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日本の政治が小選挙区比例代表並立制を導入して早や 18 年。この間 5 回の衆

院選が行われ、直近の選挙では、新制度の 大の狙いであった二大政党制も政権

交代も実現した。だが、その結果政治がどうなったか。二大政党同士の過剰な敵

対心と反目によって、衆参ねじれ現象を背景に、決定できない不安定な政治が続

いている。選挙制度改革が結果的に日本の政治を劣化させたのではないか、むし

ろ、中選挙区制に戻すべきだ、との議論も広がりつつある。そこで、細川護煕政

権では首相秘書官として選挙制度改革の理論的支柱役を果たし、かつ、現野田佳

彦政権でも内閣参与としてその分野についての中心的な助言役を務める成田憲彦

氏においでいただき、改革論議の経緯とあるべき姿を聞いた。成田氏は並立制に

ついて、選挙結果のブレが激しすぎることや、次期選挙当選見込みのない議員の

誕生など、予想外の欠陥が出てきたことを明らかにし、ポスト冷戦のグローバル

社会には国内的な対立を呼ぶ現制度より、対外的に結束できる連用制に切り替え、

穏健な多党主義を実現すべきだとの考えを示した。 
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司会：倉重篤郎・企画委員（毎日新聞論説委員

長） きょうは、野田内閣参与の成田憲彦さんに

来ていただきました。決められない政治とか、1
年交代の首相が 6 人も続くとか、いま政治は極め

て厳しい状況にあります。この背景に何があるの

か。この 6 年間の多くのことは、ねじれで説明で

きるのですが、それだけではないだろう。ねじれ

に加えて別の要因が働いているのではないか。そ

の中で、選挙制度という問題が出てきました。小

選挙区比例代表並立制を 1993 年に決めて、96 年

に初めての選挙をして、5 回続いてきた選挙制度

そのものが、いまの政治に一体どういった影響を

与えているのか、それをまた一から考え直してみ

たらいいじゃないか、というような動きが水面下

で起きています。中選挙区へ戻したらいいとか、

あるいは成田さんのように「連用制」という新し

い制度の提唱もあります。静かに選挙制度を総括

し、もしそれがだめなら、新しい選挙制度の模索

を始める時期が来たのではないか。成田さんは、

細川政権の選挙制度改革に関わり、かつ現在も野

田政権の内閣参与として選挙制度のありについて

助言する立場にあります。 
まず成田さんに選挙制度改革の歴史と、この間

にみえてきた、いまの制度の問題点、それからこ

れからの方向性についてお話しいただき、その後

質疑をしたいと思います。 

選挙制度研究における変化 

成田憲彦・駿河台大学教授 本日はお招きをい

ただきまして、ありがとうございます。日本記者

クラブに呼ばれますと、 初に一言添えた揮毫を

するように求められるのですが、いまこの場に来

る前に待合室の方に伺いましたら、前回の揮毫が

開いてありまして、日付が 2010 年の 8 月 19 日に

なっていました。 
このときは、細川護煕内閣の国民福祉税に関す

る、消費税問題のお話をさせていただきましたが、

本日は、政党制と選挙制度についてお話をするよ

うにということでございます。「二大政党制と選

挙制度のあり方」というタイトルは、司会の、こ

ちらの企画委員でございます倉重さんのほうから

ちょうだいをしたタイトルでございます。政治改

革は二大政党制を目指して行われた、その詳細に

ついてはこれからお話をしますが、現にそういう

方向に進んできたけれども、それをどう評価する

のか。それと選挙制度の関係、あり方、そういう

ものについて現在の私の考えを述べるようにとい

うご要請というふうに受けとめまして、そういう

ことでお話をさせていただきます。 
前回お伺いしたちょっと前まで、私は、大学の

行政の仕事をさせられておりまして、あまり研究

ができておりませんでした。その後、教育・研究

職に戻りましたけれども、いまもちょっと内閣の

仕事をさせられておりまして、あまり研究はでき

ていないのですが、少し選挙制度、その他、議会

等々の統治制度の研究に戻りたいというふうに思

っておりまして、 近、読み始めたのが

『Understanding Electoral Reform（選挙制度改

革を理解する）』という今年出た本でございます。 
著者が、英語読みをすると、Leyenaar（レイエ

ンナール）というオランダの学者です。それから、

英語読みをすると Hazan（ハザン）というイスラ

エルの学者でございます。従来、世界の政治学の

研究といったら、専ら英米の学者がリードしてお

りましたけれども、 近は多様な学者がいろんな

研究をしております。それで、この 2 人が編集を

しています。 
この 2 人が、巻頭論文として“Reconceptualiz

ing Electoral Reform”、選挙制度改革を再定義、

再概念化する、という論文を書いておりまして、

なかなかおもしろい論文でございます。彼ら 2 人

の主張によりますと、選挙制度に関する世界の研

究者の議論は、1980 年代までは専ら選挙制度の種

類、例えば小選挙区制というのはどういう制度で、

どういう特徴を持っているか、政党制に対する影

響はどういうものであるか、比例代表制というの

はどういう仕組みで、政党制に対する影響はどう

いうものかという、個々の選挙制度の研究と、ど

の国がどういう制度を採用しているか、その国の

制度の細部はどういうものか、そういう研究が 1
980 年代までなされていたということです。 
ところが、1990 年代に東欧の民主化、それから、

私は「1993 年の世界の選挙制度改革」といってお

りますが、イタリア、ニュージーランド、ロシア

等々の国で、ロシアはちょっと別ですが、成熟し

た民主主義国家で選挙制度の改革がございました。

日本はちょっと遅れまして、細川内閣では 1993
年に着手して、94 年にできあがりますが、この

93 年の世界の選挙制度改革の一環に含めていい

かと思います。それで、この 2 人の著作では、90
年代の初めから、2000 年の初めぐらいまでは、90
年代の選挙制度改革に関する研究があらわれてき

た。しかし、それは日本の改革がどうだった、ニ

ュージーランドの改革がどうだった、という個々

の国のケーススタディの研究が中心であった、と

いうことです。 
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ところが、2000 年代の中ごろから後半にかけて、

