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小括

序
立法裁量の「判断過程統制」は、最大判 2004 年 1 月 14 日民集 58 巻 1 号
56 頁（以下、2004 年判決）における藤田宙靖裁判官らの「補足意見 2」に
端を発するものであるが、しかし、藤田裁判官が主張した「真摯な努力」
の有無によって直ちに法律の合憲性が左右されるという「一元的」な「判
断過程統制」（「真摯な努力」論）は、藤田宙靖裁判官の退官とともに最高
裁から姿を消した。さらに、大橋正春裁判官の退官とともに、違憲状態の
認定の後に合理的期間・相当期間の徒過の判断基準として「真摯な努力」
の有無を問う「二元的」枠組みも、大橋裁判官の退官とともに、最高裁か
ら姿を消した［参照，山本 2017, 144ff.］。
しかし、「真摯な努力」という語から離れてみると、その後の衆議院議
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員総選挙の「1 票の較差」に係る最大判 2018 年 12 月 19 日民集 72 巻 6 号
1240 頁（以下、2018 年判決）、そして参議院議員選挙のそれに係る最大判
2017 年 9 月 27 日民集 71 巻 7 号 1139 頁（以下、2017 年判決）および最大判
2020 年 11 月 18 日裁時 1756 号 1 頁（以下、2020 年判決）において、立法者
の「努力」が問題となっているようにも見える。そこで、これらの判決に
ついて若干の検討を行うことが本稿の目的である。

第１節

各最高裁判決多数意見の概要

Ⅰ．2018 年判決
まず、衆議院議員総選挙の「1 票の較差」に係る 2018 年判決多数意見は、
次のように述べて区割規定が違憲状態にはないとした。
2016 年および 2017 年の公選法改正（平成 28 年法律第 49 号および平成 29
年法律第 58 号）の各措置（小選挙区議員定数 6 減、都道府県への定数配分
につきアダムズ方式を採用、同方式による配分を 2020 年国勢調査から行
う、同方式による定数配分までの是正措置として定数を 0 増 6 減するとと
もに選挙区間の人口較差が 2 倍未満となるように選挙区割りを改定する）
によって、選挙区間の投票価値の較差は、本件選挙当日の選挙人数の最大
較差においても 1 対 1.979 に縮小され、較差が 2 倍以上となっている選挙区
は存在しなくなった」（民集 72 巻 6 号 1267–1268 頁）。
2016 年および 2017 年の公選法改正は、2020 年国勢調査の結果に基づく
選挙区割りの改定に当たり「各都道府県への定数配分を人口に比例した方
式の一つであるアダムズ方式により行うことによって、選挙区間の投票価
値の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置
を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置とし
て、各都道府県の選挙区数の 0 増 6 減の措置を採るとともに選挙区割りの
改定を行うことにより、上記のように選挙区間の人口等の最大較差を縮小
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させたもの」であり、この法改正は、「投票価値の平等を確保するという
要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を
図ったものと評価することができる」
（同 1268 頁。下線は本稿筆者による。
以下同じ。）。
確かに、本件選挙では、アダムズ方式に基づく定数配分および選挙区割
りとは異なる定数配分がなされている都道府県が含まれている。しかし、
旧区画審設置法 3 条 2 項が削除され、定数配分や区割りも見直されたこと
で「本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が上記のとおり
縮小した」。加えて、2020 年以降 10 年ごとの国勢調査の結果に基づき「各
都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって 1 人別枠方
式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられて
いた」。「このような立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮
すると」、アダムズ方式に基づく定数配分および選挙区割りがなされてい
ないとしても、「本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する
ものとなるということはできない」（同 1268–1269 頁）。
従って、本件区割規定（公選法附則に基づくアダムズ方式による定数配
分までの較差是正の措置）は、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置
を講ずることを求めた最大判 2011 年 3 月 23 日民集 65 巻 2 号 755 頁（以下、
2011 年判決）以降の「各大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図った
ものであり、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、新た
な定数配分の方式をどの時点から議員定数の配分に反映させるかという点
も含めて、国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定め
られたものということができ、本件選挙当時においては、新区画審設置法
3 条 1 項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていた」ので、2011 年
判決、最大判 2013 年 11 月 20 日民集 67 巻 8 号 1503 頁（以下、2013 年判決）、
そして最大判 2015 年 11 月 25 日民集 69 巻 7 号 2035 頁（以下、2015 年判決）
の指摘した違憲状態は解消された（同 1269 頁）。
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Ⅱ．2017 年判決
次に、参議院議員選挙の「1 票の較差」に係る 2017 年判決多数意見は、
次のように述べて定数配分規定が違憲状態にはないと判断した。
最大判 2012 年 10 月 17 日民集 66 巻 10 号 3357 頁（以下、2012 年判決）お
よび最大判 2014 年 11 月 26 日民集 68 巻 9 号 1363 頁（以下、2014 年判決）
の判断は、「都道府県を各選挙区の単位として固定することが投票価値の
大きな不平等状態を長期にわたって継続させてきた要因であるとみたこと
によるものにほかならず、各選挙区の区域を定めるに当たり、都道府県と
いう単位を用いること自体を不合理なものとして許されないとしたもので
はない」（民集 71 巻 7 号 1150 頁）。
2015 年改正法（平成 27 年法律第 60 号）は、「単に一部の選挙区の定数
を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院の創設以
来初めての合区を行うことにより、都道府県を各選挙区の単位とする選挙
制度の仕組みを見直すことをも内容とする」ものであり、「数十年間にも
わたり 5 倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は 2.97 倍（本件選挙当
時は 3.08 倍）にまで縮小するに至った」。「この改正は、長期間にわたり投
票価値の大きな較差が継続する要因となっていた上記の仕組みを見直すべ
く、人口の少ない一部の選挙区を合区するというこれまでにない手法を導
入して行われたものであり、これによって選挙区間の最大較差が上記の程
度にまで縮小したのであるから」、この改正は、2012 年判決および 2014 年
判決の「趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができる」。ま
た、2015 年改正法は、
「その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙
制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定
めており、これによって、今後における投票価値の較差の更なる是正に向
けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び上記のような大き
な較差を生じさせることのないよう配慮されている」（同 1150–1151 頁）。
そうすると、2015 年改正法は、「都道府県を各選挙区の単位とする選挙
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制度の仕組みを改めて、長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の
不均衡が継続してきた状態から脱せしめるとともに、更なる較差の是正を
指向するものと評価することができ」、「合区が一部にとどまり、多くの選
挙区はなお都道府県を単位としたまま残されているとしても、そのことは
上記の判断を左右するものではない」ので、定数配分規定は違憲状態には
ない（同 1151 頁）。

