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要約  
	 本稿は、日本の人口構成の変化によって起こる「世代間で政治的意思決定空間における

選好反映の格差がある状態」を問題とし、それに対応する新たな政治制度の提案を目指す

ものである。「政治的意思決定空間」とは、「有権者の投票行動から議会で政策が決定さ

れるまでの一連の政治行為が行われる空間」と定義し、構造的な不利益を被る若年層と他

の世代間の格差を扱う。「若年層の政治的選好反映が困難な現状が是正された状態」を本

稿の理想状態とし、「若年層の構造的な格差是正方策が衆議院と参議院に導入された状態」

を理想状態の達成とする。	 

	 日本は少子高齢化にともない、若年層が将来的にも人口構成上少数となることが予測さ

れている。代議制民主主義では 1人 1票の多数決というルールが採用されているため、政

治的意思決定空間において、若年層は自らの世代の選好を反映させることが困難な状況で

ある。そもそも若年層の政治参加に関する問題としては、投票率の低さについて度々議論

されている。しかし、人口構成の変化により若年層が不利な構造となっており、世代間の

政治的格差は若年層当事者自身の努力では解決することが極めて困難な点が問題である。

本稿では「若年層の政治的選好反映が困難な現状」は構造的かつ長期的に生じているため、

も解決すべき政策課題とし、以下の通りに議論を進めた。	 

第 1章では、有権者と議会双方の観点から、政治的意思決定空間における格差の現状を

確認する。有権者空間では、政治制度における有効性感覚や政治参加の状況を考察する。

議会空間では、衆議院と参議院における若年層の立候補や当選状況に触れ、若年議員が少

ない現状を考察する。また、世代間での政治的な選好による対立は、政治的意思決定空間

で採択される政策へ影響を与えることについて言及した上で、世代間の経済的格差と捉え

られる社会保障の格差を確認する。世代間で経済的格差が生じている社会についても考察

を重ね、世代間の経済的格差が生じる社会は、経済成長が鈍化する可能性がある点で、社

会全体の効用を損なっている状態にあることに言及する。 

第 2章では、政治的に若年層が不利な立場になることを、投票行動という政治参加努力

のみによって解決できないことを示した上で、実際の政治に与えている世代間の影響力の

数値化を試みる。また、有権者年齢の上昇によって、採択される政策が高齢層寄りに変化

することを、パネルデータを用いた実証分析によって明らかにする。政治的影響力の格差
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を数値化することや、政治制度のもとで有権者の大多数を占める高齢層向けの政策が採択

されるという「シルバーデモクラシー」の存在を実証することも本稿の意義の一つである。

以上の分析によって、政治的意思決定空間における世代間格差は、若年層当事者の努力で

は解決できない構造を明らかにする。 

第 3章では、先行研究の議論から、政治的意思決定空間における世代間格差を是正する

方策について提言する。先行研究として、格差是正の代表的方策であるドゥメイン投票方

式、余命投票方式、年齢別選挙区制度の議論を確認する。それらの議論をふまえた上で、

独自の提案として、新たな制度である「若年クオータ制」を導く。 

第 4章では、本稿の政策提言である「若年クオータ制」について詳述する。積極的是正

処置であるポジティブアクション・アファーマティブアクションの 1つであり、多くの国

で採用されている女性クオータ制の制度設計を参考とし、本稿では 2種類の「若年クオー

タ制」を考案する。それぞれの実現可能性を憲法学者へのヒアリング調査をもとにした法

的根拠の観点や、女性クオータ制の導入事例をもとに解く。また導入シミュレーションと

して、「若年クオータ制」導入後の議会空間における政策決定の変化を検証し、他の世代

の議員数によらず、若年層の選好が反映される可能性を検証する。また、政策実施前後の

社会を比較し、政治的意思決定空間の変化だけでなく、社会的厚生や効用が向上する可能

性も考察する。 

第 5章では、これまでの議論を整理し、本稿の扱う問題を解決する制度として政策提言

をまとめる。また、「若年クオータ制」に残された課題について言及する。 

	 

	 本稿が検討した政策内容は以下の通りである。政策①の導入を提言する。	 

政策①「自発的若年クオータ制」	 

	 若年候補者が当選しやすくなるよう、比例代表名簿の順位に制約をつけることや、自党

が有利な選挙区に、一定数若年候補者を割り当てることを政党自らが行う制度である。こ

ちらの制度には法的拘束力は存在しない。	 

	 

政策②「法律による若年候補者クオータ制」	 

	 候補者名簿に一定数若年候補者を入れることや、一定数若年候補者が当選しやすくなる

ように、比例代表の候補者名簿の順位に制約をつけることを法律によって定める制度であ

る。制度に違反すると候補者名簿が無効となるなど、法的拘束力がある。 
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はじめに  
	 アメリカ独立宣言を起草した人物で知られる T.ジェファソンは「ある世代が別の世代を

拘束する権利を持つのかという問い」2が未だ不在であると 18世紀末に主張し、「本国ア

メリカでいままさに成立しようとしている憲法が、時間を超えて将来の人民の意志や個人

の自律性を拘束し侵害することを、いかなる根拠で正当化できるか」3という問題提起をし

ていた。この「世代」という集合に関しての議論は、日本においても少子高齢社会の進展

とともに活発化している。 

	 少子高齢化の進展は、日本をはじめ多くの国々の社会的課題である。少子高齢化による

人口年齢構成の変化は、医療、労働、住宅環境、社会保障制度、経済成長や財政などの分

野で日本社会に様々な影響を及ぼす。その中でも政治的意思決定空間4の変化は、民主主義

国家である日本において重要な問題である。 

	 諸外国と同様に、日本の政治制度は少子高齢社会を考慮して作られたものではない。そ

のため、人口構成の急激な変動によって歪みが生じている。有権者の大多数を占める 60

歳以上の高齢層向けの政策が採択されるという「シルバーデモクラシー」に代表されるよ

うに、現行の制度では 20代 30代である若年層と他の世代間で、構造的な政治的選好反映

の格差が生じている。 

	 1人 1票の多数決制度のもとでは、人口構成上多数となる高齢層の選好が反映されやす

くなり、少数となる若年層の選好が反映されにくくなる。低投票率から若年層は政治参加

意思がないと考えることも可能であるが、たとえ政治参加がなされても、政治的意思決定

空間において自らの世代の選好を反映させることが人口構成上困難となる。一方議会にお

いて、政治家は支持層となりうる者に対して政策決定をするため、今後の少子高齢化社会

では高齢者向けの政策をすることで利益を得る行動をとると考えられる。こうした政治的

意思決定空間における世代間の格差は、社会保障費等の経済的格差問題という付随した問

題にもつながる。そのような世代間での経済的格差は実質経済成長率と負の関係があり、

                                                   
2 Morton, S.(1995)”Letter from Thomas Jefferson to James Madison”, the Republic of 
letters: the Correspondence between Thomas Jefferson and James Madison, 1776-1826, 
Vol.1 (1776-1790), New York: W.W.Norton and Company, p633-634 
3釜賀浩平・河野勝・小島崇志(2013) )「世代間の衡平性再考」『新しい政治経済学の胎動』
勁草書房 p47-48 
4 本稿では有権者の投票行動から議会で政策が決定されるまでの一連の政治行為が行われ
る空間と定義する。 
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日本社会全体にとっても望ましいものではない。つまり若年層のみが不利益を被っている

わけではなく、社会全体にとって好ましい状態ではない。本稿の問題意識は、世代間の政

治的格差が当事者の努力では解決困難な構造かつ長期的問題であり、多様な意見が政治的

意思決定空間において損なわれているということである。この問題と密接に関係する世代

間の経済的格差がその解決意義を深めている。 

	 本稿では、政治的意思決定空間における世代間の格差の存在を示した上で、格差是正の

方策についての議論をする。分析では、将来の政治的影響力の格差の数値化を試みること

や、都道府県別パネルデータを用いたシルバーデモクラシーの実証を行う。若年層当事者

の努力では解決できない、構造的な格差問題の是正方策の議論をふまえ、具体的な制度設

計による導入シミュレーションや政策効果を検証し、本稿独自の新たな政治制度の導入を

政策提言として導く。 

 

第 1 章  現状把握・問題意識  
	 第 1章では、現在の日本社会の背景をふまえ、政治的意思決定空間における世代間の格

差や、密接に関係する問題である世代間の経済的格差の現状を確認する。 

 

第 1 節 少子高齢社会と若年人口割合の減少  
現在の日本社会では少子高齢化が進展し、人口構成における世代の割合が変化している。

人口構成の変化により、若年層5の割合が相対的に低い社会となる。次の図 1-1は日本の人

口構成の変化を表している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

                                                   
5 本稿では 20代 30代と定義する。また、改正公職選挙法による選挙権年齢の引き下げに
よって有権者となる 18歳 19歳の選好も同等と考えるが、本稿では扱わない。 
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【図 1-1	 年度別世代人口割合推計】 

  

出所：国立社会保障・人口問題研究所(2012)「将来推計人口」(出生中位・死亡中位)より

筆者作成 

 

	 このように、人口における若年層の割合は今後ますます少なくなり、将来的に高齢層6の

割合は半数以上となることが予測されている。このことが世代間の政治的格差、経済的格

差を引き起こす構造的な要因である。 

 

第 2 節 政治的意思決定空間における世代間

格差  
	 第 2節では、少子高齢化の進展によって生じる問題であり、本稿が特に重要な政策課題

だと設定した政治的格差の現状を、有権者と議会双方から確認する。	 

	 

第 1 項 政治的有効性感覚  
                                                   
6 本稿では 60歳以上と定義する。 
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第 1項では、世代間で政治的意識の格差が生じていることを明示する。政治的有効性

感覚7とは、個人の政治的行為8によって影響を与えることができる感覚9のことであり、

アメリカの政治研究において発展した概念である。政治的有効性感覚はさらに、内的有効

感10と外的有効感11に分けられる。内的有効感とは、自分自身が政治を理解したり、効果

的に政治に参加する能力があるという感覚12であり、外的有効感とは、政治家や政府機関

が市民の要望に応えることの信頼という感覚13である。本稿では小田(2014)14を参考に、

平成 23年横浜市統一地方選挙のアンケート結果15を用いて、世代別の政治的有効性感覚

を分析した。小田(2014)では、神戸市を対象にした分析がなされており、政治的有効性感

覚は高齢となるほど上昇する結果が出ていたことから、横浜市でも同等の結果が出るとい

う仮説のもと、独自に分析を行った。 

 

アンケートの中から、政治的有効性感覚の分析に適切と思われる、以下の 5項目を抽出し

た。 

① あなたは、横浜市政（横浜市の政治や行政）に、どの程度関心をお持ちですか。 

② あなたは、現在支持する政党がありますか。 

③ 政治は、われわれの日常生活とは切り離せないものだ。 

④ 選挙があるからこそ、有権者の声が政治に反映するようになる。 

⑤ われわれが努力したところで、政治はよくなるものではない。 

 

この 5つをさらに内的有効感と外的有効感に分け、①③を内的有効感とし、②④⑤を外的

有効感とした。 

                                                   
7 Niemi, R., S. Craig, and F. Mattei.(1991). “Measuring Internal Political Efficacy in 
the 1988 National Election Study.” The American Political Science Review, Vol. 85, 
No.4, 1407-1413. 
8 本稿では投票行動や議会に立候補することと解釈する。 
9 feeling of political efficacy 
10 internal efficacy 
11 external efficacy 
12 beliefs about one’s own competence to understand, and to participate effectively in 
politics 
13 beliefs about the responsiveness of governmental authorities and institutions to 
citizen demands 
14 小田利勝（2014）「高齢者の政治的有効性感覚と政治参加活動 」,『応用老年学』9(1),
日本応用老年学会, p55-72 
15 横浜市選挙管理委員会よりデータを頂戴した。アンケートの有効回答数は 2848である。 
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次に、質問の回答を以下のようにポイント化した。16 

非常にそう思う・・・・2 

まあそう思う・・・・・1 

どちらでもない・・・・0 

あまりそう思わない・・-1 

全然そう思わない・・・-2 

 