この 2 人の本も 2012 年の本ですが、選挙制度改

革一般についての理論というものが出てきた。こ

ういう組み立てになっております。この組み立て

自体が大変おもしろい感じがいたします。 

「なぜ変わったか」に焦点 

この 2 人によりますと、80 年代までは世界の選

挙制度の仕組み、制度に関する研究が中心であっ

たということですが、政治改革が真っ盛りの、ち

ょうど完成のころですが、Arend Lijphart（アー

レント・レイプハルト）という大変有名な世界的

な政治学者で、多極共存型民主主義とか、

consensus politics という概念をつくった、非常に

リーディングなオランダ出身の政治学者ですが、

彼が 94 年に“Electoral Systems and Party 
Systems”という世界の 27 カ国の選挙制度と政党

制に関する実証的研究の著書をまとめました。 
その中でレイプハルトは、世界の選挙制度は比

例代表制の方向に進んでいるということを書いて

いたのですが、私はそれは違うと思っておりまし

た。現に日本もそうですし、イタリアでも、ニュ

ージーランドでも、小選挙区と比例代表の組み合

わせ型、ミックスドシステムの方向に動いており

ましたので、レイプハルトの主張は違うと思って

おりました。 
この 2 人がいうように、その後、選挙制度改革

ということが行われる。いま申しあげたレイプハ

ルトの著作の中では、選挙制度というのは も安

定的な政治システムである、ということを書いて

いたと思いますが、それでもなお比例代表制の方

向に動いている、というレイプハルトの主張、本

は 1994 年ですが、それが 84 年ぐらいまでの世界

の政治学者の基本的な見方でした。しかし、いま

は、この 2 人の著作に示されているように、選挙

制度改革ということが行われるのであり、それに

ついて政治学的な理解を深めていかなければなら

ない、という議論が出てきています。 
この 2 人の巻頭論文で、私が非常に興味深く感

じたのは、選挙制度改革については、どういう改

革が行われたかというより、なぜ改革が行われた

か、いま申しあげたように、レイプハルトのよう

に、選挙制度というのは政治制度の中で も安定

的な政治制度であるといわれているのに、なぜ改

革が行われるのか、ここを中心にみていく必要が

ある、ということを言っている点です。どういう

改革が行われたかということは、なぜ改革が行わ

れたかということを反映はしています。しかし人

間は完璧に将来を見通すことができるわけではあ

りませんし、いろいろな力学も働いて、改革の結

果が思惑と違うこともある。現にイタリアやロシ

アでは、90 年代の改革の後に再改革をしました。

ニュージーランドは再改革をするかどうかの国民

投票を昨年の 11 月にしまして、93 年に導入した

併用制ですが、その維持でいいということになっ

た。しかし改革は必ずしも期待どおりの効果をあ

げない。だからどういう改革かということは無論

大切ですが、なぜ改革が行われるのかを見ること

が大変重要だという指摘は、私は非常に深いもの

があるという気がいたしました。 
そこで、細川護煕内閣、94 年の選挙制度改革が

なぜ行われたのかということについて、私の見方

をお示ししていきたいと思います。 
私は、『レヴァイアサン』――若手から中堅の

政治学者がやっている意欲的な雑誌で、年に 2 回

刊行する、非常に先進的な政治学の雑誌、もう大

分号数を重ねておりますが――の1997年20号に、

「『政治改革の過程』論の試み」という論文を書

きました。あまりアカデミックなものではござい

ませ んが、編 集者によ ると、 Participant 
observation という、政治過程に参加した者のオ

ブザベーションの記述という性格のものという紹

介がなされております。 
カギ括弧をつけて「政治改革の過程」というコ

ンセプトを使ったわけです。 
私にとりまして、政治改革の結果どういう改革

が行われたのかということは当然重要ですが、政

治改革の過程はどういう過程であったのかという

ことが重要だとの認識を 97 年の時点で書いたと

いうことです。それは、 初の、先ほどお示しし

た 2 人の論文の、なぜ改革が行われたのかという

ことと、ある意味で重なっております。 

後藤田が始め小沢によって実現 

この論文の中で私は、非常に単純化していえば、

政治改革というのは後藤田正晴によって始められ、

細川護煕、小沢一郎によって実現された、と書き

ました。後藤田氏は、自民党再生のための改革と

しての政治改革を目指したけれども、それは失敗

して、自民党の分裂を経て、日本政治の再生のた

めの改革というコンセプトによって、細川、小沢

によって実現されたと。これが一言でいうと、94
年に至る政治改革の過程である。それに至る過程

論というものをまとめたわけでございます。一言

でいえば、政治改革の過程というものはこういう

ものであったという認識を今も私は持っておりま
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す。 
そこをもう少し詳しく申しあげていきます。後