Ⅲ．2020 年判決
そして 2020 年判決も、次のように述べて同じく定数配分規定が違憲状
態にないとした。
2016 年参議院議員通常選挙後、参議院の選挙制度に関する専門委員会
で幅広く議論が行われたが、しかし、合区の解消を強く望む意見も存在す
るなど、各会派の意見の隔たりが大きく一致する結論を得られないまま、
2015 年改正法の 4 県 2 合区を維持しつつ埼玉県選挙区を 2 名増員する 2018
年に法改正がなされた（平成 30 年法律第 75 号）。2018 年改正法の内容は、
選挙区選出議員に関する従来からの選挙制度の基本的な仕組み自体を変更
するものではないが、2015 年改正法により「縮小した較差を再び拡大さ
せないよう合区を維持することとしたのみならず、長らく行われてこな
かった総定数を増やす方法を採った上で埼玉県選挙区の定数を 2 人増員
し、較差の是正を図ったものである」。その結果、2015 年改正法により 5
倍前後から約 3 倍に縮小した選挙区間の較差（2016 年選挙当時は 3.08 倍）
は「僅かではあるが更に縮小し、2.99 倍（本件選挙当時は 3.00 倍）となっ
た」（裁時 1756 号 4 頁）。
本件選挙は、2017 年判決の言渡しの直後に成立した 2018 年改正法のも
とで実施されており、「その投票価値の不均衡については、同判決の判示
した事情も踏まえた検討がされるべきである」。そこで検討すると、2018
年改正法の内容は、「結果として、選挙区選出議員に関しては 1 選挙区の
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定数を 2 人増員する措置を講ずるにとどまっている。他方、同法には上記
〔2015 年改正法の〕附則のような規定が設けられておらず、同法の審議に
おいて、参議院選挙制度改革について憲法の趣旨にのっとり引き続き検討
する旨述べる附帯決議がされたが、その中では選挙区間における較差の是
正等について明確には言及されていない。国民の意思を適正に反映する選
挙制度が民主政治の基盤であり、参議院議員選挙については直ちに投票価
値の平等の要請が後退してもよいと解すべき理由は見いだし難く」、憲法
の趣旨等との調和の下に投票価値の平等が実現されるべきことは 2017 年
判決等でも指摘されているのであるから、「立法府においては、今後も不
断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、較差の更なる是正を図ると
ともに、これを再び拡大させずに持続していくために必要となる方策等に
ついて議論し、取組を進めることが求められている」ところ、上記のよう
な 2018 年改正において、「こうした取組が大きな進展を見せているとはい
えない」（同 4–5 頁）。
しかし、2018 年改正の「経緯および内容等を踏まえると、同改正は、
参議院議員の選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案
を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を
維持して僅かではあるが較差を是正しており、数十年間にわたって 5 倍前
後で推移してきた最大較差を前記の程度まで縮小させた平成 27 年〔2015
年〕改正法における方向性を維持するよう配慮したものであるということ
ができる。また、参議院選挙制度の改革に際しては、憲法が採用している
二院制の仕組みなどから導かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必
要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実
現は漸進的にならざるを得ない面がある。そうすると、立法府の検討過程
において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはで
きない」。よって、本件定数配分規定は違憲状態にはない（同 5 頁）。
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第２節

各判決多数意見の検討

かつて本稿筆者は、上記の 2018 年判決および 2017 年判決を含めた「1
票の較差」訴訟の近年の展開につき検討したことがあるが［山本 2019］、
以下では、その後の 2020 年判決を踏まえて改めてこれら諸判決を検討し
たい。2018 年判決、2017 年判決、2020 年判決の多数意見は、いずれも違
憲状態に至っていないとの判断を行ったため、「①定数配分又は選挙区割
りが前記のような諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の較差において
憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否か、②上記の
状態に至っている場合に、憲法上要求される合理的期間内における是正が
されなかったとして定数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違反するに
至っているか否か、③当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場合
に、選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否か」
という「判断の枠組み」（民集 67 巻 8 号 1522 頁〔2013 年判決〕、民集 69 巻
7 号 2059–2060 頁〔2015 年判決〕、民集 68 巻 9 号 1376–1377 頁〔2014 年判
決〕
）の②の段階に進まなかった。そこで、以下の検討は①の違憲状態に
至っているか否かの判断のあり方に着目することになる。

Ⅰ．参院（2017 年判決・2020 年判決）
１．2017 年判決
叙述の都合上、先に参院について検討を行う。まず、2017 年判決は、
違憲状態に「至っていたか否かにつき明示的に判示することなく、結論に
おいて当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない」
（2014 年判決：民集 68 巻 9 号 1367 頁）としてきた 2004 年判決・最大判
2006 年 10 月 4 日民集 60 巻 8 号 2696 頁・最大判 2009 年 9 月 30 日民集 63 巻 7
号 1520 頁（以下、2009 年判決）とは異なり、投票価値の不均衡が「違憲
の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に」ないと述べ（民集 71 巻 7 号
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1151 頁）、「そもそも違憲状態にないと明確に判断している」ので［毛利
2018, 142］、2014 年判決の受容した「憲法の予定する司法権と立法権の関
係」（同 1376–1377 頁）に基づく「判断の枠組み」に従って、違憲状態と
違憲の区分を前提にしているものと思われる。
問題は、国会が 2012 年判決および 2014 年判決の「趣旨に沿って較差の
是正を図った」とか、附則で選挙制度の抜本的見直しにつき「必ず結論を
得る旨を定め」、較差の「更なる是正に向けての方向性と立法府の決意」
を示していることなどの事情を 2017 年判決が考慮している点である。
2017 年判決の上記判示をどのように理解すべきか。
ひとつには、調査官解説をはじめ、多くの論者が指摘するように、2017
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年判決が違憲状態か否かの判断においても立法者の「努力」を評価の対象
にした、つまり「違憲の主観化」を行ったと理解することである。
調査官解説は、2017 年判決は、
「平成 27 年〔2015 年〕改正法により較差
の是正が図られたことに加えて、同法附則の定めを投票価値の不均衡の客
観的状況に関わる重要な要素として一体的に評価していることからすると
〔原註 15〕、最高裁大法廷は平成 27 年〔2015 年〕改正が都道府県を各選挙
区の単位とする選挙制度の見直しに踏み込み、選挙区間の最大較差を 3 倍
程度にまで縮小させたことを積極的に評価しつつも、上記附則の定めに照
らし、今後における選挙制度の抜本的な見直しや較差の是正に向けた立法
府の取組を注視する姿勢を改めて示したものと考えられる」
［中丸 2018,
2290］と述べ、註においてさらに「平成 27 年〔2015 年〕改正法附則 7 条
の定めについては、立法府の将来の行動に関する事情として前記第 3 の 1
②の判断〔いわゆる合理的期間・相当期間論〕において考慮することも考
4
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4

4

4

4

4

4

4

えられるが、本判決は、同条の定めに照らし、今後更に較差が縮小に向か
う方向性にあるといえることを前記第 3 の①の判断〔違憲状態か否かの判
断〕における投票価値の不均衡の客観的状況に関わる要素として評価した
ものと考えられる」［中丸 2018, 2290 註 15〔強調は本稿筆者〕］と述べてお
り、本判決が、違憲状態か否かの判断において、投票価値の不平等という
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立法者の「努力」にかかわらない客観的指標のみならず、「立法府の取組」
（立法者の「努力」）そのものが「客観的状況に関わる要素」に組み込まれ
ているとしている。
学説でも、2017 年判決は、「違憲状態か否かの判断において、国会の努
力が評価の対象となっている」［毛利 2018, 142］、「国会の決意表明や選挙
後の取り組みを違憲状態か否かの考慮要素として」おり、違憲状態か否か
の審査と合理的期間・相当期間論の「審査が相対化している」［工藤 2018,
533］、「2017 年大法廷判決に特徴的なのは、従来、立法府が一定期間違憲
状態の較差を是正しなかったこと（憲法違反）の評価の段階でなされてき
たこうした要素〔立法府の「決意」あるいは将来の較差是正に向けた立法
の見通し〕の考慮が、違憲判断の前提となる、較差が憲法違反の状態に達
しているかどうか（違憲状態）の評価の段階でなされている点である」
［只
野 2020, 108f.; 参照，只野 2018, 204］、「投票価値の不均衡という客観的な
要素だけから第 1 段階の判断〔違憲状態か否かの判断〕の判断を行ってい
ない」［上田 2018, 152］と指摘しており、2017 年判決が違憲状態か否かの
判断で、立法者の「努力」を考慮する「違憲の主観化」を行うものである
との理解が多い 1。
２．2020 年判決
2017 年判決に続く 2020 年判決も、投票価値の不均衡が「違憲の問題が
生ずる程度の著しい不平等状態」でないと明示的に認めており（裁時
1756 号 5 頁）、2017 年判決と同じく、2014 年判決の「判断の枠組み」に従っ
ているようにも見える。もっとも他方で、2020 年判決は、争われた選挙
の「投票価値の不均衡については、同判決〔2017 年判決〕の判示した事
情も踏まえた検討がされるべきである」と述べている（同 4–5 頁）
。2014

