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要約  

 
	 本稿は、少子高齢化改善に向けて、選挙における「世代間格差」を改善することを

研究対象とした論文である。 
	 現代の日本社会には、ありとあらゆる問題が複雑に絡み合い、存在している。我々

はその中でも、特に「少子高齢化」という問題が日本において深刻な問題であると考

えた。現在でも全人口の 2 割以上を占める高齢者は、今後ますます増えるものとさ
れ、国立社会保障・人口問題研究所によれば、2050 年時点においては約 5 割の水準が
高齢者になると予測されている。それだけでなく、少子化も同時にますます進行する

ものとされ、日本は今以上に深刻な少子高齢化社会が形成されるだろう。そのような

社会になったとき、誰が一国経済を支えるのか、誰が半数にも及ぶ高齢者を支えるの

か、それに対応できるだけの若者がいないとしたとき、この少子高齢化問題は見逃す

ことのできない問題であると考えられる。我々は、この少子高齢化社会の現状を政治

的側面から捉えた。そのような側面からの考察を行った結果、我々は「民主主義国家

の日本では、有権者の選挙によってこの少子高齢化社会が作られているのではない

か」との疑問を抱き、選挙についての研究を行った。その結果、現在の選挙には「世

代間格差」と呼ばれる選挙における格差があることがわかった。「世代間格差」と

は、年代によって投票を通じた政治的影響力が異なる格差である。日本の有権者の選

挙行動の特徴として、「若者の低水準での投票率」と「高齢者の高水準での投票率」

が挙げられる。この特徴から、投票の全体割合に占める高齢者割合は高く、逆に若年

者割合は低い水準になっている。合理的な政治家を想定した場合、政治家は得票率を

得るために、投票に占める割合が高い年齢層に合わせた政策を打ち出すことが考えら

れる。上記の点を踏まえた結果、「日本は高齢者向けの政治が行われていて、その結

果として高齢者が住みやすく、若者が住みにくい社会ができている」のではないかと

の疑問を抱いた。そして、その状態が「少子高齢化」を形成している要因だと考えた

我々は、この選挙における「世代間格差」の改善を通して「少子高齢化」を改善する

ことを、ヴィジョン(目指すべき日本の将来像)と設定した。 
	 このヴィジョンを達成する上で、目を向けなければならないことが 2 点ある。1 点
目に「政治や政策を若者向けに変えること」である。政治や政策を「若者向け」に変

えない限りは、若者にとって住みやすい社会にはならないだろう。そうならない場

合、若者の選挙に対しての関心は依然低いままであり、低水準の投票率を改善するこ

とはできない。2 点目に「出生率の上昇」である。出生率が上昇しないことには、少
子高齢化問題が改善される余地はない。以上のことから、ヴィジョンを達成するため

に重要になる対象の条件を、「出生率に貢献する対象」かつ「若者向けの政策を望む

対象」を満たすものであるとした。 
	 こ の よ う な 問 題 を 検 討 し て い く に あ た り 、 先 行 研 究 と し て は 、 Paul 
Demey(1986)(以下 Demeny(1986)と記す)が提唱した「ドメイン投票」方式というも
のがある。「ドメイン投票」方式は、出生率が増加するための政策を推進するために
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Demeny(1986)によって考えられた選挙における投票方式の１つである。「ドメイン
投票」方式とは、20 歳未満の子どもをもつ親権者に、その子どもの数だけ投票権を追
加的に与え投票するという代理投票である。Demeny(1986)は、親権者は政治や政策
に対して、子どものこと(若者や将来に対してのこと)に関することを期待するので、
親権者に重みをつけることは、政治や政策を若者向けにすることはもちろん、そこか

ら出生率改善、および少子高齢化社会の改善へ貢献できるものとした。さらに、青

木・Vaithianathan(2009)では、この「ドメイン投票方式」の日本への導入妥当性を
検討し、この「ドメイン投票方式」の導入によって家族に対する政策が手厚くなるこ

とから少子高齢化対策に貢献できるものであると主張した。 
	 また、少子高齢化を検討していく上で、密接に関わるものが「出生率」である。こ

の「出生率」は、日本においては下降傾向にある。この「出生率」を減少させている

要因を本稿では計量的に分析を行った。そしてその「出生率」を低下させている要因

は「若年未婚女性の増加」と「第二子出生数の減少」が影響していることが、分析を

通してわかった。なお、分析において「出生率」は「合計特殊出生率」を用いる。

「出生率」の指標についての具体的な定義の説明については、第 3 章で行う。 
	 以上の先行研究と分析結果を踏まえて、我々は「拡張型ドメイン投票方式」を政策

として提言する。「拡張型ドメイン投票方式」とは、「ドメイン資格」を「親権者」

に加え、「若年未婚女性」にも付与するものである。これにより、政策の方向性の変

化、世代間格差や出生率の改善が見込まれることになり、ヴィジョンである「世代間

格差の改善を通じて少子高齢化社会を改善すること」が達成される。 
	 以上が、本稿における簡易的な要約となる。本稿の構成としては、5 章からなる構
成で、まず第一章において、「問題意識・現状分析」を行う。ここでは、少子高齢化

や選挙における「世代間格差」の実際の状況になどについて、数量的な検討を行って

いく。第二章では「先行研究」の紹介を行い、その先行研究の批判的検討や本研究と

の連続性、本稿との位置づけを行う。第三章では、第二章の「先行研究」を基に、

「分析」を行い、その結果を基に政策含意の検討をする。そして第四章では「政策提

言」を前章の分析結果・政策含意を基に行い、政策提言導入後に期待される効果や、

実現をしていく上での課題についての言及を行う。そして第五章では「結論」づけと

本研究の限界や課題点について述べていく。 
 
キーワード：選挙、一票の格差、世代間格差、少子高齢化、ドメイン投票 
 

(本文 20009 字) 
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はじめに  

 
	 現代の日本社会には、医療や教育、財政や金融など、数多くの社会問題が複雑に絡

み合い存在している。その中でも、「日本」としての特色が顕著である問題は、少子

高齢化社会である。少子高齢化社会とは言うまでもなく、子どもの数が少なく高齢者

が多くなっていく、少子化と高齢化が同時に進んでいく社会のことである。特に、高

齢化の部分に関しては、2007 年の国勢調査による人口推計で、全人口の 21%以上の水

準となる「超高齢化社会」であるとされ、その後も高齢者は増加傾向にある。国立社

会保障・人口問題研究所の将来の人口推計によると、2050 年には人口は 1 億人を下回

り、高齢者人口は約 5 割の水準にまで上ると考えられている。少子高齢化が進行して

いくと、若者一人当たりの社会保障面での高齢者に対する負担が増えることはもちろ

んのこと、生産者人口が減少することは日本経済の担い手が減少することでもあるた

め、日本経済や日本という国のことを考えた時、この問題は極めて深刻な問題であ

る。我々は、この少子高齢化の要因を考えた時、現在の日本は高齢者が住みやすい社

会、また若者に負担がかかる住みにくい社会になっているのではないかと考えた。そ

してそれを形成しているのは、現在の日本の選挙制度・状況にあるのではないかとの

疑問を呈した。現在の選挙状況は、若者の投票率は低い水準であり、高齢者の投票率

は高い水準にある。この年代ごとの投票率の差異により、世代間での影響力に差があ

るのではないかと近年議論されている。本稿では、まず少子高齢化および選挙の現状

分析を行い、高齢者向けの社会や選挙における格差の問題意識の検討を行う。その後

に、「少子高齢化」や「世代格差」についての先行研究を参考に分析を行い、問題解

決へ向けた政策提言を行っていく。 

また、本稿では、「この若者の低投票率である選挙を改善することから若者が住み

やすい社会を作ることで、少子高齢化の改善を目指す」ことを我々のヴィジョン（目

指すべき日本の将来像）と設定する。 
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第1章	 	 問題意識・現状分析  