次に世代別にポイントを合計し、平均値から図を作成した。表 1-1、図 1-2は内的有効感、

表 1-2、図 1-3は外的有効感を表している。 

 

【表 1-1	 内的有効感について（①③）】 

	  度数 合計点数 平均値 

20代 445 127 0.285393 

30代 885 746 0.842938 

40代 1005 985 0.9801 

50代 890 878 0.986517 

60代 1196 1289 1.077759 

70歳以上 1111 1272 1.144914 

出所：平成 23年横浜市統一地方選挙アンケート結果より筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 なお、⑤については否定的な言辞のためポイントを逆転させた。 
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【図 1-2	 内的有効感の年齢別平均値】 

  
出所：平成 23年横浜市統一地方選挙アンケート結果より筆者作成 

 

【表 1-2	 外的有効感について（②④⑤）】 

	  度数 合計点数 平均値 

20代 667 -225 -0.33733 

30代 1327 -396 -0.29842 

40代 1508 -139 -0.09218 

50代 1339 49 0.036594 

60代 1788 279 0.15604 

70歳以上 1539 511 0.332034 

出所：平成 23年横浜市統一地方選挙アンケート結果より筆者作成 
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【図 1-3	 外的有効感の年齢別平均値】 

  

出所：平成 23年横浜市統一地方選挙アンケート結果より筆者作成 

 

 

集計の結果、政治的有効性感覚は、内的有効感・外的有効感のいずれも 20代が も低

く、年齢が上がるにつれて数値が上昇することが分かった。また、外的有効感については、

30代から 40代の間で、急激に上昇していることから、20代 30代の若年層は特に、自ら

の要望に対して政治家や政府が応えてくれるという信頼感が欠如しているといえる。小田

（2014）と同等な結果が得られ、仮説通りとなった。 

	 つまり、政治的有効性感覚が欠如している若年層は、有権者として政治に影響を与える

ことができるという意識や、政治家となり議会へ参加することが可能である意識が欠如し

ていることが考えられる。 

 

第 2 項 世代間の選好の違い  
 有権者が選挙で考慮する問題は世代間で大きく異なっている。表 1-3は第 46回衆議院議

員総選挙における、各世代の関心のある問題についてである。	 
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【表 1-3 第 46回衆議院議員総選挙 世代別考慮した問題】 

 20〜30 代  % 40〜50 代  % 60 代以上  % 

1 景気対策 55.7 景気対策 70.5 景気対策 59.5 

2 消費増税 39.8 消費増税 39.9 年金 57.9 

3 子育て・教育 38.1 年金 38.9 医療・介護 56.9 

4 震災復興 31.3 震災復興 37.5 消費増税 37.6 

5 雇用対策 28.5 雇用対策 35.1 原発 37.4 

6 医療・介護 25.6 医療・介護 33.4 震災復興 36.8 

7 年金 25.2 原発 31.5 外交・防衛 32.9 

8 原発 25.2 子育て・教育 27.9 雇用対策 26.1 

9 外交・防衛 20.7 外交・防衛 25.8 TPPへの参加 20.0 

10 TPPへの参加 14.6 TPPへの参加 16.1 子育て・教育 18.7 

 

出所：明るい選挙推進委員会(2013)「第 46回衆議院議員総選挙全国意識調査 調査結果の

概要]より筆者作成 

 

若年層は子育て・教育に強い関心があるが、年齢が上がるにつれて、子育て・教育への

関心は減少している。反対に、年金や医療・介護への関心は上昇している。よって、世代

間で政治に関する選好が大きく異なっていることが確認できる。また、第 23回参議院議

員通常選挙17や第 17回統一地方選挙18の際も同様な選好の違いが確認できる。	 

人口年齢構成の変化を含めると、政治的意思決定空間において決定される政策のうち、

世代によって選好が対立するものについては、若年層の選好を反映させることは構造的に

困難であるといえる。	 

                                                   
17 明るい選挙推進委員会(2014)「第 23回参議院議員総選挙全国意識調査」
(http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/06/070seihon1.pdf) 
2015/08/30 データ取得 
18 明るい選挙推進委員会(2012)「第 17回統一地方選挙全国意識調査」
(http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/07/17toituagiyo.pdf) 
2015/08/30 データ取得 
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	 大竹・佐野(2009)19では「高齢者比率の上昇は義務教育費支出を引き下げる」と分析し

ており、井上・大重・中神(2007)20は「高齢化している市町村ほど教育サービス支出に負

の影響がみられる」と述べられている。つまり、世代間で政治的影響力に差がある状況に

おいて、世代間で選好が異なっていることで、議会で採択される政策に影響を及ぼす構造

があると考えられる。 

 

第 3 項 若年層の投票率  
第 3項では、世代間の投票率の格差、特に若年層の低投票率を言及する。代議制民主主

義では、有権者は投票行動によって自らの選好反映が可能となるが、若年層と他の世代の

投票率には大きな差がある。図 1-4は衆議院議員総選挙における世代ごとの投票率推移を

表した図である。全体の投票率は下降傾向にあるが、特に、若年層の投票率は低水準にあ

る。若年層と高齢層の投票率の差が拡大傾向にあり、2014年は約 30%の差が生じている。 

	 

【図 1-4	 衆議院議員総選挙年度別投票率推移】 

 
出所：明るい選挙推進協会(2014)「年代別投票率の推移」を基に筆者作成 

                                                   
19 大竹文雄・佐野晋平(2009)「人口高齢化と義務教育費支出」『大阪大学経済学』第 59
巻、第 3号、p106  
20 井上智夫・大重斉・中神康博(2007)「高齢化は教育費に影響するか？：日本の義務教育
の場合」『教育の政治経済分析』シーエーピー出版 p240 
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以上のことより、若年層の政治的有効性感覚と投票率が低いことが確認できた。若年層

の低投票率の要因については、Ricker・Ordeshook(1968)21などの投票行動の要因モデル

を用いた議論がなされているが、政治的有効性感覚の低さも要因の一つだと考えられる。

特に、外的有効感が低いということは、自らの選好が政治に反映されないという意識が表

れている。つまり、若年層は他の世代より、自分たちが投票という政治参加によって影響

を与えることができるという感覚が薄く、投票行動を起こさない要因の一つとなっている。 

また、宮野(1989)22では、「1票の重みが軽いほど投票率が低くなる」ことや、竹内(2011)23

では「高齢層の投票率が上昇すると若年層の投票率が低下する構造」と述べられている。

宮野(2009)24では「若年層の人口比率の減少分だけ投票率が低下する」ことが言及されて

いることから、人口構成の変化が投票率に影響を与えていると考察することが可能である

が、議論の余地がある。 

	 

第 4 項 人口構成と議会年齢構成  
	 第 4項では議会空間における若年層の現状を確認する。次の図 1-5はそれぞれ 2014年

の人口構成、2014年衆議院議員選挙の議員年齢構成、2013年の参議院選挙の議員年齢構

成を表している。衆議院と参議院の両国会議員に占める若年層の割合は低い。議会の年齢

構成を有権者の年齢構成と比較すると、若年議員割合の低さが相対的に明示される。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

                                                   
21 Ricker, W., and P. Ordeshook(1968), “A Theory of the Calculus of Voting”, The 
American Political Science Review, Vol.62, p25-42 
22 宮野勝(1989)「総選挙における投票率の説明」『社会学評論』40 (2) p176 
23 竹内淳一郎(2011)「少子化と若年層の投票率低下がもたらす高齢者向け政策バイアス」
『経済百葉箱 2011年度番外編④』公益社団法人 日本経済研究センター p2  
24 宮野勝(2009)『選挙の基礎的研究』中央大学出版部 p130 
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【図 1-5	 人口年齢構成、衆議院、参議院における世代別構成割合】	 

	 

出所：総務省統計局「平成 26 年人口推計」、YOMIURI ONLINE(2014)「衆院選 2014結

果一覧」、YOMIURI ONLINE(2013)「参院選 2013結果一覧」より筆者作成	 

	 

	 他の世代に比して、若年層の立候補者、当選者は衆議院参議院ともに低いため、議会の

年齢構成が偏っているといえる。また、小選挙区や比例代表制などの選挙制度や、自民党

や民主党などの政党に偏らず、若年議員が少ない構造となっている。25	 

若年議員が少ない理由として、当選回数が多く、議員としての経験が豊富な高齢の候補

者に比べ、若年の議員が当選しづらい構造があると考えられる。	 

また、前述したように、若年層の政治的有効性感覚は他の世代に比して相対的に低いた

め、政治参加しても政府の決定に影響を及ぼすことが困難であるという認識を有する傾向

がある。そのため、若年層は立候補する割合が他の世代に比して低いといえる。松谷・藤

正(2002)26によると、ダウンズモデル27を	 

                                                   
25 YOMIURI ONLINE(2014)「衆院選 2014結果一覧」、YOMIURI ONLINE(2013)「参
院選 2013結果一覧」
(http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/)(http://www.yomiuri.co.jp/election/san
giin/2013/)2015/10/31 データ取得 
26 松谷明彦・藤正巌(2002)『人口減少社会の設計』中公新書 p100 



ISFJ2015 終論文 
 

 17 

	 

「政党の行動基準は、いかに多くの票を獲得するかにあるとした上で、 大の票を得る方

法は、有権者のさまざまな意見のうち、数のバランスにおいて も中間的な意見を持つ有

権者に照準を合わせた主張を展開することである」	 

	 

と解釈している。このような中位投票者年齢が政党の行動基準を決定する要因の 1つで

あり、高齢化による中位投票者年齢の上昇が予測される日本社会において、政党は若年層

向きに政策を掲げる可能性が低くなり、若年層の政治的無力感が高まると考察できる。	 

	 

小林(2004)28は、近年の有権者の投票行動の分析を行った結果、自分の年齢に近い候補

者に投票する傾向が上昇していると述べている。若年有権者は他の世代に比して相対的に

少ないため、若年候補者は当選しづらい環境であると考察できる。 

政治資金の面からも、若年層は他の世代と比べて政治家となる費用は高い。小林(1991)29

によると「政党は当選確率の高い候補者に政治資金を分配する」ため、有権者の大多数で

ある高齢層向けの政策を掲げる候補者が有利な構造である。また、公職選挙法30では候補

者 1人につき一定の供託金が必要であり、一般的に所得・貯蓄などが少ない若年層が不利

な構造といえる。 

このように、様々な問題があり、若年層が議会空間に参加することは相対的に困難であ

る。 

 

第 3 節 政治的格差に密接に関連する経済的

格差  

                                                                                                                                                     
27 Downs, A.(1957) “An Economic Theory of Democracy.” ,New York:Harper & Row[ア
ンソニー･ダウンズ／古田精司監訳(1980)『民主主義の経済理論』成文堂] 
28 小林良彰(2004)「第 161回国会 参議院憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小
委員会 第１号」参議院憲法審査会 
29 小林良彰(1991)『政治過程の計量分析』芦書房 
30 公職選挙法 92条・93条・94条 
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	 第 3節では、政治的格差に密接に関連する問題である、世代間の経済的な格差の現状を

確認する。	 

 

第 1 項 世代間の経済的格差  
	 世代間の政治的格差に密接に関連する問題として、社会保障等の経済的格差が存在する。

表 4、図 1-10は各世代の政府からの社会保障における、受益の格差を表している。 

	 

【表 1-4	 社会保障の世代間格差】 

生年  年金 (万円 ) 医療 (万円 ) 介護 (万円 ) 全体 (万円 ) 

1940 3100 1450 300 4850 

1960 -200 520 50 370 

1980 -1610 -40 -120 -1770 

2000 -2420 -620 -230 -3260 

出所：鈴木亘(2009)『だまされないための年金・医療・介護入門』より筆者作成 

	 

【図 1-10	 世代別の生涯純受益】	 

	 

	 

出所：経済産業省業構造審議会基本政策部会(2011) 「中間取りまとめ」より筆者作成	 
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	 図 1-10では、現在の若年層や将来世代の値は負となっており、負担額が受益額を上回っ