1

その他に、［安西 2020, 152; 大竹 2018, 109; 齊藤 2018, 46f.; 多田 2018, 23］
なども同様の指摘を行っている。
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年判決の「判断の枠組み」からすれば、過去の判例の判示を「踏まえ」た
か否かは、違憲状態判決を経た段階で問題となるのではなかったか（参照、
民集 68 巻 9 号 1377 頁）。「判断の枠組み」では、違憲状態判決により「国
会はこれを受けて是正を行う責務を負」い、違憲か否かの判断において
「国会における是正の実現に向けた取組」が直前の違憲状態判決を「踏ま
えた」ものであるか審査するものであるところ［参照，山本 2019, 16f.］
、
2020 年判決のこの判示が違憲状態ではないとした直前の判決の判示をも
「踏まえた」か否かまで審査するという趣旨ならば、それは端的に、違憲
状態の有無の判断において立法者の取組、すなわち「努力」を評価する「違
憲の主観化」を行うこととなる。違憲状態と違憲の間、すなわち合理的期
間・相当期間の経過の判断で立法者の取組、すなわち立法者の「努力」を
評価するだけでなく、違憲状態か否かの判断でも立法者の「努力」を評価
することになり、立法者の「努力」が二重に評価されることになってしま
う［参照，山本 2019, 15 註 16］。
違憲状態か否かの判断でも立法者の「努力」を評価する「違憲の主観化」
を 2020 年判決が行っているのではないかという懸念は、2020 年判決が立
法者の「姿勢」という立法者の「努力」の存在を違憲状態に至っていなな
い理由として挙げている点からも裏付けられるように思われる。すなわ
ち、はじめて一部合区を定めた法律（公選法）の本則の仕組みと、法律の
一部を構成する附則から読み取られ得る「決意」に焦点を当てた 2017 年
判決と比べても 2、2020 年判決は、
「立法府の検討過程」における立法者の
「姿勢」に着目する点で、法律という仕組みに未だ結実していない立法者
の「努力」という主観的要素が違憲状態の有無の判断においてヨリ重要な

2

本稿筆者は、2017 年判決があくまでも附則という法律の仕組み自体から
「決意」を読み取った点に着目し、2017 年判決が立法者の「努力」を評価し
たものではないと理解し得る旨、述べたことがある［山本 2019, 15］。この
点については後述Ⅲ参照。
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役割を演じているように思われるからである。「立法府の検討過程」にお
ける立法者の「姿勢」に着目する点は、「選挙制度の改革に向けての前進
をなお続けようとの気運が消失してしまったとまでみることはできない」
とした藤田宙靖裁判官の見解（2009 年判決：民集 63 巻 7 号 1532 頁）を彷
彿とさせる［参照，山本 2018, 83ff.; 山本 2011, 219f.］
。
３．小括
このように 2017 年判決および 2020 年判決の双方をみるとき、最高裁は、
とりわけ 2020 年判決においては、違憲状態か否かの判断においても立法
者の「努力」を評価し、「違憲の主観化」を行っていると言い得るように
思われる。そして、違憲状態か否かの判断において立法者の「努力」を評
価することは、もはや客観的に、すなわち立法者の「努力」とは無関係に
公選法の仕組みの憲法適合性が判断されないことになり「一元的」な「違
憲の主観化」に至ることになる点で、2020 年判決の議論は藤田宙靖裁判
官の「真摯な努力」論と同型の構造となっていることを指摘することがで
きる［参照，山本 2018, 84f.; 山本 2017, 145f.］
。

Ⅱ．衆院（2018 年判決）
衆院に係る 2018 年判決は、2015 年判決が示した「憲法の投票価値の平
等の要求に反する状態は、平成 29 年〔2017 年〕法による改正後の平成 28
年〔2016 年〕改正法によって解消されたものと評価することができる」
（民
集 72 巻 6 号 1269 頁）と述べており、2013 年判決（民集 67 巻 8 号 1522–1523
頁）および 2015 年判決（民集 69 巻 7 号 2059–2060 頁）の「判断の枠組み」
を引き継いでいるものと思われる［参照，井上 2019, 193f.］。
2018 年判決は、2020 年以降の国勢調査に基づきアダムズ方式で都道府
県への定数配分を行うことが法定されたこと、そして争われた選挙に関し
ても、アダムズ方式による定数配分がなされるまでの較差是正の措置とし
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て附則にて 0 増 6 減を行うことで最大較差を 1 対 1.979 倍まで縮小させたこ
とをもって、「投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制
度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図った」として（民集 72
巻 6 号 1268 頁）、違憲状態は解消されたとしている 3。この点について、や
はり判決が立法者の「努力」を評価しているのではないかが問題となろう。
この点、調査官解説は、従来から最高裁は、客観的かつ形式的な数値の
みで違憲状態にあるか否かを判断せず総合考慮により判断してきたとした
うえで［日置 2019, 1769f.］、違憲状態か否かの検討にあたって投票価値の
較差に関する「客観的な数値」だけでなく「その背後にある具体的な事情、
取り分け、選挙当時の選挙制度の仕組みや投票価値の較差を生じさせる要
因等をも考慮」することは、「必ずしも静態的かつ客観的な判断と整合し
ないものともいい難いように思われる」［日置 2019, 1770 註 22］と述べて
いる。そして、2018 年判決が、2016 年改正法および 2017 年改正法の内容
に言及したうえで、それが「漸進的な是正を図ったもの」と判示したのは、
2016 年改正法の本則（アダムズ方式の採用）を前提としつつ、「それまで

