
なぜ一票の格差は
縮まらないのか
11月9日に実施された第43回衆議院議員総選挙において、各政党は

それぞれマニフェスト（政権公約）を掲げ、選挙戦に臨んだ。ようやく、わ

れわれが目指す「政党本位・政策本位」の政治に一歩近づいたと言え

るだろう。しかし、民主主義の基本となる「一票の価値」は、人によって、

地域によって依然異なっている。歪んだ制度下で実施される選挙は、果

たして有権者の総意を正しく反映していると言えるだろうか。

挙人名簿登録者（有権者）数に基づ

き計算してみると、議員一人あたりが

代表する有権者数が最も多い東京6

区（46万1774人）と、最も少ない徳

島１区（21万4327人）を比較すると、

その格差は2.155倍。つまり、東京6

区における有権者の投票価値は、徳

島１区の半分以下ということになる。

2000年国勢調査の結果に基づい

て衆議院議員選挙区確定審議会が

行った勧告を受けて、2002年7月に

公職選挙法の一部が改正された。こ

れによって、いわゆる「五増五減」方

式での衆議院小選挙区の見直しが

行われ、一時衆議院における一票の

格差は2.06倍まで縮小した。しかし

その後、今年8月には最大格差が再

び拡大し、徳島1区（26万5533人）

と兵庫6区（56万7646人）との間で

2.138倍に達していること、格差2倍

超の選挙区数が21もあることが明ら

かになった。

現在の日本では、憲法第14条

が規定している「法の下の平

等」という原則が著しく損ねられてい

る。今年10月29日に発表された選

【現状認識】

さらに拡大する「一票の格差」

日本国憲法　第14条【法の下の平等】
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。

日本社会の歪みを正す！

一票の格差
是正を目指して

日本社会の歪みを正す！

一票の格差
是正を目指して



衆議院議員選挙区画定審議会設

置法は、選挙区間の格差2倍未満と

することを「基本」と定めているが、各

都道府県にまず1議席を与え、残りを

人口に比例して割り振る現行の基数

1配分方式（一人別枠制）を残したま

までは格差是正が難しいことがあらた

めて浮き彫りとなった。

一方、参院選挙区の議員一人あ

たりの人口は、最多が東京都（149万

9558人）、最少が鳥取県（30万7906

人）。最大格差は4.870倍で昨年か

ら0.043拡大し、格差が4倍を超え

たのは計7都道府県だった。

経済同友会では、民主主義の基本

である参政権の平等を実現するため

に「一票の格差」の是正を継続して訴

えてきた。

2001年10月29日には、以下の内

容を柱とする「一票の格差是正の実

現を」という提言を発表した。

1. 理念なき中選挙区制の一部復活

1. 反対と「第9次選挙制度審議会」

1. の設置の要求。

2. 最大選挙区と最小選挙区の人口格

2. 差が2以上とならないよう衆議院議

2. 員選挙区画定審議会の勧告の必要性。

3. 衆議院議員選挙区画定審議会設

3. 置法の改正。

4. 最高裁判所判事の選任方法と国

3. 民審査のあり方の見直し。

それを踏まえ、2002年1月24日に

は小泉首相に向けて「一票の格差是

正」についての提言を発表。「一票の

格差是正」は小泉内閣が推進し、経

済同友会も全面的に支持する「聖域

なき構造改革」の基盤をなすものであ

ることを改めて強調した。

同年成立した改正公職選挙法（小

し、有志が氏名掲載に協力している。

一票の格差を助長する大きな要因

は、人口と無関係に1議席を各都道

府県に配分するいわゆる「基数1配

分」（一人別枠制）の存在にある。経

済同友会は、その試算データに基づ

いて、「一票の格差」と、「各都道府県

民一人あたりに対して政府が支出す

る普通建設事業費」を比較検証した

結果、両者の相関関係が極めて高

いと推測している。つまり、投票価値

が高い都道府県ほど、より多額の普

通建設事業費を受け取っているとい

うことであり、一部の国会議員による

選挙区への利益誘導型の政治が、

一票の格差という問題の背景にある

選挙区5増5減）により、選挙区毎の

「一票の格差」は、従来の最大2.57倍

から2.06倍まで縮まり、数字上は一歩

前進した。

しかし、その後に総務省が発表し

たデータによれば、最大格差が再び拡

大し、2倍を超える選挙区が増えてい

るなど、まだ不十分であると言わざる

を得ない。そこで経済同友会は、同

年10月22日に「首相のリーダーシップ

の確立と政策本位の政治家の実現を

めざして」と題した提言を発表。その

中で、さらに「一票の格差」を是正す

るための第一歩として、衆議院議員選

挙区画定審議会設置法第3条2項に

ある、1議席を都道府県に配分するい

わゆる「基数1配分」（一人別枠制）の

廃止が必要であると指摘した。

また同時期、経済同友会では「一

票の格差を考える会」（代表：すぎやま

こういち氏）の新聞意見広告に賛同

過去の議員定数是正訴訟最高裁判決 
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過去、「一票の格差」についての最高裁判所での判決。衆院は3倍以上、参院は6倍以上
で違憲とする傾向が見て取れる。