第1節	 言葉の定義確認  
	  
本章では、少子高齢化の現状と選挙の投票状況を見ることで、問題提起ならびに現

状分析を行っていく。 
この節では、まず言葉の定義についての確認を行う。本稿では、少子高齢化や選挙

に関して年齢区分や分析対象を設定するため、事前にその語彙・用語について確認を

しておく必要がある。本稿で使用される「若者」、「若年者」という言葉は、20~39
歳までの 20・30 代を指す。ならびに「中年者」は 40~59 歳の 40・50 代を、「高齢
者」は 60 歳以上を指す。一般的に、人口統計などにおいて「高齢者」は 65 歳以上か
らと定義されているが、国連での定義は 60 歳からとなっている。先行研究や参考文献
が海外のものである場合や少子高齢化や選挙状況を他国と比較する場合を考慮し、ま

た各年代の階級のバランス(20 代ごとであること)や、60~64 歳の特性(投票水準や政策
の嗜好 )が 65 歳以上と類似している点からも、「高齢者」区分を上記のように行っ
た。そして「選挙」についてだが、本稿では、第 31 回~第 46 回の衆議院議員総選挙
を対象として分析を行うこととする。上記の衆議院議員総選挙を対象とした背景に

は、1.データ収集の結果、データが第 31~46 回のみしか存在しなかったこと、2.国の
政治に大きく関わる内閣に対し衆議院は大きな影響力(衆議院の優越)を持っていると
いう点が挙げられる。1 においては、少子高齢化が起こっている期間(少子高齢化が起
こり始めた時期)が上記のデータの範囲内であること、2 に関しては、政策の方向性が
大きく変わるのが「衆議院議員総選挙」であることから、この分析対象の妥当性は十

分にあるものと考えられる。よって、上記の定義づけを基に考察・分析を行ってい

く。 

第2節	 少子高齢化の現状  
 
現在の日本では、少子高齢化という問題が深刻化している。日本の人口に占める子

どもや若者世代の割合は年々減少し、その一方で高齢者世代は年々増加していく傾向

にある。図 1 は、年齢 10 歳ごとの全人口に占める割合を 2010 年時、また国立社会保
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障・人口研究所が行った将来予測として 2030・2050 年時のデータを図表化したもの
である。図 1 からも明らかなように、高齢者の占める割合は年々増加されると見込ま
れ、2050 年時点では全人口の約 5 割の水準が高齢者となる。またそれだけでなく、国
立社会保障・人口研究所によれば、2050 年時点の人口は 1 億人を下回り、9000 万人
ほどになると予測されており、その後も減少していくとの予測がされている。 

 
図 1：年齢(10 歳階級)別人口割合と将来予測 

 
(国立社会保障人口研究所	 HP データを基に筆者作成) 

 
 では、もしも上記のように少子高齢化が進行していけば一体どうなるのか。少子高

齢化が進めば、高齢者や一国経済を支える若者の数は減少していく。すなわち少子高

齢化の進行は、高齢者や一国経済を支える若者の一人当たりの負担を増大させていく

ことに繋がり、そうなった場合、今のような国・社会の生活水準を維持することは困

難なものとなるため、国や経済にとっても深刻であると考えられるため、見過ごすこ

との出来ない問題であると我々は考える。以上のことから我々は、目指すべき日本の

将来像として「少子高齢化が改善された社会」を目指すことにした。 

第3節	 選挙から見た少子高齢化  
 
なぜ少子高齢化は進行するのか、あるいはなぜ少子高齢化という問題が発生してい

るのか。我々はこの問題を考えた時、「日本は高齢者が住みやすい社会・若者が住み

にくい社会になっているのではないか」という疑問を抱いた。もしも高齢者が住みや

すく、子どもや若者の若い世代が住みにくいような社会なのであれば、子どもを産む

傾向は減少していくため、少子高齢化社会が成り立つのには合点がいく。そこで我々

は、「高齢者が住みやすい・若者が住みにくい」という社会を作っているものは何か

と考えた時、民主主義国家の日本においては、国民の民意を反映させるために行われ

る「選挙」にあるのではないかと考えた。そしてその選挙において、「1 票の格差」
と言われる投票における格差が生じることで、上記のような社会が促されているので

はないかという問題意識を持った。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文  

9 
 

では、「1 票の格差」とはどのようなものであろうか。一般的に「1 票の格差」と
は、投票時に生じる 1 票の重みの違いのことであり、同じ 1 票でも投票者によってそ
の重みが異なることである。この「1 票の格差」には 2 種類の格差が挙げられる。1
つ目に、「地域間格差」がある。「地域間格差」とは、地域ごとに票の倍率や重みが

異なることで、メディアなどに報じられるような「１票の格差」というものは一般的

にこれに該当する。そしてもう１つに、「世代間格差」というものが挙げられる。

「世代間格差」とは、年代に応じて投票の重みが異なる格差のことで、年代ごとの有

権者数や投票者数が異なるため、世代間によって政治的影響力に差が生じる。近年の

日本では、高齢者の方が投票の重み・政治への影響力があり、若者の投票の重み・政

治への影響力は小さいものになっているのではないかと問題視されている。既存の研

究においては「地域間格差」の研究が進んでいるが、「世代間格差」については、こ

こ数年で議論されるようになった問題であり、研究としてはまだ浅い段階である。し

かし、この「世代間格差」には後述するように、「少子高齢化」に繋がる可能性があ

るため、我々はこの「世代間格差」に問題意識を抱き、本稿で扱う「1 票の格差」を
「世代間格差」と設定した。 
ではなぜ「世代間格差」のような格差が生じてしまうのか。合理的に考えた場合、

政治家は得票数を効率的に得るために、投票に占める割合が多い年代向けの政策を打

ち出すことが良策である。例えば、若者世代の投票が多く占めるならば子育て支援や

教育に関する政策を、高齢者が多くを占めるならば年金や介護・医療などの社会保障

に関する政策を積極的に行うといったようなものである。そのように投票割合が多い

年代に合わせた政治行動をすることが、得票数が得られやすいものと考えられるの

で、政治家には良策とされる。我々は以上のようなメカニズムを持って、投票割合の

多い年代向けの政治になるという「世代間格差」が存在するのではないかと考えた。

特に近年の日本では、シルバーデモクラシー（高齢者向けの民主主義）と呼ばれる高

齢者向けの政治が行われている。では実際に、投票では選挙の投票割合など一体どう

なっているのであろうか。 
下記の図 2 は年齢(10 歳階級)別の有権者割合と将来予測を表したもので、図 3 は直

近で行われたものである第 46 回衆議院議員総選挙の投票に占める年代別の割合を表し
たものである。図 2 を見ると、有権者のうち高齢者が占める割合が最も高い。将来予
測としても高齢者の有権者割合は増加すると見込まれている。図 3 を見ると第 46 回
衆議院議員総選挙の全体の投票に占める年代別の割合として、高齢者の割合が最も多