3

なお、2018 年判決宮崎意見は、法定されたとはいえ未だ導入されていな
いアダムズ方式を違憲状態か否かの判断に際して考慮すべきでないと批判
しているが（民集 72 巻 6 号 1284–1285 頁）、これに対して、0 増 6 減を定める
附則の合憲性を判断するにあたり未だ導入されていない本則のアダムズ方
式について 2018 年判決が言及したのは、附則の当該是正措置が違憲状態か
否かを判断するにあたって、
「その前提となるアダムズ方式による定数配分
等を規定した平成 28 年〔2016 年〕法の本則の定めが、安定的に選挙区間の
投票価値の較差を相当程度縮小させることを可能とする立法措置であるこ
とを示したものであって、この関係において附則の定めが漸進的であると
いうことを超えて、いまだ本件選挙区割りに反映されていないアダムズ方
式を、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあるか否かの判断にあ
たってしん酌したものではないと考えられる」［日置 2019, 1770］、あるいは
「本件選挙の時点では、アダムズ方式による定数配分は実施されておらず、
もとより、本判決もその憲法適合性を判断したものではない」
［日置 2019,
1771］と調査官は述べている。
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の較差是正の措置として附則の下で定められ、本件選挙に適用された本件
区割規定の上記の改正における位置付けを明らかにするとともに、本件区
割規定が、投票価値の較差を生じさせる要因等となる平成 28 年改正法及
び平成 29 年改正法を前提とした上で、投票価値の平等を確保するという
憲法上の要請に応えたものであることを明らかにしたものと考えられる」
［日置 2019, 1770f.］と述べている。
学説においては、2018 年判決につき、違憲状態か否かの段階でも「違
憲の主観化」がなされたと理解するものが見られる。例を挙げると、「投
票価値較差是正のための国会の『努力』を重視しているが、国会の主観的
『努力』への評価を、前記枠組み①（投票価値の平等の審査）の段階〔違
憲状態か否かの判断〕でも浸透させた」［尾形 2020, 167］とか、「本判決
では、1 人別枠方式の影響は残るものの是正の努力がされ、較差も 2 倍未
満に収まっていることを理由に、合憲と判断した。較差是正の努力は、平
成 25 年最大判〔2013 年判決〕および平成 27 年最大判〔2015 年判決〕では
合憲か違憲状態かの判断の段階ではなく、違憲状態か違憲かの判断の段階
で考慮されたが、本判決では、是正努力も含めて総合的に合憲の結論を導
き出している」［小山 2020, 17］といった指摘がなされている 4。
先ほど参院について加えた検討からすれば、2018 年判決では、あくま
で公選法という法律およびその附則が判断の対象になっており、2020 年
判決のような「立法府の検討過程」における「姿勢」は違憲状態にない理
由として直接援用されているわけではない。それゆえ、2018 年判決が立
法者の「努力」を評価した、すなわち「違憲の主観化」を行ったものと表
現すべきかは、─もちろん「努力」の定義によるのではあるが─本稿筆者
としては躊躇せざるを得ない。もっとも、2018 年判決は、法定されたと
はいえ導入されていないアダムズ方式まで援用して、附則における 0 増 6

4

以下で紹介する見解の他、［大竹 2019, 39f.; 原田 2019, 131; 東川 2019, 12］
なども同旨の見解に立っている。
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減の是正措置を違憲状態にないとしており、正面から制度の合理性を問題
とした 2011 年判決とは、随分と審査のあり方が異なるようにも見える。
次に、参院も含めて、この点につき若干の検討を行う。

Ⅲ．小括─２つの審査手法の使い分けによる「対話」？
以上検討してきた衆院に関する 2018 年判決、そして参院に関する 2017
年判決および 2020 年判決からは、それが「違憲の主観化」を行うものか
否かという点は措くとしても、“ とにかく国会が一歩でも前進した ” と言
えそうな場合は違憲状態としないと考えているようにすら見える 5。しかし
他方で、1 人別枠方式の制度としての合理性を否定し違憲状態とした 2011
年判決や、都道府県を単位として各選挙区の定数を定めるという仕組みの
合理性を否定し違憲状態とした 2012 年判決および 2014 年判決のように、
制度の合理性そのものに直接切り込んでいく判決をも、最高裁は下してき
た。これらの関係をどう考えるべきであろうか。
この点、本稿筆者は、最高裁が、長期的な観点に基づく審査手法と、短
期的な観点に基づく審査手法を異ならせているのではないかと考えてい
る 6。第 1 に、参院についてみると、2012 年判決および 2014 年判決は、都道
府県を単位として各選挙区の定数を定めるという仕組みにつき、「数十年
間の長期にわたり大きな較差が継続すること」の根拠と「短期的な改善の

5

なお、本稿筆者は、2013 年判決・2015 年判決・2014 年判決の合理的期間・
相当期間論に関する最高裁の判示につき、
「“ とにかく国会が一歩でも前進
した ” と言えそうな場合は違憲としないという思考法を読み取り得る」と述
べたことがある［山本 2019, 17］
。

6

以下について本稿筆者は、既に［山本 2019, 15］にて 2017 年判決および
2018 年判決を念頭に論じたことがあるが、2020 年判決を踏まえて改めて検
討を加えるとともに、紙幅の関係で充分に述べられなかった点を補足する
こととしたい。
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努力の限界」の根拠とを区別して論じており（民集 66 巻 10 号 3369 頁、民
集 68 巻 9 号 1374 頁）、まずこの点に前者（長期的な観点に基づく審査手法）
と後者（短期的な観点に基づく審査手法）の審査のあり方が異なるものと
なる可能性を見出すことができると思われる。
そして、前者（長期的な観点に基づく審査手法）は、まさに 2012 年判
決や 2014 年判決のように、「都道府県を単位として各選挙区の定数を定め
る仕組み」を見直すという「現行の選挙制度の仕組み自体の見直し」（民
集 66 巻 10 号 3370 頁以下、民集 68 巻 9 号 1380 頁以下）がなされたか否かを
法制度の合理性それ自体に着目して審査するもので、まさに「数十年間」
に一度あるかないかの審査であると思われる。他方で、後者（短期的な観
点に基づく審査手法）では、「現行の選挙制度の仕組み自体の見直し」そ
のものが完了しておらず、一部の県の「合区」にとどまる「1 票の較差」
の縮小であっても（2017 年判決）、あるいは過少代表選挙区への僅かな増
員による僅かな「1 票の較差」の縮小であっても（2020 年判決）
、法律の
附則の定めからであっても立法府の「決意」を読み取ることができれば
（2017 年判決）、あるいは法律の条文をこえて「立法府の検討過程」にお
ける立法者の「姿勢」（立法者の「努力」の存在）からして参議院選挙制
度改革が「漸進」さえしていると判断することができれば（2020 年判決）、
違憲状態とはしないという枠組みとなっているのではないだろうか。つま
り、短期的な観点に基づく審査では、「都道府県を単位として各選挙区の
定数を定める仕組み」を見直すという「現行の選挙制度の仕組み自体の見
直し」が完全になされていないとしても、“ とにかく国会が一歩でも前進
した ” と言えるか否かで違憲状態か否かが判断され、そして特に 2020 年判
決からは、立法者の「努力」はその判断においても考慮要素となるという
ことが明らかになったように思われる 7。立法者の「努力」を評価すること

7

2017 年判決が「各選挙区の区域を定めるに当たり、都道府県という単位
を用いること自体を不合理なものとして許されないとしたものではない」
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が直ちに審査の厳格さを低下させるとは限らないが［参照，工藤 2013,
96］、しかし、2020 年判決のような仕方での立法者の「努力」の評価は、
ただ審査の厳格さを緩和しているだけに見える。
参院については、上記のような長期的な観点に基づく審査手法と短期的
な観点に基づく審査手法が組み合わされて、「対話」がなされているもの
と思われる。もちろん、このような審査に理論的な問題点が無いか、とり
わけ「違憲の主観化」が果たして適切かどうかは大きな問題であり、また
実際上も都道府県を選挙区の単位とする仕組みの抜本的改正が現実になさ
れたのかの審査（長期的観点に基づく審査を行った 2012 年判決・2014 年
判決の要求が達成されたか否かの審査）が次に行われるのがいつなのかも
明らかではないが、短期的な観点に基づく審査手法では、立法者の「努力」
を評価することも含め、問題の是正に向けて「国会に対していわば永久運
動を求める」［毛利 2010, 463］ことが焦点となっていると思われる。
第 2 に、衆院についても、既に 2011 年判決において、1 人別枠方式が小
選挙区比例代表並立制の採用という選挙制度改革の実現のために採られた
「方策」であるにすぎず（民集 65 巻 2 号 779–780 頁）
、それゆえ、殊更に投
票価値の不平等を生じさせる 1 人別枠方式には新しい選挙制度が定着し安