【経済同友会の姿勢】

格差是正は民主主義の基本

【検証 1】

「一票の格差」を促進する一人別枠制



という問題があるため、選挙結果は

有効であるという「事情を配慮した」

特殊な判決であった。その後の選挙

訴訟に対しても、違憲状態という認定

が下るようにはなったものの、議席配

分規程そのものは違憲ではないとの

判断や事情判決が続き、最近では選

挙訴訟自体が請求棄却となる例が続

いている。これまでの判例を見る限

りでは、最高裁は衆院で3倍未満、

参院で6倍未満の格差であれば合

憲と見なしている。一票の格差に対

する国民の問題意識が高まっている

にもかかわらず、最高裁が「違憲」と

認めない背景には、判事の任用を含

めた最高裁のシステム自体に欠陥が

あると言わざるを得ない。

日本国憲法第79条には、最高裁

判事の任用について次のように記さ

れている。

1. 最高裁の裁判官は内閣が任命。

2. 任命された裁判官は、任命後最

2. 初に行なわれる衆議院議員総選

2. 挙の時に国民の審査を受ける。

3. 国民審査投票で罷免を可とする

2. 投票が多数の場合、その裁判官

2. は罷免される。

4. 罷免されない場合はその後10年

2. 間その地位を保持し、10年後の

2. 衆議院議員総選挙の際、ふたた

2. び国民の審査を受ける。

5. 法律の定める定年に達したら退

2. 官する。

また、裁判官は「心身の故障のた

めに職務を執ることが出来ない 」と

裁判により決定された場合以外は、

公の弾劾によらなければ罷免されず、

行政機関が懲戒を行うこともできな

い。

このように、最高裁判事の立場は

厳重に保護されており、国民による投

票が唯一の審査基準となる。しかし、

その意義はあまり広く認識されていな

い上に、何も書かない票は「白票」で

はなく「支持」と見なされてしまうなど、

制度的な問題もある。最高裁を変え

るためには、国民一人ひとりが国民

審査投票という貴重な機会に関心

を持ち、活用できるようにするこ

とが重要なのだ。

と考えられるのだ。

先進諸外国の例を見ると、いずれ

の国も格差が一定の水準を超えるこ

とがないよう、法的な手続きを設け、

また着実に必要な措置を採っている

ことがわかる。本来、法律とは参政

権の平等という民主主義の基本を守

るものであり、阻害するものではない

はずだ。

この問題に対する最高裁判例の

流れを追ってみると、1972年から議

員定数是正訴訟が起こされている

が、衆院選挙に関しては、1983年選

挙訴訟に対し1985年に有名な「事情

判決」が出された。当時中選挙区制

の下ではあるが、兵庫県の過疎地を

1として千葉県が4.4倍になる状態を

最高裁は違憲状態と認めた。しか

し、当該地域の選挙だけを無効とす

るのか、全国の選挙を無効とするか

多い選挙区 人数 人数 順位 少ない選挙区 多い選挙区 人数 人数 順位 少ない選挙区 

衆議院議員選挙区別　一人あたり選挙人登録者数による比較 参議院議員（選挙区）一人あたり選挙人登録者数による比較 

東京 

千葉 

大阪 

神奈川 

北海道 
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福岡 
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愛知 
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島根 

福井 

高知 

徳島 

佐賀 

山梨 

栃木 

群馬 

香川 
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441,558 

440,271
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1,153,779 

1,111,251 
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東京都第6区 

千葉県第4区 

兵庫県第6区 

静岡県第6区 

北海道第6区 

東京都第3区 

北海道第1区 

東京都第8区 

静岡県第5区 

神奈川県第10区 

徳島県第1区 

高知県第1区 

福井県第3区 

長崎県第3区 

福井県第2区 

福井県第1区 

滋賀県第3区 

山梨県第1区 

高知県第3区 

高知県第2区 

※基準人口（697,854）偏差は179.3－35.1。 
※最大（東京都）と最小（鳥取県）の比率は5.1：1

平成14年9月2日付「選挙人登録名簿」に基づく総務省選挙部データより作成 

※基準人口（339,622）偏差は134.7－62.7で30％強。米国の場合は10％、 
　ドイツは15％、フランスは20％、イタリアは一部特別区を除き15％、 
　カナダは25％の偏差を超えることがないよう、それぞれ国内制度が設けられている。 
※最大（東京都第6区）と最小（徳島県第1区）の比率は2.15：1

