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オルテガ
「民主政治は、選挙制度が適切なら何もかもうまくいく」

「 民主主義は、その形式や発達程度とは無関係に一つの

とるにたりない技術的細目にその健全さを左右される。

その細目とは、選挙の手続きである。それ以外のことは

二次的である。もし選挙制度が適切で、現実に合致してい

れば、なにもかもうまくいく。もしそうでなければ、ほかのこと

が理想的に運んでも、なにもかもだめになる。 」

ホセ･オルテガ･イ・ガセット

（1930）『大衆の反逆』）



１ 衆議院議員選挙制度の沿革と選挙運動規制
1.1 制限選挙の時代（明治２２年～大正１４年）

 明治22年 衆議院議員選挙法 制定

選挙権 ＝満２５歳以上の男子で直接国税を１５円以上納めるもの

被選挙権＝満３０歳以上の男子で選挙権と同じ納税要件を満たすもの

有権者数 約45万人 当時の日本の人口の約1.1％（明治23年）

（選挙運動規制） 買収、暴力行為等自然犯に類するもののみ処罰、そのほかは、特別の制限なし。

 明治33年 衆議院議員選挙法 改正

選挙権については緩和（直接国税15円→10円以上) 

被選挙権については納税要件廃止

有権者数 約98万人対人口比2.2% （明治35年）

（選挙運動規制） 明治22年法と同様。

 大正8年 衆議院議員選挙法 改正

納税要件 直接国税３円以上

有権者数 約307万人対人口比5.5% （大正9年）

（選挙運動規制） 明治22年法と同様。



1.2 男子のみ普通選挙の時代
（大正１４年～昭和２０年）

 第一次大戦後、普通選挙を求める運動

=  納税要件などの資格制限のない選挙

 大正14年 普通選挙法成立

○ 納税要件廃止、満２５歳以上の男子すべてに選挙権

有権者 330万人→1,241万人（4倍）対人口比20.0%（昭和3年）

○ 中選挙区制採用

（選挙運動規制） 選挙運動を全面的に法律で規制

・ 選挙事務所の制限

・ 選挙運動員に関する規制

・ 戸別訪問の禁止

・ 文書図画の制限

等

選挙運動費用の額の制限、同支出方法に関する規制も

 昭和3年2月20日 最初の普通選挙



1.3 男女平等普通選挙の時代（昭和２０年～）

 昭和20年12月 衆議院議員選挙法改正

男女平等普通選挙制度、女子に対しても男子と同じ条件で選挙権、被選挙権

選挙権の年齢の要件 満２５歳 → 満２０歳

被選挙権 満３０歳 → 満２５歳

有権者数 約3,688万人・対人口比48.7%（昭和21年）

（選挙運動規制） 選挙運動に関する各種制限撤廃

ただし、戸別訪問と事前運動の禁止だけは存置

選挙運動費用の公開制度

 昭和21年4月10日 戦後初めての総選挙

女性79人立候補 → 39人当選

 昭和22年11月 日本国憲法第15条第3項

成年者による普通選挙保障



1.4 その後の選挙運動規制の沿革

 昭和22年 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律

（選挙運動規制） 物資の極度に不足した当時の社会経済情勢から、文書の面で厳しい規制

 昭和23年 選挙運動の文書図画等の臨時特例に関する法律

（選挙運動規制） 規制強化

 昭和25年 公職選挙法

各選挙法の一本化

（選挙運動規制） 上記を引き継ぐ。 戸別訪問、「親族及び平素親交の間柄にある知己」のみ解禁。2年

後、再禁止

■ 平成5年 公職選挙法改正法(政府案) ～ 自由化

（選挙運動規制） 戸別訪問を午前8時から午後8時までの間、すべての選挙において自由化することと

した。

 平成6年 公職選挙法改正

衆議院選挙に小選挙区比例代表並立制導入

（選挙運動規制） 戸別訪問禁止← 平成6年1月28日の細川総理と河野総裁との間の与野党合意で



２ 「選挙運動」の規制
2.1 「選挙運動」の定義

■ 「選挙運動」 法文上、明確な規定なし。

＝ 特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ることを目的にして行う直接、間接の行為

・ 「特定の選挙」とは、選挙の期日の公示又は告示後でなくても、社会通念上、何選挙であ

るかが客観的に認識しうる程度のものであればよい。

・ 「特定の候補者」とは、立候補した者のみをいうのではなく、将来立候補しようとするものを

含む。

・ 最判昭和52年2月24日

選挙運動とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を

得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接必要かつ有利な周旋、

勧誘その他の諸般の行為をすることをいう」。

■ 「政治活動」 公職選挙法上

＝ 政治上の目的をもって行われる諸行為（政治上の主義、施策を推進、支持あるいは反

対し、又は、公職の候補者を推薦、支持、あるいは反対することを目的として行う直接

間接の行為）から、選挙運動にわたる行為を除いたもの



2.2 選挙運動期間

■ 選挙運動は、告示日（公示日）に立候補の届出（衆参の比例区では、名簿の届出）をしてから、

投票日の前日まですることができる。立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止。

（公選法129条）

■ 立候補準備行為、選挙運動の準備行為、政治活動、社交的行為は、一般的には、「選挙運動」

でないと解される。ただし、候補者の氏名等の入った文書図書の掲示や時候の挨拶状については、

別途、規制される。