藤田氏は、どういう構想を持って政治改革を始め

たのか。発端はリクルート事件であることはご承

知のとおりで、政治とカネから出発したわけです。

政治とカネの問題が、なぜ政治改革という概念に

なっていったのか。私もそのとき、いろいろ調べ

ましたけれども、完全に解明できたわけではあり

ませんが、どうも三木派が、当時は河本派になっ

ていましたが、「政治改革」というワーディング

を使い始めたようです。これは完璧に自信がある

実証ではありませんが。そして、政治とカネの問

題であっても、結局政治の改革は、選挙制度改革

に発展させなければならない、これが後藤田氏の

認識であり、政治改革に対する同氏の も重要な

貢献でございました。 
カネのかかる政治の元凶は中選挙区制にある。

これによって日本政治は制度疲労を起こし、自民

党は腐敗し、政権に安住して非常に堕落してしま

った、その自民党の再生が必要だ。これが後藤田

氏の認識でありました。 
後藤田氏が中心になってまとめた自民党の「政

治改革大綱」は、自民党の公式の文書として初め

て“政権交代”という言葉が使われました。そう

いう意味で、後藤田氏は政権交代ということを考

えていたのですが、しかし、それは、例えば社会

党が政権を取るぐらいになってくれたら、それは

結構な話だ、というようなことで、本気で政権交

代を実現するということではなく、自民党が再生

をするためには中選挙区制を改めなければならな

い、というのが後藤田氏の認識でした。 
しかし、後藤田氏の構想は、結局、海部俊樹内

閣、宮澤喜一内閣の 3 法案の廃案及び並立制の断

念によって挫折し、自民党の分裂を経て、細川、

小沢の構想に移っていくわけです。 
それで、自民党の再生ではなくて、日本政治の

再生が必要である、という発想が出てくる。特に

細川総理の認識として、政権交代可能な政治をつ

くらなければいけない。政権交代可能な政治とい

うことの意味は、後でまた詳しくお話をします。

一言でいうと、分配の政治から政策選択の政治へ

という政治の根本的な構造転換と、官僚主導から

政治主導へということです。この認識は、基本的

に小沢氏も共通だったと思います。 
ただ、政党制については、小沢氏及び提携関係

にあった公明党の市川雄一氏は、二大政党制、そ

れはゴールとしての二大政党制です。それに対し

て細川総理は、“穏健な多党制”を説きました。

初の所信表明演説の代表質問で、“穏健な多党

制”という言葉を使って大変注目されたところで

すが、それは、別に穏健な多党制が望ましいとい

うことをいったわけではなくて、日本はいずれ穏

健な多党制に収れんしていくであろうという見通

しを語ったわけです。ただ、二大政党制を完全に

排除しているわけではなく、穏健な多党制に至る

途中においては、プロセスとしての二大政党制―

―これは細川さんの考えを表現するために私がつ

くったワーディングですが――が必要だ。簡単に

いいますと、自民党一党支配を打ち破るために二

大政党が必要で、自民党の一党支配を打ち破った

ら、その先は穏健な多党制になるだろう、これが

細川さんの認識でした。 

分配政治にマッチした中選挙区制 

後藤田氏の自民党の再生、それから細川、小沢

氏の日本政治の再生にとっても、共通するのは中

選挙区制の廃止です。中選挙区制というのは、一

言でいいますと、保守一党制と分配の政治にマッ

チした制度です。私の認識では、日本は伝統的に

板垣退助の自由党、大隈重信の立憲改進党の時代、

それから戦前の政友と民政の時代を含めまして、

伝統的に保守二党制、戦後も 終的に自由党と日

本民主党の二大政党になるわけですが、基本的に

日本は保守二大政党です。 
自民党というのは、その伝統的な保守二党制が

革新に対抗するために――革新にという意味は、

冷戦構造の中で自由主義体制を維持していくため

に、例外的に合併をして、例外的に保守一党をつ

くった、その政党が自民党という政党です。日本

の長い政党史の中では、保守一党制というのは例

外です。その制度的背景は冷戦、更にその後の高

度経済成長でした。自民党というのは、何か日本

の政党制の中の典型的な政党のように思われてい

るかもしれませんが、私にいわせますと、極めて

例外的な政党です。 
その例外的な保守一党制と、それから分配の政

治――分配の政治というのは、要するに高度経済

成長の果実としての豊かな税収などの国庫収入を

配分することが政治の も重要な機能だというこ

とです。つまり、経済の論理によって高度経済成

長を実現する。しかし経済の論理による弱者、具

体的には地方とか衰退産業は、成長から取り残さ

れ、経済的格差が生じるわけです。それを政治の

論理によって再分配して是正する。公共事業とか

補助金とか、予算の配分で再分配することによっ

て、豊かさの共有を図るというのが分配の政治で

す。 
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現在の中国とかインドとかブラジル、ロシア

等々をみても、古今東西の世界史が教えることは、

豊かさの実現は必ず格差の拡大を伴う。一握りの

金持ちと多くの貧しい層を生み出すというのが経

済発展の歴史です。しかし、日本の高度経済成長

期の一種の世界史的な奇跡は、豊かさの実現と格

差の縮小、総中流化ということを同時に実現した

ということです。それは、自民党という政治的再

分配のメカニズムによって実現されたわけです。

それが分配の政治であり、自民党の歴史的役割で

す。 
この保守一党制、分配の政治に中選挙区制が非

常にマッチしました。1 つは、外交・安全保障の

一貫性、それは保守一党制による保守政党による

政権の独占によってです。それから、分配の政治

には、地盤型選挙、族議員政治が適合しました。

この選挙区で農民票はだれが代表していて、商工

業はだれが代表しているという族議員政治によっ

て、非常に細かなモニタリングが行われる。我々

の選挙区にもっと予算を配分しろ、ここでも公共

事業をやれ、この産業にも補助金を出せ、という

きめ細かなモニタリングと分配をやることによっ

て、豊かさの共有、総中流化を実現した。そのた

めには、地盤型の個人本位の中選挙区制が非常に

マッチした。 
それから、中選挙区制は民意による自民党議員

の新陳代謝も可能にしました。保守系無所属で当

選して追加公認というメカニズムによって、民意

による新陳代謝というものが自然になされていき

ました。これが自民党支配を持続させた面も大き

いと思います。政党の幹部が公認権を握って、民

意と齟齬する代表の選択をやるのではなくて、保

守系無所属で当選して、追加公認ということによ

る新陳代謝、これが民意にマッチした形で議員の

交代を実現し、保守一党支配を持続させていった

わけです。 
それから、中選挙区制は準比例代表制とも呼ば

れますが、中小政党も議席を得ると共に、極端な

スイングが起きない。後でもお話ししますが、並

立制の問題点の 1 つは、非常に極端なスイングが

起きることですが、中選挙区制にはそれがなかっ

た。これが 1 つのメリット、長く持続した理由で

した。 
しかし、当然弊害があります。それは、言うま

でもなく同士討ち、利益誘導型政治。政権党は 3
人区だと 2 人以上取らなければならない。4 人区

だと少なくとも 2 人当選させる。5 人区だと 3 人

当選させる必要がありますが、3 人区、4 人区で

稼げば 2 人でもいいわけです。いずれにしても、

同じ政党で同士討ちが起きる。そういうところで

は、マニフェスト選挙は不可能です。自民党のマ

ニフェストを掲げて選挙をやっても、自民党候補

Ａ、Ｂ、Ｃの差別化はできない。ですから、政策

本位の選挙にはならない。したがって、利益誘導

政治、派閥政治になる。政党が応援できないので、

かわりに派閥が応援をする。カネのかかる選挙に

もなる。当然、政権選択の政治の阻害になる。 
それと同時に大きなことは、先ほど細川、小沢

両氏のコンセプトは日本政治の再生であり、それ

は政権交代可能な政治ということだと申し上げま

したが、中選挙区制は野党が政権交代を目指さず、

政権交代が起きないメカニズムです。中選挙区制

が政権交代を目指さない野党をつくるわけです。 
3 人区は、実際には自、自、社が議席を得ます。

4 人区は、自、自、社、公明が議席を得る。5 人

区は、自、自、社、公、民です。民は、5 人区に

なると初めて議席を取れる。 

中選挙区制最大の受益者は社会党 

私はよく学生に、「この中選挙区制のおかげで

非常にハッピーなのは、どの政党だろう」という

ことを質問します。学生は何を聞かれているかよ

くわからないらしくて、あまり正解が出てこない

のですが「一番議席を獲得する自民党がハッピー

だ」といってみたりするですが、答えはおわかり

のとおり、社会党です。すべての選挙区で 1 人ず

つ取れて、2 人取りに行くと共倒れの危険がある。

1 人取るには余裕があるが、2 人取りに行くのは

危険。したがって、すべての選挙区で 1 人ずつ議

席を取って、130 選挙区で 1 人ずつ当選して安住

できる。 
1989 年の“山が動いた”の土井ブームの参議院

選挙がありました。翌年、1990 年の総選挙は、土

井ブームがまだ続いていましたので、社会党内に

も 1 選挙区に複数候補を立てて政権を取りに行こ

うという動きがありました。しかし、現職議員が

「とんでもない。そんな、共倒れをしたらどうす

るのか」ということで、130 選挙区で 149 人の立

候補にとどまりました。そのうち 9 割以上が当選

し、断トツのトップ当選も多かったのです。149
人のうち 136 人が当選をしましたが、政権交代は

起きませんでした。 
したがって、中選挙区制は、 “山が動いた” の

土井ブームで社会党149人中139人が当選しても、

政権交代が起きない仕組みです。その中で社会党

はハッピーであった。野党第一党がハッピーで、

政権を取りにいかずにその地位に安住してしまう
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選挙制度や政治制度は、よい制度とはいえないで

すね。それが中選挙区制だったということです。 
したがって、それを変える必要がある。このぬ

るま湯の中で自民党がだめになったという認識が

後藤田さんの認識です。ぬるま湯の中で野党第一

党が政権を目指さないから日本政治はだめになっ

たというのが細川、小沢氏の認識でした。 
しかし、それが望ましくないというだけで政治

改革、中選挙区制の改革が起きたわけではありま

せん。先ほどの研究者の書物の中で、なぜ選挙制

度改革が起きたのかということの究明が重要であ

るとご紹介しましたが、なぜ中選挙区制の改革論

が出てきたのか、つまりその基盤が失われてしま

ったことを見る必要があります。それはまず冷戦

の終結、つまり保守一党制の基盤であった冷戦が

終結した。それによって保革の対立が失われ、政

権交代のコストが低下した。社会党だってもはや

社会主義を目指す政党ではなくなった。政権交代

のコストが下がったことによって、政治腐敗への

許容度も低下した。それまでは政権交代をさせな

いために自民党の政治腐敗に、国民もマスコミも

目をつぶってきた。それが、政権交代が起きても

いい、あるいはそれが望ましいということになる

と、政治腐敗に対する許容度が低下したわけです。

それがリクルート事件の 1 つの背景です。 
もう 1 つは、右肩上がりの経済が終焉して、分

配の政治から政策選択の政治、政策のフレームワ

ークを選択する政治に変わったことです。政策の

フレームワークの選択は、どういう政治メカニズ

ムによってなされるべきかというと、それは政権

交代可能な政治によってです。 
自民党は、腐敗を引き起こすと、自民党は今度

変わるんだから、また次も自民党だという。分配

の政治ではそれでもよかった。談合を例にとると、

談合では、長年、同じ仕切り屋が 1 人いまして、

それがずっと仕切り屋を続ける。なぜかというと、

長期的な貸し借りを把握しておくということが談

合の仕切り役にとっては大切なことだからです。

したがって、分配の政治においても、政権交代は

必要ありません。 
分配の政治とはどういう政治かというと、全員

が納得することが即ち決定である、というタイプ

の政治です。分配して「みんな、これでいいです

か」というと「我々は選挙で負けたから、少ない

のはしようがないけど、それにしてもこれはちょ

っと少な過ぎるよ」というと、仕切り役が、「じ

ゃあ、誰かちょっと譲ってやれ。これ、貸しにし

ておくよ。これでいいかな」。これでみんなが納

得すると「じゃ、これで決まり」と。これが自民

党の組織原理です。自民党の総務会の組織原理は

これですね。 
それは分配の政治に基づいた政治であり、政治

組織でありました。それが政策選択の政治に変わ

る。そして政策選択は、政権交代によって行うの

が も合理的であるというふうに変わってきた。

したがって、中選挙区制の基盤が喪失したという

ことが、政治改革が起きた 大の背景です。 
しかし当初の後藤田氏的理解での政治改革、つ

まり自民党の再生としての政治改革は、自民党に

よる政治改革の失敗で限界に達します。つまり、

自民党は分配の政治を超えることはできなかった。

だから、自民党の分裂に至ったわけです。結局政

治改革は、自民党の分裂と 38 年ぶりの非自民連

立政権により実現したわけです。 

並立制にスイング、ねじれの欠陥 

なぜ並立制になったのか。第 8 次選挙制度審議

会は 300、200 の並立制を答申したのですが、政

治改革政権の細川政権では社会党が第一党でした

ので、政府案は 250、250、全国ブロックの並立

制になりました。それが自民党との折衝を経て、

後のトップ会談で、結局第 8 次審の 300、200、
ブロック型比例代表の並立制に戻ったわけです。 
それは一言でいえば、小選挙区制派と比例代表

制派、それは与野党間にもありましたし、与党の

中でも、社会党、民社党等々と自民党から分裂し

てきた新生党等の間でもありましたが、両派の綱

引きの結果です。小選挙区制派と比例代表制派は、

中選挙区制をやめるという点では共通していまし

たが、何を新しい制度とするかで違っていた。そ

してこの 2 つの制度を主張するものの間の均衡点

として、並立制が実現したということです。 
ところが、政治改革で見落としていたことがい

くつかあります。それが、今あらわになってきて

いる、という点が現在の問題として重要な点です。 
まず、選挙ごとの極端なスイングと、後順位の

比例単独議員の存在です。細川政権では、政権内

でも今後の政党制については見方の違いがあり、

各党の独自性を残すという社会党、さきがけ的な

見方もありましたが、政治改革をリードした細川

総理や小沢さん、市川さんなどの見方では、自民

党と非自民が 1 つにまとまった二大政党になって、

ドングリの背比べで勝ったり負けたりしていくよ

うな姿になっていくだろうということを想定して

いたわけです。 
それが、2005 年の小泉自民党の大勝、2009 年
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の政権交代選挙の民主党の大勝のような大きなス