「5増5減」によって「一票の格差」は若干是正されたが、かなりの選挙区で未だ2倍以上の格差がある。

【検証 2】

「一票の格差」は合憲か、違憲か



林野：経済同友会では、政権交代可

能な二大政党制を目標に掲げ、マニ

フェスト導入による評価と一票の格差

是正を主張してきました。

衆議院300小選挙区における最大格

差は2.155倍ですが、諸外国の例を

見るといずれもせいぜい1.3倍まで

で、日本の数値はかなり高いことが

分かります。日本の現状を「一人一

ありません。格差是正に対して100

名近くの議員が賛同していますが、

実情は政治力学的に難しい問題を

孕んでいます。地方に強い自民党が

進んで是正に取り組むことはありませ

んし、都市に強い民主党も選挙の区

割り変更によって育てた地盤の線引

きが崩れてしまうことを恐れ、是正に

は及び腰にならざるを得ないからで

す。最終的には国民が目覚めて政治

や司法に圧力をかけ、きちっとした改

革を要求するしかないと思います。

五十嵐：私は弁護士ですから人権

票」という原点に戻すために、あきら

めずに活動していこうと思っています。

松沢：日本の社会は民主政治と自

由主義経済のもとに発展し、その中

で女性の権利、障害者の権利等、

様々な人権思想が芽生えてきました。

ところが、民主主義国家を運営する

上で最も基本的な人権である参政権

だけが“一票の格差”という大きな歪

みを抱えたままになっています。この

歪みの解消を司法の場に訴えても

「合憲」の判決はほぼ明白なわけで

すから、政治の場で解決していくしか

一票の格差是正を目指して座談会

投票価値の平等は
民主主義の原点
今秋の総選挙において各政党はそれぞれのマニフェスト（政権公約）を掲げたが、「一票の格差是正」を明確

に表記した例はほとんど見当たらなかった。長引く景気低迷と少子高齢化社会を背景に、私たちの関心は景

気対策や雇用対策、年金対策等に向きがちだ。しかし、これらの問題を解決に導き、構造改革を推進するた

めには、日本国憲法に規定された「法の下の平等」を歪める一票の格差の是正が不可欠である。

先進諸国の中で断トツ。
一票の格差が大きい日本

座談会出席者

松沢成文氏
神奈川県知事

五十嵐啓二氏
日比谷見附法律事務所弁護士

熊井章氏
一票の格差を考える会事務局長

林野宏氏
経済同友会
一票の格差是正推進委員会委員長
クレディセゾン取締役社長



擁護が最大の職責です。その視点か

ら言うと、日本国憲法第14条に定め

られた「法の下の平等」という概念、

これは人種、信条、性別、社会的身

分、政治的、経済的観点において差

別されないことが前提です。ところが

格差が2倍以上ということは、特定の

地域の人だけは二人一組に対して

投票用紙を一枚発行するようなもの

で、地域によっては政治的差別が残

されていることに他ならない。一票

の格差問題は、日本の民主主義の

未熟さや、日本政治の病を露呈して

いると思います。

熊井：作曲家のすぎやまこういち氏

と共に「一票の格差を考える会」の

活動がスタートしたのは3年前。一票

の格差是正をアピールするために首

都圏にラッピングバスを走らせたり、

新聞や雑誌上に意見広告を出した

りしています（右参照）。またホーム

ページも開設していますが、ご意見

をくださる方の約8割には賛成の意

見をいただいています。

林野：選挙の地盤の区割り、地方と

都心部の関係など様々な思惑や利

害関係があって、一票の格差は2倍

でも仕方ないという風潮があります

が、これを許してはいけません。格差

一票の格差とは 
●本来は… 

●現状では… 

国会議員 

有権者 A区  B区  C区  D区  

国会議員 

有権者 A区  B区  C区  

「一票の格差のない知事や市長の方が

有権者のメンタリティに近い改革を進めやすい」

松沢
まつざわ

成文
しげふみ

氏
神奈川県知事

一票の格差是正が
構造改革の推進力

左：一票の格差を考える会によ
るラッピングバス。
下：2002年10月下旬、新聞各
紙に掲載された一票の格差を考
える会による意見広告。



是正こそが構造改革の推進につな

がるという認識を持たなければ、二

大政党制の実現も難しいと思います。

松沢：自民党と新進党が競った

1996年の参院選挙の時、比例代表

区では新進党が自民党を凌ぎまし

た。本当は政権交代が起こる土壌

ができているにもかかわらず、一票

の格差のせいでそれが阻害されて

いるのかもしれません。日本では暗

黙の了解で2倍以内が合憲の目安

となっていますが、言い換えれば、

一人の人権が1/2にされているのに

合憲というのは、それ自体おかしな

話です。政権選択の指標となる衆院

では特に、格差無しの条件下で上回

った勢力が与党になるべきだと思い

ます。一人別枠制度の下では、本当

の是正はできないでしょうから、いっ

そ憲法に盛り込んだ方がいいのでは

ないでしょうか。

またこの問題はただ政治だけの問題

ではありません。日本は議院内閣制

ですから、立法府で選ばれた政権政

党が総理大臣を出し、閣僚を出しま

