される選挙制度を模
索し提言する。

【格差を是正した先の我々の理想】
格差を最優先に是正し(1-3-1 詳述)、
「一人一票の原則」が保障された暁には、その事は我々
15

にとってどの様なことを意味するのだろうか。また、「一人一票の原則」が保たれた社会と
は、どの様な社会なのだろうか。それを探る為にはまず、日本に根付く民主主義について
考察する必要がある。

「代議制」と「国民主権」
現在日本を含む近代デモクラシーの国々では、代議制民主主義つまり間接民主主義の形
20

態をとっている。そこで、代議制民主主義において国民が選挙を通じて社会にどう関わり、
代議制の社会において国民がどの立ち位置を占めているのかを改めて本項で述べる。
代議制民主主義を簡潔に述べると、国民から選ばれた代表が議会を構成し、主権者であ
る国民に代わって統治権を行使する制度である2。この考えは歴史を経て「代議制」
「国民主
権」の概念が結びついて形成された。そこで、それぞれに着目して詳しく考察する。

25

はじめに「代議制」について、イギリスで17世紀末議会は国民全体を代表するという国
民代表の理論、代表制が唱えられるようになり、18世紀後半に議員内閣制の実現により「代
議制」が確立された。19世紀に入り国際的に民主主義思想が広まるにつれて代議制は民主
主義と結びつくようになり、普通・平等・直接・秘密選挙の原則が確立されてきた。
続いて「国民主権」は日本国憲法の3原則の一つとして掲げられている。民主主義を具体

30

化した国民主権主義として“国家の統治のあり方を決定する権力と権威は国民にある3”と
2
3

加藤秀治郎著(2008)『政治学[第 3 版]』芦書房 95 頁より参照
主権は多義的概念であるが、ここでは芦部信喜(2007)『憲法[第 4 版]』岩波書店に沿った。
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される。まずこの「権力」は、国の最高法規である憲法の改正や政治家という代表の選出
において、投票を行って政治を左右する最終的な意思決定として国民に属する。この国民
が選挙を通じて国のあり方を決める力が国民主権の「権力」である。次に「権威」とは、
国の権力の正統性の根拠は国民にあることを意味する。国民が判決を出す司法・警察や政
5

令を出す行政という公権力、つまり国に従うべきなのはなぜか。公権力の行使・法律が一
般的に「正しい」とされるのはなぜか。それは「国民自ら作り上げた権力であり、ルール
であるから」という答えに帰着する。これが国民主権の「権威」である。
このように民主主義は「権力」を持つ国民が討論・多数決に直接参加していくという「直
接民主制」が望ましいが、全国民規模での充実した討論の実現は非常に難しい。そこで代

10

表者を通じて充実した討論を行わせ、その過程で少数派の意見をも可及的に汲みあげて妥
協案、つまり熟議の末のセカンドベストを模索し、日常的な政治を運営していこうとする
国民の「権威」に基づいた間接民主制がうまれた。そして間接に主権を持つ国民の意思を
負託する手段として「選挙」が存在し、選挙によって「代表者」が集う「議会」が形成さ
れた代議制民主主義の概念が形成された。

15

民意の反映とは
代議制民主主義では国民選挙で一票を通じる事で民意を負託する。その一票の平等の保
障により“公平な”
「民意の反映」が実現する。次に現有権者の民意だけでなく、民主主義
国家として「国民全体」の民意が「正しく」反映されているかという観点から死票という
課題が浮上する。第 2 章は現在の死票となった民意を議会により反映する事で“多様な”

20

民意の反映へ近づき、さらに投票率の向上で、選挙に表明されなかった民意を汲み取る事
で“広域な”民意の反映に近づく事を考察した。さらに第 3 章では有権者の選択の自由を
尊重し、非拘束名簿式で選択の幅を広げる “正確な”民意の反映に近づく事を考察する。
従って、本論文は「一票の格差」が是正され“公平な”「民意の反映」が保たれた先に、
「国民の民意がより正しく反映された社会」を目指して展開していく。

【本論文の流れ】
25

我々は本論文において「第 1 章 一票の格差をどう考え、どうすべきか」
「第 2 章 一票
の格差是正の先の課題−死票と投票率−」
「第 3 章 政策提言―格差無き新たな社会へ―」と
いう論理構成を用いる。論じる流れは、現行の日本の選挙制度より「一票の格差」の現状
分析を行い、多角的なアプローチから「一票の格差」是正の必要性を検証する。次に「一
票の格差」が是正された後の社会も考察し、
「民意を正しく反映」する社会を目標に「死票」

30

「投票率の低下」の改善を目指し、選挙制度改革に向けた分析および提言へと繋げていく。
≪第１章

一票の格差をどう考え、どうすべきか≫では、現在の日本の選挙制度を紹介

し、「一票の格差」の存在を示す。そして、「民主主義的視点」「法学的視点」「立憲主義的
視点」から「一票の格差」を望ましくない問題とし、是正の必要性を述べていく。さらに、
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実際に行われている「一票の格差」是正の対応策が根本的解決になっておらず、抜本的な
制度改革の必要があることを示していく。
≪第２章

一票の格差是正の先の課題-―死票と投票率―》では、
「一票の格差」が是正さ

れた後の「民意が正しく反映された」社会を目標とし、それを達成させる問題として「死
5

票」
「投票率の低下」を取り上げた。
「死票」を縮小させることで“多様な”民意の反映、
「投
票率を上昇」させることで“広域”な民意が反映されるとし、改善の必要性を述べていく。
≪第３章

政策提言―格差無き新たな社会へ―≫では、最優先に是正すべき「一票の格

差」
、そして是正後の「民意が正しく反映される」社会を達成するために改善すべき「死票」
「投票率の地下」を同時に是正・改善できる新しい選挙制度として「全国集計ブロック型
10

非拘束名簿式自動決定比例代表制」を提言する。そして、新しい制度の紹介や特徴、導入
のシミュレーションや実現可能性についても検討する。また選挙制度だけでなく、長期的
な視点として、更なる「投票率の向上」を目指して、選挙教育の導入を唱えていく。

第１章 一票の格差をどう考え、どうすべきか
本章では、日本の現行の選挙制度において格差が発生する過程の考察に加えて、二院制
についても触れる。次に「一票の格差」に対し多角的アプローチから検証し、最後に「一
15

票の格差」にどう対応すべきか選挙制度の考察を絡めて述べていく。

第 1 節 日本の選挙と一票の格差
1-1-1 衆議院・参議院の現行制度
現行の選挙制度を説明する前にまずは衆議院と参議院に関する図表を示す。
【図表１4】
衆議院
480 人 小選挙区 300 人

参議院
議員定数

比例代表区 180 人

242 人 選挙区 146 人
比例代表区 96 人

4 年（途中解散あり）

任期

6 年（3 年ごとに半数改選）

小選挙区比例代表並立制

選挙制度

選挙区比例代表並立制

小選挙区：300 区

選挙区

選挙区：都道府県

比例代表区：11 ブロック(拘束式)

(名簿方式)

比例代表区：全国一区(非拘束式)

ここでは現行の衆議院と参議院の選挙制度を提示し、それぞれどの部分で「一票の格差」
20

が発生しているのかを検証する5。
4
5

衆議院 HP http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
参議院 HP http://www.sangiin.go.jp/ を参考に C-part 作成(2012 年 10 月 12 日)
ここではあくまでも現行の選挙制度において一票の格差が発生することを示すことを目的とし、制度の

9
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それでは衆議院について述べる。現行の選挙制度は小選挙区比例代表並立制であり、並
立制とは小選挙区制と比例代表制を独立させて同時に行うことをいう。
小選挙区制は、各都道府県に１議席を配分する「一人別枠方式」を採用し、残りの 253
議席を 5 年ごとに行われる国勢調査に基づいて人口に応じて配分する。そして各都道府県
5

で区割りを画定し、300 の選挙区がつくられる。この区割りプロセスで各選挙区の人口が異
なってしまうため、今回の議論点でもある「一票の格差」が発生するのである。有権者は
候補者名で投票し、その選挙区において最も得票数の高かった候補者が一人当選する。こ
の一つの区から一人のみ当選できる制度によって有権者の票が議席に反映されない死票を
生み出す。

10

比例代表制は全国を 11 ブロックに分け、各ブロックの人口比に応じて議席配分する。現
在衆議院は拘束名簿式であるため、有権者は政党名のみで投票し、ドント式6に基づいて各
政党に議席を配分する。また、小選挙区と比例代表区の重複立候補者は同一順位として名
簿に記載され、その候補者の得票数と出馬した小選挙区の当選者の得票数から惜敗率を計
算し、降順に新たに名簿の順位を決める。

15

一方、参議院について述べる。現行の選挙制度は選挙区比例代表並立制である。
選挙区制は都道府県で区割されている。
都道府県別に 2～10 名の議席が定められているが、
衆議院と同様にこの定数配分が人口と必ずしも対応しておらず、
「一票の格差」を生んでい
る。5 年ごとの国勢調査に基づいて各選挙区の議席数の増減で「一票の格差」の対策をして
はいるが、完全な格差是正には至っていない。また、投票は個人名で行われ、獲得票数の

20

多い順に当選していく。
比例代表制は全国一区で行われるため一票の格差は存在しない。非拘束名簿式を採用し
ていて、候補者名・政党名のどちらでも投票可能である。しかし、候補者名で投票できる
が、政党に所属していない議員は立候補することは公職選挙法で禁止されている。議席は
衆議院と同様、ドント式で配分する。

25

なお、両院の「一票の格差」を比較すると、衆院選の小選挙区制は 300 区の区割りにお
けるものであるのに対し、参院選の選挙区制は 146 議席分を 47 都道府県という区割りで 2
～10 人区として配置するという特徴から、1 議席に対する人口差が大きくなりやすく、2010
年には格差は約 5 倍になった。しかし、人口の都市部集中・地方の過疎化という人口格差
から生じる地域間の一票の格差は仕方ないものとする過疎過密論の立場から容認意見もあ

30

るが、憲法に議員は都道府県代表との規定はなく、投票価値の平等は何においても保障さ
れるべきとして、格差は容認してはならないと考える。
以上より衆議院と参議院の現行の選挙制度について、「一票の格差」が発生する過程を検
証しながら述べた。

特徴は 3-1 で触れていく。
6ベルギーの数学者 V.ドントが編み出した計算方式で、
「政党の総得票数」を「獲得議席数＋1」で割ってい
き、その商の値に高い順に議席を配分していく制度である。

10
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1-1-2 なぜ二院制なのか ―参議院の意義について―
日本は衆議院と参議院の二院制をとっている。図表 1 より衆議院は参議院より任期が短
く、解散がある。従って頻繁に選挙で民意を問う機会が存在する為、直近の民意を反映で
5