＜選挙運動期間の変遷＞

1950 1951 1952 1956 1958 1961 1969 1983 1992 1994

衆議院議員 30日 25 20 15 14 12日
参議院議員 30日 25 23 18 17 17日
知事 30日 25 20 17 17日

都道府県議会
議員

30日 20 15 12 9 9日

指定都市の長 20日 15 14 14日

指定都市の議
会議員

20日 15 12 9 9日

一般市の長 20日 15 10 7 7日

一般市の議会
議員

20日 15 10 7 7日

町村長 20日 10 7 5 5日
町村議会議員 20日 10 7 5 5日

■ 特に、障害をもつ人にとっての問題点：「選挙期間の短縮で「点字の選挙のお知らせ」も発行されなくなったり、発行され
ても「候補者名と政党」しか記載されていないなど、少ない情報しかない場合が増えています」（2012年、「障害をもつ人の参
政権保障をめざして－私たちの提言－(案)」）



2.3 文書図画による選挙運動の規制
ァ. 文書図画の頒布

・ 「文書図画」 ＝ 「文字又はこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の

上に多少永続的に記載された意識の表示」

・ 「頒布」 ＝ 「文書図画を不特定又は多数のものに配布する目的でそのう

ちの一人以上の者に配布すること」

■ 選挙運動のためのものは、①～⑤を除き、いっさい禁止。

① 選挙運動用はがき

② 選挙運動用ビラ

③ 新聞広告

④ 選挙公報

⑤ マニフェストにかかるパンフレット・ビラ等

ただし、ネットによる選挙運動は、2013年に解禁された。

■ 特に、障害をもつ人にとっての問題点：言語障害をもつ人が文書配布を禁じられたら一切の選挙運動ができなくなるとの視点

から、公職選挙法による規制は違憲と争った玉野裁判（1991年7月12日の大阪高裁判決を不服として最高裁に上告）。また、

選挙期間中、電話のできない聴覚障害者をもつ人が、電話に代わる方法としてファックスやパソコンメール等を使うことも認めら

れない。



（参考） ネット選挙運動の解禁（2013年～）



イ． 文書図画の掲示

■ 選挙運動のために使用する文書図画は、次に掲げるものを除くほか、いっさい禁止（公選法143条①）。

禁止されないものにも、数、寸法等について細かい規制がある。

なお、選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による
映写などの類を掲示する行為は、違法な文書図画の掲示とみなされて、禁止される（公選法143条②）。

① 選挙事務所を表示するためその場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類。

② 選挙運動用自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

③ 候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

④ 演説会場において、演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

⑤ 個人演説会告知用ポスター

衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の場合のみ認められている。

⑥ 選挙運動用ポスター

■ 特に、障害をもつ人にとっての問題点：上記「ァ. 文書図画の頒布」と同様の問題がある。



2.4 言論による選挙運動

■ 禁止されているもの

候補者、政党等以外の者が開催する演説会（公選法164条の3）

■ 方法につき制限されているもの

・ 個人演説会（知事選等では、立札看板の掲示義務等。公選法161条～）

・ 街頭演説会（標旗を掲げる義務。午後8時から午前8時まで禁止。公選法164   

条の5）

・ 連呼行為（午前8時から午後8時まで、自動車等の上のみ。公選法140条の2）

・ 政見放送，経歴放送（衆参、知事のみ等。公選法150条、151条）

■ 自由なもの

・ 幕間利用による演説 ――――映画、劇場等で幕間を利用。

・ 電話利用による選挙運動

・ 個々面接 ――――――来客者、街頭でたまたま出会った知人に対し。

■ 特に、障害をもつ人にとっての問題点：政見放送等の際の手話通訳等



2.5 演説会の禁止

 公選法164条の３①

選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行う個人演説会、政党演
説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもつてするを問わず、開催するこ
とができない。

 同条②

公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催するこ
と、候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催する
こと及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同
演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。



2.6 その他、禁止されている選挙運動等

■ 戸別訪問

何人も選挙人の家や会社，商店などを訪ねて投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼
するような行為は，戸別訪問としてすべて禁止（公選法138条①）。