ている。一方で現在の高齢層の値は正となっていることがわかる。世代によって、社会保

障の受益に大きな差がある状態は不平等であるため、現状は望ましくない。	 

図 1-11は世界各国の世代不均衡31の水準と、1991～2000年の実質経済成長率の関係を

示している。なお、世代間不均衡率は 1995年の 0歳世代と将来世代の社会保障費の負担

額の比率を表しており、この値が大きいほど負担の将来世代への先送り度合いが強いとい

うことである。	 

	 

【図 1-11	 世代間不均衡と経済成長】 

 

 
出所：Breyer, F., and Craig, B. (1997). “Voting on Social Security: Evidence from 

OECD Countries”より世代間不均衡、 
IMF(2006) “World Economic Outlook Database “, IMF Multimedia Services 

Divisionより平均経済成長率を引用し筆者作成 
	 

また、加藤(2011)32によると「世代間格差の拡大が経済成長を低下させ、この経済成長

の鈍化がさらに世代間格差の拡大をもたらす」という悪影響が生じている。「供給面では

貯蓄の減少による新規投資の抑制、需要面では高齢世代の扶養額の増加による消費の抑制

                                                   
31 本稿では世代間不均衡は世代間格差と同義とする。 
32 加藤久和(2011)『世代間格差』ちくま新書 p198-199 
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が起きる」と述べられている。また吉田(2006)33によると、「わが国の急速な高齢化が大

きな世代間不均衡をもたらしている一因である」と言及している。	 

	 このように、日本は世代間不均衡率が高く、実質経済成長率が低いことがわかり、他国

と比較すると世代間不均衡と実質経済成長率には負の関係があることがわかる。社会保障

費の世代間格差は、国家の経済にも影響を与える可能性がある。	 

	 社会保障費の世代間格差問題の大きな原因は、年金制度に積立方式ではなく、賦課方式

が採用されており、急激な人口構成の変化に対応できる仕組みではなくなった影響と考え

られるため、本稿で主張する政治的格差が直接の原因であるとは考えにくい。	 

	 しかし、本稿では若年層が政策決定の場において、社会保障のような各世代にとって重

要な政策を決定する際に、人口構成という構造的な要因によって、選好反映の機会が損な

われていることこそが問題であると考える。よって本稿では、人口構成の変化によって生

じる政治的格差を是正すべき問題として扱うこととした。	 

	 

第 4 節 問題意識  
 	 前節まで、有権者空間と議会空間において政治的格差が生じていることを確認した。

有権者空間における政治的格差とは、投票という政治行為において、人口構成の変化とい

う構造的な問題によって生じる、自らの世代の選好を反映させる影響力の格差のことであ

る。議会空間における政治的格差とは、実際に政策決定される場において、人口年齢構成

に比べて若年議員の割合が少ないことで生じる、各世代の選好を反映させる影響力の格差

のことである。 

	 現状をふまえて、本稿では「世代間で政治的意思決定空間における選好反映の格差があ

ること」に問題意識を持ち、社会保障など経済的格差が生じ、経済成長が鈍化した社会を

望ましくない状態だと捉える。そこで、「若年層の政治的選好反映が困難な状態にある現

状」を も解決すべき政策課題とした。 

	 また、本稿の理想状態である「若年層の政治的選好反映が困難な現状が是正された状態」

を達成する上で、有権者空間、議会空間双方の観点から是正可能性を検証する。 

	 

                                                   
33 吉田浩(2006)『世代会計による高齢化と世代間不均衡に関する研究(改訂版)』一橋大学
経済研究所・世代間利害調整プロジェクト，DP-287. p1 
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第 2 章  現状分析  
	 第 2章では、投票という政治参加によって、有権者空間の政治的格差の是正可能性を検

証する。有権者の政治的影響力の数値化を独自に試みることや、シルバーデモクラシーに

より政策が高齢層向けとなることをパネルデータ分析で実証する。 

	 

第 1 節 若年層の必要投票率  
	 第 1節では、若年層の投票行動という政治参加によって、若年層が他の世代と同等な政

治的影響力を持つ可能性について検証を行う。蒲島(1988)34の「投票参加に も大きな影

響を与えているのは年齢である。年齢が高くなるほど政治活動のレベルが高くなり」より、

世代間の投票率の差を一定と解釈し、過去から将来にかけて世代間の投票率の差は一定で

あると仮定を置いた。仮定に基づき、若年層である 20代 30代が高齢層である 60代以上

と同等な政治的影響力を持つために必要な投票率を本稿独自に算出した。	 

	 式は以下の通りであり、人口構成比から必要な投票率を算出した。	 

	 

NVT：必要投票率  

vt：年齢区分別投票率  

n：有権者人口  

O：高齢層  

(  i  = 20, 30 ) 

(  t = 1967, 1969, …  2075 ) 

𝑵𝑽𝑻𝒊𝒕 =
𝒗𝒕𝒐𝒕 ∗ 𝒏𝒐𝒕

𝒏𝒊𝒕
 

	 

図 2-1は算出結果であり、若年層の必要投票率推移と将来予測を表している。 

	 

【図 2-1 若年層必要投票率推移・将来予測】 

                                                   
34 蒲島郁夫(1988)『政治参加』東京大学出版会 p115 
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出所：国立社会保障・人口問題研究所(2012)「将来推計人口」(出生中位・死亡中位)、明

るい選挙推進協会(2015)「年代別投票率の推移」より筆者作成 

 

	 図 2-1から 20代 30代の必要投票率が年代とともに上昇していることが分かる。2009

年以降は必要投票率が 100%を越えるため、有権者全員が投票行動を行ったとしても高齢

層と同等な政治的影響力を持つことが困難だといえる。つまり投票率の上昇という政治参

加によって、政治的格差是正は不可能であることが証明された。 

	 

第 2 節 実質政治的影響力指数  
	 過去から将来にかけて、世代間で実際の政治に与える投票での影響力を本稿独自に算出

した。本稿では、実際の政治に与える影響力を、人口年齢構成式と有権者の政治参加であ

る投票率と解釈した。そのため、世代別有権者人口と年齢区分別投票率を用いた。算出結

果は以下の通りである。35	 

 
RPI：実質政治的影響力指数  
                                                   
35 若年層と他の世代の政治的影響力を検証するため、20代を基準として算出した。 
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vt：年齢区分別投票率  

n：有権者人口  

(  i  = 20, 30, …  ,  70 以上  )36 

(  t = 1967, 1969,… ,  2075) 

 

𝑹𝑷𝑰𝒊𝒕 =
𝒏𝒊𝒕 ∗ 𝒗𝒕𝒊𝒕
𝒏𝟐𝟎𝒕 ∗ 𝒗𝒕𝟐𝟎𝒕

 
 

【表 2-1	 実質政治的影響力指数推移】 

RPI 20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上  

1967 1 1.073783 0.819600 0.629035 0.405185 0.187283 

1969 1 1.008824 0.874238 0.631062 0.441859 0.226249 

1972 1 1.052811 0.950749 0.647426 0.474107 0.264867 

1976 1 1.058444 1.029337 0.725037 0.527634 0.313771 

1979 1 1.367703 1.250634 0.991674 0.657817 0.426990 

1980 1 1.422856 1.262072 1.024641 0.671031 0.436724 

1983 1 1.578891 1.508831 1.334098 0.856757 0.603392 

1986 1 1.595132 1.477369 1.397816 0.950993 0.688819 

1990 1 1.308586 1.643842 1.376301 1.059575 0.734966 

1993 1 1.249054 1.692287 1.520637 1.269085 0.899406 

1996 1 1.301852 1.859280 1.682969 1.571356 1.196269 

2000 1 1.374191 1.630394 1.976082 1.683392 1.477430 

2003 1 1.524974 1.690899 2.222433 2.024801 1.896358 

2005 1 1.530947 1.574675 2.054014 1.838189 1.760879 

2009 1 1.640247 1.671722 1.886319 2.101088 2.055772 

2012 1 1.712669 2.079439 2.106795 2.739197 2.833039 

2014 1 1.618356 2.191477 2.210776 2.950437 3.378623 

2035 1 1.461852 1.840413 2.660612 3.177132 5.138679 

                                                   
36 投票率は 10歳ごとの世代区分のデータであるため、RPIの世代区分もそれに合わせた。 
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2055 1 1.468042 2.1225 2.798486 2.921309 7.364113 

2075 1 1.55117 2.047979 2.713431 3.272475 7.779627 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所(2012)「将来推計人口」(出生中位・死亡中位)、明

明るい選挙推進協会(2015)「年代別投票率の推移」より筆者作成 

	 

	 表 2-1は 20代の RPIを一定として他の世代の RPIの大きさの年代推移を表している。

年代が進むにつれて 20代の RPIが低い水準に変化したことが分かる。2035年以降の将来

予測では世代ごとの RPIの格差が拡大することが確認できる。つまり、今後の日本社会で

は若年層の政治的意思決定空間における影響力が他の世代に比べて極めて小さくなり、若

年層の影響力が弱くなっている。 

	 池田・大竹・筒井(2005)37の年齢による時間割引率の実証分析によると、年齢が高い高

齢層ほど時間割引率38が高い結果が実証されている。一般的に時間割引率が高いほど時間

的視野が短くなり、短期的な便益を求めるため、高齢層が政治的影響力を持つ社会は高齢

者の短期的便益が優先された政策が採択されると考察できる。 

	 また RPIは有権者人口と投票率によって構成されるため、投票率の上昇によって格差を

是正することが可能と考えられるが、第 1節で検証したように、投票率の上昇によって政

治的影響力の格差を是正することは極めて困難である。 

 

第 3 節 シルバーデモクラシーの実証  
	 第 3節では、シルバーデモクラシーの存在について、実証分析を用いて明らかにする。

実際の社会において、シルバーデモクラシーによって有権者の多数となる高齢層向けの政

策が採択されることを分析する。分析を始めるにあたって、少子高齢化は中位投票者年齢39

を上昇させると仮定し、単回帰分析を行った。記述統計量、分析結果は以下の表 2-2、2-3、
                                                   
37 池田新介・大竹文雄・筒井義郎(2005)『時間割引率：経済実験とアンケートによる分析』
大阪大学社会経済研究所 
38 経済学でせっかちさを意味するものであり、割引率が高いほど短期的な視点によって後
悔をすると考えられている。 
39 有権者年齢における中央値であり、本研究における有権者中位年齢と同義。公共選択論
の中位投票者定理に基づいている。中位投票者定理とは、多数決投票における均衡定理の

一つであり、中位投票者に好まれる選択肢が社会的に選択されることを意味している。 
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図 2-2の通りであり、決定係数 0.952によって高齢化は中位投票者年齢に正の影響を与え

ていることが証明された。つまり、高齢化によって中位投票者年齢は上昇するという仮定

が正しいことが示された。 

 

【表2-2	 記述統計量】	 

変数	 度数	 小値	 大値	 平均値	 標準偏差	 

有権者中位年齢	 188 34.20 52.40 43.7745 .24287 3.33003 

高齢化率	 188 .10 .30 .2041 .00298 .04090 

データ出所：総務省統計局『地域別データベース』より 47都道府県の高齢化率・中位年

齢データ 

 

【表 2-3	 単回帰分析結果】 

R 2	 乗(決定係数)	 F df1 df2 有意確率	 定数	 b1 

.952 3713.309 1 186 .000 27.558 79.445 

データ出所：総務省統計局『地域別データベース』より 47都道府県の高齢化率・中位年

齢データ 
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【図 2-2	 有権者中位年齢と高齢化率】 

 

 
データ出所：総務省統計局『地域別データベース』より 47都道府県の高齢化率・中位年

齢データ 

 