きるとして憲法では「衆議院の優越」があると一般的に解釈されている。
しかし優越権の一つである「予算の優越」は、衆議院の予算案が参議院によって否決さ
れた場合、衆議院の 3 分の 2 以上の賛成を獲得して再可決することは非常に困難である。
さらに通常の法案であれば猶更、参議院で否決された場合に廃案になる可能性が高い為、
参議院の実質的な影響力は高く、衆議院が優越しているとは言い難い。さらに参議院には

10

解散がないことから多数意見を短期的に変更することは困難である。このように参議院は
衆議院と異なる議決によって法案の成立を遅らせてしまうという影響力の強さを指摘する
「強い参議院論」や、衆議院に対して同質の様であるとする「カーボンコピー論」という
指摘がしばしばされる。こうして本来の二院制の意義が達成されていないという観点から
一院制に移行すべきという意見もある。

15

本来二院制に求められるのは「抑制・均衡」
「多角的民意の反映」などの立場である。し
かしその意義が達成されていないと考えられたことによって参議院の意義が疑問視された。
一院制への移行には憲法によって二院制が定められている以上困難が生じると考えられる。
憲法改正には参議院の承認も得ねばならず、自身の立場を危うくするような改正案に賛成
するのかは甚だ疑問である。また一院制にはストッパーとしての第二院がないことから「抑

20

制」の意義を見出すことは難しい。
実際には戦後 60 年間で衆議院が国益を損なうような身勝手な政治をしたことはない。こ
のことから現状の二院制は「抑制と均衡」の意義を果たしていると考えられる。だが参議
院の存在意義が疑問視されている昨今、本来の意義を達成可能な状態に改善すべきである。
衆議院の役割が政権争奪や政策論争であるとすると、それをチェックする機関が必要にな

25

る。それが「参議院」である。衆議院から 一、二歩離れたところで監視し、行き過ぎがあ
れば「抑制」
、足らざるところがあれば「補完」し、こうして二院が「均衡」していくこと
こそが一院制には達成できない、二院制に求めるべき姿であると我々は考える。また、参
議院は解散のない点を活かし、長期的問題に取り組むことも求めるべき姿だと考える。
しかし今回、我々は「一票の格差」をどう扱うかを主軸として本論文を進める。そのた

30

め格差の是正を最優先すべきと考え、その課題については本論文では対象としない。

第２節 一票の格差をどう考えるか ―多角的アプローチ―
1-2-1 民主主義的視点 ―“公平な”民意の反映―
序章では代議制民主主義において主権を持つ国民が選挙で「民意」を負託することを述
べた。では、一票に民意がどの様に負託されるのかが次に問題となる。
選挙は民意を議会に反映する、しかしこのプロセスの段階で一人一人の民意が不公平に
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扱われていてはどうなるのか。現在、住む地域によって有権者の意見が届くか否かに優劣
が存在してしまう地域間格差が存在する。2010 年参院選で例えると、鳥取県の有権者は１
議席を 10 人の票で当選させたとしよう。対して神奈川県の有権者は 1 議席に 50 人の票を
要した。すなわち、高知県の有権者の民意は千葉県の有権者の民意よりも 5.0 倍優遇されて
5

議席を獲得し、民意を国会に届けやすくなる。これでは公平な「民意の反映」がされた社
会とは言えない。まず、民主主義においてどの国民も平等に扱われて民意を議会に表明す
る権利を持つ。公平な参政権を保障した議会の形成が民主主義の大前提として必要だ。従
って、民主主義の観点から「一票の格差」は望ましくないといえる。

10

1-2-2 法学的視点

―人々の参政の機会―

「一票の格差」つまり議員定数不均衡問題について最高裁は過去に違憲または違憲状態7
という判決を図表 2 の通り何度か下している。

【図表 28】
7

一 6

票
の
格
差
（
倍
）

5
4
3

一票の格差の推移及び最高裁判所の判決
5.08
4.58
4.09
4.99

6.59
6.25

衆議院選挙

4.97 4.98

5.56
4.4

3.18

参議院選挙 3.94

2

1

5.85

5.26 5.37

2.82

2.92

判決：■違憲 □◇違憲状態

■◆合憲

5.06

5.13

2.47

2.31

4.86

5

2.17
2.06

2.3

この一票の格差は、先述した様に憲法 14 条に記された法の下の平等、すなわち「一人一
票の原則」という憲法の求める「投票価値の平等」に反する点が問題とされた。選挙原則9の
15

一つ、投票価値の平等を保障する「平等選挙」に対しても「一票の格差」は反する為、「一
票の格差」は望ましくないといえる。
また、最新の判例として、最高裁の 2010 年参院選に対する 2012 年 10 月 17 日の判決で
は「都市部への人口集中による都道府県間の人口格差が拡大する中で総定数を増やす方法
に制約があり、都道府県単位の選挙区を維持しながら投票価値の平等の実現を図ることは

20

もはや著しく困難な状況」として、都道府県単位を選挙区とする選挙制度に否定的見解を
7最高裁は一票の格差の違憲性を

2 段階で判断する。法の下の平等に反し違憲性が認められる場合、国会が
格差を是正する合理的な期間を経過していれば、国会の怠慢として意見。期間内ならば時間的な猶予を認
めるべきとして違憲状態になる。
8日本経済新聞 2012 年 10 月 18 日朝刊 2 面より C-part 作成
9近代民主主義国家では一般に普通選挙・平等選挙・秘密選挙・直接選挙という選挙原則が体系化された。
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述べた。また 2009 年衆院選に対して、1 人別枠方式について 1994 年導入当時の激変緩和
のための経過措置としては容認しうるものの、本選挙の時点においてもはや合理性を有し
ておらず、憲法違反となっているとの判断を行った。 この様に最近の判例から衆議院の 1
人別枠方式の廃止と、参議院の都道府県区割りの選挙制度の抜本的変更が言及されている。
5

1-2-3 立憲主義的視点 ―手続き的善―
次に、立憲主義的な立場から「一票の格差」について考察を加える。立憲主義の先駆者
である、J.M.ブキャナンは 1989 年に『立憲的政治経済学の方法論』を G.ブレナンと共著
し、J.ロールズの理論を再構築して提唱した「不確実性のヴェール」における人々の合意の
形成についての理論と「自発的な合意」の概念を提唱した。

10

ブキャナンは、人々が「自発的に」合意を形成するとき、自分の立場において特定のル
ールや制度からどのような影響を受けるか分からない「不確実性のヴェール」の下で合意
を形成するならば、人々は自分に降りかかる可能性のあるリスクを取り除くか最小化する
選択を行うと言及した。そして彼は、その合意が「自発的」であるか否かについても重要
性を述べた。もし、合意が「自発的」なものでなければ、合意の形成により成立した制度

15

やルールの拘束力は薄れ、その制度やルールは正しいものと言えなくなる。このように、
制度やルールが形成されるプロセスが正しいか否かを判断する「手続き的善」という考え
方をブキャナンは提唱した。
このブキャナンの理論を選挙制度の決定段階に適用すると、現行の選挙制度における「一
票の格差」は明らかに人々の「自発的な」合意に基づいていない。なぜなら人々が「一票

20

の格差」から将来どのような影響を受けるか不明な「不確実性のヴェール」の下で合意を
形成するならば、人々は自分の票の価値が小さいことにより議員への「民意の負託」が不
公平に行われるリスクの撤廃を望み、
「一票の格差」が存在しないような状況を望むからだ。
以上のように、現行の選挙制度における「一票の格差」は、人々の「自発的な」合意に
よるものではない。そのため、立憲主義的な「手続き的善」の観点からも「一票の格差」

25

は望ましくない問題であると考えられる。

1-2-4 計量経済学的視点

―受益の格差―

人々は政策の施行による将来を考慮して、投票を通じて代表者に民意を負託する。その
際、
「一票の格差」を改善して参政の「機会」の公平を保ったならば、本来国民が選挙を通
じて参政した「結果」の反映として一人一人の社会における公平へと繋がるべきである。
30

ここで一つの仮説を立てる。選挙プロセスにおいて国民が投じた一票は、国会の議席確
保へと通じ、議員を当選させる。選出された議員は再選を図る為に、選挙区民の便益を図
って政策立案し、公共支出として地元に還元する10。そこで「一票の格差」という個々の「機

10この考え方は一般的に利益誘導政治、またはポークバレル政治という。ここでの

一票とは、政策が試行
された結果、新たに生産された財、パイの分配による人々への便益の還元を左右するものと解釈する。
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会」の違いによる政策施行の「結果」
、個々の「受益の格差」へと波及するのではないかと
仮説を立てた。
「一票の格差」が波及した問題として計量分析的アプローチを試みた。
分析の結果によれば、
「一票の格差」が少ない地域には地方交付税交付金が分配されやす
いという仮説は正で有意な相関性があることで示されたが、2005,2009 年の国政選挙結果に
5

基づく分析では、最近では地方交付税交付金（ネット）が各地方の所得水準の上昇に必ず
しも繋がってはいないことを示している(Appendix 参照)。すなわち、一票の格差の問題の
解決により各地域の地方交付税交付金の歪みを解決できるとは言い切れず、地方交付税は
各地域の県民所得を補完する形で公正に分配されているとも言い難い事が示された。従っ
て一票の格差指数と関連する地方交付税交付金がその地域の所得水準に直接関係している

10

とはいえないことがわかる。つまり「一票の格差」が波及した「受益の格差」は有意性が
見られず、公共投資や社会資本の源である地方交付税交付金を左右して効率性を歪めてい
る11という観点から「一票の格差」是正の必要性は本論文の回帰分析では導出できなかった。

第３節 一票の格差をどうすべきか
1-3-1 一票の格差は最優先に是正されるべき
公平な参政権を保障した議会の形成が民主主義の大前提として必要であり、
「一票の格差」
15

が望ましくないことを 1-2-1 で述べた。国民全体という集団の意思決定も、投票価値の平等
という公平な「民意の反映」という段階を外しては、民主主義そして国民主権が機能して
いるとは言い難い。主権に関わる格差の是正があった上で、
「代議制」である議会制への議
論へ、という順が順当である。その為、議会においていかに多様な民意の反映をしている
か、いかに絞った結論を下せるかという民意の集約も格差是正の次点の話である。従って、

20

公平な「民意の反映」の為に「一票の格差」は真っ先に是正に着手されるべきである。

1-3-2 一票の格差に対する従来の対応策
「一票の格差」の問題について、定数不均衡に対する最高裁の違憲・違憲状態判決の度、
これまでも国会は定数是正を行ってきたが、どれもその場しのぎの対応であり、むしろ与
25

党の党利党略の提案であったといえる。1994 年衆議院に小選挙区比例代表並立制が導入さ
れて以降、衆参両院ともに議員定数の修正のみの対応となっている。そして最近でも 2012
年 7 月 27 日に自民党は衆院選にむけて 0 増 5 減の法案を国会に提出した。それでも最大格
差は 1.79 倍にしか収まらないとされる。さらについ先日の 9 月 5 日には、参院選でも同じ
く、選挙区の定数を 4 増 4 減とする公職選挙法改正案が参議院で可決された。

