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1．1 票の格差と選
挙制度 
1 人ひとりの1票は，平等であ

らねばならない。民意を正しく

反映する選挙制度とは何だろ

うか。私たちの1 票はどのよう

に現れているのだろうか。 

 

 
ギリシャの財政危機をきっか

けとして発生した欧州経済危

機の経過・原因・対応を考え

る。 

3．欧州経済危機 

 

ブータンが提唱した「GNH」

を支える考え方を知るととも

に日本の幸福度指標試案を紹

介する。 

2．GNH と幸福度指
標 

 

 

※それぞれプリントしてお使いいただけるよう，ページ番号は付しておりません。 
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1 票の格差と選挙制度 

衆参両院が【違憲状態】 

 民意が正しく反映されてこそ，権力の正統性が裏付け

られる。 高裁は 2011 年 3 月，09 年衆院選の格差 2.3

倍を【違憲状態】と判示した。翌年 10 月には，10 年参

院選の格差 5.0 倍を【違憲状態】と判示した。衆参両院

が 1 票の格差をめぐり違憲状態となる異常事態である。   

 選挙で民意を正しく反映するためには，有権者の 1 票

の価値は平等でなくてはならない。議員 1 人当たりの有

権者数は選挙区によって異なる。例えば10年参院選で，

鳥取県で 1 人 1 票を持つとすると，神奈川県では 1 人約

0.2 票しかないことになる。これが「1 票の格差」である。   

 高裁は，過去 2 回衆院選に対して違憲判決(1976・

1985 年)を出したが，これまで衆院選は 3 倍，参院選は

6 倍までの格差は許容範囲だった。しかし，司法府は今

回，厳しい姿勢を示した。この転換は， 高裁裁判官国

民審査での民意の影響もあるといわれる。2009 年「一人

一票実現国民会議」が発足した。1 票の格差是正を目指

す国民運動で，弁護士など各界有識者が賛同人となって

いる。「投票価値の平等」を訴える意見広告を全国紙に掲

載。そして，国民審査で格差是正に消極的な裁判官の罷

免を呼びかけたのだ。司法府に対する民意の反映である。 

 【違憲状態】は抜本的な格差是正策がとられないこと

に 高裁が厳しい姿勢を示したものである。参院選では

「都道府県単位の選挙区割り」を，衆院選では 47 都道

府県に 1 議席ずつ割り当てて残りを人口比例で配分する

「1 人別枠方式」を「格差を生じさせる要因」と断じた。 

選挙制度と民意の反映 

投票価値の不平等を放置する事は，正しく民意を反

映しないことを意味する。 高裁は抜本的な格差是正策

を求めた。ここで，衆参両院の選挙制度を考えたい。選

出制度を示した下表を見てほしい。 
  1人区 2人区 3人区 5人区 比例区 定数

選出数 300人    180人 480人衆 

院 割 合 62.5%    37.5% 100%
選出数 58人 48人 30人 10人 96人 242人参 

院 割 合 24% 20% 12% 4% 40% 100%

 表にあるように，衆議院で小選挙区である 1 人区は定

数の約6割。対する参議院での1人区は24%に過ぎない。

小選挙区は大政党に有利で死票が多い。一方，大選挙区

(3 人区以上)・比例区は中小政党にも議席獲得の可能性が

ある。このような衆参における選挙制度の違いが，衆参

で多数派が異なる「ねじれ国会」をうむ原因にもなって

いる。さらに，次の表で，近年の国政選挙における各党

の得票率と獲得議席率の違いを見てみよう。選挙区選挙

では，得票率と獲得議席率に大きな差が現れている。   

 09 年衆院選の小選挙区で，民主党が 47.43%の得票率

で，73.7%の議席を獲得。05 年の衆院選では自民党が

47.77%の得票率で，73.0%の議席を獲得している。 
  民主党 自民党 公明党 共産党

選挙区得票率 38.97% 33.38% 3.88% 7.29% 
選挙区獲得議席率 38.4% 53.4% 4.1% 0% 
比例区得票率 31.56% 24.07% 13.07% 6.10% 