（民集 71 巻 7 号 1150 頁）と述べたことは、「厳格化の方向にブレーキをかけ
た」とも理解し得た［上田 2019, 169; 参照，上田 2017, 152; 只野 2020, 110;
棟居 2018, 9］
。しかし 2020 年判決ではこの判示が消える一方で、
「参議院選
挙制度の改革に際しては、憲法が採用している二院制の仕組みなどから導
かれる参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質
上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得
ない面がある」と述べている（裁時 1756 号 5 頁）
。この部分は本件選挙時点
で「漸進」にとどまるにせよ、長期的・将来的には参議院選挙制度の改革
が完了されなければならないと述べているとも読むことができると思われ、
ここにも長期・短期の 2 つの審査手法が表れているようにも思われる（なお
この点に関連して、
「1 票の較差」訴訟の原告代理人である升永英俊弁護士
から示唆をいただいたことをここに記して感謝申し上げる）。
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定した運用がされるようになった段階ではその合理性が失われるという意
味で、「おのずからその合理性に時間的な限界がある」（同 780 頁）という
形で、制度の合理性を暫定的に認めるという取り扱い（読み替え？）がな
されていた［参照，山本 2019, 15; 山本 2013, 260ff.］。仮に、2018 年判決で
問題となった附則での 0 増 6 減措置が、アダムズ方式による定数配分とい
う新たな仕組みが運用されるまでの暫定的な「方策」であり（そして判決
のアダムズ方式への言及はこのことを示すためのもの）、そして 0 増 6 減措
置にもアダムズ方式の運用までの間の「方策」としての合理性が認められ
ると判決を（無理があることは承知で）理解することが許されるならば、
2018 年判決の判示は、2011 年判決の思考様式を転用したものと言うこと
ができるだろう 8。
それで良いかどうかは別問題であるが、最高裁は、参院では長期的観点
に基づく審査手法と短期的観点に基づく審査手法を区別することで、そし
て衆院では暫定的に制度の合理性を認める（或る制度を過渡期のものであ
るとしたうえでその合理性に時間的限界を設ける）という手法を用いるこ
とで、「1 票の較差」訴訟において審査手法を使い分けているように思わ
れる。このような審査手法の使い分けが今後どのように展開するのか、そ

8

他方で、アダムズ方式それ自体も、少なくとも遠くない将来には投票価
値較差を縮小するための手法としては充分ではないと指摘されている［品
田 2016, 94ff.］。較差が 1 倍から大きく乖離しているという事実を許容しない
「憲法的状況の変化」（2015 年判決千葉補足意見〔民集 69 巻 7 号 2069 頁〕）が
あれば、このアダムズ方式それ自体もまた次なる改革までの間の時限的合
理性しかない「方策」だと後に評価されることもあるかもしれない（既に
2018 年判決宮崎意見は、アダムズ方式による都道府県間定数配分でも較差
がまだ大きく残ることを「投票価値の平等に反する作用」として指摘し〔民
集 72 巻 6 号 1283 頁〕、「地域ブロックに人口比例方式によって定数配分する
方式」に言及し、「較差又は偏差をより小さくする方法で実現されるように
する努力が継続されていくことが強く望まれる」と述べている〔同 1289
頁〕
）。
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してそこにいかなる課題があるのかは、今後の判例の展開も踏まえて検討
が必要であろう。
また、「違憲の主観化」に問題があると考える場合、2020 年判決のよう
に、違憲状態か否かの判断で立法者の「努力」を評価する「違憲の主観化」
は、立法者の「努力」の有無が違憲状態か否かの判断に直結し得る枠組み
であり、また立法者の「努力」を重ねて評価する恐れもある点で「判断の
枠組み」の各段階の役割分担を相対化することにもなり、極めて問題含み
であると思われる。
立法者の「努力」の評価や、上記のような審査手法の使い分けが「過去・
現在・将来にわたる継続的な立法裁量統制の視座」［棟居 2018, 9］となる
かは、現段階では将来の判例の展開を待つ必要があると思われる。そし
て、違憲判決以上の段階が事実上「封印」されてしまうことにならないか、
また「1 票の較差」訴訟がこのように国会と最高裁の間での「あまりにも
難解で複雑な」「違憲審査のゲーム」［宍戸 2012, 49］となっていることが
果たして良いことなのか、引き続き検討が必要であろう 9。

第３節

各判決少数意見における立法者の「努力」

2018 年判決、2017 年判決、そして 2020 年判決多数意見は違憲状態を認
定しなかったため、前記「判断の枠組み」の②段階以降に進まなかったが、
少数意見では②段階以降に進んだものがある。そこで最後に、それらの少
数意見のうち、本稿の関心である立法者の「努力」を評価することにつき

9

本稿筆者は、国会と最高裁の間の関係の考慮は、公選法の合憲性という
実体論においてではなく判決類型の問題として行う必要があるのではない
かと考えているが［参照，山本 2020］
、この点のさらなる検討は後日に委ね
たい。
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検討を加えているものを考察する。