30

このような衆院選・参院選における過去に行われた一票の格差の是正の効果は特に見ら
れず、今なお格差は存在している。いくら選挙区の定数是正で付け焼刃の対応を行ってい
ても、我々の目指す一票の格差の完全な是正に向けた根本的な解決には至らない。
11

和田(1995)は農村部に利益誘導がされたと指摘している。和田淳一郎(1995)「一票の平等について」
『公
共選択の研究』26 号
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1-3-3 小選挙区制における一票の格差是正の限界
現行の小選挙区制における格差を最低限縮小させる試みとして、格差を最小に抑える最
適な区割を導出する「格差最小分配法」を独自に算出したとして根本・堀田（2003）が発
5

表した。この方法は、初めに各都道府県での区割画定を行い、最適区割を求めたのちにそ
の区割で発生した格差を基に、各都道府県に定数配分する方法である。最適区割とは与え
られた定数の中で一票の格差を最小にする区割のことで、この最適区割は、国での一票の
重みの格差は２倍未満を基本とし、市区郡は分割せず、選挙区内での飛び地をつくらず、
地域のつながりの考慮を前提とする。両氏は独自のモデルを用いて小選挙区制における一

10

票の格差の是正の限界を求めている。
しかし最適区割においても、現行の配分方式での一票の格差を最小とする理論的下限と
して 1.778 倍の格差が限界であると立証されている12。従って現行の小選挙区制では、
「一
票の格差」の完全是正は達成されない。故に現行の選挙制度による定数是正ではなく、格
差 1.00 の達成を実現する抜本的な選挙制度の改革が必要である。

【結びに】
15

本章において、
「一票の格差」は、民意の反映・法学・立憲主義の視点から望ましくない
問題である事を示した。そして民意の反映の視点から、我々の理想とする「国民の民意が
正しく反映された社会」を目指すために「一票の格差」の是正が必要であることについて
述べた。しかし、
「一票の格差」以外にも問題があると我々は考え、次章において「一票の
格差」以外の問題について言及していく。

第２章 一票の格差を是正した先の課題
20

―死票と投票率―

我々は格差を是正した先の理想も考察した。議席に対して票の平等が保障されて公平な
「民意の反映」が実現された後、次に民主主義国家として「国民全体」の民意かが問われ
る。確かに選挙区の民意の集約としては誰か一人の代表者に絞るという意思決定は大切で
ある。しかし、死票が過半数近くある現状はその選挙区の民意として、さらには議会全体
が国民全体の民意として言えるのか。また、平均投票率 60%という現状は 10 人に 4 人の声

25

が表明すらされず、とても「国民全体」の民意が表明されているとは言えない。故に、よ
り“多様な”
「民意の反映」の課題として死票を、より“広域な”「民意の反映」の課題と
して「投票率」の現状を本章で考察する。従って、本論文では「一票の格差」が是正され
“公平な”「民意の反映」が保たれた先に、「国民の民意がより正しく反映された社会」を
目指すとして展開していく。
12

堀田敬介（2003）
「選挙区最適区割問題のモデリングと厳密解導出」
http://www.bunkyo.ac.jp/~hotta/res/docs/paper_2003_ramp.pdf（2012 年 8 月 10 日）
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第 1 節 選挙制度の課題 －死票―
2-1-1 死票
死票は投票した候補者が落選したことにより議席に結び付かなかった票を指す。民意の
負託先として多数の候補者から国民を代表する候補者を絞り込んで決定する以上、最終的
に落選者に投じられた民意の阻害は、集団の意思決定の過程では必要悪である。
5

しかし、小選挙区制の導入以降の衆議院総選挙の死票率13は、1996 年 54.6％、2000 年
51.8％、2003 年 48.5％、2005 年 48.6％、2009 年 46.3％と高水準で推移している。ここで
1996 年、2000 年では、過半数の民意は反映されておらず、小選挙区制の問題点が浮き彫り
になったとして批判された。最新の 2009 年総選挙において死票は 3270 万票であり、46.3％
に上った。
これは全国の 300 選挙区のうち 87 選挙区で過半数の死票率を記録した事になる。

10

因みに高知１区では死票率が 67.5％に達して全国最高となった。この様に死票が過半数近
くを占めるという、民意の半分が議会に届いてない現状では、民主主義社会が機能してい
るとは言い難い。結果的に自分の票が死票になってしまうような事態が多く発生すること
で、有権者の投票のインセンティブの低下にも繋がると考えられる。
死票率はすなわち民意の排除の比率を示し、民主主義の多数決原理における「少数意見
の尊重」を満たすか否かの基準となる。まず国民の「政治的価値の平等」が保障された次
は、小選挙区制導入で死票率が半数近く占める日本の選挙において「死票」も「国民の民
意がより正しく反映させた社会」において改善されるべき課題として看過できない。

第 2 節 日本社会の課題 －投票率―
2-2-1 日本の投票率の現状
本項では現在の日本の投票率が低下傾向であることを確認し、考察を加える。
【図表３14】
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総務省「1996 年～2009 年における候補者別得票数」を参照し、C-part で作成
統計局「衆議院議員総選挙の男女別立候補者数、当選者数及び当選率（昭和 21 年～平成 21 年）
」
「参議院議員通常選挙の定数、立候補者数、選挙当日有権者数、投票者数及び投票率（昭和 22 年～平成
22 年）
」を参照、その後 C-part 作成
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図表３は日本の投票率の推移を示している。1970年代における投票率は衆議院・参議院
ともに約70%台で推移していた。しかし、1990年代に入ると投票率は低下し始め、衆議院・
参議院ともに約60％前後と約10％低下した。
5

代議制民主主義において国民が政治に参加する機会、つまり投票は民主主義社会におい
て欠かせない民意を反映させる手段である。投票率はその地域における投票参加、つまり
参政する意識の度合として一般的に利用される。本来民主主義は全員参加を前提としてお
り、国民は参政する権利と政治的自由を持つ。だがこの投票率が低い程、国民の参政意識
が低いことを示し、また民主主義が機能しているとは言い難い。確かに国の規模および現

10

代社会の機会費用を考慮して国民の全員参加は難しいが、この平均投票率 60%という現状
はとても「国民全体」の民意が表明されているとは言えない。従って「国民の参加」とい
う「投票率の向上」に向けて、国全体で長期的な視点で取り組み続けるべきである。
そこで、現在の日本の投票率は過去に比べて明らかに低下している原因を検証する為に、
投票に影響を与える要因について考察していく。

15

2-2-2 投票とその要因
日本の投票率の低下をかえりみた時、人々が投票する上で阻害にあたる要因を中心とし
て、人々の投票行動に影響を与える要因について考えていく。有権者が投票に行くか否か
を決定する要因は政治的関心、選挙制度、体調、職業など様々なものが存在する。
2010 年参院選で実際に棄権した人々の棄権理由についての統計15を見ると、
「仕事があっ

20

た」（27.0%）、「重要な用事があった（仕事を除く）」（24.1%）、「選挙にあまり関心がなか
った」
（14.9%）などの理由が上位であった。
実際の棄権の理由において半数を占めているのが、仕事や用事の存在が理由であった。
この要因への対応策として 2003 年から期日前投票を導入しており、期日前投票の利用時間
の延長や期日前投票所の増設など、投票インフラの充実は投票率の向上に繋がるだろう。

25

その他の投票に行かない理由として、多くの棄権の共通の要因として「政治的無関心」
が挙げられる。実際の棄権理由において政治的無関心は、「選挙にあまり関心がなかった」
（14.9%）に加えて「面倒だったから」
（7.8%）という棄権理由も含めて棄権の理由全体の
20%を超える。
「政治的関心」は人々の投票行動に大きな影響を与える。そもそも政治や選
挙に関心がなければ、投票に向かう「投票意識」さえも生まれない。その為「政治的無関

30

心」に対策を行う事で、将来的に「投票意識」を高め、投票率の向上を目指す。
投票率の向上は選挙制度改革だけでは困難である。その為、将来的な投票率のボトムア
ップのためにも有権者の「政治的関心」を高めることで人々の「投票意識」を向上させる
社会政策を提案する必要がある。この点については、本論第 3 章において選挙制度改革に
15（財）明るい選挙推進協会「第

22 回参議院議員通常選挙の実態」平成 23 年 3 月より参照
http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/22sangaiyo.pdf（10 月 15 日）
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よる「一票の格差」の是正後の更なる提案として政策提案を行っていく。

【結びに】 －民意を正しく反映する社会に向けて我々が着手できるのは－
我々は、第 1 章で述べた「一票の格差」を早急に是正すべきであり、“公平な”
「民意の
反映」を目指すべきとした。さらに格差を是正した後に「国民の民意がより正しく反映さ
5

れた社会」に向けて、現行の選挙制度では過半数の民意が議会に届かない「死票」という
課題を考察した。より“多様な”民意の反映に向けて死票の改善は選挙制度改革で対応可
能である。さらに投票率の低下という現状から、より“広域な”民意の反映にむけて、長
期的に投票率の向上を社会政策で対応可能として、次に第 3 章で提言する。

第３章 政策提言 ―「一票の格差」無き新たな社会へ―
まず、各々の選挙制度と議会制について着目し、小選挙区と比例代表制を比較検証し、
「一
10

票の格差」を是正する選挙制度を提言する。また、その制度のシミュレーション・実現可
能性についても考察する。最後に、格差是正後に求める我々の理想の社会「民意が正しく
反映された社会」についても言及する。

第 1 節 選挙制度の留意点
3-1-1 小選挙区制の特徴
小選挙区制とは、一つの選挙区から一人の候補者が選出される選挙制度であり、民意の
15

集約に重点を置く。そこでこの制度の特徴として長所、短所をそれぞれ検証する。
一般的に小選挙区制の長所として、選挙区が狭いので議員の選挙資金を抑制できる点が
挙げられる他に、歴代の推奨者は最大の根拠として、二大政党化する傾向から政権の安定
へ繋がる点が挙げられる。
なぜ二大政党制がいいのかについては第一に政権交代が可能な点がある。国民の役割は

20

政府・政権の形成と選択にあり、幾つかの政党から政権担当政党を選択するというよりも、
形成面では現与党を野党に下野させる「政府を追放する機能」が重要だとした16。第二に安
定した多数派による議会の堅実な運営を可能にする点がある。議院内閣制において議会の
多数派を占める党の首相の選出が相応しいとした17。第三に「権力の座から「追いだされる
可能性のある政権は、人々を満足させるべく行動〔政治運営〕する、強いインセンティブ

25

を有している。追い出される可能性がないとわかると、このインセンティブは働かなくな
る」
」18と、つまり二大政党の対立により与党は政権を維持しようと自身を改善していくと

