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選挙制度 長所 短所

単純多数決小選挙区制 政権選択が容易 • 死票が多い

2回投票制小選挙区制
政権選択が容易

死票が比較的少ない
• 単純多数決小選挙区制ほどでな

いが死票が発生

中選挙区制（大選挙区制） 死票が比較的少ない
• 同士討ちが発生する
• 候補者個人負担の費用が多くなる

単純比例代表制 死票が少ない • 選挙による明確な政権選択が困難

小選挙区比例代表並立制
小選挙区制と比例代表制の

長所を取っている

• 単純多数決の小選挙区制ほどで
ないが死票が発生

• 比例復活のゾンビ議員の発生

小選挙区比例代表併用制 死票が少ない
• 選挙による明確な政権選択が困難
• 比例復活のゾンビ議員の発生

各国で導入されている主な選挙制度の長所と短所



1. 一票の格差を解消する

2. 死票を減らし、民意をより忠実に議席へ反映させる

3. 選挙による政権選択（政権交代）を可能にする

4. 比例復活を無くす

5. 与党の安定過半数確保をなるべく実現し、政権の不安定化を防ぐ

修正プレミアム付き比例代表制導入の目的



プレミアム付き比例代表制とは
• 「多数派プレミアム制を伴った比例代表制」ともいう。

• 議席の配分は比例代表制に基づいて候補者名簿（≒政党）単位で行うが、最も多く得票した候補

者名簿連合（又は候補者名簿）に対して、その得票率に関わらず無条件に過半数の議席を保障

する制度。

• かつて、イタリアの上下両院で採用されていたが、2017年に左派ポピュリスト政党「五つ星運動」

の躍進を懸念した当時の民主党政権がこの制度を廃止し、小選挙区比例代表制を導入した。し

かしながら、民主党は選挙に敗北し下野。皮肉なことに、現在は両党中心の連立政権が形成さ

れている。

• ギリシャ国会（一院制）では、300議席のうち250議席は比例代表制で、有権者は政党の投票用紙

に候補者を選んで名前を記入する。残りの50議席は、最大得票率を得た政党にボーナスとして

与えられる。



全国を一選挙区とする比例代表選挙の全面導入

→死票を減らし、一票の格差を解消する。

2回投票制の採用

→比例代表制度下でも明確な政権選択選挙を実現させると共に、得票率50%超を与党連合の
議会での安定過半数獲得の要件とさせ、政権の正当性と安定性を制度的に保障する。

候補者ではなく、政党を選ぶ選挙を行う。

→不要な議員特権の廃止および候補者（議員）本人の資産持ち出しを無くす。

 ドイツの連邦参議院を参考に、議員の身分を固定化させずに党職員や党に呼ばれた学識経験者などが、議
会で質問を行えるようにする。法案の採決参加は党職員が行うか、事前に党が意思表明する。これにより、
国会における各党の議席は単なる議決権に関する割り当て（クォータ）に過ぎなくなり、国会議員の定数はあ
まり意味をなさなくなる。

 国会議員の固定報酬を廃止、公設秘書も廃止。その代わり、国会に議席を有する政党に対しては、党職員を
大幅に増やす必要があるため、給与に関する交付金を設ける（or 政党職員を特別国家公務員にする）。

修正プレミアム付き比例代表制の骨子



衆参両院への適用について

• 以下に述べる選挙制度は、現行の衆議院への導入を想定。

• 現行の参議院に対しても同様の制度の導入を考えるが、より地方を重視
する。→将来の道州制・連邦制導入を視野に、参議院を各地方（州）を代
表する院と考える。

 具体的には、全国を10くらいのブロックに分割し、ブロックごとに定数を割り当てる
（各ブロックに対する最低割り当て議席数を設け、その上に、人口に比例した定数
を設ける）。