す。つまり、内閣総理大臣を決める立

法府の権力構造が歪んでいると、そ

れがそのまま行政府にも反映されて

しまう。三権分立とはいうものの、そ

の2/3に民意が反映されないことに

す。日本では「とりあえず2倍以内」

「一人別枠制撤廃」が目標のように受

け取られがちですが、これはあくまで

“一人一票”へのステップととらえるべ

きです。

熊井：一票の重みは平等でなけれ

ばならないのに、国民の大半は無頓

着ですよね。自分が差別されている

ことを広く認識させていくことが大切

だと思います。私たちの会に寄せら

れる意見の中には、格差是正に反対

の意見も2割ぐらいありますが、その

理由の大半は「地方はハンディキャッ

プを持ち、過疎地域でも山林などを

守っていて苦しい」というものです。

地方のハンディキャップは理解できま

すが、それはあくまでも経済政策等

で対応すべき問題で、それを理由に

議員定数を操作することは間違いで

す。地方の問題に、地方選出の議員

を増やすことで対応しようとすること

なる訳です。

それに対して知事や市長の選挙は一

人一票ですから格差はありません。

いまユニークな知事や首長が出てき

て面白い改革ができるのは、地域の

多数派の意見をダイレクトに反映でき

る知事や首長が選ばれるからだと思

います。そうした意味でも首相公選制

を検討し、立法府と行政府を分け、

人口比例によって政治権力を決めて

いく方向にしないと構造改革は進行

しないと思います。

五十嵐：日本国憲法第15条に「普

通選挙を保障する」と記されています

が、これを第14条の規定の下で解

釈すれば“一人一票”が前提として保

障されています。海外諸国において

は、区画策定の問題を憲法に盛り込

むか、憲法上で一定の線引きを行

い、格差が一定の率を超えた場合は

自動的に修正されるようになっていま

「格差2倍以内、一人別枠制撤廃は、

あくまで“一人一票”へのステップと捉えるべき」

五十嵐
い が ら し

啓ニ
けい じ

氏
日比谷見附法律事務所弁護士



れることはなく、忌 し々さだけが残り

ます。

林野：ドイツでは格差が25％を超え

ると自動的に区割りの改正を義務付

ける法律がありますが、実際は、こ

の数字に到達する前に改正してしま

うのだそうです。『国家としてみっとも

ない』という認識があるのですね。

格差が2倍の日本は33％にあたり、

ドイツだったら憲法違反です。日本

でもようやくマニフェストが注目され

るようになったのですから、格差是

正の規定も盛り込んでいかなければ

と思います。

熊井：私が見た範囲では、民主党

のマニフェストに国会議員削減と格

差是正が漠然と記載されているだけ

で、他の政党は一票の格差是正に

ついては具体的に触れてはいませ

ん。次の総選挙前までには有権者側

からきちんと政党に要求していかな

ければならないと思います。

松沢：それにしても先日（10月26

日）の参院埼玉選出議員補欠選挙の

投票率が27.52％しかなかったとい

う現実を見ると、今の日本は一票の

格差が不平等と怒る前に、参政権で

ある一票を行使しない人が圧倒的

に多い。政治への不信感があるの

は、国会議員による選挙区への利益

導入を推奨することにもつながりかね

ません。

松沢：格差の話をすると、国会議員

は「おらが選挙区」という議論に行き

着きます。選挙区への利益誘導を最

大の仕事にしているため、選挙区を

いじられることに非常に強い抵抗感

がある。

将来的には徹底した地方分権にし

て、地方のことは県会議員や区会議

員らが携わり、国会議員は本当に国

がやるべき仕事のチェックをする。

こうした改革も必要になると思いま

す。

林野：一票の格差是正に関わる重

要な論点として、都道府県内の都市

部と地方部の問題もあると思います。

例えば神奈川県の実情はどうなって

いるのでしょうか。

松沢：県議会にも一票の価値に差

があり、価値の高い地方部から連続

当選したいわゆる重鎮の方もおられ

ますが、神奈川県は都市部を中心に

圧倒的にリベラルな改革派が多いた

め、私が知事に選ばれました。です

から私の政治論理と議会の政治論

理は全く違うわけです。議会は深夜

に及ぶことも増えて、議会運営等で

は難しい面もありますが、一票の格

差の小さい地域の知事や市長の方

が、有権者の意思をダイレクトに反映

した県政、国民のメンタリティに近い

改革を進めることができると思いま

す。長野県はその良い例ではないで

しょうか。

熊井：千葉県議会の格差は4.5倍も

あるのに、議員定数是正訴訟の結

果、最高裁の判決は合憲となってし

まったそうです。神奈川・埼玉といっ

た他の首都圏においても、2.5倍～

4.5倍という国政選挙よりも大きな格

差が残っています。しかも、少ない票

数で容易に当選できる人の方が議会

に長く居座れるのです。これは国会

も全く同じ構造で、日本の歴代総理

大臣のほとんどが連続当選しやすい

地方の選挙区出身という事実が象徴

しています。

五十嵐：県政レベルで見れば、議

会と知事は別の直接選挙で選ばれ

るので、混乱はあったとしても、多数