Ⅰ．2018 年判決
第 1 に、2018 年判決について。違憲状態と判断した林意見は、
「累次の
大法廷判決を受けて国会が行った是正努力の結果、不合理な制度の解消と
較差の縮小について、漸次的とはいえ相当な前進がみられると評価でき
る」とだけ述べて違憲判断を回避した（民集 72 巻 6 号 1270 頁）。
林裁判官は、違憲状態か否かに関しては立法者の「努力」を考慮するこ
となく「ほぼ 2 倍」を生じさせる選挙制度には「どこかに不合理がある」
としており、「判断の枠組み」②の違憲か否かの判断でのみ立法者の「努
力」を考慮する枠組みとなっている。
第 2 に、同じく宮崎意見も、2011 年判決において合理性が無いとされた
要素が未だ考慮されたままであるとして違憲状態を認定したが、合理的期
間の徒過（違憲か否か）の検討に際しては、2013 年判決および 2015 年判
決が上記「判断の枠組み」の下で選挙制度の改正が漸次的に行われること
も許容される旨を判示したことから、「本件の場合には、平成 23 年大法廷
判決〔2011 年判決〕言渡しの日以降、取り分け平成 27 年大法廷判決〔2015
年判決〕の判断の対象とされた平成 26 年〔2014 年〕選挙以降において、
国会が行った平成 23 年大法廷判決の趣旨に沿った較差是正のための法改
正とその実現への取組を、本件選挙時点という断面においてではなく〔前
掲註 3 参照〕、時間軸も入れて動態的に観察して合憲性を判断するという
判断枠組みを採用することは、現行憲法下における定数配分や選挙区割り
の合憲性の審査の一つの在り方として、少なくとも本件訴訟においては意
味がある」（民集 72 巻 6 号 1286 頁）。そして、2016 年改正による改正後の
新区画審設置法 3 条 1 項および 2 項においてアダムズ方式の採用を含む定
数配分基準が法定され、それは 2011 年判決以降の判決の趣旨に沿った較
差是正を図るものと評価でき、またそこに直ちに合理性のない要素が含ま
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れていないことから、将来の具体的な区割り改定案がどのようなものであ
るかという点は残されているものの、上記定数配分基準は「現時点ではこ
れを肯定的に評価することができる」（同 1287 頁）。最終的な 1 人別枠方式
の影響解消まで 2011 年判決から 10 年かかるという時間軸は「相当長い」
ものの、これまでの国会の是正のための作業の成果は「現時点では肯定的
な評価ができる」ことから、「本件選挙に至るまでの国会における是正の
実現に向けた取組が立法裁量権の行使として相当なものでなかったとまで
いうことはできない」とした（同）。
このように宮崎裁判官は、2013 年判決および 2015 年判決の上記「判断
の枠組み」を採用しつつ、その②段階においてのみ「時間軸」を考慮し得
るという観点から、「国会における是正の実現に向けた取組」を（本件選
挙後に用いられる仕組みをも含めて）
「肯定的」に「評価」するという形で、
林裁判官と同様に、「判断の枠組み」の違憲か否かの判断においてのみ立
法者の「努力」を評価する枠組みとなっている。
以上の林・宮崎意見は（林裁判官は明確ではないところもあるが）、違
憲状態の有無の判断では立法者の「努力」を評価せず、違憲か否かの段階
でそれを評価する枠組みとなっており、判決類型の選択（違憲状態か違憲
かの選択）に際して「違憲の主観化」を生じさせる枠組みとなっている。
この枠組みは、「真摯な努力」の有無によって（違憲状態の有無ではなく）
違憲の有無を決する大橋正春裁判官の議論と類似した構造であるといえる
［参照，山本 2017, 134ff.］。
これに対して第 3 に、2018 年鬼丸反対意見では、立法者の「努力」の評
価は、違憲を確定した後の本件選挙を有効とするか否かの局面で考慮され
ている。すなわち、2018 年判決鬼丸反対意見は、「憲法は、1 対 1 に近い投
票価値の平等を保障しており、これが最も重要かつ基本的な基準となる」
という立場から、2 倍近い最大較差や合理性のない要素が考慮されている
点から違憲状態と判断し（民集 72 巻 6 号 1291–1293 頁）、そのうえで 2011
年判決の言渡し日から本件選挙実施までの 6 年 6 か月経過しているが「投
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票価値の平等の実現に向けて真摯に行動していれば、上記の期間内に憲法
の投票価値の平等の要求するところに沿った 1 対 1 に近い定数配分及び選
挙区割りへの是正を行うことは十分可能であったものであり、憲法上要求
される合理的期間は経過した」として（同 1293–1294 頁）
、本件区割規定
または選挙区割りが憲法に違反し、全体として違法であったとする（同
1289–1290、1294 頁）。もっとも、本件選挙では「1 票の較差」訴訟はじまっ
て以来はじめて最大較差が 2 倍未満となった選挙であり、これが「国会が
十分とはいえないまでも、較差是正に向けた努力を重ねてきた結果であ
る」ことや、アダムズ方式の採用により「当面は同方式を適用することに
より選挙区間の投票価値の較差が縮小することが見込まれており、投票価
値がより 1 対 1 の平等に近づくことを期待」できることから、「司法が直ち
に選挙無効の結論を出すのではなく、まず国会が新区画審設置法のもとで
投票価値の較差是正を一層進め、その結果について司法が検証するという
ことが憲法の予定する立法権と司法権の関係性に沿う」として、本件区割
規定は違憲であるものの事情判決の法理を適用し本件選挙が違法であるこ
とを宣言するにとどめた（同 1294–1295 頁）。
鬼丸裁判官も、確かに立法者の「努力」を評価している。しかし、違憲
状態か否かは「1 対 1」基準で判断し、合理的期間の経過は期間のみによっ
て判断する鬼丸裁判官においては、立法者の「努力」の評価は、違憲判断
を行った後、本件選挙を無効とすべきか否かの段階に限られている 10。従っ
て、鬼丸裁判官は、違憲有効と違憲無効のいずれを選択するかという判決
類型の問題として立法者の「努力」を評価しつつも、林裁判官および宮崎
裁判官の如き「違憲の主観化」が生じない形で立法者の「努力」を評価す
10

もっとも、“ 合理的期間内に立法者が是正をすることが時間的に充分可能
であったのに、そうしなかった ” という趣旨で合理的期間の経過を理解する
場合には、ここでも立法者の「努力」の欠如に焦点が当たることとなるが

［参照，安念 1988, 56］、多数意見のように合理的期間論で正面から立法者の
「努力」を評価しない分、
「違憲の主観化」の度合いは僅かなものと言える。
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る枠組みとなっていることが注目される［参照，山本 2020, 412f.］11。

Ⅱ．2017 年判決
次に、2017 年判決について検討する。第 1 に、違憲状態にあるとした木
内意見は、2014 年判決の上記「判断の枠組み」につき、「①の違憲状態か
否かの判断は、当該選挙の時点における投票価値の不均衡の状態について
のものであり、上記②の国会の裁量権の範囲内か否かの判断は、選挙時点
における国会の活動の方向性を測るものとして当該選挙の後の国会の動向
をも考慮対象とするものである」と理解し（民集 71 巻 7 号 1155–1156 頁）
、
現行の方式を改める立法的措置が実現していないとして違憲状態と判断し
た（同 1156 頁）。他方で、違憲か否かの判断について木内裁判官は、従来
の判例は「選挙時までの期間が法改正に十分であったか否かということが
重点とされたのであるが、本件は、それと異なる事情がある」として、
2015 年改正法附則 7 条の「必ず結論を得る」との定めにつき、「制度の抜
本的な見直しという課題の重さを考えると、本件選挙時までに一部の改正
を実現した上で、次回の選挙までに選挙制度の抜本的な見直しについて必
ず結論を得るとする国会の対応は、国会の裁量権の限界を超えるものとは
いえない」とした（同 1158 頁）
。
木内裁判官は、同時に「今後における国会の具体的な立法能力ないし立
法意欲を国会の外から推し量ることは、司法が行うべきことではない。改
正法に含まれる附則が『必ず結論を得る』としている以上、その実現は、
国会が現に約束したものなのである」とも述べている（同 1158–1159 頁）。

11

なお、2018 年判決山本反対意見は（2017 年判決山本反対意見も同様）
、そ
の理由は述べていないものの、違憲状態という段階に言及していない。こ
の点につき［山本 2020, 410f.］を参照せよ。
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2014 年判決でも同様の判示がなされているが 12、2014 年判決では時間の経
過を基本に相当期間の経過を判断することを示唆していたのに対して、
2017 年判決では国会が自己拘束を自らに行ったことをもって違憲ではな
いと結論した 13。自己拘束を自らにかけたことをもって違憲としないとす
れば、それは立法者の「努力」を評価したという評価も可能かもしれない。
第 2 に、鬼丸反対意見について。鬼丸裁判官は、参院でも「できる限り
1 対 1 に近い平等」という実体的基準に基づき、都道府県を選挙区の単位
とする方式を改めず較差 3 倍超を生んでいた定数配分規定を違憲状態とし
た後（民集 71 巻 7 号 1161–1164 頁）、2012 年判決から本件選挙までの約 3
年 9 か月で違憲状態を是正する手続や作業を完了することができたにもか
かわらず是正がなされなかったとして本件定数配分規定を違憲とした（同