第 1 項 パネルデータ分析モデル  
	 本稿では、シルバーデモクラシーによる世代間の政治的選好反映の格差が存在する有権

者空間の検証として、都道府県別パネルデータ40を用いた実証分析を行った。有権者年齢

の時系列変化による、政策決定の変化を分析するためパネルデータを用いた。41大竹・佐

野(2009)と八代・島澤・豊田(2012)42においても同様に分析している。 

                                                   
40 全 47都道府県のパネルデータを使用した。 
41国政に比べて地方議会のほうが分析の対象が多く、また地方議会のほうが政党による影

響が小さいと考えられ、世代により影響力の分析を明確にするため、都道府県議会のデー

タを用いて分析を行った。 
42 八代尚宏、島澤諭、豊田奈穂(2012)「社会保障制度を通じた世代間利害対立の克服―シ
ルバー民主主義を超えて」『NIRA モノグラフシリーズ』No.34 



ISFJ2015 終論文 
 

 27 

	 分析の目的は有権者中位年齢の上昇によって、高齢層向けの政策が変化することを明ら

かにすることである。用いるデータは 1995年、2000年、2005年、2010年である。 

	 高齢層向けの政策として老人福祉費43を 65歳以上一人当たり老人福祉費支出として被

説明変数とした。分析の仮定は、有権者中位年齢の上昇は老人福祉費を増大させることで

ある。分析によって、有権者中位年齢が正の影響を与えることを実証する。 

 

被説明変数 

65 歳以上 1 人当たり老人福祉費  
各都道府県の 65 歳以上441 人当たりの老人福祉費である。シルバーデモクラシーが存
在する仮定が正しいなら、老人福祉費支出は増大する結果となる。 
 
 
パネルデータ分析45の説明変数は、同様にシルバーデモクラシーの存在を検証している、

大竹・佐野(2009)と八代・島澤・豊田(2012)から以下を選択した。 

 

①  有権者中位年齢46 

中位投票者定理に基づき、有権者の中位年齢が政策に影響を与えていることを実証す

る際に必要な変数である。有権者中位年齢の上昇は老人福祉費を増大させると考えら

れるため、正の効果が期待される。 

②  平均県民所得47 

住民の財政状況を表す変数として用いる。所得については、所得の増加は税収税をも

たらすため正の効果が期待される一方、所得水準が高いほど公的な支出から私的な支

出に代替されることも予想されるため、正か負の効果であるかは予想できない。 

③  完全失業率  

その年度の経済状況を表す変数として用いる。一般的に景気悪いほど地方歳出は増大

すると想定されるため、正の効果が期待される。 
                                                   
43 高齢層向けの政策である老人福祉費を使用した。老人福祉費とは老人福祉行政に使われ
るもので、老人に対応するサービスの費用である。都道府県の裁量権がある支出である。 
44 総務省が公開しているデータでは 65歳以上の区分である。また、先行研究でも同様に
65歳以上として用いられている。 
45 観察単位を時系列に沿って分析するモデル。大量のデータを用いるため精度が高い。 
46 総務省のデータにおける人口中位数を用いた。 
47 平均県民所得の 1995年時点でのデータが存在しないため、2000年以降のデータを使用
した。 
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④  労働組合員数対就業者比率  

住民の政治的嗜好を表す変数として用いる。一般的な傾向として労働組合は大きな政

府を選好するため、正の効果が期待できる。 

⑤  持ち家比率  

住宅所有者と非所有者の選好の違いを実証するための変数として用いる。住宅所有者

ほど居住地区への支出を選好すると考えられるため、正の効果が期待される。 

⑥  人口集中度  

都市への人口集中度を表す変数として用いる。人口集中している地区ほど規模の経済

によって公的な費用を抑えることが考えられることから、負の効果が期待される。 

 

第 2 項 分析モデルの推定 

	 説明変数の組み合わせについて、AIC48と BIC49をもとに適合度が高いモデルを採択した。

検討したモデルは以下の通りである。八代・島澤・豊田(2012)より、有権者中位年齢、平

均県民所得、完全失業率、労働組合員数対就業者比率をベースとなる説明変数とし、その

他の変数の適合度を検討した。 

 
①	 有権者中位年齢＋平均県民所得＋完全失業率＋労働組合員数対就業者比率  
②	 有権者中位年齢＋平均県民所得＋完全失業率＋労働組合員数対就業者比率＋持

ち家比率  
③	 有権者中位年齢＋平均県民所得＋完全失業率＋労働組合員数対就業者比率＋人

口集中度  
④	 有権者中位年齢＋平均県民所得＋完全失業率＋労働組合員数対就業者比率＋持

ち家比率＋人口集中度  
 

【表 2-4	 モデル適合度】 

情報量基準  モデル①  モデル②  モデル③  モデル④  

AIC 1099.679 1089.241 1093.027 1079.625 

                                                   
48 赤池情報量基準という、モデルを選択する上で使用する基準のひとつであり、相対的に
数値が低いモデルの適合度が高い。 
49 ベイズ情報量基準という、AICと同様なモデルを選択する上での基準のひとつであり、
相対的に数値が低いモデルの適合度が高い。一般的には両方の情報量基準を用いてモデル

を選択する。 
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BIC 1102.591 1092.147 1095.932 1082.523 

 

出所：筆者作成 

 

モデル④＜モデル②＜モデル③＜モデル①  

上記の結果から、AICと BICともに も小さい値であるモデル④が採択された。 

 

分析モデル④を式で表したものは以下の通りである。 

 

𝑹𝒐𝒋𝒊𝒏𝒊𝒕 = 𝜷𝟏𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑼𝑵𝑰𝑶𝑵𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆𝒊𝒕
+ 𝜷𝟔𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 + 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒕 

 

𝑹𝒐𝒋𝒊𝒏𝒊𝒕：65 歳以上一人当たり老人福祉費 
𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒊𝒕：有権者中位年齢 
𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆𝒊𝒕：平均県民所得 
𝑼𝑹𝒊𝒕：完全失業率 
𝑼𝑵𝑰𝑶𝑵𝒊𝒕：労働組合員数対就業者比率 
𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆𝒊𝒕：持ち家比率 
𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒕：人口集中度 
𝒖𝒊𝒕：誤差項 
𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒕：定数項 
( i = 北海道, 青森県, … 沖縄県 ) 
( t = 1995, 2000, 2005, 2010 ) 
 

	 各都道府県の固定効果を考慮したモデルによって推計を行う。大竹・佐野(2009)は、都

道府県ごとに文化や地理的要因でばらつきがあり、それらが説明変数に影響を与えている

場合は固定効果モデルが適切であると述べられており、固定効果モデルを支持していた。

理論的には固定効果モデルの選択が正しいが、固定効果モデルの支持を確実とするため、
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Hausman検定50によって固定効果モデルと変量効果モデルどちらが適切か検証を行った。

検証の結果、統計量 50.424、自由度 1、p値 0.00で先行研究と同様に固定効果モデルが採

択され、本研究で用いる分析モデルが正しいことが証明された。51 

 

第 3 項 パネルデータ分析結果  
	 記述統計量、推計結果は表 2-5、2-6の通りである。老人福祉費に対して有権者中位年齢

は有意水準 1%で正の値となった。つまり、有権者中位年齢の上昇によって老人福祉費支

出が増大することが実証された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50 固定効果モデルと変量効果モデルの採択を行う際の検定方法である。固定効果モデルと
変量効果モデルの差異は、固有効果と誤差項の間の相関の有無である。 
51 パネルデータを用いた推定モデルの選択には、一元配置固定効果推定法とプーリング推

定法を F検定で比較し、ラグランジュ乗数法51を用いて変量効果推定法とプーリング推定

法をカイ二乗検定した後に、Hausman検定によって固定効果モデルを選択する手順が存

在する。山本(2015)51によると、パネルデータを用いる場合、固有効果が存在することが

多いため、F検定を省略し Hausman検定の結果からモデルを選択することが一般的であ

ると述べている。本研究では Hausman検定の結果から採択した。また、八代・島澤・豊

田(2012)も同様に Hausman検定の結果より固定効果モデルの選択を支持している。 
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【表2-5	 記述統計量】	 

	 度数	 小値	 大値	 平均値	 標準偏差	 

統計量	 統計量	 統計量	 統計量	 標準誤差	 統計量	 

老人福祉費(千円/人)	 188 39.53 135.90 76.4780 1.40851 19.31250 

有権者中位年齢(歳)	 188 34.20 52.40 43.7745 .24287 3.33003 

平均県民所得(千円)	 141 2018.00 5235.00 2780.5319 36.87217 437.83279 

完全失業率(％)	 188 .02 .12 .0524 .00115 .01573 

労働組合員対就業者比率

(％)	 
188 .08 .38 .1540 .00303 .04152 

持ち家比率(％)	 188 .35 .74 .5825 .00510 .06992 

人口集中度(％)	 188	 .24	 .98	 .5079	 .01358	 .18617	 

データ出所：総務省統計局『地域別データベース』都道府県データより全て引用 

 

【表2-6	 65歳以下老人福祉費支出パネルデータ分析(固定効果モデル)結果】	 

変数	 推定値	 標準誤差	 自由度	 t 

切片	 -61.749671* 32.308249 134.000 -1.911 

有権者中位年齢(歳)	 3.291416*** .463517 134.000 7.101 

平均県民所得(千円)	 .000298 .004421 134 .067 

完全失業率(％)	 437.081517*** 105.435780 134.000 4.145 

労働組合員対就業者比

率(％)	 
121.340416** 46.127282 134.000 2.631 

持ち家比率(％)	 -66.601389* 30.452864 134 -2.187 

人口集中度(％)	 -17.946051* 10.069151 134 -1.782 

a.	 従属変数:	 老人福祉費。***,**,*印はそれぞれ1%,5%,10%水準で有意であることを示す	 

データ出所：総務省統計局『地域別データベース』都道府県データより全て引用 
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パネルデータ分析によって、高齢化による有権者中位年齢の上昇によって、高齢層向け

の政策である老人福祉費支出が増大する構造が明らかになった。つまり、高齢化によって

高齢層向けの政策が採択される、シルバーデモクラシーの存在が実証された。 

	 その他の説明変数の結果は、完全失業率、労働組合員対就業者比率、平均県民所得は正

の効果が確認できた。また、人口集中度、持ち家比率は負の効果が確認できた。持ち家比

率以外の説明変数は期待通りの結果となり、検証はほぼ仮説通りとなった。 

	 

第 4 節 世代間の構造的な格差  
	 以上の分析結果をふまえて、世代間で政治的影響力の格差が将来的に拡大することが検

証できた。また、投票行動による政治参加によって若年層が高齢層と同等な政治的影響力

を持つことが不可能であることが示された。	 

	 実証分析では、高齢化による有権者中位年齢の上昇によって、65歳以上一人当たり老人

福祉費が増大するということが実証され、本稿では分析結果からシルバーデモクラシーが

存在すると解釈した。シルバーデモクラシーによって高齢層向けの政策が採択される社会

となるが、若年層の努力で解決できない点が重要な問題である。第 3章では若年層当事者

の努力では解決できない格差を制度として是正する方策を、先行研究の議論から確認する。	 

第 3 章  先行研究及び本稿の独
自性  
	 第 3章では、世代間の政治的格差を是正する政治制度を確認し、現在議論されている点

をふまえる。第 1節では、世代間格差を制度として是正する代表的方策として、ドゥメイ

ン投票方式、余命投票方式の説明を行う。第 2節では、年齢別選挙区に焦点を当て、詳述

を行う。第 3節では、先行研究の議論を下に、本稿が提言する問題改善方策の位置づけ及

び独自性を示す。表 3-1は世代間格差是正方策の一覧である。	 
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【表 3-1	 世代間格差是正の方策一覧】	 
世代間格差是正の方策	 特徴	 問題点	 先行研究	 

ドゥメイン投票方式	 親が選挙権を待たない

子供の代理で投票行動

を行う方式	 

親の性善説に基づく代

理投票、市民の支持	 

青木	 	 

(2009),(20
12)…	 

余命投票方式	 平均余命、限界寿命に

応じて投票価値を変化

させる方式	 

個人の投票価値の平等

性を損なう	 

小黒・石田

(2012)…	 

年齢別選挙区制度	 選挙区を年齢によって

区割りすることで世代

の代表を一定数議会に

送り込む制度	 

地域別選挙区との区割

り問題、システム設計	 

井堀・土居

(1998)	 

井堀

(1999)…	 
出所：表中の先行研究より筆者作成 

 