イングが起きるということは、考えていませんで

した。かつ、それと比例代表制の使われ方の問題

があります。これは人によって、例えば小沢さん

がどう考えていたのか、市川さんがどう考えてい

たのか、あるいは自民党がどう考えていたのかと

いうことによって違うと思います。小沢さんは、

後に新進党で小選挙区と比例は重複させなかった。

小選挙区は小選挙区で死に物狂いで頑張らせると

いうことを新進党のときにしました。それで野田

さんは 400 何票差で落選して、浪人を余儀なくさ

れたことはご承知のとおりです。そういう使われ

方もあったかもしれませんが、細川総理と私など

が考えていたのは、共産党的な使い方です。つま

り、政党のリーダーたちは、比例名簿の上位に登

載されて、小選挙区との重複立候補は、その後の

順位に登載をされるというような使われ方を漠然

と考えていました。 
実際には国替え、城替えで、優遇のために比例

の第一位にするという例外的状況が生じましたが、

一般的には民主や自民のように小選挙区での議席

獲得を目指す政党は、小選挙区との重複候補者が

先に来て、比例単独候補者はその後の順位に来る

というやり方をしています。2005 年も、2009 年

の選挙もそうです。そうしますと大きなスイング

で当選すると、後順位の比例単独候補が当選する。

2005 年総選挙では自民党は名簿の数が足りなく

て、社会党に一議席いくなどのことが起きました。 
後順位の比例単独の議員というのは、次回当選

の展望のない議員です。このあたりをあまりあか

らさまにいうと、ちょっと差しさわりがあります

が、だいたい建前論、正論をいって、いろいろ騒

ぐのは、次回の当選の展望のない比例単独議員で、

なかなか政治が安定しない非常に大きな理由の 1
つはここにあるわけです。 
それからもう 1 つは、ねじれです。これは参議

院とセットの改革をやらなかったことが理由の 1
つです。後藤田さんは、参議院自民党に「あなた

たちも改革案を出しなさい」ということを強くい

って、参議院自民党が検討したけれど、まとまら

ないので「衆議院が先にやってください」という

ことをいったので、衆議院単独になった。後で、

参議院自民党が、「衆議院は我々の選挙制度をま

ねた」とか、「我々のほうは顧みないで」、など

といろいろ文句をいうと、「あなたたちが衆議院

先行でやってくれといったじゃないか」と後藤田

さんが非常に強くいっていました。いずれにして

も、セットで改革をしなかった。 
憲法は、一応衆議院優越ながら、かなり強い参

議院を置いていますが、それでもねじれによって

政治がこれだけ停滞するということは、想定をし

ていませんでした。 
も大きいのは、政治の質的変化です。政治改

革の狙いのひとつは、自民党の一党支配を打ち破

るということでした。それで、二大政党化という

ことを考えていったわけです。細川さんも、先に

は穏健な多党制を考えていましたが、当面自民党

の一党支配を打ち破るために非自民勢力の結集が

必要と考えていました。私はこれをプロセスとし

ての二大政党制といっています。それで旧連立が

合併して新進党をつくって、外形的に二大政党の

形になって、改革後の 初の総選挙をやるという

事態になったときに、マスコミが、異口同音とい

うか、同口同音に聞いてきたことは、「対立軸は

何ですか」ということでした。 

「対立」ではなく「結束」の政治を 

二大政党制というのは、対立軸型の政治です。

イギリスの労働党と保守党は、労働組合、労働者

の権利、福祉対中産階級あるいは資本家階級を対

立軸とする政治です。アメリカの民主党と共和党

は、民主党は大きな政府、社会福祉、強力な連邦

政府、それに対して共和党は安上がりの政府、減

税、福祉ではなくて自助、それから連邦政府の権

限ではなく、州権、こういう対立軸を持つ。しか

し対立軸というのは基本的に国内政治です。対立

型の政治というのは、国内政治優先型の政治なの

です。 
いま日本政治にとって必要なことは、国内政治

の対立軸をつくることではありません。原発推進

か、反原発かということで二大政党をつくる、あ

るいは消費税引き上げか、増税先送りかという対

立軸をつくることがいま問題なのではありません。

いま必要なことは、日本がグローバリズムの中で

どうやって世界と闘うかということです。国内的

なコンセンサスをつくって世界と闘うことが非常

に重要な課題です。このことは後で申しあげます。 
ところが、二大政党というのは、対立軸をつく

り、それで争うことによって国内政治優先の政治

を作ります。政治改革で見落としていたというか、

その時点で想定していなかった重要な 1 つは、こ

の政治の質的変化、国内的対立軸の政治ではなく、

グローパリズの中で日本が結束していかに世界と

闘うかが政治の重要な課題になるという政治の質

的な変化です。 
それからもう 1 つ。これはまだ陥っていますが、

私は「小選挙区制の罠」というふうにいっていま
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す。民主党の中にも、自民党の中にもありますが、