2010 

参院

選
比例区獲得議席率 33.3% 25.0% 12.5% 6.3% 
選挙区得票率 47.43% 38.68% 1.11% 4.22% 

選挙区獲得議席率 73.7% 21.3% 0% 0% 

比例区得票率 42.41% 26.73% 11.45% 7.03% 

2009 

衆院

選
比例区獲得議席率 48.3% 30.6% 11.7% 5.0% 

選挙区得票率 36.44% 47.77% 1.44% 7.25% 

選挙区獲得議席率 17.3% 73.0% 2.7% 0% 

比例区得票率 31.02% 38.18% 13.25% 7.25% 

2005 

衆院

選
比例区獲得議席率 33.9% 42.8% 12.8% 5.0% 

 一方，10 年参院選の選挙区選挙で自民党は 33.38%の

得票率ながら，53.4%の議席を獲得している。これは民

主党と一騎打ちになった 1 人区で，21 勝 8 敗と大勝した

からである。対する民主党の得票率は 38.97%で，議席

率は 38.4%と得票率と議席率がほぼ一致している。注目

したいのは，09 年衆院選で自民党の得票率が 38.68%で

議席率が 21.3%であったことだ。実際の得票がどのくら

い議席に反映されるかは，選挙制度で異なるのである。  

 「1 票の格差」是正は何を意味しているのだろう。今

回の衆院選には反映されないが，衆議院で「0 増 5 減」

を先行する法案が成立した。その結果，都市部の比重が

高まった。また，参議院では来夏の選挙から「4 増 4 減」

が行われ，定数 3 の大阪・神奈川は定数 4 となる。これ

により中小政党の議席獲得の可能性が高まり，二大政党

は単独過半数獲得がより困難になったといえる。 

 定数削減の確約と引きかえに野田首相は「近いうち解

散」を行った。新党が乱立する中，年内に衆院選が，来

夏に参院選が行われる。憲法の番人である 高裁は，抜

本的な格差是正策を求めている。選挙制度改革とあるべ

き民意の反映を考えることは「時事的関心」なのである。 

 
問 選挙制度と民意の反映についての記述として も
適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 衆議院の選挙制度で，比例区の定数を減らせば，
得票率と獲得議席数の差は小さくなる。 

②  参議院の選挙制度で，比例区の定数を減らせば，
得票率と獲得議席数の差は小さくなる。 

③  衆議院の選挙制度で，「1 人別枠方式」を撤廃す
れば，1 票の格差は大きくなる。 

④  参議院の選挙制度で，比例全国区には 1 票の格差
は存在しない。  
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ＧＮＨと幸福度指標 