 各ブロックを一つの選挙区として、衆議院と同様の方法で修正プレミアム付き比
例代表制を導入する。

 参議院を各地方（州）を代表する院と考えると、参議院における一票の格差発生
を容認するための憲法改正は望ましいであろう。



1. 選挙に参加する政党（政治団体）は、1つ以上の政党（政治団体）が含まれる政党連合を結
成しなければならない。

2. 有権者は、ある政党連合の中に所属する政党（政治団体）に投票する。

3. 各政党連合に所属する政党の議席配分に関しては、得票率に応じて案分（最大剰余方
式）とする。

4. 第一回投票で最多得票した政党連合の得票率が50%を超えた場合、各政党連合の議席
配分は付表1と2のようになる（最多得票した政党連合には過半数の議席を与える）。

5. 第一回投票で最多得票した政党連合の得票率が50%以下の場合は、得票率上位2位の政
党連合間で決選投票を行い、勝者に過半数の議席を保障する。

2回投票制のプレミアム付き比例代表制の選挙制度案



6. 決選投票が行われる場合は、①決選投票に参加しない政党連合の決選投票に参加

する政党連合への追加加入、②政党連合名の変更、③決選投票に参加する政党連

合の政治公約内容の一部変更を認める。

7. 第一回投票、決選投票とも、投票率が50%以下であれば、3か月以内に再選挙とする。

8. 各政党は、最終的に行われた投票の際に結成した政党連合で国会の会派を結成し

なければならない。会派から離脱した政党は、プレミアム（つまり政党連合参加により

生じた議席の上乗せ分）を失い、その分の議席は他の政党連合および政党には配

分されず、国会の任期中は消滅する。



第一回投票で最多得票した政党連合の得票率
が50%を超えた場合の各政党連合の獲得議席

第一回投票での得票率 議席配分 残りの政党連合の議席配分

50%を超え55%以下 60%

残余議席を得票率で案分
（最大剰余方式）

55%を超え67%以下 67%

67%を超え75%以下 76%

75%を超えた場合 得票率に応じて案分

付表１

• 第一回投票で最多得票した政党連合の得票率が75%を超えた場合の、同連合の議席数は、議会定
数×得票率の値を四捨五入したものとなる。

• 各政党連合に属する政党間の議席配分は、それぞれの政党の得票率でさらに案分（最大剰余方
式）している。



ケース 決選投票において、勝者の
得票率が75%未満

決選投票において、勝者の
得票率が75%以上90%未満

決選投票において、勝者の
得票率が90%以上

決選投票の勝者となった
政党連合への議席配分

51%から66%の間で得票率
に応じて四捨五入で配分
(51%+15%×(決選投票で
の得票率-50%)/25%)