第 1 節 ドゥメイン投票方式、余命投票方式  
	 ドゥメイン(Demeny)投票方式とは、子供が有権者の年齢に達するまで、親が子供の代理

として投票する制度である。この投票方法は Demeny(1986)52が、出生率増加政策推進方

策として提案した制度であり、青木・Vaithianathan(2009)53では、次世代の利害を反映さ

せる選挙制度改革としてドゥメイン投票方式の導入を検討している。ドゥメイン投票方式

を導入することについては、いくつかの懸念点がある。親が子供の代理として選好を反映

させるという性善説に基づいた投票行動を前提とするが不確実性が高い。また、代理投票

という方法自体に対する正当性の問題があり、実際、青木(2012)54においても、アンケー

ト調査におけるドゥメイン投票方式の反対理由として「代理権投票はあり得ない」が も

高く、市民の支持を得ることが困難である。 

余命投票方式は有権者の平均余命または限界寿命に応じて、投票価値を変化させる方式

である。有権者の余命が長ければ長いほど、投票価値が高くなる制度である。この制度の

問題点は、個人レベルにおいて年齢が低いほど投票価値が高く、年齢が高くなるほど投票

                                                   
52 Demeny,P.(1986),”Pronatalist Policies is Low-Fertility Countries:Pattern, 
Performance and Prospects,” Population and Development Reviews, 
vol.12(supplement): p335-358 
53	 青木玲子・	 Vaithianathan, Rhema(2009)「ドゥメイン投票法は日本の少子化対策にな
るか？」『世代間問題研究機構ディスカッションペーパー』No.435 p1-7 
54	 青木玲子(2012)「	 ドメイン投票方式はいかに支持されるか－政策と政党に関するアン
ケートから－」『NIRAモノグラフシリーズ』36号 p1-11 
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価値が低くなることが余命投票方式の前提である点だ。現行の投票方式は、個人レベルで

は年齢に関わらず、常に 1人 1票が原則である。しかし、この余命投票方式には価値判断

として、個人レベルにおいては高齢層よりも若年層が投票価値を持ち、政治的意思決定に

影響を及ぼすべきである、という旨を内包している。このような余命投票方式が内包する

価値は、高齢層にとっては受け入れがたく、正当性の問題を抱える。 

	 

第 2 節 年齢別選挙区制度 	  

第 1 項 年齢別選挙区制度とは  
	 年齢別選挙区制度とは、選挙区を年齢によって区割りする方策である。井堀・土居

(1998)55が立案した制度であり、一定程度世代の代表を議会へ送り込む制度である。井堀

(1999)56は「高齢化・少子化のスピードが速い分だけ、地域以上に年齢による選好の相違

や財政制度上の利害の対立は大きい」と述べ、地域別の区割りとならんで年齢別で区分け

した小選挙区制度を導入することが望ましいと指摘している。選好の相違は年金制度や公

債発行などの世代間の再配分政策だけでなく、環境問題、外交問題など存在するとしてい

る(井堀 1999)57。しかし、年齢構成を考慮しない現在の選挙区の区割りでは、中年層、高

齢層の有権者の意向を代弁する政治家ばかり選出されやすいという、シルバーデモクラシ

ーが存在する。将来世代はおろか、現在の若年層の選好を反映する政治家が選出されにく

い。故に、少子高齢社会においては、世代の代表を一定数送り出す年齢別選挙区制度が必

要であるといえる。井堀(1999)は以下のように説明し、年齢別選挙区の区割りに言及する。 

 

	 「年齢別の区割りのもとでは、たとえば、①20歳代と 30歳代の有権者を母集団とする

選挙区を青年区、②40歳代と 50歳代を中年区、また、③60歳以上を老年区と呼んで、こ

れら 3つの年齢別選挙区を導入する。地域と年齢の二つの指標で選挙区を作成するのであ

る。したがって、多くの青年層が棄権しても、青年区の定数が青年有権者の人口に対応し

ているので、青年世代の利害を代表する政治家が量的にきちんと選出される。」 

                                                   
55 井堀利弘・土居丈朗(1998)『日本政治の経済分析』木鐸社 p220 
56 井堀利弘(1999)『経済学で読み解く 日本の政治』木鐸社 p217-221 
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【図 3-1	 年齢別選挙区制度区割りイメージ図】	 

	 

出所：井堀・土居(1998)より筆者作成	 

 

図 3-1のように、年齢別区割りとすることで、世代の代表が一定数議会に選出されるこ

とになる。また、年齢別選挙区制度には、井堀(1999)の提案する人口比配分による議席数

のみならず、どの選挙区でも議席数を一定数にする案(島澤 2013)58や、竹内(2011)59の世

代ごとの議席数を余命に応じて配分する方式である「余命投票方式+年齢別選挙区」など

が存在する。いずれも若年人口が減少していく状況に対応する方策であり、世代の代表を

議会に選出するという基本的な理念や問題意識は共通しているといえる。また、小黒

(2011)60は以下のように論じる。	 

	 

「2009年選挙後の衆議院議員のうち 20～30代が占める割合は 16.2％にすぎないが、もし

世代別選挙区制に移行すれば、20～30代の衆議院議員が占める割合は 32.5％に上昇し、

ほぼ倍増する。今の衆議院の定数は 480であるから、480×32.5％＝156人もの“青年”衆議

院議員が選出されるはずである。」	 

 

このように、若年層の選挙区によって選出される議員は、同じ若年層となることが想定

されている。また、小黒(2011)では、中年区では中年議員が選出され、老年区では老年議

                                                   
58 島澤諭(2013)『ドゥメイン投票、年齢別選挙区、平均余命投票など』Yahooニュース
(http://bylines.news.yahoo.co.jp/shimasawamanabu/20131125-00030087/) 2015/11/01 
データ取得 
59 竹内幹(2011)『「年齢別選挙区」で子どもの声を政治に生かせドメイン投票より現実的。
若さに応じて議席配分を』日経ビジネス ON LINE. 
60 小黒一正(2011)『世代別選挙区を採用したら議席配分はどうなる？』日経ビジネス ON 
LINE 
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員61が選出されると述べられている。高橋(2010)62によれば、年齢別選挙区において、立候

補者は年齢によって制限されないため、ある世代の政治家がその世代の有権者の代表とな

るという考察が小黒(2011)でなされているといえよう。小林(2004)63は「 近の有権者の

投票行動を分析しますと、少し特徴として言えることは、自分の年齢と近い年齢の候補者

に入れる傾向が強くなってきております。」と述べており、有権者は自分と同じ世代の候補

者に投票し、代表者として選出する傾向が高くなっているといえる。このことは、小黒

(2011)の考察の根拠となる。 

第 2 項 年齢別選挙区制度の問題点  
	 年齢別選挙区制度はいくつかの問題を抱えている。その一つが、地域別選挙区と年齢別

選挙区の区割り問題である。地域と年齢の具体的な議席配分の根拠や有効性を導くのが困

難である。また、全国すべての選挙区の区割りの再調整が必要であり、これは議員によっ

てではなく、第三者機関が機械的に、選挙の度ごとに決定するシステムを構築するべきで

あると井堀(1999)は指摘している。しかし、このシステム構築にあたって政治家の支持を

得られなければならず、実施するにあたって難航することが予想される。自派に有利な区

割りを行うゲリマンダーに象徴されるように、政治家は自らが当選しやすい選挙区の区割

りを作り出そうとするものであり、システム構築の困難が予想される。 

	 
 

第 3 節 本研究の独自性  
世代間の構造的格差是正の方策としていくつかの制度を確認した。格差是正の議論は、

具体的な制度設計や利害関係を含めた実現可能性までいたっていないのが現状であり、ま

た構造的に不利な若年層の選好反映を定量的に表している研究は存在しない。 

本稿では、ある世代の有権者は自らの代表者として、その世代の政治家を選出するとい

う小黒(2011)の考察から、本稿の独自性として「若年クオータ制」という制度を導いた。

                                                   
61 高齢議員と同義である。 
62 高橋亮平(2010)「政治参加	 ユースデモクラシーの構築」『世代間格差ってなんだ 若
者はなぜ損をするのか？』PHP新書 
63小林良彰(2004)「第 161回国会 参議院憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委
員会 第１号」参議院憲法審査会 
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「若年クオータ制」という制度の設計や導入シミュレーションを行うのは本稿初の取り組

みである。少子高齢化の進展している社会において、年齢別選挙区制度の導入を提言する

ことは、若年層への優遇措置と解釈される。年齢別選挙区制度と「若年クオータ制」は問

題意識を共有しているといえる。しかし、「若年クオータ制」は年齢別選挙区制度とは異な

る様態であることから、同一の制度ではない。「若年クオータ制」は現行の選挙制度の枠内

で修正が可能であり、年齢別選挙区とはその点で制度として異なる。「若年クオータ制」の

特徴に関しては、第 4章で詳細について言及する。図 3-2は本稿が考える「若年クオータ

制」のイメージである。 

 

【図 3-2	 若年クオータ制イメージ図】	 

 

出所：筆者独自に作成	 

 
 
 
 
 

第 4 章  政策提言  
	 本稿独自の政策提言である「若年クオータ制」の制度設計について言及し、実現可能性、

導入による政治的意思決定空間の変化を検証する。政策効果を示すことによって政策提言

の有効性を示す。また政策前後の社会の変化も示す。	 
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第 1 節 クオータ制  

第 1 項 議会における「女性クオータ制」の導

入事例  
	 議会における女性クオータ制とは、女性議員の当選を推進する制度である。図 4-1は、
世界 196か国における女性クオータ制導入割合である。 
 

【図 4-1	 女性クオータ制導入国割合】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：内閣府男女共同参画会議(2012)『基本問題・影響調査専門調査会報告書』より筆者
作成 
 

	 PA/AA64の一つである女性クオータ制を巡っては、スティグマ65などのいくつもの問題

点が指摘されている。しかし、女性クオータ制を 80カ国以上の国が導入しており、フラ

ンスのように憲法を改正してでも導入している事例があり、女性クオータ制は多くの国が

その必要性、重要性を認めているといえる。日本においても、指導的立場に占める女性の

割合を 2020年までに少なくとも 30%にすることが目標とされており、政治分野において
                                                   
64 実質的な機会均等を実現することを目的とした、ポジティブアクション・アファーマテ
ィブアクションを意味する。 
65 個人に押し付けられた負の烙印のことである。 
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女性クオータ制が検討されている。このように、女性クオータ制は既に多くの国・地域ま

たは分野で実際に導入されている。 
 

第 2 項 クオータ制の種類  
女性クオータ制には、政党自ら候補者名簿に一定の制約を設ける「自発的クオータ制」、

候補者名簿に一定の制約を設けることを法律によって定める「法律によるクオータ制」、

法律によってあらかじめ議席に一定数枠を設ける「議席割当制」に分けられる。表 4-1は

3つの制度について、導入している国を示している。	 

「議席割当制」については先進国で採用されている例はなく、日本には適合しないと考

えられるため本稿では「自発的クオータ制」と「法律によるクオータ制」のみ扱うことと

する。	 

【表 4-1	 クオータ制の種類】	 
 
議席割当制 アフガニスタン、バングラデシュ、ルワンダ等 

自発的クオータ制 ドイツ、イギリス、スウェーデン等 

法律によるクオータ制 韓国、ベルギー等 
出所：内閣府男女共同参画局(2011)「第 1部 男女共同参画社会の形成の状況-第 2節 世

界のポジティブアクション」 

 

第 3 項 若年層に対するクオータ制適用  
	 以上の導入事例や女性クオータ制の種類をふまえて、世代間の政治的選好反映で構造的

な格差を被っている若年層に対して「若年クオータ制」として、クオータ制を適用する。

本稿では、衆議院と参議院、選挙制度に応じて異なったクオータ制の導入を検討する。ま

た、実現可能性の観点から、二種類のクオータ制を考察し、比較した上で適した制度を導

く。	 
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第 2 節 「若年クオータ制」  
	 日本の国会において「若年クオータ制」を導入する。まず「若年クオータ制」の目標若年