16
17
18

シュンペーターが唱えた。 加藤(2008) 前掲書 56 頁-57 頁を参考
バジョットがこれを理由としている。 同書 51 頁を参考
シュンペーター・ポパーがこれを理由としている。同書 59 頁を引用

18

2012/10/23

公共選択学会

第 15 回学生の集い

「一票の格差の問題をどう考え、どうすべきか。
そして、そうした考察をどのように制度の改革・設計につなげていけばよいか」

青山学院大学経済学部 中村まづるゼミナール C-part

した。この様に二大政党制のメリットが理論上考えられていたが、実際には現実的でない
ものとして次項では小選挙区制と二大政党制が抱える問題について批判論を展開する。
続いて小選挙区制の短所として、議席につながらない死票が多いこと、少数勢力が議会
に代表を送れない点、区割りにおいて恣意性が介在する可能性19、地方の有力者に有利であ
5

り、地盤の固定化が進むことによる個人本位の選挙化20などが挙げられる。
死票の発生に関しては、小選挙区制は 1 つの区から 1 人当選するという性質上、当選者
以外への投票はすべて選挙の時点で切り捨てられてしまうことから比例代表制よりも死票
が多くなってしまう傾向がある。日本は選挙の際、候補者は後援会を中心とした個人的支
持基盤に依拠して行う傾向がある。これによって選挙は個人本位の選挙になりやすく、そ

10

の結果選挙区で議員の土着化が進むのである。

3-1-2 日本における小選挙区制 ―二大政党制の疑惑―
前項で述べたとおり、様々な有識者が小選挙区制を推奨する根拠として二大政党制を挙
げた。しかし、日本の現状を踏まえての二大政党制については様々な批判点も存在する。
まず社会における民意の分布として、現代の国際社会では保守や革新といった民意が明
15

確に二極化する複峰型社会である事が少なく、中央に民意が収束している単峰型社会であ
る事が多く、これは日本も例外ではない。単峰型社会は二大政党のイデオロギーの収斂の
傾向がある。この傾向はダウンズモデル21で、「単峰型社会において二大政党は中位投票者
の選好する政策へと収束していく」として説明される。イデオロギーの収斂化によって政
権交代後の大きな変化は期待することが出来ず、また少数派のイデオロギーをもつ有権者

20

の切り捨てが発生してしまい、民意の反映が阻害されてしまうのである。つまり、「小選挙
区制を用いた代議制民主主義では、複数の政党による選挙が行われても、有権者に実質的
な選択権が与えられていないことが起こる22」のである。また、主に二大政党では、投票総
数における得票率よりも議席の獲得比率の方が高くなってしまう傾向がある。この現状は
「民意を正しく反映」しているとも言い難い23。

25

ところで選挙制度は単独では機能せず、他の制度と補完し合うことによってはじめて効
果を発揮する。そうした補完する制度として重要なのが政党の組織構造である。
つまり小選挙区制で考えると
19

選挙において与党に有利になるような区割りを行う「ゲリマンダー」がこれにあたる。
本位とは判断や行動の基準となるもので、個人本位とは候補者自身が評価基準となるものである。他に
も政党本位・政策本位の選挙がある。
21 ホテリングの「２つの企業は競争の結果、利害が一致する中央の均衡した立地に到達する」という立地
モデルを、ダウンズが政党間競争に応用した。
「２つの政党間競争によって次第に有権者の中央にいる中位
投票者が選択する公約に収斂する」として、ダウンズの中位投票者説ともいう。
22 小林良彰(2012)「政権交代」中公新書 182 頁より引用
23 2009 年衆議院選では、民主党は得票率が 47.4％だったのに対し議席占有率は 73.7％で、自民党は得票
率 38.6％で議席占有率は 21.3％、共産党は得票率が 4.2％で議席占有率は 0％で 0 議席だった。
しんぶん赤旗(2009)「小選挙区制 弊害明白」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-09-03/2009090302_04_1.html (2012 年 10 月 17 日)
20
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政党本位・政策本位の選挙 ⇔ 個人本位の選挙
二大政党をもたらす

⇔ 二大政党に近いものになる

以上のどちらになるかは政党の組織構造に依存するのである。議員が選挙での票や資金面
で政党に大きく依存し、党内で一定の理念が共有されるという政党構造は政党と所属議員
5

の求心力が高く、凝集性の高い政党構造であるといえる。もう一つの問題点として我が国
では一般的に政党の組織構造が確立していないため、講演会など地域の地盤を中心とした
個人本位の選挙となりやすいことがある。こうした政党構造の弱さから、日本で小選挙区
制を実施したところで地盤の固定化が進むことで個人本位の選挙となり、必ずしも全国的
に二大政党化するとは限らないのである24。

10

以上より、小選挙区制を推奨する人々の根拠となる二大政党制への批判点を挙げた。さ
らに日本で小選挙区制の導入を試みたところで日本の政党構造が凝集性の低い構造である
以上二大政党制を必ずしももたらさないことを示した。

3-1-3 比例代表制の特徴
次に本項では比例代表制の特徴を述べ、同制度を支持する主張するを紹介する。
15

比例代表制とは、有権者の民意が議席に反映する事を目的とし、各政党の獲得票数に応
じて議席を配分し、当選者を決める制度である。長所として、多様な民意が反映される点、
政党間の争いとなり政策本位の選挙運動になる点、小選挙区制に比べて死票が減少する点
があげられ、短所として小党分立を招き政局不安定となりやすい点、拘束名簿式の場合、
候補者と有権者の関係が疎遠になる点を指摘されることが多い。

20

比例代表制は各政党の獲得票数に応じて議席が配分され、有権者の票が議席へとつなが
ることから、結果死票となる票が少なくなる。しかし、そうして少数意見も汲み取るとい
った構造によって小党分立を招く。拘束名簿式は政党名でのみの投票であり、個人名で投
票できない点から関係の疎遠化が見いだせる。
それでは比例代表制を主張する人々の根拠を 3 点紹介する。1 点目が「選挙結果を「でき

25

るだけ正確に国民の意向を反映する」ものにすること25」である。得票率に合わせて議席を
配分する事が正確な民意の反映へとつながるのである。2 点目が「
「数に比例した代表」こ
そが「民主主義の第一原則」
」26であるべきとする観点がある。これも 1 点目と同様正確な
民意の反映の重要性を示している。3 点目が少数派の尊重を満たした上で多数決の原理を満
たすべきであるという点である。「民主主義は多数決の政治だといっても、多数決原理の理

30

念からして、少数派の排除は、多数代表制のように、議会の前では適用されてはならず、
多数決原理は議会の中でこそ適用されるべき」と H.ケルゼンは述べている。つまり意見集

24

日本経済新聞 2003 年 11 月 14 日「経済教室 マニフェスト選挙の実効性分析 政党の凝集性がカギ」
を参考
25 美濃部達吉の意見である。加藤秀治郎(2003)『日本の選挙』中公新書 43 頁を引用
26 同書 48 頁を引用、J.S.ミルの意見である。
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約の機能を議会の中で行うべきなのである27。
これらの観点から、比例代表制は、多様かつ正確な民意の反映が可能となる点から少数
派の尊重が可能となるといえる。しかし、短所として挙げた拘束名簿式による候補者と有
権者の疎遠化、
「小党分立による政局の不安定化」を解決できなければ制度導入を強く主張
5

することができない。疎遠化については 3-1-7 で述べていき、次項で政局不安定化に対する
擁護を行っていく。

3-1-4 比例代表制 ―連立政権は不安定なのか―
それでは比例代表制の負の特徴といわれる「小党分立による政局の不安定化」について
述べていく。議会において小党乱立状態に陥り、議席の過半数を持つ政党がいなくなった
10

とき、しばしばいくつかの政党と組んでつくられた連立政権として政権を運営する。その
連立政権のメリットと安定する方法について述べていく。
連立政権の下では、複数の政党が自党の理念についてある程度妥協することで党派的な
理念の違いは明確でなくなる。この場合どの政党が与党になっても政権維持のための妥協
が発生することから、結果として政権交代が生じても政策としてはその変化は小さいもの

15

になると考えられる。よって政策は安定化すると考えられ、政権交代が行われても経済活
動に与える悪影響は小さくなり、景気循環の変動は小さくなると考えられる28。
ここまでは連立政権の長所とされる部分を挙げ、政権交代の可能性を示した。続いて短
所とされる政局不安定性を改善する方法について述べる。
連立政権の形態は 3 つ29挙げられるが、一般的に目指す連立政権の形態が、議会内で過半

20

数支持勢力を確保するために必要なだけの政党は含むが、過半数確保に必要でない政党は
一切含まない最小勝利連合である。
連立政権は短命政権であり、短命政権は政権の不安定性をもたらすというのが一般的見
解である。しかし、連立政権においても政党数がより少ない最小勝利連合の形成、イデオ
ロギーの似通った政党との連立政権を目指すことで比較的安定した政権をつくることがで

25

きる。また L.ドットは議院内閣制国家 17 か国の 275 議会を対象に政党政治の数量分析を
行った。その結果連立政権は必ずしも不安定であるとは限らないということを実証した30。
また、ワーウィック(1979)は連立政権の継続性に着目した研究を行い、最小勝利連合はそれ
以外の連立形態よりもはるかに継続性があることを発見した。
以上より「小党乱立による政局不安定化」というデメリットについては最小勝利連合の

30

形成によって比較的安定化することを示した31。3-1-3 に述べた比例代表制が「民意を正し
同書 53 頁-55 頁を参考
井堀利宏,土居丈朗(1998)『日本政治の経済分析』木鐸社
29 他に「過大規模連合」と「過小規模連合」とがある。
30 彼の研究によれば、平時の議会の 75％が多党制議会であり、そのうち 40 か月以上続いた内閣の 80％は
多党制議会下で生まれたものであった。
31 小党乱立を防ぐために、一定のラインを設けてその基準に満たない得票数の政党に議席配分しないとい
う人為的な民意の集約を図る阻止条項がある。しかしより民意を正しく反映を図る際、阻止条項を持ち込
27

28
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く反映する社会」に最適である点と合わせて、比例代表制の導入は問題がないと考える。
最後にこれまでに述べた各選挙制度の長所短所等をまとめた図表４を下記に示す。
【図表４ 各選挙制度の長所と短所のまとめ32】
長所

小選挙区制

比例代表制

短所

日本の小選挙区制

・二大政党化

・死票が多い

・マニフェストの収斂化

・政権の安定化

・区割りに恣意性が入る

・少数派の切り捨て

・選挙費用の抑制

・地盤の固定化

・個人本位の選挙化

・多様な民意の反映

・小党分立する

・政策本位の選挙

・政局の不安定化

・死票の抑制

・有権者との関係疎遠に(拘束名簿式)