12

木内裁判官は、2014 年判決の反対意見では、上記「判断の枠組み」②の
違憲か否かの判断につき、
「国会が立法により定める選挙制度の改正の方法
ないし内容に関する裁量権と改正の時期に関する裁量権を区別して考える
必要がある」としたうえで、
「改正の方法ないし内容に関しては、文字どお
り、国会は幅広い裁量権を有しているものであるが、改正の時期について
は、違憲状態が長期間にわたって継続することが許容されないことは当然
であり、国会の持つ裁量権はごく限られたものとなる」と述べ（民集 68 巻 9
号 1411 頁）
、そして「改正の時期に関する裁量の当否の判断に当たって考慮
を許されるのは、選挙制度の改正を国会が行うに当たって国会に合理的に
期待される所要期間の幅であり、改革の方向性に係る参議院の各会派の意
見の集約が実際にどのように進行しているかなどの具体的な政治の情勢ま
でも考慮の対象とすべきではない」
（同 1411–1412 頁）、あるいはこの「国会
の裁量権の限界を検討するに当たって、国会の選挙制度の見直しに関する
具体的な立法能力あるいは立法意欲を国会の外から推し量ることは行うべ
きではないと思われる」とし（同 1413 頁）
、違憲状態の認識時点を起算点と
しつつも、問題となった 4 増 4 減が選挙制度の抜本的見直しに該当しないが
ために、起算点を問題とするまでもなく是正の無いことが国会の裁量権の
限界を超えたとしている（同 1413–1414 頁）。なお、2014 年木内反対意見は、
選挙無効とするか否かの論点では、立法者の「努力」があれば無効が回避
されるといった議論はしていない。

13

立法者の自己拘束については、［参照，高橋 2014］。
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1165 頁）。他方で、本件選挙を無効とするか否かの判断では、これまでの
経緯や無効としても参議院の機能が失われないことから「本件選挙を全部
無効とする結論も採り得ると考える」としつつ、2015 年改正法附則 7 条の
「必ず結論を得る」との表明からすると「国会において違憲状態の解消の
ための努力が今後も継続され、平成 31 年〔2019 年〕の参議院議員通常選
挙までには必ず投票価値の等価を基本とした抜本的な見直しがされること
が強く期待される。そうであれば、本件選挙は違法というべきであるが、
司法が直ちに選挙無効の結論を出すのではなく、まず国会自らが平成 31
年には必ず結論を得る旨を確約した是正の結果について司法が検証すると
いうことが、憲法の予定する立法権と司法権の関係に沿うものと考える」
とした（同 1165–1166 頁）。
このように鬼丸裁判官は、無効か否かの判断においてのみ立法者の「努
力」を評価する枠組みを、参院についても採用している。

Ⅲ．2020 年判決
先に見たように（第 2 節Ⅰ．参照）
、2020 年判決の多数意見は、違憲状
態か否かの判断においても「立法府の検討過程」における立法者の「姿勢」
に着目する点で、立法者の「努力」という主観的要素がヨリ重要な役割を
演じている。そのためか、三浦意見のように、そのことに対する批判も最
高裁内部で見られる。
第 1 に、違憲状態と判断した三浦意見は、較差は 3 倍程度に縮小したと
はいえ、合区という手段が「選挙制度の仕組みを部分的、暫定的に改める
にとどまる」一方で、合区された県とそうでない県の取扱いに制度上の差
がある等の問題もあり、「合区が維持されたからと言って、3 倍程度の較
差を正当化すべき合理的な事情があるとはいえない」
（裁時 1756 号 5–6
頁）。そして、2015 年改正法附則 7 条の立法府の「決意」が 2018 年改正で
「引き続き維持され、較差の更なる是正を指向するものと評価することは
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到底できず」、「このような国会の姿勢等が前記のような投票価値の不均衡
を正当化すべき合理的な事情とならないことは明らかである」だけでな
く、そもそも「投票価値の不均衡が違憲状態に至っているか否かを判断す
るに当たり、こうした国会の裁量に属する事柄〔国会におけるこの間の
様々な検討や取組の状況〕についての評価を重視することは、客観的な不
平等状態の評価とはいい難い上、……司法権と立法権の関係を踏まえ、判
断の枠組みを 2 段階に分節する趣旨に照らしても相当でない」
（同 7 頁）
。
他方で、違憲状態や違憲の判断をせず、しかもそれに明確な留保も付さず、
選挙制度の仕組みの見直しや較差の更なる是正の必要性について具体的な
指摘もしなかった 2017 年判決を前提にすると 14、
「国会において、本件選挙
までの間に、本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均
衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったことを具体的
に認識する事情があったと認めることは困難である」ので、違憲とはいえ
ない、とした（同 7 頁）。
三浦裁判官は、2014 年判決の上記「判断の枠組み」を前提にしつつ、
違憲判断か否かの判断で立法者の「努力」評価することが、「判断の枠組
み」の各段階を相対化させるとの考え方に立ち（前記第 2 節Ⅰ．で紹介し
た学説の批判を参照せよ）、違憲状態か否かの判断では立法者の「努力」
を評価すべきではないとしている点で、重要な指摘を行っている。なお、
三浦意見は、違憲か否かの判断では国会の違憲状態の認識可能性を判断の
前提としているようであるが、この判断で立法者の「努力」を評価するか
否かは現段階では明確ではない。
第 2 に、2017 年判決では違憲状態にないと明言することに「ためらい」
（民集 71 巻 7 号 1159 頁）があるという表現により「違憲状態であるという
判断を示した」（裁時 1756 号 12 頁）のに対して、「今回は」「違憲状態であ

14

なお、この点で三浦裁判官はアピール判決の如き判決類型を想定してい
る可能性がある。アピール判決については［参照，山本 2020, 411f.］。
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ると言い切ることができる」（同）という 2020 年判決林（景一）反対意見
は、2017 年判決は「最大較差を約 3 倍に縮小したことだけで直ちに合憲と
いう評価ができるとしたものではなく、較差の更なる是正に向けた努力を
次回の通常選挙までに行うという方向性と国会の決意をも『総合』して合
憲と評価した」ところ、今回、国会において、「『抜本的な見直し』による
具体的な選択肢に合意するための踏み込んだ検討にまで至った形跡はうか
がえず、その結果が平成 30 年〔2018 年〕改正という微々たる成果にとど
まった」結果をもって、「最高裁がなお合憲であると判断することは、平
成 29 年大法廷判決〔2017 年判決〕が示した……総合評価を実質的には放
棄して、約 3 倍という較差の維持自体を評価することで、この較差をいわ
ば『底値』として容認し、あとは現状を維持して較差が再び大きく拡大し
なければよいというメッセージを送ったものと受け取られかねない。これ
により、今後の国会における較差是正の努力が止まり、3 倍もの較差が永
続するような結果となることが懸念される」。「私はこのような観点から、
遺憾ながら、今回は、違憲状態ではあっても結論として合憲という考えに
は立ち得ない」
（同 13 頁）
。もっとも、本件選挙の無効を宣言すべきとこ
ろではあるが、「無効の範囲をどのように考えるかなどの困難な問題があ
ることや、国会の苦慮したあとも考慮して」、事情判決の法理により違憲
の宣言にとどめる、と述べている（同）。
林裁判官は、本件選挙当時の投票価値の不均衡は、「最大較差の観点か
ら違憲状態にあり、かつ、その合理的是正期間は経過している」として違
憲と判断しており、違憲状態か否かは最大較差によって判断する立場であ
るように見える。また、無効とするか否かの論点で「国会の苦慮したあと
も考慮」していることから、違憲か否かの判断と本件選挙を無効とするか
否かの判断の双方で、立法者の「努力」を二重に評価しているようにも見
える。
第 3 に、宮崎反対意見は、まず「2 倍をはるかに上回る著しい不平等」
である最大較差 3 倍は「単に不平等というだけでなく著しい不平等である
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ことは否定できない」ところ（裁時 1756 号 14 頁）、「都道府県を単位とし
て住民の意思を集約させることに意義を有する」という理由には、「投票
価値の著しい不平等を正当化するほどの合理性がないことは明らかであ
る」。制度の抜本的変更に伴う困難は、「国会の裁量の合理性の有無の判
断、すなわち本件定数配分規定が違憲であるか否かの判断の理由にはなり
得」ず、
「3 年ごとの半数改選という憲法上の要請も、3 倍という較差を生
じさせていることとの関係で、国会の裁量の合理性を基礎付けるものとは
いえない」。また、2015 年改正法附則 7 条の「決意」の「結論」が 2018 年
改正であると考えるのが自然であるが、それは都道府県を選挙区の単位と
する仕組みを抜本的に見直しておらず「問題を先送り」したに過ぎない、
として違憲状態と判断した（同 15–16 頁）。そして、「国会が、平成 24 年大
法廷判決〔2012 年判決〕の言渡しから約 7 年後である本件選挙までの間に、
数十年にわたって継続してきた違憲状態を是正する法改正をせず違憲状態
を継続させたことは、参議院の選挙制度に係る国会の裁量権の限界を超え
るものとの評価を免れない」とする（同 16–17 頁）。
宮崎反対意見は、2014 年判決の「判断の枠組み」を前提にしつつ、違
憲状態か否かの判断では、最大較差 3 倍および都道府県を単位とする選挙
区の仕組みに着目して制度の不合理性を指摘する一方で、違憲か否かの判
断では時間の経過のみを根拠としているように見える。宮崎裁判官は、
「選挙制度については最終的には国会の議決による法改正を要するという
憲法の仕組みを尊重」するとだけ述べて事情判決の法理を適用しており
（同 17 頁）、無効か否かの段階で立法者の「努力」を評価するかは不明で
ある。
最後に、同じく違憲と判断した宇賀反対意見は 15、
「看過し難い投票価値