はじめに 

近年，ブータンに対する関心が高まっている。2011

年 11 月，ブータンのワンチュク国王夫妻が来日。翌年 8

月に NHK で放映された「鶴瓶の家族に乾杯！」の特番

「ブータン特集」も評判となった。「照葉樹林文化論」の

提唱者として著名な中尾佐助氏が 1958 年，日本人とし

て戦後はじめてブータンに入国してから 50 年を経て，

ブータンに対しての認知度は大きく変化した。 

人が亡くなると火葬されて，その煙が天に昇り，そこ

から舞い降りてくるのがツルであると考えている。こう

した輪廻の思想がブータンの人々の基本として共有され，

自然保護の政策もこうした思想に支えられている。 

ブータン王国の特徴 

ブータンの人口は約 70 万人で，国土面積は九州とほ

ぼ同じである。東西約 300km，南北約 150 km，海抜は

100m から 7,500m の間で平均 1,200～2,800m に居住し

ている。農業が 大の産業である。人々は日本人とそっ

くりといっていい過ぎではない。2008 年，立憲君主制に

移行し，議会制民主主義で運営されている。そして，医

療・教育は無料，禁煙国家であり，信号機もはずしてい

る。ゾンカ語（ブータンの国語）には「ストレス」を表

す言葉がない。また，山や森には精霊が住んでいるとの

考えから，法律で森の保護が義務付けられ，木を切るに

も許可が必要である。蝶の楽園でもある。 

 近は GNH（国民総幸福量）提唱国として世界的な

注目を浴びている。幸福度を示す経済指標作成について

は，さまざまな国々で検討されているが，米経済学者の

スティグリッツ等による『暮らしの質を測る』（金融財政

事情研究会，2012）をはじめ幸福度に関する著書も多く

出版されており， GNH の提唱が幸福度についての関心

を高めていることがわかる。ここでは，GNH の基本的

な性格と日本にとっての幸福度指標の課題を考えたい。 

GNH（国民総幸福量）とは 日本における幸福度指標 

1976 年，先代のブータン国王が国際会議後の記者会

見で「GNP よりも GNH が大事である」と発言したこと

によって，GNH が知られるようになった。その内容は，

①経済成長と開発，②文化遺産の継承と振興，③環境の

保全と持続可能な利用，④よき統治の 4 分野をバランス

よく発展させていくというもので，国の近代化を進める

開発の哲学でもある。この指標は，いわゆる経済指標で

はなく，あくまでも思想であり目標である。 

オグロツルの保護と電気 

  ブータンの電化されていないポブジカの谷にある村

で電線を引く計画がもちあがった。しかし，この村はオ

グロツルの越冬地であり，怪我をしたりするおそれがあ

るという反対論がおこり，結局，地下に電線を引く形で

落ち着いた。「電気のある生活とツルのいる生活とどちら

を選ぶ？」という質問に対して村人はみんな「ツル」と

答え，ある主婦は「ツルはとても大切なのでそのためな

ら昔ながらの生活でもかまわない」と答えている。 

「電気とツルとどちらが大事か？」 

「電気と親とどちらか大事か？」 

「電気と友人とどちらが大事か？」 

「電気と他人とどちらが大事か？」 

これらの問いに対し，かれらは電気ではない答えを選

ぶ。そこには，「生きとし生けるものは皆どこかでつなが

っている」から人も動物も同列にとらえるという仏教的

な世界観に支えられていることに留意する必要がある。 

 2011 年 12 月，内閣府は「幸福度指標試案」を公表

した。その背景には，日本は所得の増加にもかかわらず

主観的な幸福感は低いという課題が存在し，こうした指

標作成を通じて，従来の政策を見直す契機にしたいとい

う思いが読み取れる。この指標は①経済社会状況（基本

的ニーズ［貧困状況など］，住環境，子育て・教育，仕事，

制度［制度への信頼など］），②心身の健康（身体的健康，

精神的健康，身体・精神共通［平均寿命など］），③関係

性（ライフスタイル，個人・家族のつながり，地域・社

会のつながり，自然とのつながり），これらを 3 本柱と

し，「持続可能性」（地球温暖化・水環境など）を別枠と

して検討している。ただ過去を振り返れば，NNW（国

民福祉指標）が「なにがなんだかわからない」と揶揄さ

れるなど新しい指標つくりはことごとく失敗してきた。

意味のある指標として利用されることを期待したい。 
（参考文献） 本林靖久『ブータンと幸福論』法蔵館，2006 年。

内閣府経済社会総合研究所『幸福度に関する研究会報告―幸福度指

標試案』2011 年。 

 
問 経済に関する指標についての記述として適当でな
いものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① GDPはGNPから海外からの純所得を差し引いた
額に等しい。 

② NNW は国際的に認知され，現在では各国で公表
されている。 

③ GNH はブータンが提唱した国民総幸福量のこと
である。 

④ 新しい幸福度を示す指標を作成するための努力が
各国で始められている。 
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欧州経済危機 