小選挙区制の要素を強めるとより強力な政治が実

現するという考え方です。しかしそう思わせてお

いて、実際はそうならないので、私は罠と呼んで

いるのです。小選挙区制の弊害として、敵対の政

治（adversarial politics）、つまり足の引っ張り

合いの政治、自分が政権を獲得するために、足の

引っ張り合いをして敵対的要素を強める政治が生

じやすくなるという点が指摘されています。私は、

現在の日本の政治はこの敵対の政治に陥っている

と思います。特に強い参議院を伴うねじれの中で

敵対の政治に陥ると、決められない政治になる。

日本はこういう「小選挙区制の罠」に、陥ってい

るのだろうと私は思っております。 
そこで、あるべき選挙制度として何が望ましい

かということになりますが、無前提に常に望まし

い選挙制度はない。これは政治改革のときに後藤

田さんが口癖のようにいっていたことです。学術

的な議論でも、国民の意思を常に正しく政治に変

換する方法はない。これはソーシャルチョイスの

ケネス・アローの議論とか、いろいろありますけ

れども、政治学でも国民の意思を常に正しく政治

に変換する方法はないと考えられています。 
そうすると、いま、どういう政治を実現すべき

かに応じて選挙制度は選択される。先ほど、選挙

制度改革の政治学ということを申しあげましたけ

れども、いま何を実現するか、何がアジェンダか、

そのためにはどういう政治を実現すべきか、それ

によって選挙制度は選択される、そういう風に考

える必要があるというふうに思います。 
有名な政治学者、政党学者のGiovanni Sartori

（ジョヴァンニ・サルトーリ）が選挙制度という

のは政治の も操作可能な部分であるということ

を言っています。選挙制度は政治的意図によって

変えられやすいという意味でもありますし、選挙

制度を変えることによって政治を変えることがで

きるという意味でもあります。そこで選挙制度を

変えることによって政治を変え、その時々の国が

抱えるアジェンダを実現していくというのが 1 つ

のやり方になります。 
そこで、いま、どういう政治が必要か。いま女

子サッカーが頑張っていますが、それにこびてい

うわけではありませんが、私は「なでしこ型の政

治」と 近いっております。世界で戦うために結

束する。これは政治改革のときには出ていなかっ

たことです。象徴的な話として、細川内閣の 初

の所信表明演説のとき、皆さんご承知のとおり、

論説懇というのがあります。所信表明の 2 日ほど

前に論説委員を集めて内容の説明をするわけです。

その 初の所信表明の中に、「これからは日本は

国際国家としての責任の自覚が必要だ」というよ

うな一節がありました。そうすると、ある論説委

員から、「この国際国家というのは、英訳すると

何というのですか」という質問が出ました。当然、

細川さんはわからないから、後ろを振り向いて、

座っている外務省の秘書官をみたのですけれども、

外務省の槇田秘書官も自信がなくて、小さい声で

「インターナショナルステート」とつぶやいただ

けでした。当時はまだ「グローバルステート」と

いう言葉がなかったのです。結局細川さんは、そ

れは外務省の方から答えさせますといいました。 

穏健な多党制のため「連用制」を 

そのように、当時はまだグローバリズムという

言葉がなかったというか、普及していなかった。

従ってグローバリズムの中で日本の地位や、直面

する課題が大きく変容していくと言う認識も十分

ではなかったのです。しかし私はいまの日本政治

にとって一番大切なことは、日本が結束して世界

で戦うということだと思っています。そのために

必要な政党制は、細川さんがプロセスとしての二

大政党制の先に来るとみた穏健な多党制だと思い

ます。穏健な多党制というのは、ジョヴァンニ・

サルトーリの作った概念ですが、彼の定義による

と、政権を目指す政党が 3～5 というぐらいの政

党制ですが、実際にはもう少し多くてもいいかも

しれません。仲介者の役目を果たす政党が存在す

ることによって、二大政党の対立軸型の政治とは

異なるコンセンサス形成型の政治が可能で、政策

ごとにマジョリティーを形成することも可能です。

そういう多党制のほうがいいのではないかと考え

ています。 
そこで、そのための選挙制度としては、比例の

要素を強めた組み合わせ型がいいのではないかと

個人的には思っております。 
それで、私がいっていますのは「連用制」とい

う制度で、時間もありませんので、詳しくは申し

あげませんが、これは当時、私は国会図書館の調

査局にいまして、いろんな選挙制度をつくってく

れという注文を受けて、いろいろつくっておりま

した。自分ではガラス工房に例えておりまして、1
つの作品をつくると、次の注文の希望を聞いて、

「こんなものでどうですか」、「うん、じゃ、そ

れでつくってくれ」というと、また 1 つつくると

いうぐあいで、いろいろ選挙制度をつくっており

ました。連用制も注文に応じてつくった選挙制度

です。私が、自分としてこれがいいというふうに

考えてつくった制度ではありません。何かこうい
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う制度はできないかというので、では、こういう

制度はどうかということでつくったわけです。 
「連用制」という名前は私がつけたんですが、

仕組みは、ご承知のとおり、比例配分のときに、

小選挙区ですでに獲得した議席を、もうすでに手

元に持っている議席として通算するというだけの

ことです。例えばＡ党は小選挙区で 4 議席取って

いる、Ｂ党は小選挙区で 2 議席取っていると、比

例を配分するときに、「Ａ党さん、もうあなたは

4 議席持っていますね。そうすると、比例で配分

するとき、5 議席目の順番が来たらあなたに行き

ますよ。Ｂ党さん、あなたは 2 議席持っています

から、3 議席目が来たら、あなたに行きますよ。

Ｃ党さん、あなたは小選挙区では 0 議席だから、

議席を持っていないものとして数えますよ」とい

うことです。ドント式の表でいうと、小選挙区で

取った議席数に相当する商はないものとして数え

る。この例ですと、10 議席のうち、小選挙区の 6
議席は既に決まっているので、残り 4 議席を配分

しますから、ここはないものとして、 高順位の

商はＣ党の 9,500、ここに 1 議席。次の 2 議席目

は、Ｄ党の 7,000 票、ここに比例の 2 番目の議席。

次に 4,750 のＣ党に比例の 3 番目の議席。次に

4,333のＢ党に比例の 後の4議席目が来ますが、

Ｂ党は小選挙区の 2 議席と合わせて 3 議席を得る

ことになります。 
小選挙区制と比例代表制の組み合わせ方によっ

て各党の議席がどうなるかが次の表です。並立制、

連用制、ドイツ型の併用制はご承知のとおり、そ

れから純粋比例で比較すると、並立制ですと、Ａ

党が 6 議席、Ｂ党が 3 議席、Ｃ党が 1 議席、合計

10 議席。連用制ですと、4、3、2、1 になります。

併用制ですと超過議席が出ますので、Ｅ党の 1 議

席が超過議席になりまして、合計 11 議席になりま

す。連用制は、併用制の超過議席を、一番後順位

で比例の配分を受けた政党から戻させて、超過議

席をなくしたのと同じ形になります。純粋比例で

すと、3、3、2、1 になります。 
この小選挙区と比例代表の組み合わせ型という

のは、90 年代以降出てきた制度です。ただドイツ

だけはその前にやっていましたけれども。なぜ組

み合わせが出てきたか。19 世紀は、地域代表の選

挙制度でした。小選挙区制や複数定数区の連記制、

完全連記制、それらの 2 回投票制、3 投票制とい

うような制度でした。20 世紀は、政党中心の選挙

制度になりました。したがって、政党に公正に議

席を配分するために比例代表制が発達した。しか

し、比例代表は、逆に地域代表の要素を失わせま

した。 

そこで、組み合わせ型というのは、地域代表と

政党への配分の 2 つの要素を組み合わせたものと

して出てきたのです。学術的には「混合議席制

（Mixed-Member System）」と呼ばれています。

混合議席制について、世界の選挙制度学者は 2 つ

に分類しています。1 つは「混合議席多数代表制

（ＭＭＭ＝Mixed-Member Majority System）」、

もう 1 つが「混合議席比例代表制（ＭＭＰ＝

Mixed-Member Proportional System）」。並立制

は、混合議席多数代表制です。多数党は、小選挙

区で議席を取って、更に比例でも多くの議席を取

って、合計して多数党に有利な配分になるので、

混合議席多数代表制です。それに対して、連用制、

併用制は、小選挙区で不利になった政党に比例で

優先的に議席を配分することによって、全体とし

ての、あるいはブロードな、広い意味での比例性

を確保する。少なくとも小選挙区での得票と議席

の歪みを緩和して、いくらかでも比例に近づける。

そういう意味で混合議席比例代表制という類型に

なります。 
そういう 2 つの類型で、現在日本はＭＭＭ

（Mixed-Member Majority System）ですが、私

は、Mixed-Member Proportional System の方が

望ましいと考えています。ただ、併用制は、11 ブ

ロックでやりますと、50 議席から 80 議席ぐらい

の超過議席が出ます。特に自民党が勝つと超過議

席が非常に出ます。なぜかというと、自民党は小

選挙区で強いけれども、相対的に比例で弱いとい

う特徴があります。従って、全国比例でなく 11
ブロックを維持しますと、50 議席から 80 議席ぐ

らい超過議席が出ますので、実用的ではない。そ

の点でも、超過議席の出ない連用制がいいのでは

ないかと思っております。 

「連用制」不平等論は素人議論 

連用制については、自民党が憲法の「法の下の

平等」に反する、ということをいっております。

しかし、これは全くの素人議論です。自民党が「法

の下の平等」に反するというのは、小選挙区で多

数を獲得した政党には、比例の議席がいかないと

いうのは、投票価値の平等に反する、これは「法

の下の平等」に反する、こういう理屈です。 
しかし、憲法 14 条の第 1 項の「法の下の平等」

は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、

信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、

経済的又は社会的関係において、差別されない」

と書いてあります。1票の格差が「法の下の平等」

に反するというのは 高裁の判決ですが、鳥取県

に住んでいる人と東京に住んでいる人で、住んで
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いる地域によって 1 票の重みが違うのは、私は「社