く、次に中年者の割合が多く、若年者の割合が最も少ないことがわかる。本稿では記

載していないが、今回分析の対象とした第 31 回~第 46 回衆議院議員総選挙のすべて
の回において、第 46 回時と同様の各年代の構成割合(高齢者が最も多く、若年層が最
も少ない構成)となっている。以上のことから、日本の選挙状況として、有権者の割
合・投票に占める割合の両方において高齢者が多くを占めることがわかる。 
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図 2：年齢(10 歳階級)別有権者割合と将来予測 
 

 
(国立社会保障人口研究所	 HP データを基に筆者作成) 

 
図 3：第 46 回衆議院議員総選挙 年代別投票割合 

 
(総務省 HP のデータを基に筆者作成) 

 
図 2 と図 3 の検討から、高齢者が選挙において大きな影響力を持ちうることがわ

かった。それでは、実際の政治はどうなっているのか。次に、高齢者が選挙・政治に

おいて大きな影響力を持っていることから、それによって高齢者向けの政治が実際に

行われているのかどうかの検討を行っていく。 
図 4 は、鈴木亘、増島稔、白石浩介、森重彰浩(2012)による年金・介護・医療全体

における社会保障生涯純受益率の推移である。これは世代会計の一種である。世代会

計とは、個人が一生の間に社会保障に関して国に支払う額(負担)と国から受け取れる
額(受益)の収支バランスを世代ごとに推計するものである。図 4 は、縦軸が社会保障
の生涯純受益率を表しており、これが正の値をとった場合、支払う額(負担)よりも受
け取る額(受益)の方が多いということであり、逆に負の値をとった場合、受け取る額
(受益)よりも支払う額(負担)の方が多いということである。また、横軸は生まれた年代
を表しており、左に行けば行くほど現代の高齢者に、右に行けば行くほど若者を表す
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ことになる。この図 4 から見てわかるように、生まれた時点が現在に近づくほど、つ
まり若者であるほど社会保障に関しての負担が大きく、その反対に生まれた時点が現

在から遠いほど、つまり高齢であるほど負担が減り、特に高齢者世代に至っては社会

保障受益が多いことがわかる。このことから近年の政治傾向として、若者に負担をか

け、高齢者を優遇する政治体制を敷いていることがわかる。 
 
図 4：年金・医療・介護全体における生まれた年代ごとの社会保障生涯純受益率推

移 

 

「社会保障を通じた世代別の受益と負担」 
鈴木亘、増島稔、白石浩介、森重彰浩(2012)	 引用 

 
日本において「世代間格差」が生じる要因には、上述した「高齢者の有権者・投票

者割合が多い」ことに加え、「若者世代の投票水準の低さ」というものが挙げられ

る。なぜ若者世代の投票水準は低いのか。それを考える上で第 31 回〜第 46 回衆議院
議員総選挙のデータを用いて、以下の 2 つの回帰分析を行った。 

 
若者投票率	 = 	 α	 + 	 β	 投票に占める前回選挙の若者投票者の割合  

 
若者投票率	 = 	 α	 + 	 β	 投票に占める前回選挙の高齢投票者の割合  

 
また、若年投票率を𝑌!とし、投票に占める前回選挙の若者投票者の割合を𝑋!、投票に

占める前回選挙の高齢者投票者の割合を𝑍!として分析を行う。説明変数を前回選挙の
投票者割合としたのは、選挙行動を踏まえてのことである。選挙を行う際に、その回

の投票者の年代別割合を把握して投票することは不可能である。その点を踏まえ、

「有権者が選挙を行う際は、前回の年代別投票内訳を参考にする」ものとした仮定をお
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き、分析を行った。そして、上記の分析を行った結果、以下のような結果になった。

(少数第 6 位以下は切り捨てて記載) 
 

𝑌!	 = 	 0.26923	 + 	 0.88625𝑋!   

決定係数：0.85202	 説明変数：1%水準で有意 
 

𝑌!	 = 	 0.82271	 − 	 0.92543𝑍!   

決定係数：0.84848	 説明変数：1%水準で有意 
 

	 以上の分析を行った結果、若者投票率に対しての投票に占める前回選挙の若者投票

者の割合は、正に有意であり、逆に若者投票率に対しての投票に占める前回選挙の高

齢者投票者の割合は、負に有意であることがわかった。このことからわかる含意とし

ては、若者の投票率の水準は世代ごとの全体における投票割合が関連していることが

わかる。先述の点を踏まえたインプリケーションとしては、高齢者の投票が全体の中

で大きな割合を占める場合、若者は政治が高齢者向けに行われると考え投票意欲が減

退、結果として低い投票水準になるのではないかと考えられる。逆に、若者の投票が

全体の中で大きな割合を占める場合、若者は政治が若者向けに行われると期待するた

め、投票に意欲をだし、結果として投票水準が向上するのではないかと考えられる。 
	 以上のことから明確になったことは、「高齢者の有権者・投票者割合が多い状況で

は、高齢者向きの社会」になるということである。我々は、問題意識として挙げた

「少子高齢化」の根本原因はここにあるのではないかと考えた。高齢者に比重がある

「世代間格差」が存在することで、日本の社会は若者に負担をかけ、高齢者向けの社

会になっている。このような状況だと、若者は投票行動をより一層しなくなり、かた

や高齢者は投票や政治にさらに関心を抱く。これが上述した社会をさらに加速させ、

少子高齢化の悪化に繋がるスパイラルとなっている。つまり、この選挙状況を改善し

ないことには、少子高齢化が改善されるのは難しいと考える。そこで本稿では、この

世代間格差を是正するために、現在の選挙制度を変えるべく、新たな選挙制度を提案

する。そして、その新たな選挙制度の効果を分析し、実際にどの程度の世代間格差や

少子高齢化が改善されるのかを見ていく。 
	 まとめとして、我々は本節での問題意識・現状分析を踏まえて、「少子高齢化」に

対して問題意識を抱くとともに、「世代間格差」にも問題意識を抱いた。そして「世

代間格差を是正することが少子高齢化社会を改善するのではないか」とのリサーチク

エスチョンを設定し、目指すべき日本の将来像として「1 票の格差(世代間格差)が是正
され少子高齢化が改善された社会」を目標として設定した。 
	 次節では、「1 票の格差」や「少子高齢化」を改善するために新たな選挙・投票制
度を提唱した先行研究を紹介するとともに、その先行研究の限界についての検討や本

稿の位置づけを述べていく。 
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第2章	 先行研究  

第1節	 先行研究の紹介  
 
本章では、政策提言へ繋がる先行研究の紹介と、先行研究と本稿の位置づけについ

て述べていく。また本節においては、いくつかの先行研究の紹介を行っていく。 
先行研究として、Paul Demey(1986)(以下 Demeny(1986)と記す)が提唱した「ドメ

イン投票方式」というものがある。「ドメイン投票方式」は、出生率が増加するため

の政策を推進するために Demeny(1986)によって考えられた選挙における投票方式の
１つである。「ドメイン投票方式」とは、20 歳未満の子どもをもつ親権者に、その子
どもの数だけ投票権を与え、投票するというものである。このような投票方式を行う