15

宇賀裁判官は、
「1 票の価値になおかなり大きな較差があることに係るや
むを得ない事情の存在について、国会により説明責任が果たされているか」
という点につき、
「実質的に 1 人が 3 票持つ場合が生ずる選挙権の価値の不
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の不平等」がある場合に、国会により提示された「それがやむを得ないも
のである」根拠があるかという観点から（本件ではそもそもその提示がな
い）、違憲状態を認定したうえで（裁時 1756 号 18–19 頁）、最高裁の確立し
た判断枠組みである合理的期間論によっても、2017 年判決が最大較差約 3
倍まで縮小したことのみをもって違憲状態が解消されたわけではなく、附
則の「決意」をも「総合衡量」して違憲状態にないと判断しており、にも
かかわらず 2018 年改正法は上記附則のいう「選挙制度の抜本的見直し」
が実現していないことが国会も認識できたはずなので、合理的期間を経過
し、違憲であるとした（同 19–20 頁）。
宇賀裁判官は、「私は、合理的期間の経過の有無は、国家賠償請求訴訟
における過失の有無の判断においては問題にならざるを得ないが、選挙無
効訴訟においては、違憲状態にあれば、合理的期間の経過の有無を問わず、
違憲と判断してよいのではないかという疑問を抱いている」（同 19 頁）、
4

4

4

あるいは「私自身は、定数配分規定の合憲性を判断するに当たり、立法府
の将来に向けた努力の決意を考慮要素とする立場にくみするものではな
い」（同 20 頁。強調は本稿筆者）と述べており、違憲状態か否かの判断は
もちろん、違憲か否かの判断でも立法者の「努力」を評価すべきでないと
いう立場に立っている。宇賀裁判官が無効か否かの段階で立法者の「努
力」を評価するのかは、現段階では明らかではない。

平等を正当化する根拠を示し得ていない」と批判する（裁時 1756 号 18 頁）
。
このように「正当化する根拠を示し得ていない」と述べている点や、後の
行論で「私自身は、定数配分規定の合憲性を判断するに当たり、立法府の
将来に向けた努力の決意を考慮要素とする立場にくみするものではない」
（同 20 頁）からして、宇賀裁判官は、
「説明」するという行為によって免責
されるということを意図しているのではなく、国会がいかなる根拠により
不平等を容認しているかを「説明」させることで明らかにし、その根拠の
合理性を裁判所が審査するということを意図しているものと思われる［参
照，山本 2017, 140f.］
。
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Ⅳ．小括
以上のように、2018 年判決、2017 年判決、2020 年判決という近時の「1
票の較差」訴訟の少数意見では、立法者の「努力」を評価することについ
ての各裁判官の考え方が表れはじめてきた。
その中で、2020 年判決の三浦意見のように、2013 年判決、2015 年判決、
2014 年判決の上記「判断の枠組み」からすると、違憲状態か否かの判断
で立法者の「努力」を評価することは「判断の枠組み」を相対化すること
になる、という（学説では既になされていた）指摘が最高裁内部から出て
きたことは大きな意味があるように思われる。違憲状態か否かの判断で立
法者の「努力」を評価する場合、違憲か否かの判断で立法者の「取組」
（す
なわち「努力」）を評価する「判断の枠組み」からすると、立法者の「努力」
を二重評価することになる。それに加えてさらに、2020 年判決林（景一）
反対意見のように（ただし、林裁判官は違憲状態か否かの判断では立法者
の「努力」を評価していないように見えるが）、無効か否かの判断におい
ても立法者の「努力」を評価する場合、違憲状態か否か、違憲か否か、無
効か否かの各判断で、立法者の「努力」が三重に評価されることにもなり
かねない［山本 2019, 15 註 16］。このような立法者の「努力」の多重評価
は、そもそも「判断の枠組み」を多段階に分節した意味を喪失させること
になるため、適切ではないように思われる。
また、上記「判断の枠組み」を前提にしつつも、違憲か否かの判断では
時間的要素のみを考慮し、他方で立法者の「努力」を評価することを無効
か否か判断する段階に限局する鬼丸反対意見は、「違憲の主観化」を回避
しつつも、「憲法の予定する司法権と立法権の関係」に配慮する要素を設
けている点で、「判断の枠組み」の各段階の今後の役割分担を考える際に
有益であるように思われる［参照，宍戸 2012, 49］。この点は、いわゆる
判決類型論の観点からも検討を加える必要があろう［参照，山本 2020］。
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小括
本稿では近時の「1 票の較差」訴訟の最高裁判決およびそれらにおける
少数意見を検討してきたが、立法者の「努力」をどのように評価するか、
あるいは評価すべきでないかにつき、最高裁内部でも多様な見解が登場し
はじめていることを明らかにすることができたように思われる。多数意見
では、長期的観点に基づく審査手法と短期的観点に基づく審査手法（ある
いは暫定的な合理性でよしとするかそうでないか）を組み合わせる中で、
短期の審査に関して、とりわけ 2020 年判決では違憲状態か否かの段階で
も立法者の「努力」を評価し始めた。これに対して、そのような評価は最
高裁自らの「判断の枠組み」を相対化するとの批判や（三浦意見）、そも
そも合理的期間論を不要とする見解（宇賀反対意見）も登場している。
違憲状態あるいは違憲といった結論のみならず、立法者の「努力」の取
扱いについても、「判断の枠組み」の各段階との関連も踏まえて最高裁内
部での議論を引き続き注視する必要があると思われる。
〔附記〕本研究は JSPS 科研費 JP18K12633 の助成を受けたものです。
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