会的身分」による差別に当たると思います。第 14
条で具体的に書いている差別は例示で、その他の

差別も禁止されるというのが判例で、 高裁は「投

票価値の平等」も第 14 条で保障される方の下の

平等に含まれると言っていますが、少なくともそ

れは人が差別されることの禁止です。 
小選挙区で勝った政党が、比例では議席が来な

いというのは、仕組みの問題で、人の差別ではあ

りません。したがって、「法の下の平等」に違反す

るというのは、全く成り立たない議論だと思いま

す。素人の自民党がいうならまだしも、学者の中

にも、それももっともだという意見があるのは、

全く学者の名に値しないというふうに私は思って

おります。政治学者ならともかく、憲法学者で「法

の下の平等」に反するということをいう人はいま

せん。 
高裁の判決は、「国会は選挙制度に関して広範

な裁量権を有しており、国会が法律で定めた選挙

制度が、全国民を代表する議員の選挙であること

や法の下の平等などの憲法の基本的要請の限界を

超えた場合のみ、憲法違反が生ずる」というのが、

何回も繰り返しこのワーディングで判決が出され

ている確定した 高裁の判断です。 
ですから、例えば、「小選挙区制について死票が

多いのは、法の下の平等に反する」というような

訴えに対して、「それは選挙の仕組みの問題である

から、憲法違反の問題は生じない」というのが

高裁の判決です。 
ですから、国会は、選挙制度に関して広範な立

法裁量を持っている。ただ、それが「法の下の平

等」、この規定に違反する、住んでいる地域によっ

て 1 票の格差が違うということの許容の限界――

その許容の限界は、1 票の格差ですと 2 倍という

ことですが――を超えた場合、あるいはそもそも

全国民を代表する議員の選挙というものでない、

そういう問題が生じた場合のみ憲法違反が生ずる

というのが 高裁の考えであります。連用制が投

票価値の平等に反して憲法違反だというのは、私

は、全くの素人の議論だというふうに考えており

ます。 
現在、各党の衆議院選挙制度改革案が出ており

ます。ご承知のとおりですが、民主党は、小選挙

区制は 0 増 5 減、比例は並立 105 議席、連用 35
議席、40 議席減。これは消費税の見返りです。身

を切る覚悟。比例は全国区、1％の阻止条項。それ

をしないと、あまりにも少ない票の政党が議席を

得てしまう。 

ただ、これは次回限りの改革であって、次々回

から抜本的改革をする。本当にできるかどうかわ

かりませんが、問題点としては継ぎはぎというこ

ともあると思います。 
自民党は、とりあえず小選挙区の 0 増 5 減のみ

と。次々回から抜本的改革で 7 月 27 日に提出を

されたのはご承知のとおりです。 
それから国民の生活が第一も、トータル 80 議

席削減の法案を出すことになると思います。民主

党案だけですと審議ができませんでしたが、3 党

の案が出ますので、審議が行われることになると

思います。衆議院をどういうふうに通り、参議院

ではどうなるのか。食い違うと両院協議会が行わ

れる。どういう擦り合わせ、成案が得られるのか。

本当に成案が得られるのかどうかが、今後注目す

べき点だろうというふうに思います。 
とりあえず私の 初のプレゼンテーションはこ

れで終わらせていただきます。 

≪質疑応答≫ 

司会 ありがとうございました。非常にわかり

やすく選挙制度の歴史をお話しいただきました。 
では、質疑に移りたいと思います。私から 2 つ

だけお聞きして、あとは会場の方に質問していた

だきます。 
連用制を取り込んだ民主法案の成り行きについ

て、どういう形で国会審議され、 終的には政局

も含めてどういう展開になっていくのか。現段階

でのお見立てがありましたら、それを教えていた

だきたい。もう 1 つ、野田さんの頭の中には、ど

ういう選挙制度があるのかを、お聞かせ願いたい

と思います。 

連用制、小党支持で成立の可能性も 

成田 私の見通しはちょっと置いておきまして、

民主党の国対の見通しについてお話をします。民

主党の国対は、各党の案がそろったので、審議に

入る条件が整ったと考えています。自民党は公明

党の了解を得て法案を提出しました。公明党は自

民党が法案を出すことについてのみ了解をして、

その案に賛成するとはいっていません。公明党は

表向き、どの案に賛成するということはいってお

りませんが、自民党が案を出すことは了解しまし

たから、民主、自公、それから国民の生活が第一

などは、選挙制度改革法案ないし格差是正法案の

審議をすることに同意をしたことになります。審

議をすれば採決がなされます。採決がなされれば、
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衆議院は民主党案が通ることは間違いありません。 
参議院にいきまして、参議院で審議をすれば、

民主党案は否決される可能性がありますが、民主

党の国対は、必ずしもそうではないと考えている

ようです。公明党は 8議席増える、共産党も 7 議

席増える。社民党も 4 議席増える。実は、国民の

生活が第一も、全国一本の比例が有利であるとい

うことを考えると、民主党案が参議院を通過する

可能性は皆無ではないというふうにいっておりま

す。かつ、そのための努力をしているのだろうと

思います。ですから民主党案が成立する可能性が

1 つあります。 
それからもう 1 つの可能性は、参議院で民主党

案が否決されるというものです。そうしますと衆

議院多数派の民主党が両院協議会を求めます。両

院協議会は、衆議院が求めますと参議院は拒否で

きませんから、両院協議会が開かれることになり

ます。両院協議会でどうするのかということは、

かなり政権の手の内の話になりますので、お話し

するわけにはまいりません。 
それから 2 つ目。野田総理は、選挙制度の細か

い仕組みにはこだわっていません。総理が非常に

こだわりましたのは、40 じゃなく 80 削減をした

いということでした。消費税をめぐって、身を切

る努力が足りないということについて、国民の強

い批判がある。まず消費税をやるのはいいけれど

も、身を切る努力をすべきだということで、80 削

減をしたいと、総理は非常にこだわっていました。

仕組みにはこだわっていませんでした。 
実は、比例は 40 議席削減でとどめないと、本

当に 80削減するのだったら、連用制 35でなくて、

連用制 105、まるまる 105 にすべきだというのが

私の意見です。連用制 35は民主党の意向ですが、

連用を 35 なら比例の 80 削減は無理である。連用

制 35ぐらいだったら比例議席は 40削減ぐらいが

限度であるというのは、実は私が総理を説得して、

のんでいただいた部分です。 
その根拠は、総定数 435 は、アメリカの下院の

定数です。私が総理に申しあげたのは、ヨーロッ

パの定数は多い。イギリスは 650、フランスは 577、
ドイツは超過議席なしで 598、イタリアが 630、
ロシアは 450 です。ヨーロッパは非常に多い。そ

こで一番少ないアメリカまでいくという意味で、

435 ぐらいで納得していただかないと、80 削減と

いうのは無理であろう、ということを申しあげま

した。それで、こういう結果になったのだろうと

思っております。 

首相任期をどう長期化するか 

質問 全く話題になっていない質問なのですけ

れども、私の個人的な考え方では、制度ではなく

て人に重みがあるのだと思います。1885 年に初め

て総理大臣が選ばれてから、平均的な総理の務め

た年数は 2 年 4 カ月です。 近は 1 年ごとにかわ

っているのですけれどもね。アメリカは普通、ま

あまあの大統領は 8 年間務められる。実は、日本

の総理大臣の中に、1 人だけ 8 年間以上務めた人

がいます。3 回合わせて 8 年 4 カ月。それはどな

たかわかりますか。 
 
成田 桂太郎ですか。 
 
質問 はい。あなたは、日本人の中で私のその

質問に答えることができた初めての人です。100
人ぐらいは尋ねていたのですけれども。 
まして、東條英機は 2 年 9 カ月ですよ。独裁者

ですよ。44 年に追い出されたのですが、戦争の真

中ですね。アメリカでは、大統領が死にかかっ

ているときに国民は再選させた。すなわち、戦時

中に総理大臣をかえることは、アメリカ人は考え

られないことです。日本人は平気で独裁者を落と

し出したのです。そういう違いを非常に痛感して

いるのですが、それは全く考える必要はないので

すか。 
 
成田 その点は、日本でも問題になっておりま

して、 近は、総理大臣には任期はなくて、政党

の党首の任期、例えば小泉さんが辞めたのは、総

理大臣としてはまだ人気がありましたけれども、

自民党の総裁の任期の制限で辞めたわけです。そ

の前、中曽根康弘氏も 5 年で辞めました。これも

自民党の総裁の任期によって辞めたということで、

少なくとも 近、あるいは戦後の1955年以降で、

短い総理が続いているのは、政党の党首の任期が

先に来るからです。特に自民党は、派閥連合で総

理大臣を目指す人々の集合体です。総理大臣を目

指す人々が派閥というものをつくって、彼らの間

で総理の地位を回すために、あまり 1 人が長くや

らない、こういう仕組みで非常に短くなっていま

す。 
それで、 近、改革案として、民主党の中など

で出ているのは、政権与党で、総理大臣のときに

は党首の任期が来ても再選されるようにして、党

首の任期のために総理大臣をやめるということは

ないようにしよう、という議論がされています。 
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ですから、日本でも総理の任期が非常に短いこ