背景として、親権者は政治や政策に対して、児童に関わる政策(子育て支援や教育政策
など)を求めることが期待されるので、そのような親権者に投票でウエイト付けを行う
ことは出生率の増加・少子高齢化の改善の可能性があるものであると主張した。 
そして、この「ドメイン投票方式」を日本への導入妥当性を検討し、また日本の少

子高齢化問題、出生率に関して貢献できうるものかを検討したものが青木・

Vaithianathan(2009)である。青木・Vaithianathan(2009)では、過去の出生率に関す
る研究を検討しつつ、この「ドメイン投票方式」を通して、家族政策(家族や子供に関
しての政策 )を積極的に行うことが日本の少子高齢化の対策に有用であることを述べ
た。青木・Vaithianathan(2009)によると、日本の全有権者に占める未成年の子ども
をもつ有権者の割合はわずか 24%程度である。その一方で、年金受給などの社会保障
の恩恵を受ける高齢者世代の割合は、４割にも及ぶ。青木・Vaithianathan(2009)の
文中で紹介される Sanderson(2007)によれば、現在の日本は年金受給の資格を満たす
高齢者の割合が既に大半を占めているため、政治の構造改革(高齢者寄りから若者寄り
への政治) や少子高齢化への対処・対策は従来の選挙方式では困難であるとし、その
点からもこの (子ども・若者の将来への関心が強いとされる親権者への比重を重くす
る)「ドメイン投票方式」を行うことは、有意であるとしている。 
それでは、本当に「ドメイン投票方式」が若者向けの政治体制を構築する上で有意

義な方法なのか。図 5 は、ドメイン資格者と非ドメイン資格者が自分にとって重要と
考える政策の内訳である。この図 5 を見ると、ドメイン資格者の「子育て支援」とい
う項目を除けば、双方にそれほど違いはないように思える。しかし、ドメイン資格者

には、上述の「若者向け」の政策を望むことが期待される。図 6 は、ドメイン資格者
に「子ども」にとって重要な政策を尋ねた際の、政策内訳である。この図 6 を見ても
わかるように、ドメイン資格者は、子どもに対しての政策として「子育て支援」や

「教育」といった政策を強く望んでいることがわかる。以上のことから、「ドメイン



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文  

14 
 

投票方式」は、若者向けの政治・政策を行っていく上で、大いに意義のある投票方式

であると言える。 
 

図 5:ドメイン資格者と非ドメイン資格者が「自分が重要と思う政策」内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(青木(2012)を参考に筆者作成) 
 

図 6:ドメイン資格者が「子どもに重要と思う政策」内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(青木(2012)を参考に筆者作成) 
 

第2節	 先行研究の検討と本稿の位置づけ  
 
	 本節では、前節で紹介した先行研究の批判的検討を行うとともに、本稿との連続性

と本稿の位置づけを述べていく。 
上記の先行研究の欠点としては、「定量的な根拠の不足」というものが挙げられる

だろう。Demeny(1986)では、「ドメイン投票方式」についての概要が話されている
が、その具体的な分析や数値的根拠はなく、オピニオンベースの研究となっている。
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また、青木・Vaithianathan(2009)では、「ドメイン投票」方式を導入することで、
年代別割合による世代間格差の改善が出来ることを述べ、家族政策と出生率の向上に

関係性があることを述べたが、Demeny(1986)と同様に定量的な分析がなされていな
い。 
先行研究と本稿の連続性としては、出生率と政策の関係性を定量的に検討すること

にある。実際に、高齢者向けの政治や若者向けの政治を行うことが出生率にどう関係

するのかを、本稿では定量的分析・考察を行い、それをもって先行研究との連続性と

する。 
本稿の位置づけとしては、リサーチクエスチョンである「世代間格差を是正すれ

ば、少子高齢化社会が改善されるのではないか」における「少子高齢化」を改善する

上で重要になる出生率の変化が、どのような経緯で起こるのかを計量的に考察してい

ることが挙げられる。本稿の連続性では「出生率と政策の関係性を定量的に分析する

こと」が挙げられていた。この本稿の連続性でわかることは、「出生率と政策の関

係」であって「出生率」を下げる具体的な要因・対象(当事者)の言及はしていない。
よって、本稿の位置づけとしては、具体的にどの当事者・要因が「出生率」の変化に

繋がっているのかを定量的に分析する。 
そして、上述した分析の結果を踏まえた上で政策含意・政策の対象(ターゲット)を

検討し、その結果と「ドメイン投票」方式に有意義な関係があることを考察してい

く。 
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第3章	 分析  

第1節	 分析の導入  
	  
本章では、先行研究を参考にして分析を行っていく。 

	 本節ではまず、先行研究にある「出生率」と「政策」の関係性についての分析を

行っていく。青木・Vaithianathan(2009)では、「出生率」と「若者向け・将来向け
の政策」(青木・Vaithianathan(2009)では「家族優遇政策」)には正の関係性があり、
また「出生率」と「高齢者向け政策」(青木・Vaithianathan(2009)「年金受給額」)と
には負の関係性があるものとしている。しかし同研究においては、定量的な分析がな

されていない(あるいは記載されていない)ため、数量的根拠や説明力に限界があるも
のと考えられる。よって本稿では、先行研究との連続性として、「出生率」と「政

策」の関係性についての分析を行う。分析を行う前に、変数選択のための「政策」の

定義化を行う。まず「若者向けの政策」とは、出生率や少子高齢化に関する子ども・

若者という点を踏まえ「教育」や「子育て」に関する政策とした。また、この「若者

向けの政策」の数値化については、「国の GDP に対する教育支出割合」とした。さ
らに「高齢者向けの政策」に関しては、医療や介護、年金といった「社会保障」と設

定し、前者と同様、「国の GDP に対する社会保障受給額割合」とした。この 2 変数
を「対 GDP」比にした背景としては、変数を比較するためである。同じ指標(GDP)に
占める割合として表すことで、日本がどの年代に対して政策の重きをおいているのか

をわかりやすくした。 
	 次に、出生率に関する要因の検討を行っていく。先の分析で出生率と政策に関して

の関係性を検討した。次に検討することは、出生率と政策の関係を踏まえた上で、実

際にどの(出生率に関わる)当事者がどのような影響を与えているのかということであ
る。我々は、出生率に大きく関係する要因として、「若年女性層の未婚率」と「第二

子出生数の減少」が挙げられると考えた。「若年女性層の未婚率」についてだが、一

般的に、子どもを出産するのは、(身体的・体力的な面を考えて)「若年女性層」であ
ると考えられる。その「若年女性層」の未婚率が増加するならば、出生率に対して負

の影響を与えていることが考えられる。次に、「第二子出生数の減少」についてだ

が、この要因も出生率に関連していると考えられる。出生率は、生涯に一人あたりの

女性が出産する子供の数である。すなわち、出生率が減少する要因は 1.未婚女性の増
加と 2.子供の出産する数の 2 点がある。ここで、順位別出生率の推移の検討を行う。 
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図 7: 順別出生率推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(厚生労働省 HP データを基に筆者作成) 
 