3-1-5 比例代表制と民意の反映①(多数決と少数派の尊重)
5

序章にて“代議制民主主義とは国民が主権を握っており、民意を選挙で代表者に負託す
る”として述べた。国民全体の民意を議会に反映させる際、選挙区の代表者を選挙で絞ら
ねばならない。そこで、国民全体という集団の意思決定方法について考察する。
集団の意思決定は「全員一致」と「多数決」に二分され、社会の規模から全員一致の結
論に至る為の機会費用や外部性の非効率さを考えれば、一般的に民主主義社会は多数決原

10

理をとるべきとされている33。その第一の理由として、可能な限り多くの人に自己決定を保
障する為、なるべく多くの人の判断と集団の結論が一致するべきというものである。第二
に出来るだけ多くの人が幸福や共感を得るべきとして、ベンサムに代表される功利主義の
「最大多数の最大幸福」の観点がある。第三に、様々な意見が存在して、かつ集団として
一致した決定が必要である際、過半数で意思決定をする単純多数決こそがすべての人を公

15

平に扱う決定手続だとするものがある。ただしこれは結論の内容に拘らずあくまで手続き
的善に着目している。以上より、自己決定の最大化や功利主義の観点、そして手続きの公
平性から多数決に正当性があるとされ、一般的に民主主義社会において多数決がとられる。
しかし多数決による結論は必ずしも正しいと言えず、さらに少数意見が抑圧される危険
性が常にある。そこで「少数意見の尊重」を考慮する必要が生じる。多数決とは、政府を

20

組織し公共の課題に関する決断を下すためのただの手段であり、決して多数派が少数派を
抑圧する権利に直結しない。民主主義国においても、多数派が少数派や個人の基本的な権
利と自由を取り上げることがあってはならない。従って少数派の意見を聞きつつ議会で意
見を調整してこそ、多数決での全体の意思決定をすることが許される。
そして、一般的に小選挙区制は相対的多数代表制に分類される。多数代表制は多数決に

んだ比例代表制の採用は、本質的な矛盾を孕んでいる。その為格差是正を最優先とする本論文では阻止条
項は採用されるべきではないと我々は考える。
32 本論文 3-1-1～3 で述べた内容より C-part 作成
33 長谷部恭男(2004)『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、21-28 頁を参考
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起源を持ち、意見集約を極限まで進めて少数派を切り捨てる。対して比例代表制は意見集
約を出来るだけ抑え、国民の意見の多様さを議会に可及的に再現する制度である。
ただ少数派を切り捨てる制度ではなく、今述べた民主主義社会に欠かせない「少数派の
尊重あっての多数決」を満たす比例代表制を基盤とした導入を検討する必要がある。
5

3-1-6 比例代表制と民意の反映②（死票と投票率の改善）
3-1-1 で述べたとおり、
小選挙区制に比重が置かれた現行の選挙制度では死票が発生する。
国民全体の意思決定として代表を選出する際に、民意の集約は必要である。しかし現状の
過半数近い死票率は、自身の民意が議会に届かない有権者が過半数存在することを指す。
10

小選挙区制は「民意の集約」に重点を置いた制度であり、選挙の時点で集約が行われる。
死票の発生は民意の集約のプロセス上やむを得ないとするのではなく、我々は選挙時点で
の死票が過半数近くに上っている点から改善を提言する。
比例代表制は政党の得票数に応じて議席を配分する事から、一つの区から一人の候補者
のみ選出する小選挙区制よりも、死票が減ると考えられる。よって比例代表制にすること

15

で死票を減少させ、”多様な”民意の反映へ近づけられると考えられる。
また「最近の研究は、比例代表制のもとでの投票率は小選挙区制のもとでのそれよりも
7％高くなる34」という研究結果がある。その理由として比例代表制は「小選挙区制に比べ
て死票が少なく少数政党に有利な選挙制度であるため、たとえ少ない議席であっても確実
に確保しておこう、そのためには棄権を避けて確実に投票しておこうというインセンティ

20

ブが働くためだと考えられる」35。これらの考察より、死票も投票率を減少させる一因だと
考えられ、比例代表制への完全移行または比重を置く事によって、死票の減少や投票率の
上昇が期待できる。従って死票として議会へ届かなかった民意や棄権で議会へ届かなかっ
た民意を汲み取る事で、より“多様”かつ“広域”な民意の反映が達成されると考える。

25

3-1-7 比例代表制と民意の反映③（非拘束名簿式）
比例代表制に主に使用される政党名簿制は拘束名簿式と非拘束名簿式に二分される。
拘束名簿式とは、政党があらかじめ名簿内の候補者の順位を定め、有権者は政党名で投
票する方式であり、日本の現行の衆院選比例代表制にあたる。一方非拘束名簿式とは、名
簿の候補者に順番を定めず、得票数をすなわち政党内の優先順位として、候補者を降順に

30

記載する方式であり、日本の現行の参院選の比例代表制にあたる。
つまり非拘束名簿式の方が有権者の選択肢が広いといえる。政治的関心の高い人々は自
分の意見に限りなく沿う人を探そうとし、政党でなく候補者名の投票を望むかもしれない。
その場合、拘束名簿式で自分が推す候補者に票を投じたとしても、その票は支持した候補
者でなく他の候補者への得票に繋がるかもしれない。この様に当選させたい候補者が存在
34
35

寄本勝美, 辻隆夫, 県公一郎(2006)『行政の未来』成文堂
同書 297 頁より引用
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しても、政党名でのみ投票できない拘束名簿式は民意の反映という面で“正確さ”に欠く。
これは 3-1-3 で取り上げた比例代表制の短所である拘束名簿式の「候補者と有権者の関係
の疎遠化」を指すが、非拘束名簿式では上述の通り疎遠化することはない。よって非拘束
名簿式は我々が考えるより“正確な”民意の反映に近づくといえる。

第 2 節 制度提言
3-2-1 「全国集計ブロック型非拘束名簿式自動決定式比例代表制36」

5

この節では、「一票の格差」を完全是正することを目的とし、さらに、「一票の格差」是
正後に求める我々の理想、
「民意の反映」にも着目して、我々の考える新制度を提言する。
我々が提言する新制度は、
「全国集計ブロック型非拘束名簿式比例代表制」である。初め
に、この制度を項目ごとに紹介し、制度施行の手順を述べていく。
10

“比例代表制”とは、得票率に応じて議席を配分する、民意の反映を目的した制度であ
る。その方法とは、投票された票を政党ごとに集め、サン・ラグ式37という分配方式に従っ
て議席を配分する。分配方式は各国で違いがあり、現在の日本ではドント式を用いている。
（2−1−1 詳述）サン・ラグ式を採用する所以は、この方式が小党に有利に議席が配分され、
多角的な民意が議会に反映されるからである。

15

“自動決定”とは、比例代表制で議席が各党に配分された後に、その各党の議席を各区
割に再配分する方法である。つまり選挙ごとに議席数が変化する。式にすると以下になる。
各党の議席数×ある選挙区における各党の得票数

ある選挙区の議席数＝

各党の総得票数

“非拘束名簿式”とは、有権者は投票の際に政党だけでなく、候補者にも投票できる方
法である。政党は、順位を決めずに名簿を作成し、有権者が投じた票数によって多い順に
20

当選者が決定される。この方法の特徴として、有権者は政党のマニフェストだけでなく、
候補者が掲げた公約も吟味して投票出来る。
“ブロック型”とは、区割のことを指す。現行の衆議院で用いられている 11 ブロックを
用いて、選挙を行う。現行の衆議院で用いられているブロックは以下の通りである。
北海道／東北／/北関東／南関東／東京／北陸信越／東海／近畿／中国／四国／九州・沖縄

25

このブロックごとに有権者は投票を行い、候補者は選挙活動を行う。
“全国集計”とは、開票する際の集計方法のことを指す。各選挙区で投じられた票を一
カ所に集め、全国規模で各政党に投じられた票を集計する。
では次に、この選挙制度の手順として、投票から議員当選までの流れを順序立てて紹介
し、加えてどの制度が対応しているのか示す。
36

我々の提唱する新制度は、小林(1994b)が提唱する「定数自動決定式比例代表制」を参考に提言してい
る。都道府県型である小林の制度との相違については 3-3-2 及び 3-3-4 で詳述。小林良彰(1994b)『選挙制
度：民主主義再生の為に』丸善ライブラリー, 145-155 頁参照
𝑉
37各政党の得票数を奇数の順で割り、
その商の大きい順に定数までの議席を配分し、次の式の様になる。
（V＝各政党の総得票数,

S＝各政党がこれまでに獲得した議席数）
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1． 新しい選挙区は、現行の衆院選の比例代表制の 11 ブロックの区割りであり、人為的
な恣意性が新たに入らないものを用いる：「ブロック型」
2． 各政党はブロックごとに順位を定めずに名簿を作成、有権者はこの名簿から候補者を
選んで個人名を書いて投票するか、または政党名を書いて投票する：
「非拘束名簿式」
5

3． 選挙後、各ブロックにおける各候補者、あるいは各政党の得票数を政党別に全国規模
で集計する：
「全国集計」
4． 全国で集計された票に従って、サン・ラグ式を用いて各政党に議席を配分する。
5． 各政党に配分された議席数を、さらに各政党の各ブロックで得た得票比に応じて、最
大剰余式を用いて各ブロックで配分する：「自動決定式」
「比例代表制」

10

6． 各党の各ブロックに配分された議席を、そのブロックにおけるその政党の候補者の得
票の多い順に与える
といった手順で選挙は行われる。

第 3 節 新しい選挙制度と課題
3-3-1 「一票の格差」是正の具体策 ―全国集計―
15

「一票の格差」を是正する為には、小選挙区制を用いて、区割における人口を完全に同じ
にするか、あるいは比例代表制を用いて選挙における規模を全国区にする必要がある。し
かし、各選挙区の人口を均一にすることは、約１億 2800 万人もの人がいる日本では、人口
変動を考慮しても難しい。一方、選挙における規模を全国区にすることは、２種類に大別
できる。区割を全国区にするか、集計を全国単位にするかである。区割を全国区にするこ

20

とは、選挙において、有権者が候補者の情報を知るために大きな負担がかかる。さらに、
候補者も全国区で選挙活動を行わなければならない為選挙資金が莫大にかかってしまう。
そのため議員定数が最も多い衆議院議員 480 人を全国区の区割で選出することの実現可能
性は低いと考えられる。そこで、我々は全国集計を行い、「一票の格差」を完全に是正する
こととした。では、集計を全国区にするといったことはどういったことであろうか。全国

25

での集計というのは、区割ごとに開票して、当選者を決めるのではない。以下でこの全国
区での集計の手順について詳しく説明する。
1． 各選挙区の投票を全国で集計する
2． 全国で集計した票を政党ごとに分別する
全国規模で、各政党がどれほど得票したのかを示していく

30

3． 各政党の総得票数に応じて、各政党の議席をサン・ラグ式で配分する
4． 各政党に配分された議席を各政党が区割ごとの得票数に応じて、最大余剰方
式38で配分する