67% 76%

決選投票の敗者となった
政党連合への議席配分

残余議席の60%か残余議席
を第一回投票での得票率を
元に案分した議席（四捨五
入）のいずれかで多い方

残余議席の60%か残余議席
を第一回投票での得票率を
元に案分した議席（四捨五
入）のいずれかで多い方

残余議席の60%か残余議席
を第一回投票での得票率を
元に案分した議席（四捨五
入）のいずれかで多い方

それ以外の政党連合への
議席配分

上記の残りを第一回投票で
の得票率を元に最大剰余方
式で案分

上記の残りを第一回投票で
の得票率を元に最大剰余方
式で案分

上記の残りを第一回投票で
の得票率を元に最大剰余方
式で案分

決選投票を行った場合の各政党連合の獲得議席
付表2

• 各政党連合に属する政党間の議席配分は、それぞれの政党の得票率でさらに案分（最大剰余方式）している。



政党連合
（政党）名

A B C D E

得票率 10% 37% 10% 33% 10%

決選投票へ
の進出

× 〇 × 〇 ×

第一回投票

左 右

議席配分シミュレーション①
（第一回投票で第1位となった政党（連合）が第2回投票でも勝利した場合の一例）

仮に、第一回投票では、政党連合＝各政党とする（複数の政党間で政党連合が組まれないとする）と仮定
すると、決選投票にはB党とD党が進出。



政党連合名 A,B党連合 D,E党連合

得票率

52%=
A,B両党の支持者の票合計

（10%+37%)
+

C党の支持者の票の半分（5%）

48%=
D,E両党の支持者の票合計

（33%+10%)
+

C党の支持者の票の半分（5%）

• 決選投票では政党連合が組みなおされ、A,B党連合（左派連合）とD,E党連合（右派連合）が組まれ、中道
のC党はどちらの連合にも参加しないとする。

• さらに決選投票では、 A,B党の支持者は両党の連合に投票、D,E党の支持者は両党の連合に投票、C党
支持者の得票は2分されるとする。

↓
• すると、 A,B党連合の得票率は52%、 D,E党連合の得票率は48%で、 A,B党連合が勝利（連立政権誕生）。

決選投票



政党名 A B C D E

議席数 52 191 42 138 42

議席占有率 11% 41% 9% 30% 9%

第一回投票
での得票率

10% 37% 10% 33% 10%

プレミアムに
よる増減

+1% +4% -1% -3% -1%

定数を465とした場合の各党の最終的な議席配分
（付表1.2を元に計算）

• A,B党連合は243議席（議席占有率52.2%）を獲得し、議会の過半数を獲得。
• これは、第一回投票の両党の得票率合計47%を約5%上回る。



各党議席配分の計算過程
• 本例においては、決選投票に進まなかった政党連合の数が１かつ各政党連合に属する政党の数が2以下だっため、各党の議

席配分の計算に関して最大剰余方式に則って計算する必要がなかったので、単純な四捨五入で計算した。

• A,B党の議席数の導出

• A,B党連合の議席占有率≒52.2%＝51%+15%×（52%-50%）/25%
• A,B党連合の議席数=243 ≒465× 52.2%

 A党の議席占有率と議席数=52 ≒ 243×10%/(10%+37%)
 B党の議席占有率と議席数=191 ≒ 243×37%/(10%+37%)

• D,E党の議席数の導出

• A,B党連合以外の政党の残余議席数222（=465-222）の6割≒133
• A,B党連合以外の政党の残余議席数222×(33%+10%)/(10%+33%+10%)≒180
• 180>133なので D,E党連合の議席数は=180 

 D党の議席占有率と議席数=138 ≒222×33%/(33%+10%)
 E党の議席占有率と議席数=42 ≒222×10%/(33%+10%)