 図 7 は順位別出生率の推移を示したグラフである。第一子出生率の水準に比べて、第
二子の出生率は低い水準にある。この数値の関係から、出生率の減少には親権者の子

供を出産する数にも影響しているとの含意を得たため、「第二子出生率」も変数に加

えた。 
	 分析手法としては、「出生率」と「政策」との関係性については、被説明変数を

「合計特殊出生率」とし、説明変数を「国の GDP に対する教育支出割合」と「国の
GDP に対する社会保障受給額割合」とする。さらに「出生率」を実際に変化させる当
事者や要因の分析で、被説明変数に「合計特殊出生率」を、説明変数に「20 代女性未
婚率」と「30 代前半女性未婚率」、「30 代後半女性未婚率」、また「第二子出生
率」(それぞれ%表示)を変数として設定し、重回帰分析を行う。被説明変数の「合計特
殊出生率」についてだが、これは「出生率」ではなく「合計特殊出生率」を用いる。

一般に、「出生率」の定義は、人口学における１つの指標であり、一定の人口に対し

ての出生数の割合のことを指す。また、「合計特殊出生率」とは、一人当たりの女性

が生涯で出産する子どもの平均数を表すものである。本稿での分析では上述したよう

に、説明変数に女性に関する指標を設定しているため、人口に対しての出生率より

も、女性に焦点をおいた「合計特殊出生率」の方が分析に適していると考えたため、

被説明変数を上記のように設定した。 

第2節	 分析結果とその政策含意  
	  
	 本節では、前節で述べた重回帰分析を行い、その分析結果の検討と政策含意につい

ての検討を行っていく。本節での重回帰分析は 2 つ行うものとする。1 つの分析とし
て、「合計特殊出生率」と「国の GDP に対する教育支出割合」、「国の GDP に対す
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る社会保障受給額割合」との分析がある。そしてもう 1 つの分析として、「合計特殊
出生率」と「20 代女性未婚率」、「30 代前半女性未婚率」、「30 代後半女性未婚
率」、「親権者第二子出生率」との分析がある。上記の分析を 1 つにまとめることを
せず、2 つの分析にわけた背景については、次節で詳細に述べるものとする。 
	 分析では、「合計特殊出生率」を𝑌!とし、「国の GDP に対する教育支出」を𝑋!,!、
「国の GDP に対する社会保障受給額」を𝑋!,!として分析を行う。 
	 分析の結果、以下の結果が得られた。 
 

𝑌!	 = 	 0.79233 + 0.06458𝑋!,! − 0.02078𝑋!,!   
決定係数：0.93948	 各説明変数：1%水準で有意 

 
	 以上の分析結果よりわかったことは、「国の GDP に対する教育支出割合」(若者向
けの政策)が「合計特殊出生率」に対して正に有意であり、「国の GDP に対する社会
保障受給額割合」(高齢者向けの政策)が「合計特殊出生率」に対して負に有意である
ということである。つまり「若者向けの政策」が促進されればされるほど、出生率は

改善が期待され、その逆に「高齢者向けの政策」が促進されればされるほど、出生率

は悪化することが見込まれるということである。 
	 次に、出生率に関する当事者の分析として、合計特殊出生率𝑌!とし、20 代女性未婚
率を𝑋!,!、30 代前半女性未婚率を𝑋!,!、30 代後半女性未婚率を𝑋!,!、第二子出生率を𝑋!,!
として分析を行う。 
	 分析の結果、以下の結果が得られた。 
 

𝑌!	 = 	 2.35887 − 0.0150𝑋!,! − 0.00378𝑋!,! − 0.09184𝑋!,! + 0.02579𝑋!,!   
決定係数：0.89302	 各説明変数：1%水準で有意 

 
以上の分析結果よりわかったことは、「若年女性の未婚率」が「合計特殊出生率」に

負に有意であり、「親権者第二子出生率」が「合計特殊出生率」に正に有意な変数で

あるということである。つまり「若年女性の未婚率」が上昇すれば、出生率は悪化

し、「親権者第二子出生率」が上昇すれば出生率の向上に期待できると見込まれるこ

とになる。この分析結果を基に、政策含意を行っていく。 
	 第一節の記述や本節での分析結果より、若年女性層の未婚率は、合計特殊出生率に

負の影響があることがわかった。一般的に、出産は若い年代時に行われる。 
 

表 1：第一子出産平均年齢推移 
 
 

(厚生労働省 HP データを参照し、筆者作成) 
 
表 1 は、日本における第一子出産平均年齢の推移である。表からもわかるように、第
一子出産平均年齢は、現在に近づくほど上がっていっているものの、値域として、20
代後半から 30 代前半であることがわかる。すなわち、若年女性層の未婚は子どもの出
産に大いに関わっていることがわかる。 
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図 8: 若年者層未婚理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内閣府	 『家族と地域における子育てに関する意識調査報告書』p.9 より引用 
 
	 図 8 は、若年者層の未婚者が結婚をしない理由・要因についてのアンケート調査で
ある。図 8 を見ると、未婚理由の上位に占める要因として「結婚後の不安」や「経済
的余裕」が挙げられている。近年、若年女性のキャリアアップが成功しているもの

の、そのトレードオフとして、結婚や子育ての側面を犠牲にしていることが考えられ

る。 
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図 9: 子どもを持つ場合の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内閣府	 『家族と地域における子育てに関する意識調査報告書』p.11 より引用 

 
 図 9 は、子どもを持つ場合に必要な条件に関してのアンケート調査である。このアン
ケート調査からもわかるように、子どもを持つ場合に求めるものとして多いのが、

「働きながら子育てができる環境であること」や「教育にお金がかからないこと」な

どである。このことから、子育て支援や教育政策の必要性が示唆される。これらのこ

とから、若年未婚女性はドメイン資格者 (親権者 )と似た政策の嗜好が示唆されるの
で、「ドメイン投票方式」を若年未婚女性に拡張しても似た効果が期待されると考え

る。 
	 同様に、「親権者第二子出生率」は「合計特殊出生率」に正の影響を与えているこ

とがわかった。青木(2012)でも述べているように、ドメイン資格者(親権者)は、子ども
や若者向けの政策を望む傾向が期待される。 
	 以上のことから、「合計特殊出生率」に影響を与える要因として、「国の GDP に
対する教育支出割合」(若者向けの政策)が正の影響を与え、「国の GDP に対する社会
保障受給額割合」(高齢者向けの政策)が負に影響していることがわかり、さらに「若
年未婚女性」が負の影響を、「親権者第二子出生率」が正の影響を与えることがわ

かった。そして上述のように、この 2 要因の当事者である「若年未婚女性」と「親権
者」には、共通することとして、1.出生率を改善することができる、2.若者や将来向
けの政治・政策を嗜好することが期待されることの 2 点が挙げられる。この 2 点は、
「世代間格差」や「高齢者向けの政治」および「少子高齢化」を改善する上で必要と
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されることに一致しているため、この「若年未婚女性」と「親権者」を対象とした政

策、具体的には投票ウエイトをつけるべきであると考えられる。 

第3節	 分析方法の説明  
 
	 本節では、前節で行った分析方法についての具体的な説明を行う。前節の分析で
は、重回帰分析を用いて「合計特殊出生率」に関する分析を行った。1 つ目の分析に
「合計特殊出生率」と「国の GDP に対する教育支出割合」、「国の GDP に対する社
会保障受給額割合」との分析、2 つ目に「合計特殊出生率」と「20 代女性未婚率」、
「30 代前半女性未婚率」、「30 代後半女性未婚率」、「親権者第二子出生率」との
分析がある。この分析を見た際に、「なぜ重回帰分析を 2 つにわけたのか」という疑
問が生じるだろう。 
	 本節では、この重回帰分析を 2 つにわけた背景についての説明を行う。まず前者の
重回帰分析についてだが、説明変数は「国の GDP に対する教育支出割合」と「国の
GDP に対する社会保障受給額割合」の 2 つであり、これらの説明変数は国の GDP に
対する各年代への「政策割合」である。また、後者の重回帰分析で用いられる説明変