派の意見が反映されやすいと思い

ます。しかし、国政のレベルで見る

と、自民党全体の意見が首相のマニ

フェストに合致しているかといえば、

必ずしもそうではありません。それ

を政調会長らがコーディネートしてい

るわけで、この部分に民意が反映さ

「一票の重みは平等であるべきなのに

差別されていることに無頓着な人が多すぎる」

熊井
くまい

章
あきら

氏
一票の格差を考える会事務局長

県議会にも存在する
深刻な「一票の格差」

投票率の低迷は
「一票の格差」以上に深刻



熊井：格差是正のためには司法の

問題も重要です。どうも最高裁の裁

判官の出身によって判決が決まって

しまうようなところがあります（下表参

照）。戦後は裁判官・検察官系、弁護

士系、その他の学者や行政官系の

人などのバランスは良かったのです

が、少しずつ裁判官・検察官出身の

現体制派の比重が高くなり、それに

反対する考え方は否決されるように

なってきました。これもまさしく官僚制

です。最高裁の裁判官は内閣総理大

臣が任命しますから、小泉首相が本

気で改革しようと思えば変えられるは

ずだと思います。

五十嵐：それにしても裁判官の出身

かもしれませんが、国民が選挙や政

治に関心を持ち、せめて6割から7

割の人が投票に行くような土壌を作

らなければ、一票の格差の不平等

に対する怒りは芽生えてこないと思

います。

林野：興味深いのは、一票の格差

によって「得」をしている人も「損」を

している人も、そのことを自覚してい

ないという点でしょうね。

五十嵐：投票率低下の根底は、や

はり政治不信だと思います。選挙の

不平等性に気付いている人は多い

と思いますが、仮に現政権への反対

票を投じようとしても、対抗勢力の選

挙公約も不透明です。政策も、誰が

首相や閣僚になるかも分からない状

況で投票するのは納得できないとい

う思いがあると思います。今後はマ

ニフェストで数値目標とタイムテーブ

ルをしっかり示すようにさせ、国民

が後に検証できるような仕組みも作

らなければなりません。

松沢：マニフェストは「政策の情報公

開」ですよね。事前に具体的な政策

が公表されるので、有権者はそれを

見比べて投票先を選び、選挙後は

マニフェストに沿って政治が進められ

ているかどうかをチェックします。こ

の監視機能により政治家や政党にプ

レッシャーが働き、本気になって公

約を実現しようとするわけです。誰

が総理大臣になるかを選挙前に示

すことも、人事の情報公開です。民

主党は総理大臣だけでなく主要閣

僚名簿まで事前に発表しましたが、

その姿勢はこれまでの日本の政治

に欠けていた部分でした。その意

味でも今回の解散総選挙は戦後の

総選挙の中でエポックメイキング的

なものになる可能性はあります。

母体で初めから判決の色分けが予

測できるというのは異常です。衆議院

選挙で2.309倍の時の大法廷での判

決は合憲でしたが、上告の議件中31

件が無効だとされ、ことごとく合憲と

いう形で終わっています。その後の判

決でも判で押したように結論は変わ

りません。

松沢：全く格差のない状態で衆院選

挙を実施すると、東京の場合は国会

議員の選挙区が区議会議員の選挙

区よりも狭くなる、といったことが起こ

るんですね。逆に北海道の場合は、

あまりにも選挙区が広くなりすぎて、

選挙費用が嵩んでしまって困ることに

なる。

別の選択肢として、アメリカ議会を参

考に、下院にあたる衆院は、政権選

択の場なので人口比例を貫き、上院

にあたる参議院に地域代表的な性

現在の最高裁判所　裁判官の顔ぶれ 

氏名 経歴 過去の一票の格差に 
関する判断 

長官  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  

判事  
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裁判官  

外交官  

裁判官  

裁判官  

検察官  

弁護士  

弁護士  

弁護士  

行政官  

裁判官  

弁護士  

学者  

検察官  

裁判官  

裁判官  

合憲  

違憲  

合憲  

合憲  

合憲  

違憲  

－  

違憲  

－  

－  

－  

－  

－  

－  

－  

町田　顯  

福田　博  

金谷利広  

北川弘治  

亀山継夫  

梶谷　玄  

深澤武久  

濱田邦夫  

横尾和子  

上田豊三  

滝井繁男  

藤田宙靖  

甲斐中辰夫  

泉　徳治  

島田仁郎  

＊…第43回衆議院議員総選挙にて国民審査が行われた裁判官 

格差是正の障害となる
最高裁判事任用システム



格を持たせて、ここは格差があっても

構わないことにする。今後、日本も地

方分権が加速するはずですから、こ

のように両院でバランスを取る形を模

索していけば、一票の格差是正に異

議を唱える人々を説得できるのでは

ないでしょうか。

林野：今、構造改革をめぐる議論の

中で、日本が目指すべき国の姿が具