議員割合について言及し、具体的な制度を衆議院、参議院の選挙区別に応じて導入の検討

をする。	 

	 

第 1 項 人口比に基づく目標設定  
	 「若年クオータ制」を実際に導入するにあたっての議席配分について本節で言及する。

導入時の議席配分を本稿独自に算出しシミュレーションを行った。小林(2011)66による「ポ

ジティブアクションは母集団の比率に応じてやるのが普通」から、若年議員割合を有権者

人口における比率で配分する。また、第 4節で行うシミュレーションは目標議席数が完全

達成された場合である。	 

	 

「若年クオータ制」目標若年議員数モデル	 

YS : 若年議員数	 

N : 総議員定数	 

V : 有権者人口	 

YV : 若年有権者人口	 

( i= 2015, 2016,… )  

𝒀𝑺𝒊 = 𝑵×
𝒀𝑽𝒊
𝑽𝒊

 

 

 
第 1章第 2節第 4項で確認したように、人口年齢構成では若年層は約 30%であることに

対し、議会年齢構成は 10%未満である。議会年齢構成は人口比に対応しておらず、人口年

齢構成と比べて世代による議会への政治参加の格差が生じている。本稿で提言する政策は

現行制度から人口年齢構成に応じた議席配分を目標とするものである。 

                                                   
66 小林良彰(2011)『基本問題・影響調査専門調査会 ポジティブ・アクション ワーキング・
グループ（第 2 回）議事録』 



ISFJ2015 終論文 
 

 41 

	 

	 

	 

【図 4-2 「若年クオータ制」導入後の若年議員割合推移】	 

	 

出所：国立社会保障・人口問題研究所(2012)「将来推計人口」より筆者作成	 

	 

	 図 4-2は「若年クオータ制」導入後の若年議員割合の将来目標の推移である。現行制度

では 10%未満であった若年議員割合は、人口年齢構成に基づき約 30%まで増加する可能性

が生じる。また、将来的にも67人口年齢構成に基づく議席配分によって、一定数の若年議

員割合を確保する可能性があることが示された。	 

	 また、「若年クオータ制」を導入するにあたって現在の若年層の立候補、当選状況を確

認する。第47回衆議院議員総選挙において、世代別立候補割合、当選割合はそれぞれ 15%、

11%となっている。第 23回参議院議員通常選挙においても、17%、16%となっていること

から、他の世代と比べて若年層の立候補、当選ともに少ない現状がわかる。「若年クオー

タ制」で人口比に基づく議員割合を目標とすることによって、立候補割合、当選割合の増

加を見込むことはできるが、検証の余地がある。	 

	 

第 2 項 本稿の「若年クオータ制」の種類  
本稿では「自発的若年クオータ制」と「法律による若年候補者クオータ制」の 2つを提

言する。	 	 

                                                   
67 将来人口予測に基づいて算出したため、実際に導入された場合の割合は変動する。 
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政策①「自発的若年クオータ制」	 	 

	 衆議院小選挙区と参議院普通選挙区に、「イギリス労働党型」を導入する。引退する議

員の選挙区や自党に有利な選挙区から若年候補者を立候補させることで当選させる。	 	 

	 衆議院比例代表に、「3X型」を導入する。各政党の名簿の 3の倍数を若年候補者とす

ることで、一定数当選させる。  

	 参議院比例代表に、「ベルギー型」を導入する。各政党の名簿の 33%を若年候補者とす

ることで、若年候補者の当選確率を上げる 

	 

政策②「法律による若年候補者クオータ制」	 	 

	 衆議院小選挙区と参議院普通選挙区に、「韓国型」を導入する。政党法により各政党に

若年議員割合の努力義務を課し、達成した政党に補助金を支給する。  

	 衆議院比例代表に、「3X型」を導入する。強制的に各政党の名簿の 3の倍数を若年候

補者とすることで、一定数当選させる。  

	 参議院比例代表に、「ベルギー型」を導入する。強制的に各政党の名簿の 33%を若年候

補者とすることで、若年候補者の当選確率を上げる。	 	 

	 	 

	 

	 

【表 4-2	 選挙区別若年クオータ制一覧】	 

	 

制度  衆議院小選挙区  衆議院比例代表制  参議院選挙区  参議院比例代表制  

法律による

若年候補者

クオータ制  

韓国型(努力義

務・補助金) 

3X型(候補者名簿の

うち 3の倍数の順位

に若年候補者を入れ

る) 

韓国型(努力義

務・補助金) 

ベルギー型(候補者

名簿のうち 33％を

若年候補者とする) 
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自発的クオ

ータ制  

イギリス労働党型

(引退選挙区・有利

選挙区から出馬) 

3X型(候補者名簿の

うち 3の倍数の順位

に若年候補者を入れ

る) 

イギリス労働党

型(引退選挙

区・有利選挙区

から出馬) 

ベルギー型(候補者

名簿のうち 33％を

若年候補者とする) 

出所：筆者作成	 

 

第 3 項 「自発的若年クオータ制」  
女性議員の「自発的クオータ制」は、スウェーデン、ドイツ、ノルウェー、イギリスな

ど多くの国で採用されている。「自発的クオータ制」には法的拘束力はなく、政党が自ら

行うクオータ制である。 

 

「衆議院比例代表」 
	 ドイツは小選挙区比例代表併用制がとられており、比例代表制については、日本の衆議

院と同じく拘束名簿式が採用されている68。そこで本稿では衆議院議員選挙の比例代表制

についてドイツを参考に「自発的若年クオータ制」を検討する。 

	 ドイツは 1987年以前は、女性国会議員の割合が 10％を下回る数値であったが、クオー

タ制導入後 2005年には 31.6％と約 3倍に増加した69。 

	 ドイツの政党の中で、1986年に緑の党が導入したクオータ制(以下緑の党型)が画期的で

あった。この「緑の党型」の比例代表制における導入については、候補者名簿を男女交互

とし奇数順位を女性とするものである70。これは単に候補者名簿の何割かを女性にすると

いった制度よりも、名簿上で女性議員が当選する確率がより高くなる制度である。 

                                                   
68 内閣府男女共同参画局(2011)「第 1部 男女共同参画社会の形成の状況-第 2節 世界の
ポジティブアクション」

(http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html ) 
2015/11/1 データ取得 
69内閣府男女共同参画局(2008)「ドイツ 2政治分野への女性の参画」,『諸外国における政
策・方針決定過程への女性の参画に関する調査-ドイツ共和国・フランス共和国・大韓民国・
フィリピン共和国-』内閣府男女共同参画局 p22-30 
(http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/sekkyoku/pdf/h19shogaikoku/sec2-2.pdf) 
2015/11/1 データ取得 
70内閣府男女共同参画局(2011)「第 1部 男女共同参画社会の形成の状況-第 2節 世界のポ
ジティブアクション」
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	 まず、2014年の衆議院議員総選挙の比例代表制において、「緑の党型」を導入した場合、

自民党、民主党からそれぞれ何人の若年候補者が当選するかを検証する。 

下の表 4-3は、各ブロックの獲得議席数から「緑の党型」を導入した場合の、若年候補者

の当選者数を算出したものである。 

【表 4-3	 自民党緑の党式シミュレーション結果】 

 

出所：筆者作成 

 

 

【表 4-4	 民主党緑の党式シミュレーション結果】 

出所：筆者作成 

 

いずれの党も、獲得議席数中に占める若年議員割合が 50％を超えることが確認された。

「緑の党型」は本来、女性クオータ制として導入されているものであり、「若年クオータ

                                                                                                                                                     
(http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html ) 
2015/11/1 データ取得 
 

自民党  合計  北海

道  

東北  北関

東  

北陸  中国  東京  南関

東  

東海  近畿  四国  九州  

獲得  

議席数  

68 3 5 8 8 6 5 8 9 5 3 8 

緑の党型  37 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 4 

割合  54%            

民主党  合計  北海

道  

東北  北関

東  

北陸  中国  東京  南関

東  

東海  近畿  四国  九州  

獲得  

議席数  

35 2 4 4 4 3 3 5 4 2 1 3 

緑の党型  20 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 

割合  57%            
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制」としては人口構成に比べて比率が極めて高くなると考えられる。したがって、「緑の

党型」をそのまま若年クオータ制に当てはめるのは適切ではないと判断した。 

 

そこで、次に「緑の党型」を参考に、本稿独自に、候補者名簿のうち 3の倍数の順位71に

若年候補者を入れる方式(以下 3X型)を考案した。ただし、通常は重複立候補者で名簿順位

が同位の者が存在するが、その場合にも小選挙区の惜敗率によって全候補者の順位が同一

となることなく決定されたものとして考える。例えばある政党の名簿順位 1位が 3名いた

として、それぞれ、A氏惜敗率 90％、B氏惜敗率 80％、C氏惜敗率 70％であった場合は

1位 A氏、2位 B氏、3位 C氏となる。 

次の表○～○は 3X型のシミュレーション結果である。 

 

【表 4-5	 自民党 3X型シミュレーション結果】 

出所：筆者作成 

 

【表 4-6	 民主党 3X型シミュレーション結果】 

                                                   
71 候補者名簿で 3番目、6番目、9番目に若年候補者を配置することである。 

自民  合計  北海

道  

東北  北関

東  

北陸  中国  東京  南関

東  

東海  近畿  四国  九州  

獲得  

議席数  

68 3 5 8 8 6 5 8 9 5 3 8 

3X 型  18 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 

割合  26%            

民主  合計  北海

道  

東北  北関

東  

北陸  中国  東京  南関

東  

東海  近畿  四国  九州  

獲得  

議席数  

35 2 4 4 4 3 3 5 4 2 1 3 

3X 型  8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

割合  23%            
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出所：筆者作成	 

	 

「3X型」では若年候補者の当選数は獲得議席数のうち 23%～26％であり、「若年クオ

ータ制」としては人口比配分に近い割合となるため、適当な方式といえる。したがって、

本稿では衆議院比例代表制における「自発的若年クオータ制」として「3X型」72の導入を

提案する。 

 

「衆議院小選挙区」 
小選挙区についての「自発的クオータ制」の例は少ないが、イギリスでは下院議員選挙

で小選挙区制を採用しており、1992年に労働党が「自発的クオータ制」を導入した。労働

党のクオータ制(以下イギリス労働党型)は、小選挙区につき自党の引退する議員が属して

いた選挙区と、自党の有利な選挙区それぞれのうち半分を必ず女性候補者が立候補する制

度である。その結果、1970年代から 1980年代中盤まで 4%を下回っていた女性議員の割

合は、2000年には 20％を超え、現在も上昇している73。「イギリス労働党型」は引退議

員やその時の政党支持率などに左右されるものであり、安定して若年議員を選出するかど

うかは不確実ではあるが、ある程度の効果を期待することは可能である。よって本稿では、

衆議院小選挙区における「自発的若年クオータ制」として「イギリス労働党型」の導入を

提案する。 

 

「参議院選挙区」 
参議院における普通選挙区制は、小選挙区と似た性質がある。そのため、本稿では参議

院選挙区制における「自発的若年クオータ制」として「イギリス労働党型」の導入を提案

する 

 

「参議院比例代表」 

                                                   
72 ただしこの 3X型はあくまで、現時点で有効と思われる方策であり、今後の人口構成の
変化によっては 4の倍数の順位や、素数の順位などに変える余地がある。 
73内閣府(2002)「男女共同参画諸外国制度等調査研究報告書イギリス・ドイツ・スウェー
デン」ニッセイ基礎研究所 
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	 ベルギーでは比例代表制が採用されており、さらに日本の参議院選挙と同じ非拘束名簿

式である74。ベルギーでは候補者名簿のうち 33％を女性とするクオータ制が採用されてお

り(以下ベルギー型)、法律によりこれが定められている75。非拘束名簿式を採用する国でク

オータ制を導入している国は少なく、本稿では参議院比例代表制における「自発的若年ク

オータ制」として「ベルギー型」の導入を提案する。 

 