数は「20 代女性未婚率」、「30 代前半女性未婚率」、「30 代後半女性未婚率」、
「親権者第二子出生率」であり、これらの説明変数は細分化された「出生率」であ

る。我々は分析において、「変数の属性」というものを考慮し、重回帰分析を 2 つに
わけた。本稿には、関係性のないことなので記載してはいないが、この「政策割合」

という説明変数と細分化された「出生率」という説明変数の間にも関係性があること

がわかった。つまり、もしもこれらの変数をまとめて重回帰分析を行う場合、その分

析結果に 2 点の欠点があると考えられる。1 点目に「分析結果の解釈」が挙げられ
る。上述したように、前者と後者の重回帰分析では、説明変数の「属性」が異なる。

そのため説明変数をまとめて分析をした場合、そこから得られる結果をそのまま解釈

することは、政策含意を検討する上で難しいものであると考えられる。そして 2 点目
の欠点として「多重共線性」が挙げられる。上述のように、「政策割合」に関する説

明変数と細分化された「出生率」に関する説明変数の間にも関係性があった。そのよ

うな状態で、それらの変数をまとめて説明変数として扱い、重回帰分析をすると、

「多重共線性」の問題が生じるだろう。「多重共線性」とは、変数間に強い相関が

合った場合に起こる現象の１つで、回帰式に不具合が生じてしまうというものであ

る。そうなれば、分析結果自体に説明力がもてなくなることが考えられる。 
	 以上の点から、我々は本稿の分析において、「変数の属性」を考慮し、2 つの重回
帰分析を行った。 

第4節	 分析のまとめ  
	  
	 本節では、先行研究の検討とともに、計量的分析を行った。分析の具体的な内容と
しては、「合計特殊出生率」に影響を与える変数を「属性」によって分別し、各年代

に対しての「政策割合」と細分化された「出生率」の 2 つの属性に分類し、「合計特
殊出生率」に対しての 2 つの重回帰分析を行った。各年代に対しての「政策割合」に
関する説明変数としては、「国の GDP に対する教育支出割合」(若者向けの政策とし
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て位置づけ)と「国の GDP に対する社会保障受給額割合」(高齢者向けの政策として位
置づけ)の 2 つが挙げられ、これらの説明変数と「合計特殊出生率」に関する分析を
行った。細分化された「出生率」に関しては、「20 代女性未婚率」、「30 代前半女
性未婚率」、「30 代後半女性未婚率」、「親権者第二子出生率」が挙げられ、これら
の説明変数と「合計特殊出生率」との重回帰分析を行った。 
	 以上の分析を行った結果、「合計特殊出生率」を変化させる要因として、「国の

GDP に対する教育し支出割合」(若者向けの政策として位置づけ)が正の影響を与え、
「国の GDP に対する社会保障受給額割合」(高齢者向けの政策として位置づけ)が負の
影響を与えていることがわかった。また出生率に関わる当事者の検討として、「若年

女性の未婚率」が負に有意な影響力を持つ変数であり、「親権者第二子出生率」が正

に有意な影響力を持つ変数であることがわかった。以上の分析結果を踏まえた上で、

高齢者が大きな影響力をもつ選挙における「世代間格差」や「高齢者向けの政治」、

「少子高齢化社会」を改善するためには、「出生率に貢献する」かつ「若者向けの政

策を望む」対象に目を向けた政策を行うことが必要であると考えた。そしてそれらの

基準を満たす「若年未婚女性」や「親権者」に投票ウエイト付けを行うことが、問題

改善に貢献できうるものと考えられるので、それらの対象に向けた政策提言を行う。

次章では、本章における分析結果や政策含意を基に、政策提言を行っていく。 
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第4章	 政策提言  

第1節	 政策提言  —「拡張型ドメイン投票
方式」の導入—  
 
	 これまでの分析を踏まえた上で、我々は政策提言として「拡張型ドメイン投票方

式」の導入を提言する。「拡張型ドメイン投票方式」とは、従来の「ドメイン投票方

式」を改良した投票方式である。本来の「ドメイン投票方式」は、未成年を持つ親権

者を対象とした投票方式で、対象となる親権者に対し自身の 1 票に加え、親権を持つ
児童分の投票を代理で行わせるというものである。しかし本稿の分析では、「出生

率」に関わっているのが、「若年女性の未婚率」と「親権者第二子出生率」であるこ

とがわかり、「世代間格差」や「高齢者向けの政治」、「少子高齢化」といった問題

を改善できると期待される対象が「若年未婚女性」と「親権者」であることが明らか

となった。このことから、「拡張型ドメイン投票方式」では、「若年未婚女性」と

「親権者」を「新ドメイン資格者」とする。また「ドメイン投票方式」は児童数分の

代理投票方式であったが、本政策の対象となる「若年未婚女性」は親権を持っていな

い。そこでウエイトに関しては、均一なものを設定し、その後の投票割合がどのよう

になるかを検討する。本章での分析では、対象者に 1 票多く投票させた場合を想定す
る。 

第2節	 政策提言導入後の効果  
 
	 本節では、前節で述べた「拡張型ドメイン投票方式」の導入後の期待される効果に

ついて述べていく。図 10 は、「若年未婚女性」と「親権者」に投票権をさらに与えた
場合 (ここでは 1 票多く投票したときと仮定する )の、投票に占める年代別内訳とな
る。図では、区分を 3 つに分けた。1 つ目の区分は「若年未婚女性」と「親権者」、
および「若年層」の総数である。この 3 つをまとめたのには、これらの対象が共通し
て「若者向け・将来のこと」を政治や政策に求めることが期待されるからである。そ

して 2 つ目の区分に「中年者」、3 つ目の区分に「高齢者」をおいた。「若年未婚女
性」と「親権者」に 1 票多く投票させることを想定した図を見ると、「若年未婚女
性」、「親権者」、「若年層」の総数が有権者割合において最も多くなり、中年者や

高齢者とのバランスが取れた状態になっている。この政策を導入したことで、上述し
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たような割合・状況になるとすれば、第 1 章で問題提起した「世代間格差」は是正さ
れることが期待される。さらに合理的な政治家を想定した場合、「若年未婚女性」、

「親権者」、「若年層」の総数が多くを占めるならば、それに合わせた政治や政策が

行われるので、若者向け・将来のことを考えた政治になることが期待される。その期

待があれば、若者も政治や選挙により関心を持ち、若者投票率の向上も期待できる。

先行研究の青木・Vaithianathan(2009)や本稿での分析において、出生率と家族政策
(子育てや教育に関する支援政策)には正の関係があることがわかっているので、その
ことを踏まえると、我々がヴィジョンとして掲げている「世代間格差の是正を通じて

の少子高齢化の改善」にも貢献できうることが期待される。 
 
 

図 10：「拡張型ドメイン投票方式」導入後の有権者内訳 

 