とによる弊害、特に国際的な評価が問題になって

いるから、少しそれを長くしようという議論はさ

れています。 
しかし、日本でどうして総理大臣が短い任期で

済むのかというのは、おそらくやっぱり官僚機構

が強いということでしょう。官僚主導というか、

官僚機構が日本のかじ取りをしているということ

が一番の背景にあることなのではないか、という

ふうに思います。 
 
司会 選挙制度はあまり関係ないですね。 
 
成田 選挙制度は、日本は小選挙区制、中選挙

区制、大選挙区制、いろいろ経験していますけれ

ども、桂太郎の時代は、大選挙区制です。都道府

県単位の単記投票制の時代ですけれども、桂太郎

がそれによって長い間、総理大臣を務めたわけで

はなくて、あのときは、“桂園時代”といいまして、

桂太郎と西園寺公望という 2 人の政治家が交互に

首相を務めていた時代ですね。 
“桂園時代”は構造的に安定した時代、相対的

に安定した時代です。政治的に安定した時代です。

だから、桂太郎が長かったのは、選挙制度のせい

ではないと思います。 
 
質問 94 年の選挙制度改革のときに、どうした

らこのねじれ現象じゃなくて、政権交代可能な制

度にできなかったのか。何が原因だったのか。そ

うすると、グローバリズムに対する対応というの

は常に問題ですが、その場合に、なぜ連用制がい

いのか。 
それから、選挙制度の中の区割りの問題じゃな

くて、むしろ制度の問題だと思うんですが、どう

してそういうふうになってしまったのか。どうや

ったら改善できるのか、お話しいただきたい。 

ねじれ克服には両院協の運営見直し 

成田 ねじれの問題は、あのころはあまり深く

考えなかったということです。衆参の選挙制度を

セットで改革できなかったことが大きな問題なの

ですが、漠然と、衆議院で勝つ政党は、次の参議

院選挙でも勝つんじゃないかというふうに考えて

いたということだと思います。 
ところが、実際は、参議院選挙というのは現実

にどのように機能しているかといいますと、アメ

リカの中間選挙と同じです。政権に対する評価が

中間の時期で下されるという、アメリカの中間選

挙と同じような機能になっていますので、与党が

負けるという現実的な効果を生んでいます。それ

でねじれというのが起きやすくなっている。なお

かつ参議院の権限が非常に強いということが、ね

じれによる決定できない政治というものを生み出

している。 
このねじれを解決する方法として、一番抜本的

なのは憲法改正です。しかし、憲法改正は難しい

ので、憲法を改正しないでねじれを解消する方法

として、1 つは選挙制度の改革。もう 1 つは、国

会手続の改革です。 
選挙制度については、まず同日選挙にするとい

うのが 1 つの解決策です。イタリアなんかは意識

的に同日選挙をやっています。先ほどいいました

ように、ねじれは中間選挙で生じますので、同日

選挙をやりますと、民主党が強いときに参議院選

挙も一緒にやれば、どちらも勝つことになる。フ

ランスも、大統領選挙と議会選挙は大体パラレル

にやっていますので、大統領選挙と議会のマジョ

リティーがパラレルになる。同日選挙をやると、

大体ねじれは解消できる。 
それから、同じく選挙制度のカテゴリーで、私

がいっているのは、参議院をうんと多党化させた

ほうがいい。なぜかというと、二大政党のねじれ

が一番動かない政治をつくるのです。参議院をう

んと多党化させると、政策ごとに政策マジョリテ

ィーの形成がやりやすくなる。それで乗り切って

いくというために、参議院は衆議院以上に多党化

させる選挙制度にするというのが、選挙制度によ

る解決の 1 つの方法です。 
私が連用制をいっているのは、先ほどの小選挙

区制の罠、あるいは二大政党制の罠というものを

乗り越えて、政策ごとのマジョリティーというの

をつくりやすくするためです。例えば、いまも民

主と自民だけだとまとまらないのが、公明が間に

入って仲介することで合意ができるケースがあり

ます。そういう仲介者的な政党をもう少しつくる

というのが、私の意見です。 
それから、国会制度の改革があります。一番重

要なのは両院協議会の改革です。いまの両院協議

会というのは、衆議院から 10 人、参議院から 10
人出て協議するのですが、運用として、院議を構

成する会派から出るということになっています。

院議を構成する会派というのは、衆議院が法案に

賛成だったとすれば、衆議院で賛成した会派です。

採決は会派単位で行われるという、非常に憲法原

理と違う運用がなされています。民主党と国民新
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党――まあ国民新党は小さいから協議委員は出ま

せんが――が賛成して衆議院を通過したとすると、

院議を構成した会派は民主党ですから、民主党か

ら 10 人出ます。それから、参議院で否決される

と、否決に回った会派、自民、公明、共産党から

議席比例で 10 人出ます。10 人ずつ出て、合計 20
人の 3 分の 2 が合意すると、それを両院協議会の

成案とする。成案がまとまると、先に参議院に戻

して、過半数が賛成したら、今度衆議院に送る。

そして衆議院で、過半数が賛成したら法律になる。

これが現在の仕組みです。 
私は、おかしいところが 2 つあると思います。

１つは、院議を構成する会派という概念自体が非

常におかしい。あくまでも議席比例で出るべきだ

ということが 1 つ。それからもう 1 つおかしいこ

とがある。どんな案であれ、衆議院の過半数が賛

成し、参議院の過半数が賛成すれば法律になるの

です。ところが、成案ができても、それは参議院

に行って過半数が賛成して、衆議院で過半数が賛

成しなければ法律にならないのですが、それなら

成案はどんな案でもよいのに、なぜ成案となるの

に両院協議会の 3 分の 2 の多数が要るのですか。

両院協議会の 3 分の 2 の多数というのは、衆参の

過半数が賛成するよりも高いハードルなのです。

両院が合意するために、何でそんな高い条件をつ

くっているのか。これでは両院協議会にならない

というのが私の意見です。 
両院協議会は、私は衆議院、参議院から、院議

には関係なく、議席比例にするためには今の 10
人よりちょっと人数を多くして、20 人ぐらいずつ

出て、協議をする。衆議院の過半数が賛成し、参

議院の過半数が賛成する可能性がある案ができた

ら、それを成案とするということでいいのではな

いか。 
衆議院の過半数が賛成し、参議院の過半数が賛

成する可能性のある案は、衆議院から出ている両

院協議委員の過半数が賛成し、参議院から出てい

る両院協議委員の過半数が賛成する案です。これ

なら両議院を通過する可能性があります。 
これは実は、アメリカ方式なのです。アメリカ

は下院から何人出ようが、上院から何人出ようが

関係ないのです。下院から百何十人が出るような

こともあります。だいたい所管の委員会の委員、

複数の委員会にまたがって付託されたときは、所

管の委員が全部出てきます。それでも上院下院の

委員ごとにそれぞれ過半数が賛成すればいいので

すから、全然問題ない。 
日本でこの方式をやると、実用的にどういう意

味を持つのか。3 分の 2 の多数が得られなければ

成案にならないというのは、いまの議席配分でい

いますと、民主と自民が賛成しなければ成案にな

りません。ところが衆議院の委員の過半数、参議

院の委員の過半数が賛成すればいいとなると、民

主党のほかに公明だとか社民党だとか、そういう

ところが賛成すれば両院を通過する可能性のある

成案が得られるのです。そのような案は、衆議院

を過半数で通り、参議院も過半数で通る。そうす

ると法律が一般的に成立するのと同じ条件になる

のです。 
そうすることによって、機能する両院協議会に

なる。それは極めて現実的かつ簡単な改革で、国

会法を改正することによって、あるいは運用を変

えることによって可能です。 
私は、それを一度いったことがあります。当時

の民主党の幹事長の岡田氏が野党に提案したんで

すが、そのときに、両院協議委員の過半数が賛成

したら成案にするといった。そしたら、いや、そ

れだったら、衆議院から民主党が大勢出てきて、

参議院からも民主党が出てきて、民主党が賛成す

れば過半数になっちゃうのだから、そんなのはだ

めだと、ほかの党が反対してつぶれたのです。 
それを衆議院の協議委員の過半数が賛成し、参

議院の協議委員の過半数が賛成する案を成案にす

る、ということにすれば、極めて各党が納得でき

る、機能する両院協議会がつくれるのではないか

というふうに思っています。まあ、そういうよう

に、改善する方法はいろいろあると思います。 
連用制は、小選挙区で議席を取ると、比例の議

席が来ません。小選挙区で勝つと思っている自民

党が反対するのは、ある意味の合理性があります

しかし並立制の非常に大きな問題点のひとつは、

選挙のたびに極端なスイングが起きるということ

です。連用制は、小選挙区で勝つと比例が少なく

なりますから、極端なスイングが起きないスタビ

ライザー的な選挙制度になります。連用制の制度

設計のポイントのひとつは、小選挙区と比例の議

席配分ですが、小選挙区 300、比例 100 ぐらいの

連用制が一番スタビライザーがきいて、かつ小選

挙区で勝てば政権を取れる。単独政権も不可能で

はない。純粋比例のように、連立政権を不可避に

するものではない。大きく勝てば単独政権も可能

だし、連立政権も可能だというぐらいの感じでち

ょうどいいのではないかという印象を持っていま

す。 
 

司会 ありがとうございました。ではこれで成
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田さんの記者会見を終わりたいと思います。成田