第 4 項 「法律による若年候補者クオータ制」 
	 韓国での国会議員選挙(一院制)では小選挙区比例代表併用制がとられており、候補者の

一定数を女性とすることが法律によって定められている。これは、「法律による候補者ク

オータ制」と呼ばれるものである。韓国では 2000年に政党法の改正によって比例代表制

における女性クオータ制が導入された。76その後 2005年には比例代表の候補者名簿の奇数

順位を必ず女性とすることが定められ、これに違反すると候補者名簿は無効となることに

なった。77 

	 また小選挙区については 2004年に、各政党に対して小選挙区の候補者のうち 30％を女

性とする努力義務が政党法により課された。また政党に対しては小選挙区における女性候

補者の比率が 30％を超えた場合には補助金が支給されることとなった（以下二つ合わせて

韓国型）。その結果、女性議員の割合は 2000年の 5.9％から 2010年には 14.7％まで上昇

した78。 

                                                   
74 三輪和宏(2006) 『諸外国の下院の選挙制度』国立国会図書館デジタルコレクション
(http://ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200612_671/067106.pdf) 2015/11/02データ取
得 
75 辻村みよ子(2008)「政策・方針決定過程における男女共同参画の意義とポジティブ・ア
クションの可能性」,『諸外国における政策・方針決定過程への女性の参画に関する調査-
ドイツ共和国・フランス共和国・大韓民国・フィリピン共和国-』内閣府男女共同参画局 
p6-12 
76内閣府男女共同参画局(2011)「第 1部 男女共同参画社会の形成の状況-第 2節 世界のポ
ジティブアクション」

(http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html ) 
2015/11/1 データ取得 
77 同上 
78 内閣府(2002)「男女共同参画諸外国制度等調査研究報告書」 
(http://www.gender.go.jp/kaigi/kento/positive/siryo/pdf/po04-2.pdf) 2015/11/01 データ
取得 
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	 本稿では、この韓国の「法律による候補者クオータ制」を参考に、衆議院における小選

挙区、比例代表両方についての「法律による若年候補者クオータ制」を検討する。人口構

成上の若年層割合が約 30%であるため、若年議員割合も約 30%を目標とする。 

 

 

「衆議院小選挙区」 
	 小選挙区については、各政党の名簿の 30％を強制的に若年候補者とし、30％を超える候

補者を掲げた場合は補助金を出すことを定める「韓国型」を導入することで若年議員数が

確保される。この「韓国型」の小選挙区については、確実に若年議員を増やすことはでき

ないが、若年議員が増える可能性は高くなる。そこで本稿では衆議院小選挙区における「法

律による若年候補者クオータ制」として「韓国型」を採用し、法律によってこれを定める

ことを提案する。 

	  

「衆議院比例代表」 
	 比例代表については、前述のシミュレーションで示したように、そのまま名簿の奇数順

位に候補者を入れる方式を採用することは、「若年クオータ制」としては適当ではない。

そこで本稿では、衆議院比例代表制における「法律による若年候補者クオータ制」として

「3X型」を採用し、法律によってこれを定めることを提案する。 

 

「参議院選挙区」 
前述した通り、参議院における普通選挙区制は、小選挙区と似た性質がある。そのため、

本稿では参議院選挙区制における「法律による候補者若年クオータ制」として「韓国型」

を採用し、法律によってこれを定めることを提案する。 

 

「参議院比例代表」 
	 前述した通り、ベルギーでは日本の参議院選挙と同じ非拘束名簿式による比例代表制が

採用されており、本稿では参議院比例代表制における「法律による候補者若年クオータ制」

として「ベルギー型」を採用し、法律によってこれを定めることを提案する。 
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第 3 節 実現可能性  
	 第 3節では、「若年クオータ制」の実現可能性を法的根拠によって示す。また、「自発

的若年クオータ制」、「強制的若年クオータ制」双方の実現可能性を確認する。	 

	 

橋爪(2008)79は以下のように政治について言及する。 

 

「われわれの定義による「政治」は、まさしく権力が作動する現場であることになる。

なぜなら、「関係する人びとを残らず拘束することを決定」するなどということは、それが

可能であると事前に誰かが考えなければ起こるはずのないことだからだ。ある決定が行わ

れたということ自体が、人びとのゆるぎない現実(行為前提)になる」 

 

このように、政治的決定はそれがなされたということ、それ自体が重要である。人々は

権力の正当性の根拠として参照する可能性がある。女性クオータ制と「若年クオータ制」

は分けて考える必要があるが、次項で述べるように、方策によっては「若年クオータ制」

の法的根拠は存在し、クオータ制の議論の対象となりうる。また、少子高齢社会の進展と

いう状況下で、世代間の構造的格差、それによる不利益に対する処置として PA/AA の適

用は今後活発に議論されると考えられ、その必要性は高いだろう。積極的格差是正処置と

して PA/AA を捉える立場から、この「若年クオータ制」は導入の対象として、検討に値

すると考える。 

	 

第 1 項 若年層への PA/AA 適用の法的根拠  

                                                   
79 橋爪大三郎(2008)『橋爪大三郎の政治・経済学講義』筑摩書房 p54 
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辻村(2012)80と宮下氏へのヒアリング調査81を参考に、積極的是正措置であるクオータ制

の目的が構造的格差による不利益を被っている者に対して改善の処置、多様性の実現・社

会的効用増加を目指すならば、合憲となり得ると解した。第 1章、第 2章で述べたように、

政治的意思決定空間において、若年層は弱い立場である。当問題は、若年層当事者の努力

によっては解決出来ない。第 2章で検証したように、投票行動によって世代間格差は是正

できないため、世代間の政治的影響力の問題は構造的であるといえる。また、第 1章でも

述べたが、若年層と高齢層では世代間の社会保障などの生涯受益においても格差が大きく、

経済的にも若年層は弱い立場にあると捉えられる。このように、若年層は政治的、経済的

に構造的格差による不利益を被っており、構造的格差によって不利益を被っている者に対

する改善措置としての積極的格差是正処置が適用されるだろう。多様性の確保、実現とい

う観点や社会的厚生向上という観点からも若年層に対する処置は妥当であると考えられる。 

第 2 項 「自発的若年クオータ制」の法的根拠  
「自発的若年クオータ制」の根拠となる努力目標の立法は、具体的な枠制度を設定する

ものではないため、憲法上の問題を問われることはない。そのためこの制度を導入するこ

と自体は可能であるが、実際に政党が制度を採用する保障はないため、実際に政策効果を

出すことができるか明確に示すことは難しい。しかしながら第 2章で述べたような、世代

間の政治的格差の問題が世論に浸透すれば各政党が制度を採用する可能性は十分にある。 

 

第 3 項 「法律による若年候補者クオータ制」

の法的根拠  
若年層などの集合に枠を設ける強制割当は現在の社会では違憲となる可能性が高い。し

かし、T・ジェファソンは、当時のアメリカで成立しようとしている憲法が、時間を超え

て将来の人民の意志や個人の自律性を拘束し侵害することを、いかなる根拠で正当化でき

るか、という問題提起を行っていた。彼は、盟友である J・マディソンらによって連邦憲

                                                   
80	 辻村みよ子(2012)『憲法〔第 4版〕』日本評論社 
81 本稿では、2015年 9月 25日、中央大学において憲法学者である中央大学准教授 宮下
紘氏へのヒアリング調査を行った。 
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法の制定が進められている時に、マディソン宛に送った手紙の中で「世代」に関していく

つかの問題提起をしている。ジェファソンは、「ある世代が別の世代を拘束する権利を持

つのかという問い」が未だ不在であると主張しており、この問題は「決着をつけなければ

ならないばかりか、すべての政府の根本原理のひとつとして制定されるべき、重大な問題

である」82としている。このジェファソンの問題提起は人口動態が急激に変化している現

代社会においてこそ、考慮すべきである。故に、憲法改正や法律による強制割り当ても方

向性の一つとして提示できるだろう。 

 

第 4 項 本稿が提言する「若年クオータ制」 
	 以上のように「自発的若年クオータ制」と「法律による若年候補者クオータ制」の実現

可能性を検討した結果、日本国憲法により現時点では「自発的若年クオータ制」でなけれ

ば導入するのは難しい。したがって本稿で導入が望ましいと考えられるのは「自発的若年

クオータ制」である。しかし、人口構成の変化によって今後ますます政治的意思決定空間

における世代間格差が著しくなり、世論で問題として扱われるようになれば、憲法改正に

よって「法律による若年候補者クオータ制」が採用される可能性もある。	 

	 

第 4 節 「若年クオータ制」の政策効果  
第 4節では、「若年クオータ制」の導入前後を比較し、政策効果を検証する。国政の若

年議員割合を増加させることによって、若年層向けの政策が採択される可能性があること

を検証する。 

 

第 1 項 現在の議会空間モデル  
	 議会の年齢構成が変化することによって、採択される政策が変化することを仮想空間上

で確認する。増山(2013)83の「二次元政策空間と効用モデル」を参照し、ある集合が 2つ

                                                   
82 Morton, S.(1995)”Letter from Thomas Jefferson to James Madison”, the Republic of 
letters: the Correspondence between Thomas Jefferson and James Madison, 1776-1826, 
Vol.1 (1776-1790), New York: W.W.Norton and Company, p633-634 
83 増山幹高(2013)「議会制度と権力の分立・融合」『テキストブック公共選択』勁草書房 
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の政策上において、好ましい均衡点を採択する空間を検証した。議会空間において世代別

の好ましい政策の均衡点を示すことは本稿独自である。検証の目的は若年議員数の増加に

よって議会空間に与える影響を明らかにすることである。この空間モデルにおいては、以

下の仮定を置く。 

 

①政治家は行動を政党によって制約されない  

②ある世代の政治家はその世代の有権者の利益を反映させる  

 

	 ①の仮定は、Weingast・Marshall(1988)84による「政党は議員の行動に制約を課さない」

という仮定を置いたモデルから導いた。②の仮定は、前述した小黒(2011)の考察から導い

た。 

	 検証に用いた空間モデルでは、世代で対立する選好として、医療・介護と教育を設定し

た。第 2章第 2節第 1項で用いた「第 46回衆議院議員総選挙世代別考慮した問題」の世

代別の関心度を引用し、医療・介護を x軸、教育を y軸上の点とした図が図 4-4である。

世代別の選好を空間上で表した結果ほぼ一直線上となった。つまり、年齢の上昇によって

教育への関心度が減少し、医療・介護への関心度が上昇することが確認できた。 

 

【図 4-3	 年代別教育・医療介護への関心度】 

 
                                                   
84 Weingast, B., W. Marshall(1988), “The Industrial Organization of Congress : or, 
Why Legislatures, Like Firms, Are Not Organized as Markets,” Journal of Political 
Economy, 96, pp.132-62 
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出所：明るい選挙推進委員会(2013)『第 46回衆議院議員総選挙全国意識調査 調査結果の

概要』より筆者作成 

 

	 世代別の議会空間における影響力が完全に同等であるならば、図 4-4のような高齢層(xo)、

中年層(xm)、若年層(xy)の同心円の大きさが同等であり、円が重なった二つの部分がそれ

ぞれ高齢層と中年層、中年層と若年層の好ましい均衡点の範囲を表している。y1と y2はそ

れぞれの均衡点の範囲から採択される好ましい政策を表している。本稿では図 4-4の空間

モデルをベースに、世代別の議会空間における、影響力を世代別議員割合として検証を行

った。また、世代として影響力が大きいほど、政策は好ましい点である円の中心に近づき、

影響力が小さいほど、政策が好ましくない妥協点となりうるため、円の中心から遠い点と

なる。 

 

【図 4-5	 空間モデル】 

 
出所：筆者作成 

 

	 本稿ではこの仮想空間を用いて、世代の影響力が偏った議会空間の現状を検証した。表

4-2は現在の衆議院における世代別議員数を示した表であり、表 4-3は参議院の世代別議
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員数を表した表である。第 1章の図より、衆議院参議院ともに人口年齢構成に比べて世代

別議員割合に偏りがあることを確認したため、ここでは衆議院のみを仮想空間上で確認す

る。 

 

【表 4-2	 衆議院世代別議員数】 

 

 

 