体的に見えないという話があります

よね。各政党が提出した今回のマニ

フェストの内容も、年金や介護保険

等高齢者の利益に配慮した政策が

中心となっている気がします。その一

方で、これからの日本を支える若者

に向けた内容が薄い。彼らも利益代

表だというようなことを盛り込めば、

若い人も投票に足を運ぶのではない

かと思います。

五十嵐：英国のマニフェストは長い

歴史を持っていますが、実際にはそ

れを総合的に判断できる人はほとん

どいません。実際には、それぞれの

有権者が身近な問題について共感

の持てる政党を選び、期間中にその

公約が果たされない場合、次回は投

票しない。マニフェストを難しく考え

る必要はなく、日本もこのスタイルで

いいと思います。

熊井：高齢化社会を背景に日本で

の問題を取り上げていましたが、「な

ぜ2倍ではいけないのか？」「どうして

格差が生まれるのか？」といった部分

まで掘り下げた説明は省かれていま

した。分かる人は分かるのでしょう

が、一般読者には内容が伝わり難い

というような例は多いと思います。

松沢：この問題を突き詰めていけば、

やはり教育の問題に辿り着くと思いま

す。この国を長期的に変えていくには

民主主義教育を徹底し、政治に参加

することがいかに大切かということを

浸透させていかなければなりません。

コスタリカでは国政選挙の投票率は

いつも90％を超えるそうですが、そ

の秘訣は、国民が子供の時から模擬

投票を通じて投票に慣れていること

なのだそうです。また学校や家でも

当然のように大統領選挙について議

論をするそうです。子供の頃から政

治に参加することの大切さを習慣づ

ける。これが原点なのでしょうね。

林野：マスコミの問題、教育の問題

と、議論すべき問題点はどんどん広

がっていきますが、日本は教育水準

も高いし、単一的な国民性ゆえに一

人ひとりの考え方にも根源的な差は

ないので、変わる時は一気に変わっ

てしまう可能性はあると思います。経

済同友会としても一票の格差是正に

ついては今後も機会あるごとに意見

を発信していきたいと思っています。

本日はお忙しい中、ありがとうござい

ました。

は高齢者のための政策ばかりが取り

沙汰され、若者の就職難解消など、

若者が関心、共感を示す問題が取り

上げられることが少ないようです。私

と同じ70代と話をしても、自分たち

の心配よりも子供や孫の世代を心配

する声の方が多く聞かれます。

林野：一票の格差の問題の中には、

都市と地方の関係という問題に加え

て、年齢の格差という問題もあるよう

ですね。少年法が変わり、刑事責任

を追及される年齢が引き下げられた

のだから、具体的な年齢は別として、

有権者の資格年齢の引き下げにつ

いても検討すべきだと思います。

林野：一票の格差に対するマスコミ

の論調は概ね是正論が主流ですが、

いま一つ盛り上がりに欠けます。

松沢：マスコミの影響力は大きいと

思いますが、例えばTVなら、視聴率

を高めるために政治的な優先順位と

はかけ離れた興味本位の話題ばか

りを延 と々扱う体質があることも否定

できません。本来なら、マニフェスト

の重要性とか一票の格差是正の必

要性などこの国の民主政治を守るた

めの報道が中心になされるべきです。

五十嵐：今夏、ある新聞で住民基本

台帳をもとにした人口調査による格差

「なおざりにできない年齢の格差。

若者が政治に関心を持てるような政策も必要」

林野
りんの

宏
ひろし

氏
経済同友会一票の格差是正推進委員会委員長
クレディセゾン取締役社長

〈収録：2003年10月30日〉

格差是正の原点は
民主主義教育にあり



一票の格差是正を目指して　有識者による寄稿

一票の格差について
私も言いたい！
ここでは、一票の格差について寄せられたメッセージを紹介。すぎやま氏をはじめ、ご寄稿くださった方々

は、日頃より一票の格差について問題意識を持ち、言論やその他の活動を通じて格差是正を訴えている。

一票の格差を考える会ホームページ

http://www.ne.jp/asahi/ippyou/kakusa/

「一票の格差を考える会」は、すぎや

まこういち氏らを発起人に、2000年2

月に結成されました。広く有権者に一

票の格差の問題を訴えるべく、すぎや

まこういち氏が私費で意見広告を出

すなど、活動を行っています。

最近JR中央線の高架化工事のた

め色々なトラブルが発生し、JRの対

応が問題となっています。しかしこれ

は「どうして今頃？」ではないでしょう

か。本来なら不採算路線を造り続け

ていた国鉄時代、つまり数十年前に

終わっているべき工事でしょう。

品川駅新幹線口へのアクセス改善

のため、今から八つ山トンネルを造

るそうです。これも「どうして今頃？」

です。東京をはじめとする大都市圏の

インフラ整備と、全国の農道林道の

舗装をしたり農道滑走路を造ったり

することとの国家的に見た優先順位

が大きく狂っています。

その根は一票の格差でしょう。我が

国の第一次産業の従事者は5％前後

と言われていますが、この5％が国政

の場において過大な影響力を発揮し