• C党の議席数の導出

• C党の議席数=42=465-243-180



政党連合
（政党）名

A B C D E

得票率 5% 37% 10% 33% 15%

決選投票へ
の進出

× 〇 × 〇 ×

第一回投票

左 右

議席配分シミュレーション②
（第一回投票で第2位となった政党（連合）が第2回投票で勝利した場合の一例）

仮に、第一回投票では政党連合＝各政党とする（複数の政党間で政党連合が組まれないとする）と仮定
すると、決選投票にはB党とD党が進出。



政党連合名 A,B党連合 D,E党連合

得票率

47%=
A,B両党の支持者の票合計

（5%+37%)
+

C党の支持者の票の半分（5%）

53%=
C,D両党の支持者の票合計

（33%+15%)
+

C党の支持者の票の半分（5%）

• 決選投票では、政党連合が組みなおされA,B党連合（左派連合）とD,E党連合（右派連合）が組まれ、中道
のC党はどちらの連合にも参加しないとする。

• さらに決選投票では、 A,B党の支持者は両党の連合に投票、D,E党の支持者は両党の連合に投票、C党
支持者の得票は2分されるとする。

↓
• すると、 A,B党連合の得票率は約47%、 D,E党連合の得票率は約53%で、D,E党連合が勝利（連立政権誕

生）。

決選投票



政党名 A B C D E

議席数 21 156 42 169 77

議席占有率 4.5% 33.5% 9% 36.3% 16.6%

第一回投票
での得票率

5% 37% 10% 33% 15%

プレミアムに
よる増減

-0.5% -3.5% -1% +3.3% +1.9%

• D,E連合は246議席（議席占有率52.9%）を獲得し、議席の過半数を獲得。
• これは、第一回投票の両党の得票率合計48%を約5%上回る。

定数を465とした場合の各党の最終的な議席配分
（付表1.2を元に計算）



• 本例においては、決選投票に進まなかった政党連合の数が１かつ各政党連合に属する政党の数が2以下

だっため、各党の議席配分の計算に関して最大剰余方式に則って計算する必要がなかったので、単純な
四捨五入で計算した。

• D,E党の議席数の導出
• D,E党連合の議席占有率≒52.8%＝51%+15%×（52%-50%）/25%

• D,E党連合の議席数=246 =round[465×52.8%, 0] ・・・注：計算上246/465≒ 52.9%>52.8%となる。

 D党の議席占有率と議席数=169 ≒ 246×33%/(33%+15%)

 E党の議席占有率と議席数=77 ≒ 246×15%/(33%+15%)

• A,B党の議席数の導出
• A,B党連合以外の政党の残余議席数219（=465-246）の6割 ≒131

• A,B党連合以外の政党の残余議席数219×(37%+10%)/(10%+37%+10%) ≒177

• 177>131なので D,E党連合の議席数は=177 

 D党の議席占有率と議席数=21 ≒222×5%/(5%+37%)

 E党の議席占有率と議席数=156 ≒222×37%/(5%+37%)

• C党の議席数の導出
• C党の議席数=42=465-246-177

各党議席配分の計算過程



政党連合
（政党）名

A B C D E

得票率 22% 23% 6% 25% 24%

決選投票へ
の進出

× × × 〇 〇

第一回投票

左 右

議席配分シミュレーション③
（第一回投票で第1位となった政党（連合）が第2回投票で勝利した場合の一例）

仮に、第一回投票では政党連合＝各政党とする（複数の政党間で政党連合が組まれないとする）と仮定
すると、決選投票にはD党とE党が進出。



政党連合名 B,C,D党連合 E党

得票率

73%≒

B,C,D3党の支持者の票合計
（23%+6%+25%)

+
A党の支持者の票の半分（11%）

((11%+23%+6%+25%)+24%)

27%≒
E党の支持者の票合計24%
((11%+23%+6%+25%)+24%)

• 決選投票では政党連合が組みなおされ、B,C,D党連合（中道左右大連合）とE党が組まれ、左派のA党はど
ちらの連合にも参加しないとする。

• さらに決選投票では、 B,C,D党の支持者は3党の連合に投票、E党の支持者はE党に投票、A党支持者の
得票は棄権かB,C,D党連合に2分されるとする。

↓
• すると、 B,C,D党連合の得票率は約73%、 E党連合の得票率は約27%で、B,C,D党連合が勝利（連立政権

誕生）。

決選投票



政党名 A B C D E

議席数 66 128 34 139 98

議席占有率 14.2% 27.5% 7.3% 29.9% 21.1%

第一回投票
での得票率

22% 23% 6% 25% 24%

プレミアムに
よる増減

-7.8% +4.5% +1.1% +5.1% -2.9%

定数を465とした場合の各党の最終的な議席配分（付表1.2を元に計算）

• B,C,D党連合は301議席（議席占有率64.8%）を獲得し、議会の過半数を獲得。
• これは、第一回投票の3党の得票率合計54%を約11%上回る。



• B,C,D党の議席数の導出
• B,C,D党連合の議席占有率≒64.8%＝51%+15%×（73%-50%）/25%
• B,C,D党連合の議席数=301 ≒465× 64.8%

 B党の議席占有率と議席数=128=rounddown[301×23%/(23%+6%+25%)]
 C党の議席占有率と議席数=34=rounddown [301×6%/(23%+6%+25%)]+1
 D党の議席占有率と議席数=139=rounddown[301×6%/(23%+6%+25%)]