 

 

 

出所：衆議院 HPよ り筆者作成 

 

【表 4-3	 参議院世 代別議員数】85 

 

 

 

 

 

 

出所：YOMIURI ONLINE(2013)「参院選 2013結果一覧」、YOMIURI ONLINE(2010)

「参院選 2010結果一覧」 

 

	 下の式は現在の衆議院をモデルとして、世代別に異なった選好を持つ集合が存在する仮

想空間を表したものであり、図で表したものが図 4-5である。世代の選択肢集合に。世代

別議員数を反映させた。 

 

N : 有権者 

                                                   
85 参議院は 3年ごとに半数を再選するため、2013年と 2010年における選挙結果から合算
して世代別議員数とした。 

世代  現在の議員数  

若年議員数  36 

中年議員数  272 

高齢議員数  170 

世代  現在の議員数  

若年議員数  31 

中年議員数  140 

高齢議員数  71 
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y : 採択される政策(複数の集合の均衡点) 

X : 選択肢 

xi : iが も選好する選択肢 

W(x) : 集団 Nが選好する選択肢 

mv : 中位議員86 

Pi : iの選択肢集合 

Y : 若年層(20〜30代)、M : 中年層(40〜50代)、O : 高齢層(60代以上) 

 

N={O,M,Y}[O≠M≠Y] 

Py：Pm：Po：≒ 36：272：170 

𝑷𝒐 𝒙𝒎𝒗 ∪ 𝑷𝒎 𝒙𝒎𝒗 ∈ 𝑷𝒚 𝒙𝒎𝒗  

𝒚 ∈𝑾 𝒙𝒎𝒗 = {𝒚 ∈ 𝑿|[𝑷𝒐(𝒙𝒎𝒗) ∩ 𝑷𝒎(𝒙𝒎𝒗)]} 

 

【図 4-5	 世代別影響力を反映した議会仮想空間】 

 

                                                   
86 前述した中位投票者定理を用いて、世代という集合にとって好ましい政策を示すために
使用した。 
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出所：明るい選挙推進委員会(2013)『第 46回衆議院議員総選挙全国意識調査 調査結果の

概要』・衆議院 HPより筆者独自に作成 

 

	 図 4-5で、現在の議会での若年議員数は少ないため、影響力は小さく、若年議員の円が

大きい議会空間となることが示された。 

	 議会空間において、若年層の影響力は極めて小さく、政策 yは中年層と高齢層の選好の

均衡点が採択される位置にある。議会空間において、若年層向けの選好が反映されにくい

構造が検証された。 

 

第 2 項 政策実施後の政治的意思決定空間  
「若年クオータ制」導入後の若年議員数は、2015年現在の人口年齢構成比に基づき約

30%となると仮定して検証を行った。政策実施後は若年議員数の増加をある程度予測する

ことはできるが、中年議員、高齢議員数の増減を予測することは困難である。それぞれの
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議員数の減少率を低位、中位、高位とした 3種類のパターンについて、議会で採択される

政策の変化を仮想空間上で検証する。 

 

①	 政策実施後 1 (中年低位・高齢高位 ) 

政策実施後は中年議員数が減少し高齢議員数はほぼ変わらないと仮定したモデルであ

る。年齢別選挙区と同様に世代ごとに議員数は同数となる。 

 

②	 政策実施後 2 (中年高位・高齢低位 ) 

政策実施後の中年議員数はほぼ変わらず高齢議員数が減少すると仮定したモデルであ

る。中年議員が過半数以上であり高齢議員が 10%程度である。 

 

③	 政策実施後 3 (中年中位・高齢中位 ) 

政策実施後は中年議員も高齢議員も同様に減少すると仮定したモデルである。中年議

員の議員数が現行制度と変わらず も多い。 
 

 

【表 4-4	 政策実施後の世代別衆議院議員数予測】 

制度  若年議員数  中年議員数  高齢議員数  

現行制度  36 272 170 

政策実施後 1 160 160 160 

政策実施後 2 160 270 50 

政策実施後 3 160 210 110 

出所：筆者作成 

 

	 政策によって若年議員数が増加することによる効果を、政策決定変化のシミュレーショ

ンを衆議院のみを仮想空間上で検証する。議員数が少ない参議院でも同様な議員割合とな

ることが予測できるため、衆議院のみで行った。政策 yの位置が若年層 xyの位置に近づ

くことは、若年層が議会空間においての政治的選好反映の格差が是正されたと解釈する。 
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【図 4-6	 政策実施後 1の議会仮想空間】 

 
出所：筆者独自に作成 

 

Py：Pm：Po：≒160：160：160 

 

	 図 4-6は世代ごとの議員数が等しい議会における空間モデルである。議会空間上に、高

齢層と中年層の選好の共有点である政策 y1、中年層と若年層の選好の共有点である y2が生

じる。高齢層向けの政策と若年層向けの政策どちらも採択される可能性があり、議会空間

での政策決定の議論が生じる可能性もあるため、「若年クオータ制」によって採択される

政策が変化し、若年層の選好反映が可能となることが予測された。 

 

 

【図 4-7	 政策実施後 2の議会仮想空間】 
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出所：筆者独自に作成 

 

Py：Pm：Po：≒ 160：270：50 

 

	 図4-7の政策実施後2のモデルでは、高齢議員数が減少し中年議員数は変わらないため、

採択される政策 yは若年層向けとなる。つまり、「若年クオータ制」によって政策が若年

層向けに変化することが予測された。しかし、現在の日本社会で議会においても高齢層の

影響力が も小さくなると考えることは難しく、このような世代別議員数配分となる可能

性は低いと考えられる。 

 

【図 4-8	 政策実施後 3の議会仮想空間】 
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出所：筆者独自に作成 

 

Py：Pm：Po：≒160：210：110 

 

	 図 4-8の政策実施後 3の空間では、中年議員数と高齢議員数が同程度減少することで、

やや中年層の影響力が強い議会空間となる。政策実施後 1と同様に高齢層向けの政策と若

年層向けの政策が共に採択される可能性があるため、「若年クオータ制」によって議会の

政策が若年層向けに変化することが予測された。 

	 また、参議院においても世代別議員割合は衆議院と同様な予測ができるため、衆議院を

モデルとした仮想空間と同様な結果が得られると仮定した。そのため、参議院においても

若年層向けの政策が採択される可能性が生じる。 

	 

第 5 節 政策実施後の社会  
	 本稿で提言する「若年クオータ制」が実施されると、国政における若年議員割合が増加

する。「若年クオータ制」導入前の社会では、政治的意思決定空間における世代間格差が
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存在する。世代間格差には政治的選好反映の格差や、密接に関連する社会保障などの経済

的格差がある。世代間格差が生じる社会は経済成長の鈍化と関係があることから望ましい

社会ではない。	 

	 「若年クオータ制」導入後の社会は、若年議員割合が増加することから政治的意思決定

空間が変化し、議会で採択される政策が若年層向けに変化する。世代間の政治的選好反映

格差が是正されることで、付随する問題である経済的格差が是正される可能性も生じる。

世代間格差が是正された社会は経済成長の鈍化を防ぐ可能性があり、社会的厚生や社会的

効用が向上する社会となることが予測される。つまり、「若年クオータ制」の導入によっ

て世代間格差で不利益を被る若年層だけでなく、社会全体に対しても効用が生じる。	 

	 

【図 5-1	 政策前後の社会】  

	 

出所：筆者作成	 

	 

第 5 章  結論  
	 以上の議論をふまえ、本稿の扱う問題である「世代間で政治的意思決定空間における選

好反映の格差がある状態」に対して、「若年クオータ制」という政治制度を政策提言する。 

第 1 節 政策提言「若年クオータ制」  
  本稿独自の政策提言として「若年クオータ制」を提言する。世代間の構造的な格差是正

方策の先行研究より、PA/AAの 1 つであるクオータ制導入によって議会に若年層を直接送

り込む。若年議員が増えた議会は、少数である若年層の選好が反映され、社会全体の効用
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も向上する。法律的な観点からも実現可能性があり、実際の導入上議席数割合や国政の選

挙ごとの導入シミュレーションを行った。	 

	 議会の若年議員割合が増加することで、本稿の理想状態である「若年層の政治的選好反

映が困難な現状が是正された状態」を満たし、「若年クオータ制」によって、「若年層の

構造的な格差是正方策が衆議院と参議院に導入された状態」が達成されると考える。	 

	 

	 本稿では以下の 2 つの政策を提案した上で、「自発的クオータ制」の導入を提言する。	 

 

政策①「自発的若年クオータ制」	 

	 若年候補者が当選しやすくなるよう、比例代表名簿の順位に制約をつけることや、自党

が有利な選挙区に、一定数若年候補者を割り当てることを政党自らが行う制度である。こ

の制度には法的拘束力は存在しない。	 

	 

政策②「法律による若年候補者クオータ制」	 

	 候補者名簿に一定数若年候補者を入れることや、一定数若年候補者が当選しやすくなる

ように、比例代表の候補者名簿の順位に制約をつけることを法律によって定める制度であ

る。制度に違反すると候補者名簿が無効となるなど、法的拘束力がある。 

 

 

 

第 2 節 残された課題  
	 「若年クオータ制」の政策効果について、議論すべき問題がある。第 1章で年齢による

選好の違いを確認したが、有権者の選好については一概に年齢によるものと決めることは

不確実性が残る。有権者は候補者の年齢や掲げる政策だけでなく、政党によって投票行動

を変えることがあるからだ。その傾向は地方議会よりも衆議院や参議院のほうが顕著であ

る。87 しかし、本稿だけでなく、シルバーデモクラシーの存在を実証している先行研究が

                                                   
87 地方議会のほうが様々な政党から政治家が構成されているため政党の影響力が弱いと
考えられる。 
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数多く存在することや、前述した中位投票者定理や時間割引率など、高齢層割合が高い社

会では政策が高齢層向けに変化することは確認できており、今後も議論の余地がある。 

	 また、本稿で提言する政策によって若年議員割合が増加することが可能であっても、政

治家の行動を完全に予測することは困難である。党議拘束によって若年政治家が所属する

政党としての選好を持つことは、年齢としての選好とは異なる場合があるからだ。このよ

うな政治家の行動を実証し予測することは困難であり、政局によって変動する可能性があ

るため、今後も議論の余地がある。 

	 「若年クオータ制」の利害関係者という点では、高齢層の効用が減少するため、導入を

支持しない可能性が大いにある。小黒・石田(2012)では世代間で所得の一括移転をするこ

とで、高齢層も効用を得ることができ、若年層に影響力を与えることを支持することを論

じている。しかし利害関係者についてもまだまだ議論の余地があり、世代間の経済的格差

についても今後検討する必要がある問題である。 
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付表 

 

 

 

 

中央大学総合政策学部	 宮下紘准教授	 ヒアリング調査概要 

実施日 場所 

2015年 9月 25日 中央大学 

参加者 

中央大学総合政策学部	 	 	 宮下紘准教授 
中央大学総合政策学部	 横山彰研究会	 小美濃優 

議事内容 

・アファーマティブアクションはいかなる理由で許されるのか。 
米国の判例を見ても、「過去の差別や格差の是正」といった目的では合憲となっ

ていない。判例では「多様性の確保」という目的で合憲としているものがある。

現在の日本においても、「過去の差別や格差の是正」という目的ではまず通らな

い。内閣府も「多様性の確保」という目的を示している。 

 
・私たちの政策提言である議会における「若年クオータ制」は現在の日本

で合憲となりうる可能性があるか。 
クオータ制という枠制度では違憲となる可能性が極めて高い。男女共同参画社

会基本法等にも具体的に何割に設定するといった内容は明記されていない。ク

オータ制を実施するにしても具体的な割合を決めるのではなく、抽象的な努力

目標の設定にとどまるべき。 
 
・もし、「若年クオータ制」を実施し、日本国憲法 14 条についての訴訟が

起こった場合、違憲審査基準はどうなるか。	 

厳格となる。若年層を一括りにしていることから、前段の「社会的身分」に該

当する可能性があり、厳格な審査基準が採用される。 