ています。それに引き替え、消費者の

立場はほとんど顧みられることはあり

ません。米、牛肉、豚肉、葱から畳表

に至るまで、農産物をなんでも闇雲

に保護しようとすることが、我が国の

工業製品の輸出に大ブレーキを掛け

てしまったりします。

21世紀の日本は、農業国として生

れを変革するには国民主権の代表で

ある国会議員が戦うしかありません。

この問題で官僚相手に論戦出来る

のは主として都市部選出の議員でしょ

う。地方選出の議員はどちらかといえ

ば、行政と癒着して地元利益を計る

ことばかりに専念するタイプが多い

からです。この国民主権国家に向け

ての政治行政の改革も一票の格差が

壁となって立ちはだかってきます。

これらはほんの一例で、我が国の

民主主義を歪めている殆どの問題は

「一票の格差がその根っこにある」と

いうことを意識して戴きたいと思いま

す。

きて行くつもりなのか……と訊いて

みたくなる程です。この5％が外交の

足を引っ張り我が国の国益を大きく

損ねています。この問題もその根は

一票の格差でしょう。

今回の選挙で小泉純一郎氏も菅直

人氏も「官僚と戦う！」と演説していま

した。現在の日本は、まだ官僚主権国

家であり国民主権国家にはなりきって

いません。科挙の試験、つまりペーパ

ーテストに合格したエリートが国を治

めるという図式が、国家公務員試験を

パスしたキャリア官僚が国を治める形

でいまだに生き残っています。今なお

生き残る古代中国のシステムです。こ

すぎやまこういち氏
作曲家

一票の格差を考える会代表

日本を歪める一票の格差
Message1



かなり前、新聞で経済同友会が一

票の格差是正を要望するという記事

を見て、何故経済同友会がこのような

要望をするのだろうと不思議に思った

記憶がある。年を経て、日本経済の

動向や将来の景気に関心を持たざる

を得なくなった今、構造改革や規制緩

和を議論すると、その行き詰まりがこ

の一票の格差の問題である場合が多

いことを実感している。そして、これ

はどうやっても解決しようのないこと

だと諦めざるを得ず、無力感に陥る

のである。

この問題は、表面から見ると都市対

地方の問題に見られるが、本質はもっ

と深い所にあり、私は司法の透明性

と国民の公平感の問題であると感じ

ている。

事の出身母体による構成を見ると、裁

判官出身者が優勢であり、この構図は

今後も変わりそうにない。

今回の総選挙でも裁判官の国民審

査が行われたが、これら裁判官の肉声

を聞いたことがない私は、どう判断し

てよいのやら大いに迷った。全員テレ

ビにでも出ていただいて、一票の格

差等の問題について意見を聞く機会

があればよかったと思う。私は国民の

一人として、この問題を不公平である

と感じており、これを合憲であると決

めた最高裁の判決に納得していない。

これから日本が目指す国は、健全

で透明性があり、文化程度の高い国

であるはずであるが、現状はそれとあ

まりにもかけ離れているのではないだ

ろうか。

都市対地方の問題については別の

所で議論すべきではあるが、私は現在

の日本はあらゆることが地方から都市

へ集中しすぎているように思うし、そ

のこと自体問題だと感じている。特に

東京へ集中しすぎていることは問題

である。東京へ集中するということは、

リスクも集中するということであり、大

地震が東京に起こったことを考えると

心配になる。やはり都市機能の一部

は地方へ移しておくべきなのであろう。

話を元に戻すと、今までの一票の

格差に関する最高裁の判決では、裁

判官出身の判事が全員合憲と判断し

ていることに対し、弁護士出身の判事

は逆に全員が違憲と判断していると

いう、誠に奇妙な結果が出ている。判

事の任命は内閣が行うといっても、判

太田
お お た

資暁
すけあき
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東京海上日動あんしん生命保険取締役社長

経済同友会一票の格差是正推進委員会副委員長

「一票の格差」について思うこと
Message3

一票の格差の問題は、それ自体が

問題である以外に幾つかの問題点を

孕むが、その中でも典型的なものが

国民一人あたりの公共事業費である。

一般的に土木・建築の公共事業費は、

格差で倍数の小さいところ（すなわち

一票の重みが重いところ）ほど、多く

配分される傾向がある。本来、こうし

た税の再配分は、税の負担と同様に

公平であるべきだが、これが格差と連

動して地域的に不公平な状態となっ

ていて、必要な都市再生を阻む原因

となっている。

これが解消されない理由の一つに、

最高裁判所が一票の格差を違憲と判

決しないことがある。違憲判決となら

ない背景を見ると一般的に言って、

みが完全に一対一であること〉が実現

できないことを不思議に思っている。

数年前に、あるIT系の会社の人が

言っていたのだが、今の司法はIT系

の裁判が持ち込まれると事実上判断

不能に陥るという。なぜならば、多く

の高齢の裁判官は、コンピュータを触

ったこともなく、知識はゼロに等しい