38各政党のブロックごとの得票数を

X、各政党の全国区得票数を V、各政党に配分された議席数を N とす
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この４つのステップによって全国区における集計、議席配分が完了する。この全国区にお
ける集計によって、有権者の民意がまず１つに集約され、その後政党に分配されるので、
「一
票の格差」の完全是正が実現する。
5

3-3-2 死票縮小の具体策 ―ブロック型―
本論文において、小選挙区制では死票が多く発生し、投票のインセンティブの低下に繋が
ることを述べた。（3-1-1 詳述）さらに、死票が過半数近く存在する現状では「民意を正し
く反映させる」とは言い難い為死票は改善すべき課題であると述べた。（3-1-6 詳述）
死票を縮小させるためにはまず、得票数に応じて議員が選出されるといった比例代表制

10

でさらに区割の規模を広げることが必要である。前項でも述べた通り、全ての議員を全国
区の比例代表制で選出することは現実的に難しい。そこで我々は、現行の選挙制度で一番
区割の規模が大きい衆議院の比例代表制、11 ブロックを用いて死票を縮小させる。

3-3-3 投票率と議席への反映 ―自動決定式－
15

本論文では、我が国の投票率は近年約 60％台へと低下し、その低下の要因として人々の
政治的関心が低いことを示してきた。（2-2-1 で詳述）
現行の日本の選挙制度では、小選挙区制における区割の形成も、比例代表制における議
席配分も有権者数に応じている。有権者数に対応した議席配分ということは、民意は投票
率 100％で表明されるという考えが前提となっている。しかし区割の形成や議席配分の基準

20

となる有権者数は棄権者も含まれており、実際投票して民意を表明した人の数、即ち得票
数とかけ離れている。そうすると、有権者数に応じて議席が配分された各選挙区では、投
票率が低い選挙区の候補者が相対的に少ない得票数で当選してしまう為、投票した人の民
意の価値が相対的に小さく扱われることになる。本来ならば投票するという人々の持つ参
政権を行使することによって、自分の意見を表明した者の民意こそが議会で審議されるべ

25

きであるのにも拘らず、これでは有権者数と投票された票の数が乖離した状態であると言
える。現状において現行の制度では、「民意を正しく議会に反映」することが達成された社
会とは言えない。そのため、有権者数で区割や議席数を決める現行の制度ではなく、新し
い制度を提言する必要がある。
上記の問題を解決するために、得票率で区割や議席を決める方法がある。しかし、投票後

30

に区割を決めることは、選挙区が定まらなくなる為、選挙活動が出来ない。よって、我々
は得票率で議席数を決定する自動決定式が唯一実現可能な方法として提言した。この方法
は 3−3−1 の全国集計プロセスの“4”にあたる。このように得票率に応じて議席数を決定す
ることは、公平に民意を議会に反映することを可能にする。そして、投票率が低いとその
選挙区の議席が減ることは、人々の利害感覚に影響を与え、投票率向上に繋がると考えら

𝑋

ると、𝑁 × として、積の整数部分は議席として確定し、残余の議席を小数点以下の大きな順に分配。
𝑉
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れる。

3-3-4 「全国集計ブロック型自動決定比例代表」導入のシミュレーション
この節では「一票の格差」を完全是正することが可能な「全国集計」に加えて、死票を縮
小、投票率の向上が見込める「ブロック型」
「自動決定」が実際に導入された時の変化を 2009
5

年の衆院選と 2007 年の参院選のデータを用いて検証する。
まず、都道府県型とブロック型の２つの区割を比較し、どちらがより死票を縮小するか、
全国集計で議席配分した上でそれぞれシミュレーションして検証する。
まず初めに、衆院選（図表 5）
・参院選（図表 6）における都道府県型の結果を提示する。
民主党=民

10

自民党=自

公明党=公

共産党=共

社会民主党=社

みんなの党=み 国民新党=国 その他・無所属=他
【図表 5 都道府県別 衆議院議席数39】

と表記する。

【図表 6 都道府県別 参議院議席数40】

参院選の結果からわかるように、どの政党からも議席が配分されない県が生じてしまった。

39

総務省 HP 平成 21 年 8 月 30 日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin45/index.html(2012 年 9 月 12 日)から C-part 作成
40 総務省 HP 平成 17 年 9 月 11 日執行 参議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin44/index.html(2012 年 9 月 12 日)から C-part 作成
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四国に関して言えば、4 県中 3 県において議席が配分されず、これでは、その選挙区の民意
を議会に反映する代弁者が存在せず、各選挙区の民意が平等に議席に反映されない。
そこで小林（1994）が提唱した「定数自動決定式比例代表制」ではどの政党からも議席
が配分されない都道府県が生じた場合に対して対応策が示されている41。それは、該当する
5

都道府県における、最大余剰の数が最も多い政党に１議席を与え、その政党は全国配分さ
れた議席から１を引いた残余を他の都道府県で配分する。以上の参院選の議席が配分され
ない都道府県を小林の提唱した案に則して議席を移行すると、
民主党
山口県⇒鳥取県 神奈川県⇒徳島県 静岡県⇒香川県 大阪府⇒高知県 鹿児島県⇒佐賀県

10

自民党
石川県⇒富山県 北海道⇒福井県 埼玉県⇒和歌山県
長野県⇒島根県 長崎県⇒大分県 愛知県⇒宮崎県

宮城県⇒沖縄県

となる。石川県を例にとると、これでは石川県に配分された自民党の議席がなくなる。そ
して、得票比率 0.51 の石川県から 0.49 の富山県に１議席が移譲されることによって、２県
15

の得票比率の差 0.02 が死票になるので、死票は拡大する。さらに、この移譲は、石川県民
の民意と富山県民との民意が同じとは限らないので、民意がすり替わってしまっている可
能性が生じる。つまり、民意が正確に反映されているとは言い難いと我々は考える。また、
各党で議席を配分した後に議席が配分されていない都道府県を調べ、議席を移譲するので、
多くの手間がかかるといったデメリットも存在する。

20

したがって、都道府県型での区割は議席が配分されない県が生じ、小林の提唱する対応
策を用いると、民意のすり替えが生じてしまい、民意の正しい反映が成されていない。
一方、ブロック型で試算した結果は以下の図表 7,8 の 通りである。
【図表 7 ブロック別 衆議院議席数42】

【図表 8 ブロック別 参議院議席数43】

このように、ブロック型は区割を広くする為、議席が配分されないブロックが生じるこ
41小林(1994b)の定数自動決定式比例代表制は都道府県型で区割を形成する。小林

前掲書 145-155 頁参考
HP 平成 21 年 8 月 30 日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin45/index.html(2012 年 9 月 12 日)より C-part 作成
43総務省 HP 平成 17 年 9 月 11 日執行 参議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin44/index.html(2012 年 9 月 12 日)より C-part 作成
42総務省
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とはまずない。今度は死票に着目してブロック型と都道府県型で比較した(図表 9,10)。
【図表 9 死票率の推移 衆議院44】

【図表 10 死票率の推移 参議院45】

以上より都道府県型に比べてブロック型は、死票率が両院ともに大幅に縮小された。
さらに、2009 年の衆議院の比例代表制のデータを用いて、人口比で投票前に議員定数を
定める現行制度と、投票後の投票率により議席配分を決定する、自動決定式を比較した。
【図表 11 自動決定式による議席配分46】

5

図表 11 から、東北・北関東で議席が１減、東京・北陸信越で議席が 1 増していることが
分かる。今回のシミュレーションは、衆議院の比例代表制、議員定数 180 という母体のた
め、変化が微少であった。しかし、衆院選全体、つまり議員定数 480 に適応させると、母
体が拡大するため、現行制度と自動決定式での議席配分の違いが大きくなるだろう。
このようなシミュレーションを行うと、全国集計で「一票の格差」の是正が行え、図表 9・

10

10 より死票の縮小が確認され、さらに、図表 11 より、自動決定式の方がより公平に投票者
の民意を議会に反映させられることを示した。

第 4 節 現行制度との比較と実現可能性
3-4-1 現行制度との比較
この新しい選挙制度を導入することで、何が改善されるのだろうか。ここでは、現行制
44

同 HP http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin45/index.html （2012 年 9 月 12 日）
参照、その後 C-part で作成
45 同 HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin44/index.html （2012 年 9 月 12 日）
参照、その後 C-part で作成
46総務省 HP 平成 21 年 8 月 30 日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin45/index.html （2012 年 10 月 21 日）参照、そ
の後 C-part で作成
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度と我々が提言する新制度との違いを示し、新制度導入にあたっての変化を示す。
まず、
「一票の格差」について考察する。新しい選挙制度では現行の制度と比べ、全国集
計を用いることで「一票の格差」を完全に是正することが出来る。完全に格差が是正され
た社会とは、一人一人の票、つまり民意が公平に議会に反映されることを意味する。
5

次に、死票について考案する。大幅な死票の存在は多様な民意を議会に反映することを
妨げる。そして、小選挙区制における過半数に近い死票は、その性質上、少数決による結
果がもたらす。そのため、過剰な死票は望ましくない。しかし、新しい選挙制度では、ブ
ロック型比例代表制を採用することで、大幅な死票の縮小を可能にする。民意をより反映
する比例代表制を採用し、区割の規模を広げることにより、更なる死票の縮小を達成した。

10

最後に、投票率について考察する。平成以降の平均投票率が約 60％と５人に２人が投票
に行っていない計算になる。全ての国民に参政権が与えられている民主主義国家において、
投票している人が 5 人に３人という現状は、国民全体の民意が投票によって表明されてい
るとは言い難い。従って投票率の向上による、広域な民意の反映を目指すべきである。
そこで、新制度の「自動決定式」比例代表制は、投票率が各選挙区の議席数に公平に反

15

映される為に、有権者の投票のインセンティブの向上につながると我々は考える。得票数
に応じて議席が決定されるため、投票率の低い選挙区では結果的に議席が減りかねず、逆
に投票率の高い選挙区では議席が増える可能性がある。その為、投票率が低いと自分の選
挙区の議席が減るとなれば、選挙に行くことが合理的だと考えられ、有権者の投票率の向
上につながると考えられる。

20

新たに、投票の選択肢について民意の反映という観点から考察する。有権者は政党だけ
でなく、立候補者にも投票でき、投票の選択肢の幅が広がると同時に、より正確に民意を
反映できるため、我々の提言した選挙制度に非拘束名簿式を導入する。
それでは、これまでに述べた現行の選挙制度と新制度の比較をまとめる。現行の制度
は、公平な民意の反映を妨げる「一票の格差」、多様な民意の反映を妨げる過半数に近い「死

25

票」が存在し、年々下がっている投票率は広域な民意の反映を阻害している。しかし、我々
が提言する新制度は、まず「一票の格差」を完全に是正することが出来る。さらに、
「死票」
を縮小させ、
「投票率」の向上につながると考えられる。しかし、この制度が実施される為
には、実際に導入され得るのかを検討しなければならない。