さんの揮毫は、「これからも改革の政治学について

研究していきます」でした。 
 

成田 冒頭紹介した『Understanding Electoral 
Reform（選挙制度改革を理解する）』という本で、

改革のためにはどういう条件が必要かとか、それ

から非常に重要なのは、改革というものには、Veto 
players（ビートプレーヤー）が関わってくる。ビ

ートプレーヤーというのは、 近の世界の政治学

界でもてはやされているのですが、拒否権集団と

か拒否プレーヤーです。それが反対すると改革が

成立しない。日本は、いろいろな段階でビートプ

レーヤーの多い政治システムです。ビートプレー

ヤーという概念は、Tsebelis（ツェベリス）とい

うアメリカの政治学者が提唱したのですが、ツェ

ベリスは、「ビートプレーヤーの多い政治システム

は財政赤字が増える」という議論をしています。

これは日本に非常に適合しますね。日本のビート

プレーヤーをどうしていくのかというのは、改革

の政治学にとっては非常に重要な問題です。その

ほか、どういうときに改革が成功し、どういうと

きに失敗するのかとか、いろいろあります。 
ですから、改革ということはなぜ可能で、それ

はどうやれば実現できるのか、それを阻止するも

のは何か、そういうようなことをこれからも研究

の課題にしていきたいということです。 
 

（文責・編集部）
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2大政党制と選挙制度のあり方

成田憲彦



選挙制度改革に関する理論

選挙制度改革については、どういう改革が行わ
れたかより、なぜ改革が行われたかが重要（M. 
Leyenaar and R. Hazan, “Reconceptualising 
Electoral Reform,” in M. Leyenaar and R. Hazan 
eds., Understanding Elecoral Reform, Routledge, 
2012. ）



1994年の選挙制度改革

後藤田正晴が始め、

→ 自民党再生のための改革として

細川、小沢によって実現された。

→ 日本政治再生のための改革として

成田憲彦「『政治改革の過程』論の試み」『レヴ
ァィアサン』 20号、1997年



後藤田氏の構想

・発端はリクルート事件（1988年～）

→ ・政治とカネから出発

・「政治改革」の語は河本派
（旧三木派）が造語

・後藤田氏が選挙制度改革に発展させた

→ ・カネのかかる政治は
中選挙区制が元凶

・日本政治は制度疲労

・自民党の再生が必要



細川・小沢氏の構想

・日本政治の再生が必要

→ ・政権交代可能な政治へ

→ 分配の政治から
政策選択の政治へ

・官僚主導から政治主導へ

・政党制については

→ ・二大政党制（小沢氏）

・プロセスとしての二大政党制と
その先の穏健な多党制（細川氏）



中 選 挙 区 制(1)

・保守一党制と分配の政治にマッチした制度

→ ・外交・安全保障政策の一貫性

・地盤型選挙と族議員政治によるきめ細かな
モニタリングと分配

・民意による新陳代謝

→ ・保守系無所属で当選して
追加公認

・準比例代表制と極端な
スイングが起きない



中 選 挙 区 制(2)

・弊害は?

→ ・同士討ち

→ ・利益誘導政治、派閥政治、カネのか
かる選挙

・政策選択の政治の阻害

・政権交代を目指さない野党

３人区 自、自、社
４人区 自、自、社、公
５人区 自、自、社、民

→ ・この制度で一番ハッピーな政党は?



中選挙区制の基盤の喪失

・冷戦（保守一党制の基盤）の終結

→ ・保革の対立軸の喪失

・政権交代コストの低下

・政治腐敗の許容度の低下

・右肩上がりの経済の終焉

→ ・分配の政治から政策選択の政治へ

→ ・政策選択は政権交代可能な政治
によって可能



政 治 改 革 の 実 現

・後藤田氏的理解の政治改革は、自民党による
政治改革の失敗で限界に。

・自民党の分裂と、38年ぶりの非自民連立政権
により、政治改革実現。

・なぜ並立制になったのか?
→ 小選挙区制派と比例代表制派

（与野党間と与党内での双方）
の均衡点



政治改革で見落としていたこと

① 選挙ごとの極端なスウィングと後順位の比
例単独議員

→ 次回当選の展望のない議員を生む。

② ねじれ

→ 参議院とセットの改革までの余裕はな
かった。

③ 政治の質的変化

→ 国内的対立軸の政治が続くと考えた。



政治の質的変化と「小選挙区制の罠」

政治の質的変化

→ 政治改革の時は、国内政治の
対立軸が課題だった。

→ 対立軸型の政治
= 二大政党制

小選挙区制の罠

→ ・「小選挙区制の要素を強めると、
より強力な政治が実現する」

・実際は、「敵対の政治」
→ 更にねじれで「決められない政治」



あ る べ き 選 挙 制 度

・無前提に望ましい選挙制度はない

国民の意思を常に正しく

政治に変換する方法はない

・今どういう政治を実現すべきかに応じて、選挙制度が選択
されるべき

→ ・「政治の最も操作可能な部分」（G.サルトーリ）

国民

政治



今、どういう政治が必要か

・なでしこ型の政治

→ ・世界で戦うために結束する
（政治改革の時は、出てい
なかった）

・政党制は?

→ ・穏健な多党制
（政権を目指す政党が3～5）

・選挙制度は?

→ ・比例の要素を強めた組み合せ型



連用制について

・ 小選挙区での議席決定後、比例票による議席を追加配分す
る（イギリスでは、Additional Member System 又は Top-up方
式と呼ばれる)。小選挙区での歪みを比例で補正。

・ ドント式の最大平均法の考えを利用した方式。
・ 下記の例では、総議席10（小選挙区6、比例4）のブロックで、

小選挙区はA党4議席、B党2議席を得ている。
・ A党は5議席目の配分、B党は3議席目の配分、C、D、E党

は1議席目の配分と考える。
・ドントの表から、小選挙区の獲得済み議席を消して配分すれ
ばよい。最終的に、A党4、B党3、C党2、D党1議席。

A党 B党 C党 D党 E党
除数 商 順位 商 順位 商 順位 商 順位 商 順位

1 15,000 1 13,000 2 9,500 3 7,000 5 3,800 10
2 7,500 4 6,500 6 4,750 8 3,500 12
3 5,000 7 4,333 9 3,167 14
4 3,750 11 3,250 13
5 3,000 15



各方式の比較

・ 総議席10（小選挙区6、比例4）のブロックでの各方式の獲得
議席の比較（比例の獲得票数は、前頁の票数による）。

並立制は、MMM（Mixed-Member Majority System ）
連用制と併用制は、MMP（Mixed-Member Proportional System）
と分類され。

小選挙区 比例代表 合計

A党
B
党

C党
D
党

E党 A党 B党 C党 D党 E党
A
党

B党 C党
D
党

E党

並立制 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 6 3 1 0 0

連用制 4 2 0 0 0 0 1 2 1 0 4 3 2 1 0

併用制 4 2 0 0 0 3 3 2 1 1 4 3 2 1 1

比例 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1



連用制と投票価値の平等

最高裁判決：国会は選挙制度に関して広範な裁量権を有し
ており、国会が法律で定めた選挙制度が、全国
民を代表する議員の選挙であることや法の下
の平等などの憲法の基本的要請の限界を越え
た場合のみ、憲法違反が生ずる。

法の下の平等（憲法第14条第1項）：すべて国民は、法の下
に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身
分又は門地により、政治的、経済的又は社会
的関係において、差別されない。

→ 1票の格差は、「社会的身分」による差別



各党の衆議院選挙改正案

民主党 ① 小選挙区は0増5減

（提出済） ② 比例は、並立105議席、連用35議席（40議席減）

③ 比例は全国区、1%の阻止条項

④ 次々回から抜本改革

自民党 ① 小選挙区の0増5減のみ

（7/27提出）② 次々回から抜本改革

→ 審議の行方に注目（審議日程と各党の賛否）



参院の選挙制度の方が重要

・現在の日本政治の行き詰まりの背景としての 「ねじ
れ国会」

・憲法を改正しないでの解決策は?
① 衆参が同一勢力になるようにする

→ ・類似の選挙制度（現状）と同日選挙

② 参院を多党化させ、法案ごとの政策連合形成

→ ・比例の要素を強めた選挙制度