はじめに 
「Too little，too late」（努力が少なすぎる，対応が遅

すぎる）という声が聞こえる欧州経済の現状，「ザ・ロン

グ・アンド・ワインディング・ロード」というビートル

ズの曲が今後の欧州経済の動向を指し示しているという

見方もある。その経過・対応を振り返り，欧州経済の今

後の課題について考える。 

 数研出版株式会社

欧州経済危機にいたる経過 

 2008 年 9 月に発生したリーマンショックなど一連の

世界金融危機で，この年の秋から翌年にかけて東欧諸国

（ラトビア，ルーマニア，セルビア，ハンガリーなど）

に対して EU と IMF による金融支援が行われた。こう

した状況下で，ギリシャの債務危機が表面化した。その

きっかけは，2009 年 10 月の政権交代により，ギリシャ

社会主義運動に属するパパンドレウ首相が誕生し，財政

赤字が GDP 比 12.7％（前政権は 5％）であると公表し

たことであった。2010 年 1 月欧州委員会（EU の行政執

行機関）が「ギリシャの経済統計は信用できない」と指

摘したことによって，ギリシャ国債の価格が一気に低下

した。そして，金融市場に混乱をもたらし，世界的な注

目を浴びることになった。その後，2010 年 5 月ギリシ

ャ，同年 11 月アイルランド，2011 年 5 月ポルトガルに

対して EU と IMF による金融支援が実施された。 

金融支援を受けた国のうち，ポルトガルは財政健全化

計画が順調に進んだ。そして，アイルランドも不良債権

処理が進み，両国は 2013 年には国債償還が実施される

予定である。一方，ギリシャは財政再建や構造改革への

動きが緩慢であることや政治的な不安定さもあり，解決

への道筋が不透明である。2012 年に入り，スペインのバ

ンキア（スペイン第 4 位の銀行）が国有化され，金融シ

ステム不安が拡大した。スペインはユーロ圏で第 4 位の

経済規模をもつ国であり，その影響力は大きい。 

債務危機の原因 

   ユーロ加盟により金利が低下した加盟国のうち，高い

インフレ率の国は実質金利が低くなり，スペインやアイ

ルランドでは不動産投資が活発化した。一方，企業の競

争力は向上せずに経常収支は赤字で，外国からの資金に

依存する形で経済が回っていた。ドイツのみが経常収支

黒字が実現し，EU 内での不均衡が拡大していった。複

数国による同一通貨使用の 適規模を示す 適通貨圏の

条件として，労働者の他国への自由な移動による賃金格

差の調整が挙げられる。しかし，EU 加盟国は他国へ移

動する比率が低く， 適通貨圏の条件が満たされている

とはいえない。また，輸出が不振であれば自国通貨安に

よって調整されるのが普通であるが，単一通貨圏では為

替による価格調整が働かない。財政面からの調整に関し

ては，EU 域内の金融政策は統一して実施されるものの，

財政面は各国に任されている現状から十分な対応はでき

ない。このような要因によって危機が拡大した。 

政策的な対応 

  2012 年 6 月末に行われた EU 首脳会議では以下の 3

点の対応策を決定した。①救済基金を設置し，危機に陥

った銀行へ直接融資すること。その結果，政府での融資

ではないため政府債務増加という問題は回避できる。同

時に，欧州中央銀行（ECB）による国債買い入れもでき

るようにした。その結果，国債価格の値下がりを防ぎ，

金利上昇に歯止めをかける効果が期待できる。その前提

となる欧州安定メカニズム（ESM）は，9 月 12 日ドイ

ツ憲法裁判所の合憲判決によって，10 月 8 日に発足した。

②景気対策として EU 全体の GDP の 1％（約 12 兆円）

を広域的なインフラ整備に支出し，その収益の一部は若

者の雇用促進に使うこと。③EU の中長期改革として，

ユーロ圏を中心に一段の経済統合を目指すこと。経済統

合の中身については，銀行の監督や預金保護の制度など

銀行行政を一元化した「銀行同盟」によって金融危機を

未然に防ぐこと，ユーロ圏財務省の設立を含めた「財政

統合」で各国の予算や借金を確認できるようにすること，

「経済政策統合」で税制や雇用制度などの共通化によっ

て経済や社会の格差をなくすことが挙げられている。 

今後の課題 

   ユーロ相場はこうした対応策の提示に対し，一応好意

的な反応を示し，市場は好転した。しかし，その効果に

ついて悲観論が消えたわけではない。EU 存続・発展へ

の強い意思を共有できることが前提となる対応策である

が，EU は「ノーベル平和賞」受賞を契機として，一層

の統合へむけた努力が望まれる。 
（参考）日本経済新聞 2012 年 9 月 19 日～21 日付朝刊・経済教室

「欧州危機封じ込めるか」ほか 

 
問 欧州経済危機についての記述として も適当なも
のを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① ユーロは2002年の導入から10年を経てその役割
を終えたとして廃止された。 

② EU は財政金融両面で運営を各国に任せており，
この点に今回の危機発生の本質がある。 

③ ドイツは EU を離脱し，独自の道を歩み始めた。 
④ ギリシャの財政危機をきっかけとして欧州経済危
機が起こった。 
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