• E党の議席数の導出
• B,C,D党連合以外の政党の残余議席数164（=465-301）の6割≒98
• B,C,D党連合以外の政党の残余議席数164×24%/(22%+24%)≒86

(A,E2党間の比較なので最大剰余式の計算を行う必要はない）

• 98>86なので E党の議席数は98 

• A党の議席数の導出
• A党の議席数=66=164-98

各党議席配分の計算過程
 B,C,D三党間での議席配分配分の

補足説明
• 𝑁𝑁𝑖𝑖を政党𝑖𝑖が含まれる政党連合に与えられ
た議席総数、𝑣𝑣𝑖𝑖を政党𝑖𝑖の得票数、
𝑉𝑉𝑖𝑖 ≡ ∑𝑗𝑗∈𝐽𝐽 𝑣𝑣𝑗𝑗を政党𝑖𝑖が含まれる政党連合の
得票数合計とする。

• 𝑆𝑆𝑖𝑖を政党𝑖𝑖が含まれる政党連合の基準数と
すると、𝑆𝑆𝑖𝑖 ≡

𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖
となる。

• ここで、
𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖 (1)

となるような自然数（正の整数）𝑞𝑞𝑖𝑖と正
の数𝑟𝑟𝑖𝑖が存在し、(1)式の両辺を𝑆𝑆𝑖𝑖で割る
と以下のようになる。

𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖

= 𝑞𝑞𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖

.

• 𝑛𝑛𝑖𝑖 ≡ 𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖
とすると𝑛𝑛𝑖𝑖=

𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖
となり、

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖 +
𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖

= 𝑞𝑞𝑖𝑖 + 𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖

が導ける。
• 𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖
こそ最大剰余方式の計算過程におけ

る割り算の余り（剰余）に他ならない。



第一回投票

第一回投票で野党
連合が立国社、共
産、れいわの3グ
ループに分かれた
場合（ケース①）

議席配分シミュレーション④ （2,021年衆議院比例代表選挙の結果に基づく）

第一回投票では、自公両党とおよび立国社3党がそれぞれ政党連合を結成し、
他の党はそれぞれ単独で戦うとする。

政党連合名 政党名 各政党の得票率 政党連合の得票率 決選投票への進出

自由民主党 34.7%
公明党 12.4%

立憲民主党 20.0%
国民民主党 4.5%
社会民主党 1.8%

日本共産党 日本共産党 7.3% 7.3% ×
れいわ新選組 れいわ新選組 3.9% 3.9% ×
日本維新の会 日本維新の会 14.0% 14.0% ×
NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で

NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で 1.4% 1.4% ×

その他 0.2% 0.2% ×
100% 100%

〇

〇

47.0%与党連合

立国社連合 26.3%

計



第一回投票

第一回投票で野党
連合が立共国社れ
で統一された場合
（ケース②）

第一回投票では、自公両党とおよび立共国社れ5党がそれぞれ政党連合を結成し、
他の党はそれぞれ単独で戦うとする。

政党連合名 政党名 各政党の得票率 政党連合の得票率 決選投票への進出

自由民主党 34.7%
公明党 12.4%

立憲民主党 20.0%
国民民主党 4.5%
社会民主党 1.8%
日本共産党 7.3%
れいわ新選組 3.9%

日本維新の会 日本維新の会 14.0% 14.0% ×
NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で

NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で 1.4% 1.4% ×

その他 0.2% 0.2% ×
100% 100%

〇

〇

計

野党連合 37.4%

与党連合 47.0%



決選投票では、ケース①においては政党
連合が組みなおされ、野党に関しては立
共国社れの5党連合が組まれるとする。

つまり、ケース①でも②でも決選投票の
結果には影響がないことがわかる。

 さらに、決選投票では、維新、NHK党、そ
の他の政治団体に関して、それぞれ5割
が与党連合に投票、2割が野党連合に投
票、3割は棄権するとする。

すると、決選投票における両政党連合の
得票率は以下のようになる。

•与党連合
57.5%≒34.7%+12.4%+(14%+1.4%+0.2%)×0.5

•野党連合
42.5%≒20%+4.5%+1.8%+7.3%+3.9%+(14%+1.
4%+0.2%)×0.2

決選投票
政党連合名 政党名 第一回投票における

得票率
各政党の得票率

自由民主党 34.7%
公明党 12.4%

立憲民主党 20.0%
国民民主党 4.5%
社会民主党 1.8%
日本共産党 7.3%
れいわ新選組 3.9%

日本維新の会 日本維新の会 14.0%
NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で

NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で 1.4%

その他 0.2%
100% 100%計

与党連合 54.8%

野党連合 40.5%



• 決選投票で大勝した与党連合に所属する各政党は、第一回投票における得票率に比較
するとかなり多くの議席を獲得する。

• その分、決選投票に負けた野党連合およびその他の政党に関しては、第一回投票におけ
る得票率に比較すると獲得議席は少なくなる。

最終的な議席配分

政党連合名 政党名 決選投票における
政党連合の得票率

政党連合への議
席配分

各党への議席
配分

各政党の議席
占有率

第1回投票におけ
る各政党の得票率

得票率と議席
占有率の乖離

自由民主党 190 40.9% 34.7% 6.2%
公明党 68 14.6% 12.4% 2.2%

立憲民主党 78 16.8% 20.0% -3.2%
国民民主党 18 3.9% 4.5% -0.6%
社会民主党 7 1.5% 1.8% -0.3%
日本共産党 28 6.0% 7.3% -1.2%
れいわ新選組 15 3.2% 3.9% -0.6%

日本維新の会 日本維新の会 55 55 11.8% 14.0% -2.2%
NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で

NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で 6 6 1.3% 1.4% -0.1%

その他 その他 0 0 0.0% 0.2% -0.2%
100% 465 465 100% 100% 0%

258

146

与党連合 57.5%

野党連合 42.5%

計



• 自公の与党連合は勝利するが議
席を減らす。

• 現行制度で恩恵を受けている大
政党には不利な結果になる。

• 中小政党は大きな恩恵を受ける。

• 決選投票に進出した政党連合に
もプレミアムを与えているため、
現状よりは野党議席増に働く。

• 具体的には、野党連合は5党公
認で当選した候補の合計121を
25上回る146、維新は現行41より
も14多い55になる。

実際の議席との差

• 実際の議席との差の合計数がプラス10となるのは小選挙区で当選した無所属候補
10名の存在による。

政党連合名 政党名 政党連合への
議席配分 各党への議席配分 実際の獲得議席 実際の議席との差

自由民主党 190 261 -71
公明党 68 32 36

立憲民主党 78 96 -18
国民民主党 18 11 7
社会民主党 7 1 6
日本共産党 28 10 18
れいわ新選組 15 3 12

日本維新の会 日本維新の会 55 55 41 14
NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で

NHKと裁判してる党
弁護士法72条違反で 6 6 0 6

その他 1 0 10 -10
465 465 465 0計

与党連合 258

野党連合 146



全国を一選挙区とする比例代表制の問題点の克服にむけて

有権者が候補者を選択できない形で全国を一選挙区とする比例代表制を全面的に導
入した場合、党本部の力が強まり、党の内部統制に問題が生じるほか、地方の意見を
軽視する可能性がある。

このような弊害をなくすために、以下のような制度を考えるべきではないか。

• 地方の意見を党の政策に反映させるため、例えば、下記のような法制化を行う。①得票率が
20%以上の政党は各都道府県の地方支部を設けなければならない、②得票率が33%以上の政
党は各都道府県内に複数の下部組織を設けなければならない、③各政党は年2回以上、地方
組織の代表者を全て集めて意見集約を行わなければならないとする。

• 政党の内規で、地方組織の代表者を党内選挙（いわゆる予備選）で選出させるようにする。

• ロトクラシーを取り入れ、ランダムに選ばれた有権者が自身の支持政党の外部監査役員なるこ
とを法制化する。
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