(総務省 HP のデータを基に筆者作成) 

第 3 節	 政策提言の実現可能性  
	  
	 本節では、これまで提言してきた「拡張型ドメイン投票方式」についての実現可能

性について言及していく。 

44%	 
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32%	 

政策導入後の有権者内訳	 

若年未婚女性　　　　　　　　　　
親権者　　　　　　　　　　　
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	 この政策の実現可能性を検討する上で、まず問題となるのが憲法上の問題である。

日本国憲法上では、法の下の平等が決められている。 
	 日本国憲法第 14 条において、 
「すべての国民は、法の下の平等」 
「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」 
(日本国憲法第 14 条より引用) 

 
と記されている。日本の法制度の下では、「一人一票」は絶対的な原則であるため、

有権者の属性によって票数に重みを付けることは不可能であり、その点から考えた場

合、実現可能性については極めて困難であると考えられる。しかし我々は、票数のウ

エイト付けによって生じる不平は、導入時のみのものであると考えられる。この政策

の導入時に高齢者にとっては不平等なものとなる。しかし導入時の高齢者は、これま

で高齢者向けの政治で恩恵を受けてきている。この投票方式の目的は、「若者向け」

の政治を行うことであり、導入後は若者時代に皆が若者としての恩恵を受けられるた

め、生涯で見た場合は平等が保たれるものとされる。上記の点を踏まえると、「一人

一票の平等」から「生涯で見た平等」に変わることで、「平等」の観点や定義は異な

るものの、現在の「世代間格差」という年代による不平性を乗り越えることができる

と考えられる。 
	 また、憲法上のことを検討しても、この平等の概念を変えることは大いに可能性が

あると考えられる。日本国憲法では、「平等」という概念は、「形式的平等」(または
「機会平等主義」)と「実質的平等」(または「結果平等主義」)の 2 種類をもって定義
される。「形式的平等」(または「機会平等主義」)とは、すべての国民は生まれなが
らにして皆平等であり、国民は経済活動などの様々な活動において権利や機会が平等

に与えられなければならない、という概念である。その一方で「実質的平等」(または
「結果平等主義」)は、「形式的平等」のように法の下で人格に法的平等を形式的に保
証しても、現実では不平等性が是正されないことがあるので、国民が様々な活動にお

いて享受する機会の結果を平等にする、という概念である。日本国憲法上では、この

2 種類の「平等」概念を適用しているが、法の下の平等が説明される第 14 条は、前者
の「形式的平等」(または「機会平等主義」)が適用されている。これらの点を踏まえ
ると、もし第 14 条に「実質的平等」(または「結果平等主義」)が適用されたとすれ
ば、我々の政策提言のような「一票の重み」にウエイト付けを行う投票方式にも妥当

性が出てくるだろう。 
	 まとめとして、憲法上の観点から「実現可能性」は困難なものである。しかし、困

難な「実現可能性」ではあるが、可能性は大いにある。この政策を実現させるために

は、まず日本国憲法においての「平等」の概念を変えることにある。社会的不平等が

深刻となっている今の日本において、その日本国憲法の「平等」の概念を再考する余

地は大いにあるものとされる。また、この政策を導入したことによって期待される便

益は非常に大きいものであると考えられる。この政策が導入されることによって、図

からもわかるように、世代間格差の是正が期待される。世代間の格差が是正された場

合、合理的な政治家は高齢者向けの政治や政策を行う傾向が下がっていくことが期待

される。そして、若者向け・将来を見据えた政策を望む有権者たちが政治的影響力を

高めると、それらの政治・政策の実現を通して、少子高齢化の改善にも貢献できうる

ため、我々のヴィジョンである「世代間格差の是正を通じての少子高齢化の改善」と

整合性の取れた政策になると考えられる。 
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第 4 節	 政策提言の意義・重要性  
 
	 次に本節では、この政策提言の意義・重要性を述べていく。図 3 は、第一章におい
て使用した第 46 回衆議院議員総選挙における投票に占める年代別の割合である。第一
章でも述べたように、投票に占める年代別割合は、高齢者が最も多く、次に中年者、

そして若者は最も少ない割合となっている。ここに「世代間格差」というものの根拠

が現れているわけである。しかし、この「世代間格差」というものを考えたとき、

「若者の投票率を向上させればいいのではないか」との単純な疑問が生まれる。しか

し、それは現実的に難しい問題である。仮に以下の第 46 回衆議院議員総選挙のデータ
を用いて考えた場合、この 45%の投票割合を占める高齢者と同じ水準で若者にも政治
的影響力を持たせる場合(単純に投票に占める若者の割合を高齢者と同じく 45%にする
場合)、第 46 回衆議院議員総選挙時点の若者有権者の約 93%が投票を行う必要があ
る。この 93%という水準は、全体で見ても、第一回衆議院議員総選挙(1890 年施行)で
のみしか超えられなかった水準である。少子高齢化の現代を想定しても、さらに今後

ますます少子高齢化が進行することを踏まえても、単純に「若者の投票率を向上させ

る」ことは現実的な難しさがあると考えられる。 
 

図 3：第 46 回衆議院議員総選挙 年代別投票割合 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(総務省 HP のデータを基に筆者作成) 
 

	 これらの点を踏まえた上で、「拡張型ドメイン投票方式」は、前節でも述べた導入

面での困難はあるものの、「世代間格差の是正」という点においては、十分な期待が

できると考えられる。さらに、この政策にはもう１つの利点がある。それは、「若者
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投票率の向上の可能性」という点である。第一章の現状分析でも行ったように、若者

投票率は、投票に占める若年者層の割合と正に有意な関係がある。この「拡張型ドメ

イン投票方式」によって、政治や政策が若者向けに期待されれば、または、若者の投

票に占める割合が増えれば、第一章の分析を踏まえて、若者の投票意欲の向上につな

がると期待される。そうなれば「若者の低水準の投票率」にも貢献できうる。 
	 さらに、本稿の政策提言では、「新ドメイン資格者」に追加的に 1 票を与えた場合
を想定して行っている。このような政策を導入すれば、導入後、人口や有権者、投票

者(率)の内訳が変動することが考えられる。その場合、その状況に合わせて「ドメイ
ンのウエイト」を柔軟に操作することで「世代間格差」を持続的に是正することが可

能であるので、この政策は意義あるものであると考える。 
 

第 5 節	 政策提言の課題  
	  
	 本節では、政策提言の課題点について述べていく。 
	 これまでの節で述べたように「拡張型ドメイン投票方式」は実現可能性に難こそあ

るが、その政策から期待される効果や意義は大いにある。しかし、課題としてあるの

が「制度面」に関してのことである。 
	 前節においては、「ドメインのウエイト」を柔軟に操作することで、長期において

持続的な「世代間格差の是正」が期待されると述べた。しかし、その「ウエイトの操

作」や各選挙時における「ドメイン資格」保有者の確認など、「制度面」の管理が課

題となるであろう。後者の「ドメイン資格」保有者の確認については、「新ドメイン

資格者」のカテゴリーによって対策は考えられる。例えば、若年女性は「未婚である

こと」、親権者は「親権をもっていること」などの情報は、個人情報として登録され

ているので、管理・更新することは容易であると考えられる。しかし、前者の「ウエ

イトの操作」は困難なものがある。具体的にどのようなウエイトを設定するか、ウエ

イトの選定基準はどのようなものか、など議論することが数多くあると思われるの

で、本政策の課題として、上記のようなことは今後検討すべき課題の１つと考えられ

る。 
	 本稿では、上述した政策提言の課題については言及することはしない。本稿の目的

は、あくまで「世代間格差の是正」および「世代間格差の是正を通じた少子高齢化の

改善」であるため、我々は、政策を導入したことでその目的やヴィジョンを達成する

ことが期待されるかについての言及を行った。今後の研究では、本節で述べた政策提

言の課題についての検討も行っていく所存である。 
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第5章	 結論  