3-4-2 制度面からみた、制度提言の実現可能性
30

本項では、我々の提言する新しい制度が導入でき得るのか、実現可能性を述べていく。
まず、
“全国集計”について、この集計は煩雑で大規模であるが、大選挙区制で行われた
従来の選挙以上に、今日の技術の発展による機械化などにより開票作業の迅速化が図られ
ている為、全国集計の制度導入の実現可能性は低くはないと考える。
“ブロック型”は、現行の衆院選比例代表制の 11 ブロックを用いる為、新たな技術的な

35

作業が不要であり、実現性が高いと考える。
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“非拘束名簿式”についても現行の衆院選で用いられているため、移行の難しさは問題
ないと考える。
“自動決定”は得票数をもとに各政党に議席が配分され、さらに政党内の各ブロックの
得票数に応じて議席をさらに配分する。従来の議席配分は各選挙区の議員定数を有権者数
5

に応じて決めていたが、この方法では選挙ごとの正確な投票者数に応じる。格差が生じ、
違憲状態判決の判例の度に、選挙前に従来の 5 年毎の国勢調査に基づいて議員定数の増減
の試算が行われる。しかし、自動決定式により、議員定数の増減の試算が不必要となり、
得票数で集計する為新たに労力を課す手間も省ける為、導入可能性は大いにあると考える。
“比例代表制” は、小党の乱立による政局の不安定化の恐れがある。
（2-2-3 で詳述）

10

しかし、形成する連立政権によっては政権の安定化を期待できることを示した。
以上より、我々が提案する制度が実現可能で次回の選挙にも適用でき得ることを示した。

3-4-3 立案面からみた、制度提言の実現可能性
選挙制度改革の提案に当って、制度面の移行の困難性だけでなく、立法の実現可能性と
して新制度が議員の合意を得られるかを考察する必要がある。そこで立憲主義の観点、特
15

にブキャナンの理論から議員と有権者の選好の観点から考察していく。
まずは議員がどのような行動をとるか、立憲主義の観点から考察する。実社会において
議員は自己の利益を最大化するような行動をとるだろう。そして議員が既得権を維持する
ためには次選挙においての再選が必要不可欠である。この時、議員は自身の再選の可能性
を高めること、すなわち自身が落選する可能性の最小化を望む選択を行うと考えられる。

20

また議員は、将来の有権者の選好などの自身を取り巻く環境が不明瞭という「不確実性の
ヴェール」の下で行動・選択を行っている。そのような状況にある議員は「一票の格差」
についてどのように考えるのだろうか。
ブキャナンの理論に当てはめて考えるならば、議員の当選には有権者からの投票が必要
不可欠である為、議員は多くの有権者の選好に見合うような公約を選択すると考えられる。

25

そこで 1-2-3 で、一票の格差からの影響が不明な「不確実性のヴェール」において有権
者は「一票の格差」の是正を望むことを示した。従って議員は有権者の選好に沿って、最
終的に「一票の格差」を是正するような公約を選択せざるを得ないと考えられる。
加えて、2012 年 10 月 17 日の 2010 年参院選における最大格差 5 倍は違憲状態とした最
高裁の判例から、有権者の「一票の格差」に対する問題意識は高まることが予想される。

30

従って「一票の格差」の是正に向けた選挙制度改革を議員が選択する可能性はさらに高
まると考えられる。すなわち選挙制度改革に対して議員の合意は得られるとし、我々の提
言は実現可能性が十分にあることを示した。

第 5 節：より広域な「民意の反映」のために
3-5-1 今後の展望 —投票率の向上—
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前節で論題に対する「一票の格差」を完全是正する提言を行ったが、さらに我々の考え
る理想「国民の民意をより正しく反映する社会」の実現には更なる提案が要する。そこで、
本節では 2-2-2 で述べた「政治的関心」の向上のための提案として「選挙教育の充実」と、
その具体案として「模擬選挙」の導入を提言する。
5

まずは「選挙教育」が政治的関心にどのような影響を与えるかについて考える。政治的
関心が高い国の代表としてスウェーデンが挙げられる。スウェーデンの投票率の平均は
85%前後と非常に高く47、有権者の「投票意識」は高く、
「政治的関心」が高い国である。
では、なぜスウェーデンの人々の「政治的関心」は高いのか。この国の「政治的関心」
が高いといわれる理由に学校での選挙教育がある。選挙教育は義務教育において重要な地

10

位を占めている為、小さい頃から人々は選挙について触れており、社会的な意識として「政
治的関心」が根付いていき、将来の投票率の安定につながっている。
では、具体的に選挙教育は実際どういったものがあるのだろうか。例えばスウェーデン
では各政党の候補者が学校を訪れ、政策公開討論会を行って実際の選挙や政治についての
理解を深めたりしている48。また「模擬選挙」が実施されており、それぞれの学校や所属団

15

体で実際の選挙と同じ政党や候補者に対して投票を実際に行っている。政策公開討論会を
行い、その内容を踏まえた後で実際に模擬選挙を行う。このような「選挙教育」を行うこ
とで実際に選挙に触れる機会が与えられ、将来的な政治意識の向上が期待できる。
しかし現在日本では、教育において政治や選挙に関する話はタブーといった風潮が存在
する。その結果、日本では「政治は近寄りがたいもの。政治家はウソつきで、何か汚いこ

20

とをしている」というイメージを若者から持たれている。一方スウェーデンでは選挙その
ものが生きた社会教育として、
「政治は大切なもの。住みよい社会をつくるには、政治参加
が必要」というコンセンサスとなっている49。この様な「教育において政治や選挙はタブー」
という日本の風潮をなくすべきであり、選挙教育の充実、特に模擬選挙を導入することで
政治的関心を向上させ「投票意識」を高めることで、将来の投票率をボトムアップさせる

25

ことが“広域な”民意の反映に必要である。以上のことから、将来の投票率向上のために
「選挙教育」の充実を図り、特に「模擬選挙」を導入することを提言する。

【結びに】
これまで第 1 章で一票の格差の是正の必要性を述べ、第 2 章では死票と投票率の改善
をめざし“多様”かつ“広域”な民意の反映を達成すべきとした。それらを同時に改善で
きる制度として“全国集計ブロック型非拘束名簿式自動決定式比例代表制”を提言した。
30

この制度によって一票の格差の完全是正、死票の改善、投票率の上昇が見込めることを示
した。そして格差是正後の“広域”な民意の反映を達成する為に投票率向上の政策として
47

スウェーデン統計局 HP 1952 年以降の国政選挙（Riksdagsval）投票率
http://www.scb.se/default____2154.aspx （2012 年 10 月 17 日）より C-part 算出
48岡沢憲芙・奥島孝康編（1994）
『スウェーデンの政治』早稲田大学出版部 200 頁より参考
49同書 200 頁より参考
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選挙教育などを唱えていった。

終章 論題への回答 残された課題
終章では、これまで我々が述べてきたことを振り返り、今回の論題である「一票の格差
5

の問題をどう考え、どうすべきか。そして、そうした考察をどのように制度の改革・設計
につなげていけばよいか」に対して回答を行い、本論文で達成されたこと及び残された課
題について述べて本論文を締めくくりたい。
1 章では、
「一票の格差」が現行の選挙制度においてどの部分で発生しているかを示した。
また「一票の格差」について多角的にアプローチを行い、是正しなければならない問題で

10

あることを述べ、現行の選挙制度では格差を完全是正できないことを示し、新制度導入の
必要性を述べた。
2 章では「一票の格差」を是正した後に、
「死票」と「投票率」の改善を目指すことで“多
様な”そして“広域な”民意の反映が達成されることを述べ、投票率に関しては選挙制度の変
更だけでは解決できないことを示した。そのために、
「政治的無関心」を社会政策によって

15

改善することで、
「一票の格差」是正後の将来的な投票率上昇を目指すことを示した。
3 章では 1 章、2 章で示した「一票の格差」の是正の必要性及び死票と投票率の改善の必
要性から、
「一票の格差」を完全に是正させる方法として全国集計の比例代表制を提示した。
加えて「死票」と「投票率」については、死票を縮小させ、投票率を向上させる制度とし
て「ブロック型」
「自動決定式」を提示した。これらの要素を実際に過去のデータに当ては

20

め、どう結果が変化するかについても検証し、格差是正によってより正しい民意の反映が
可能であることを示した。また、現行制度との比較、各要素の実現可能性を提唱し、導入
可能であることを提唱し、さらに一票の格差是正後の投票率向上を目指した社会政策とし
て“選挙教育”についても言及していき、とりわけ模擬選挙の導入を提案した。
以上のことを踏まえ、今回の論題に対して我々の回答を行いたい。まず「一票の格差」

25

を「地域間格差」と定義し、民意の反映、法学的、立憲主義的な観点から「一票の格差」
は望ましくない問題であることを示した。そして、格差を 1.00 倍に完全是正すべきと考え、
そのための新たな制度として「全国集計ブロック型非拘束名簿式自動決定比例代表制」を
両院の選挙制度として提言する。以上が我々の論題への回答である。
それでは、本論文の成果とやり残された課題を述べ、本論文を締めくくりたい。本論文

30

によって、
「一票の格差」という問題に対して、多角的な観点からアプローチを行うことで
是正されるべき問題であることを示し、
「一票の格差」を完全是正する制度を導出すること
で、「一票の格差」を完全是正することは可能であるという方向性を見出すことが出来た。
残された課題としては、1-1-2 で扱った二院制下の参議院の意義については本論文におけ
る議論は不十分であり、更なる議論及び研究が必要である。本論文は今回格差の是正を最

35

優先し、
「民意を正しく反映させる」ことに重きを置いた為、二院制に関しては現状維持と
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いう提言に留めた。しかし、かつては無所属議員で構成された緑風会が参議院には存在し、
政党とは独立した立場であったことから法案審議が現在より慎重に行われていた。現状は
参議院においても政党政治化が進行し、参議院は衆議院のカーボンコピー、あるいはねじ
れ状態において参議院は強すぎるとして、参議院無用の声も上がっている。そこで、無所
5

属議員の増加、政党政治からの脱却を図ることで二院制の本来の意義を達成できる可能性
が残されており、更なる議論の余地がある。
また、現行の制度では比例代表制における無所属の候補者の出馬が認められていない。
我々が提案する新制度において無所属の立候補者にも機会が与えられるためにも、
「無所属
党」の可能性について議論を重ねる必要がある。

10

そして、「公開討論会の、候補者以外の者による開催・放送の自由化」や「選挙活動に
おける Web 公開などのインターネットの活用」などを含む「情報公開」については本論文
において言及出来ていない。この「情報公開」に関しても今後の研究課題として取り組ん
でいく。
最後に、本論文の執筆に当たり、青山学院大学経済学部中村まづる教授および中村ゼミ

15

の先輩方には大変有益なご指導を頂いた。本論文が完成した折にて、C-part 一同心より厚
く重ねて御礼を申し上げる。
（2012 年 10 月 23 日 青山学院大学経済学部中村まづるゼミナール C-part 一同）
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*******************************
【Appendix: 一票の格差に伴う地方への支援と経済効果