のだそうだ。こうした分野は、技術の

革新も速いので、裁判上、必要な知

識の構造も変化するだろう。

経営者・政治家だけではなく、司法

の部分も若返りが必要なのではない

だろうか。そうでなければ、一票の格

差の解消など当たり前のことが改善

されず、今までの慣習で合憲とされ

る時代が続くだろう。

15人の最高裁の裁判官の中で、元が

裁判官であると合憲の判断を下し、

弁護士出身であると違憲の判断を下

すという傾向にある。

しかし、それだけだろうか。これら

の裁判官は全員高齢である。また女

性は一人しかいない。国民全体の意

識を反映するという意味では、裁判

官の年齢分布および男女比自身が違

憲なのではないだろうか。私見では

あるが、半数は高齢で男性でもいい

が、残りの半数は30代から50代にか

けて構成され、かつその構成が日本

の男女比構成と近いものでないと、

本当の意味での国民の平均的な意識

反映はないだろう。私の知る限り、若

い世代はこんな簡単なこと〈一票の重

大江
お お え

匡
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民意を映さない
司法そのものが問題だMessage2



事務局のまとめE p i l o g u e

一票の格差を巡る
単純な論理と複雑な背景

一票の格差は是正しなくてもいい？

「一票の格差」の問題は、現象自体はわかりやすく議

論としてもシンプルです。「参政権は平等であるべきなの

に、実際にはこれ程格差があります。さあ是正しましょ

う」、以上。

しかし、なぜ改革が進まないのかという背景を調べる

と、その奥の深さに絶句するばかりです。既得権益化、

硬直化している最高裁人事、利益誘導を「成果」と誇る

ような政治意識、議員立法を妨げる壁、中央と地方の

歪な関係、そして自らの権利に無頓着な有権者。

今お困りの問題は何ですか？ 駐車場が足りない、保

育所が遠い、工事工事でうるさい、野菜が高い……。

突き詰めてみれば、それは「一票の格差」のせいかも

しれません。

農村部に比べて、都市部は多くの意味で「便利」を享
受している。その分、「不便」を被っている農村部の票
に、より重い価値を与えてもいいのではないか。

北海道などでは、一票の格差を是正しようとすると、
広大な選挙区がさらに広くなってしまう。これは「金の
かからない選挙」とは反対の考え方である。

たびたび区割り変更があると、その都度、築いてき
た地盤が失われる。また、地域に密着した政治をし
づらくなる弊害もある。

●

●

●

一票の格差是正を訴える声がある一方で、是正に
反対の意見があることも事実だ。これらの意見に
も耳を傾け、その真意を知り、考えることも必要
である。

過去の議員定数是正訴訟最高裁判

決の多数意見は、議員の定数配分決

定過程において、人口比率を最も重

要かつ基本的な基準としつつもなお、

非人口的要素の役割を広汎に容認し

ている。その結果、違憲か合憲かを

判断する決定的な計数基準を示さず

に、「極めて多種多様で、複雑微妙な

政策的及び技術的考慮要素」がある

として、その具体的決定は国会の合

理的な裁量に委ねられるとし、この立

場は最高裁判決としてはほぼ定着し

てしまったかの感がある。

これに対しては、議員一人あたりの

選してきた議員にはこの点の選挙制

度改正に向けての意欲が弱い。この

ような国会の消極的な態度のもとで

は、選挙制度改正案を内閣自ら提出

することも多くは期待できない。

そして最後に残った司法的救済は

どうかというと最高裁判決多数意見

の立場は前記のとおりである。すると

結局は、残念ながら、様々な企画キャ

ンペーンを通じ、問題の所在に対す

る有権者の覚醒を促し、これを国会

議員選挙に当たり各政党の政権公約

に含ましめることを目指す以外に方

法はないように思われる。

人口の最高選挙区と最低選挙区の投

票価値に1対2以上の偏差が存在す

ることは、選挙区の大小、歴史的沿革

などの非人口的要素を考慮しても、

憲法はこれを容認しないとして学説

は批判する。

このような状況下で、局面打開の

策は何かと考えるとき、残念ながら即

効性のある方策は見当たらない。投

票価値の不平等は有権者の政治不信

や政治的無関心を増長させることは

言を俟
ま

たない。投票価値の不平等を

是正する責任は第一義的には国会自

身にあるものの、現行選挙制度で当

関根
せ き ね
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投票価値の不平等を
是正する効果的方策は何か？Message4

「一票の格差是正ウェッブサイト」では、歴代の最高裁判決をはじめ、
一票の格差に関する様々な資料、データをご覧いただけます。

経済同友会では、一票の格差是正へ向け、専用のWEBサイトを設け、継続的に活

動を行っています。今後も広く個人、組織・団体の皆様からご意見をいただき、充実

した内容を目指して参ります。ご意見をお待ちしています。

http://www.doyukai.or.jp/kakusa/index.html