第1節	 全体のまとめ  
 
	 本節では、これまで述べてきた本稿の研究についてのまとめを行う。我々は、「少

子高齢化」という日本の社会構造に問題意識を抱き、目指す日本の将来像を「少子高

齢化の改善された社会」と設定した。そして、現在の少子高齢化社会は、選挙におけ

る世代間格差によって引き起こされているものであると考えた。選挙における世代間

格差によって、高齢者の政治的影響力は強いものとなり、合理的な政治家は影響力を

持つ高齢者向けの政治を行う。それによって高齢者が住みやすく若者が住みにくい(若
者の負担が大きい )社会構造になっていると考えたため、さらにヴィジョンを明確化
し、「世代間格差の是正を通じて少子高齢化が改善される社会」という設定を行っ

た。現状分析を行った結果、選挙において高齢者が持つ政治的影響力は大きなもので

あり、また実際に社会保障生涯純受益率を検討することで、高齢者向けの政治・若者

に負担がかかる社会であることが数値的にも示されることがわかった。ここから、若

者や将来に向けた政治実現のため、投票方式を変えることによって「一票の重み」に

アプローチする必要性があることがわかった。 
	 これらのような問題を取り扱う上で、先行研究において「ドメイン投票方式」とい

うものが挙げられる。「ドメイン投票方式」とは、20 歳未満の未成年をもつ親権者
に、その児童数分の代理投票を行わせる投票方式である。児童をもつ親権者はその他

の有権者に比べ、子どもや若者に関する政治・政策を望む傾向が期待されるので、こ

の投票方式は、数多くの研究の中で、「少子高齢化」に貢献できうる投票方式として

期待されている。また、政策を検討する上で、「出生率」に関しての分析を行った。

その結果、「合計特殊出生率」に対して「国の GDP に対する教育支出割合」(若者向
けの政策と位置づけ)が正に有意な影響力を、「国の GDP に対する社会保障受給額割
合」 (高齢者向けの政策として位置づけ )が負に有意な影響力を持っていることがわ
かった。さらに「出生率」に対して、実際に影響を与える当事者・要因について、

「合計特殊出生率」に対して負に有意な影響を与えているのが「若年女性未婚率」で

あり、正に有意な影響(減少傾向)を与えているのが「第二子出生率」であることがわ
かった。この分析結果から、「若年未婚女性」と「親権者」にドメイン資格を与える

「拡張型ドメイン投票方式」を政策として提言した。この政策を通じて、投票に占め

る年代のバランスの調和が取れ、世代間格差の是正が可能なものとなり、また若年層

や親権者、若年未婚女性が政治的影響力を持つことから、政治傾向が若者向けに変わ

ることが期待されるので、少子高齢化の改善へ貢献が期待されると考えた。そしてこ

の政策提言を通じて、我々のヴィジョンである「世代間格差の是正を通じた少子高齢
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化社会の改善」が達成されるものと期待する。以上が、本研究の結論としてのまとめ

である。次節では、本研究の限界と今後の課題について述べていく。 

第2節	 本研究の限界と今後の課題  
 
	 本節では、これまでの流れを踏まえた上で、本研究の限界と今後の課題について述

べていく。 
	 本研究の限界として、「数値的表現」、「データ分析」、「論理の緻密性」の 3 点
が挙げられる。 
	 まず、テーマが大きい枠組みであるということに依るところが大きいものではある

が、我々が扱った内容は、「数値では表しにくい」ものが多かったということであ

る。実際に高齢者向けの政治が行われているか、政治家が高齢者向けの政策を打ち出

すか、など抽象的なものが多かったため、それらの表現は限定的に定義づけるものと

なった。この定義の限定化は、内容やアプローチが異なることで、同じ問題に対して

も問題意識や視点が異なってくるだろう。そういった点を考えた場合、本研究は限定

的な側面、考え方に基づいた研究であると言える。 
	 次に挙げられるのが、「データ分析」に関しての限界、である。いくつかの場面で

選挙に関しての計量分析を施しているものの、長期間における時系列データ収集の限

界があり、計量分析をするには不十分なサンプルサイズであることがあった。分析に

おいて、サンプルサイズが分析結果に与える影響は非常に大きいため、その点を踏ま

えると、本稿での分析は説明力に限界があるものと言える。 
	 最後に挙げられるのが、「論理の緻密性」である。本研究は「選挙」の格差改善か

ら、「少子高齢化」の改善を目指すものであった。しかし、1 点目の限界点でも述べ
たように、数値表現が困難であったため、「選挙」と「少子高齢化」という 2 つの事
象を厳密に関連づけることができていないと考えられる。今後はより緻密な分析を通

して、論理性を強めていく必要があると考えられる。 
	 上記の 3 点の限界を検討すると、本研究には「説明力」に限界があるものと考えら
れる。今後の課題としては、「定量的分析」が挙げられる。今回の分析におけるサン

プルサイズの問題や、アンケート・オピニオンベースの要因などを、より具体的に数

的根拠をもって話すことができたならば、本研究はさらに力のあるものとなるだろ

う。また本稿ではあまり触れることがなかったが、投票方式を変えるということは、

「憲法改正」が必要になってくる。しかしながら「憲法改正」は実現性の低いもので

ある。「憲法改正」をしていくためには国会各議会において全体の 3 分の 2 以上の賛
同を得る必要があり、これまで一度も「憲法改正」がなされたことがない背景を考え

ると、この「憲法改正」は非常に難しいものであると考えられる。それゆえ、「憲法

改正」に関する具体的なプロセスや手段を検討することは必要不可欠なので、今後こ

のような点も検討していきたい。今後はこれらの限界・課題を踏まえ、改善していく

とともに、さらに発展した研究を行っていきたい次第である。 
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Appendix  

Appendix. A【分析結果の詳細】  
 
本稿での分析は、「時系列データ」に基づいた分析を行っている。以下では、各章で

の具体的な分析結果を記載する 
 
第一章 問題意識・現状分析 
 
Appendix. A-1 
 
「若者投票率」と「投票割合に占める前回選挙の若者投票者の割合」の回帰分析結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix. A-2 
 
「若者投票率」と「投票割合に占める前回選挙の高齢者投票者の割合」の回帰分析結

果 
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第三章 分析 
 
Appendix. A-3 
 
「合計特殊出生率」と 
「国の GDP に対する教育支出割合」(若者向けの政策) 
「国の GDP に対する社会保障受給額割合」(高齢者向けの政策)	 との重回帰分析結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix. A-4 
 
「合計特殊出生率」と 
「20 代女性未婚率」 
「30 代前半女性未婚率」 
「30 代後半女性未婚率」 
「親権者第二子出生率」	 との重回帰分析結果 
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