（計量分析）】

利益誘導には地域差があり、それが票とカネの交換関係をもたらすことを前提として、
利益誘導の結果が、公的資源配分の１つの形態である地方への補助金配分を左右し得るも
のとし、議席数に繋がる一票の重みの違いと仮定した50。すなわち、[一票の格差

→

地

方交付税交付金] の因果関係を想定し、2005 年度および 2009 年度における地方への中央
5

政府からの移転（補助）をネットの地方交付税交付金（一人当たり）としてそれが一票の
格差による関連性と考察する。さらに、そうした地方への補助がその地域の所得水準が向
上するかという観点から以下の回帰式による分析を行う。
一票の格差の地方交付税交付金に対する関係分析
まず以下のように「一票の格差」を説明変数として「地方交付税」を被説明変数とする

10

単回帰分析を行った（図表 12、2005 年は（1）式、2009 年は（5）式）。
𝒚(一人当たり地方交付税交付金）＝𝒂 + 𝒃𝒙(一票の格差) + 𝒆

[1]

本分析の結果、一人当たり交付税交付金（Y）は一票の格差指数の高い（＝人口当たり比
重が高い）県で両年とも決定係数𝑅 2 は約 0.49 と高い有意性（1％の誤差範囲）とともに正
の相関性を示す。
「一票の格差」と「地方交付税」間には確かに単回帰で相関性が見られた。
15

次に「各県の一票の価値」の他に、地方交付税に影響を及ぼす要因として「一人当たり
県民所得」を説明変数として「一人当たり地方交付税交付金」との相関性を調べることと
する。これは、前者を被説明変数、後者を説明変数とする以下の回帰式による。
𝒚(一人当たり地方交付税交付金）＝𝒂 + 𝒃𝒙(県民所得) + 𝒆

[2]

一人当たり交付税交付金（𝑦）と一人当たり県民所得は（2）式（2005）、（6）式（2009）
）
20

の決定係数𝑅 2 はそれぞれ 0.55、0.68 と非常に有意性の高い（1％の誤差範囲）逆相関を示
した51。これは、高い県民所得の地域の地方交付税交付金は減少し、逆に低所得の地域では
交付金は増加するという関係が示される。
ここで実際に地方交付税交付金が所得の相対的に低い地域への配分がされるか否か検証
する為、
「県民所得」と「地方交付税」の各地域別の相関性に以下の様な回帰式が得られる。

25

𝒚（一人当たり地方交付税交付金）= α－β1Ⅹ1＋β2Ⅹ2 …βnⅩn +e
ただし、Ⅹ1 ： 一票の格差指数

[3]

Ⅹ2 ： 各地域ダミー変数 （ただし以下の通り）

なお、本回帰式では全国の比例代表制のブロック別に区分したダミー変数を説明変数に
加えた式では、相対的に所得水準の低い（１票の格差指数が高い地域）地域（北海道、東
北、北陸、中国、四国、九州）
（(3)、(7)式）と所得水準が高い県が含まれる地域（北・南関
50ここでは地方政府の財政収支におけるネットの交付税配分に着目する。
一般に中央から地方に対する公的

資源配分としての財政支出は、紐付きの国庫補助金と地方側の自由裁量度に応じて、特定の使途が規定さ
れない一般的な地方交付税の様な「一般補助税」に分けられる。一般的に各地域の所得水準の決定要因の
一つとしては民間企業、特に製業等の立地・進出などによって大きく左右される。特に大企業の立地が多
い地域では、必然的に法人税収が多くなり、地方交付税交付金は少額ですむが、企業の進出がなく、めぼ
しい鉱工業が立地されない地方では、税収も不足するため交付税交付金への依存度が高まる傾向にある。
51 各回帰式の t 値は誤差の範囲を決定するため重要であり、1,5,10％の範囲の誤差を示し、有意性を示す。
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東、東海、近畿）を含む回帰式（4）
、(8)式）を含む回帰式を前者は 2005 年（3）
、2009 年
(7)、後者は 2005 年(4)、2009 年を(8)して分析した(図表 12)

【図表 1252】
地方格差（地方交付税交付金）と１票の格差指数（2005、2009年 衆議院選）
【被説明変数】地方交付税交付金（一人当たり）
2005
2009
【説明変数】
１票の格差指数

(1)

335.33
(6.625)

(2)

(3)

***

292.94
(5.823)
-116.84
(-7.427)

県民所得（一人当たり）

(4)
***

320.33
(6.526)

(6)

***

-55.46
(-3.031)
-59.18
(-2.914)

地域ダミー(南関東）

32.22
(1.8933)

(8)

275.39
(5.809)

***

86.396
(2.751)
58.627
(3.996)

***

***

29.54
(1.8515)

地域ダミー(中国）
地域ダミー(四国）
地域ダミー(九州）

-121.12
(-3.355)
0.4994

***

430.11
(10.055)
0.5563

***

58.08
(3.435)
25.32
(1.2090)
45.17
(3.115)
-120.53
(-3.596)
0.7040

***

***

***

-43.49
(-1.247)
0.6764

-119.02
(-3.427)
0.4919
46

***

506.14
(12.210)
0.6831

-53.19
(-3.064)
-59.83
(-3.104)

***

-53.67
(-3.057)
-41.56
(-2.901)

**

***

54.29
(3.424)
27.44
(1.3930)
48.65
(3.579)
-117.12
(-3.743)
0.7176

***

*

-53.99 ***
(-2.919)
-39.43 **
(-2.615)

地域ダミー(近畿）

***

***

***

*

地域ダミー(東海）

235.50
(5.300)

***

**

地域ダミー(北関東）

地域ダミー(北陸・上信越）

(7)

***

-159.14
(-9.739)
80.714
(2.405)
58.473
(3.739)

地域ダミー(東北）

R2
Obs

(5)
***

***

地域ダミー(北海道）

Constant

251.38
(5.395)

**

***

***

***

-41.15
(-1.246)
0.6836

以上から、2005、2009 年とも所得水準の低い地域を含むダミー変数を含む式では、一人
5

当たり地方交付税交付金は正の有意な相関を示し、所得水準の低い地域ほど交付金が増加
する傾向を示している。一方、所得水準の高い地域においては、負の有意な相関を示し、
交付金が所得の高い地域ほど減少することが示された。
地方交付税交付金の県民所得に対する関係分析
上記の結果は、一票の格差が地方交付税交付金に関係しており、地域間格差を是正する

10

方向と一致していることが検証された。それでは地方交付税交付金53によって地域間格差の
是正の結果として、”各県の「一人当たり県民所得」が、交付金によってどの程度影響を受
けるかあるいは関連を持つか”という観点から以下の回帰式より検証する。
[4]

𝒚（一人当たり県民所得）= 𝒂 + 𝒃𝒙(地方交付税交付金) + 𝒆
本回帰式による分析
（図表 13）
では 2005 年(1)、2009 年(4)の回帰式の決定係数
15

R2 は

0.55、

0.68 であり、地方交付税交付金は一人当たり県民所得に対し非常に高い有意性を示す。
52弧内は

t 値。***、**、*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意。
出所：International Financial Statistics(IFS) database(IMF), World Bank database より C-part 作成
53地方交付税には普通交付税と緊急の財政需要に応じる特別交付税に分けられ、普通交付税額＝基準財政
需要額－基準財政収入額として算出される。地方交付税交付金（一人当たり）
、県民所得（同）
、2009 年の
一人当たり交付金・所得は 2010 年の人口に基づく。交付金、所得はいずれも 1,000 円単位。
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【図表 1354】
県民所得と地方交付税交付金（2005、2009年 衆議院選）
【被説明変数】一人当たり県民所得
2005
2009
【説明変数】
地方交付税交付金

(1)

-0.0048
(-7.427)

(2)
***

地域ダミー(北海道）
地域ダミー(東北）

-0.0038
(-5.693)
-0.2382
(-1.236)
-0.2483
(-2.467)

(3)
***

-0.0043
(-9.739)

(5)
***

-0.0037
(-7.292)
-0.1337
(-0.979)
-0.1011
(-1.409)

(6)
***

0.0847
(0.5922)
0.1057
(0.6755)

地域ダミー(南関東）

0.3040
(2.1116)
0.1075
(0.9360)

地域ダミー(近畿）

地域ダミー(四国）
地域ダミー(九州）

3.244
(39.837)
0.5563

***

0.0148
(0.1371)
-0.1370
(-1.163)
-0.3653
(-3.992)
3.230
(50.265)
0.7662

***

0.0707
(0.9994)

地域ダミー(東海）

地域ダミー(中国）

-0.0038
(-6.203)

0.0380
(0.3928)
0.1608
(1.5058)

0.1525
(1.5104)

地域ダミー(北陸・上信越）

R2
Obs

(4)
***

**

地域ダミー(北関東）

Constant

-0.0038
(-4.510)

***

***

**

0.0110
(0.1452)
-0.0562
(-0.671)
-0.2507
(-3.806)
3.084 *** 2.972 *** 2.961
(24.036)
(57.704)
(68.521)
0.6018
0.6831
0.8112
46

0.0810
(0.8265)
0.0639
(0.8117)

***

***

2.890
(33.883)
0.7021

***

さらに上記の回帰分析[3]と同様、全国の比例代表制のブロック別に区分したダミー変数
を説明変数に加えた下記の回帰式（[5]）では、所得水準の低い（１票の格差指数が高い地
域）地域（
（2）
、
（5）式）と所得水準の高い県が含まれる地域（
（3）、
（6）式）を分析した。
𝒚（一人当たり県民所得）=α－β1Ⅹ1＋β2Ⅹ2 …βnⅩn +e
5

[5]

（ただし X1：一人あたり地方交付税交付金 X2：各地域ダミー変数）
以上から以下の事が示された。すなわち、(a)「地方交付税交付金」の高い地域と(一人当
たり)県民所得の低いこととの相関；(b)2005 年～2009 年の変化①：相対的低所得地域での
有意性の低下：2009 年の相対的低所得県を含む(5)での各地方ブロックの係数は、2005 年
の(2)の係数に比べ全体的に低下しており、さらに 2009 年では九州地方を除き有意な結果が

10

示されない；(c)2005 年～2009 年の変化②：高所得地域での有意性の低下：2009 年の高所
得地域を含む(6)での各地方ブロックの係数は、2005 年の(3)で示される係数に比べ全体的に
低下している。本分析結果は、地方交付税交付金は、最近では各地方の所得水準の上昇に
必ずしも繋がっていないことを示している。
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「１票の格差指数」は高知第 3 区を 1 とした場合の各選挙区の指数。 但し、各県ごとに選挙区での指
数平均値を用いている。括弧内は t 値。***、**、*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意。
出所：International Financial Statistics(IFS) database(IMF), World Bank database より C-part 作成
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