■ 署名運動

選挙に関し，投票を得る目的又は得しめない目的をもって，選挙人に対し署名運動することは禁止
（公選法138条の2）。

■ 人気投票の公表の禁止

何人も、選挙に関し、公職に就くべき者等を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはなら
ない。（公選法138条の3）。

■ 飲食物の提供

何人も，選挙運動に関して飲食物を提供することは，それがいかなる名義のものであっても禁止。
ただし，お茶及びお茶うけ程度の菓子，果物などは認められる（公選法139条）。

■ 気勢を張る行為

何人も，選挙運動のために気勢を張る行為，すなわち人目を引くために自動車を連ねたりサイレン
を鳴らしたりすることは禁止（公選法140条）。

■ 買収

当選を得るためまたは得させないために，選挙人または選挙運動者に対して金銭物品その他利益
の供与をすること，または酒肴，遊覧旅行などの供応接待もきびしい罰則により禁止（公選法221条①）。



３ 「政治活動」の規制
3.1 「政治活動」と「選挙運動」

■ 公職選挙法上の「政治活動」（狭義）

＝ 政治上の目的をもって行われる諸行為
の中から、選挙運動にわたる行為を除いた
一切の行為

■ 「政治上の目的をもって行われる諸行為」

＝ 政治上の主義、施策を推進、支持ある
いは反対し、又は、公職の候補者を推薦、支
持、あるいは反対することを目的として行う
直接間接の行為（「政治活動」（広義））

公職選挙法においては、広義の「政治
活動」のうち選挙運動にわたるものは、「選
挙運動」としての規制を受ける。

政治活動（広義）

政治活動（狭義）

選挙運動



3.2 日常の政治活動についての規制

 文書図画の掲示に関する規制

① 候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画

② 後援団体の名称を表示する文書図画

（公選法143⑯～⑲）

 その他の規制（社交的行為）

① あいさつ状の禁止（公選法147の2）

② あいさつ目的の有料広告の禁止（公選法152）



3.3 選挙時における政治活動の規制

選挙期日の公示(告示)の日から選挙の当日までの間は、政党その他の政治活動を行う団体は原則として次の政治
活動を行うことができない（指定都市以外の市（特別区を含む。）の議会の議員の選挙、町村の議員及び長の選挙を除
く）。

① 政談演説会の開催

② 街頭政談演説の開催

③ 宣伝告知（政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙及び雑誌の普及宣伝を含む。④も同じ）のた
めの自動車（衆議院選挙にあっては、船舶を含む）の使用

④ 宣伝告知のための拡声機の使用

⑤ ポスターの掲示

⑥ 立札及び看板の類の掲示（政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く）

⑦ ビラ（これに類する文書図画を含む。）の頒布

⑧ 機関新聞紙及び雑誌に選挙に関する報道、評論を掲載して頒布し、又は掲示すること

⑨ 連呼行為

⑩ 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建物（専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住
宅を除く）における文書図画（新聞紙及び雑誌を除く。）の頒布（郵便又は新聞折り込み方法による頒布を除
く。）

⑪ 掲示又は頒布する文書図画（新聞紙及び雑誌を除く。）における特定候補者の氏名又は氏名類推事項の記
載



４ 選挙運動規制等の問題点
4.1 罪刑法定主義とデュー・プロセス

 日本国憲法第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せ
られない。

 罪刑法定主義

どのような行為が処罰されるか及びその場合どのような刑罰が加えられるかは行為前の法律（成文法）に
よってだけ定められるとする立法上の立場。近代刑罰論における基本原則である。憲法31条は、手続面の適
正の保障とともに、その前提として実体法上の罪刑法定主義をも保障したものと解されている。

（有斐閣「法律用語辞典」（2000年、第2版）による。）

 憲法第31条の適正な手続・実体法定説

① 刑罰規定の明確性の要請

② 規制内容の合理性の要請

③ 罪刑の均衡の要請

④ 刑罰の謙抑主義の要請

（大里坦「選挙運動の規制と言論表現の自由‐‐特に公職選挙法142条をめぐって」（1987年、『法政論

叢』）



4.2 公職選挙法上の罰則の例

（人気投票の公表の禁止違反）

第242条の２ 第138条の３の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、２年以下の禁錮又は

30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新

聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。

（選挙運動に関する各種制限違反、その１）

第243条 次の各号の一に該当する者は、２年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

1 第139条の規定に違反して飲食物を提供した者

1の2 第140条の2第1項の規定に違反して連呼行為をした者

2 第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者

2の2 第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

2の3 第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者

3 第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者

4 第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者

5 第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

（以下略）



4.3 言論表現の自由

 日本国憲法 第21条

① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 言論表現の自由

① 人間の精神活動の自由を保障する側面（近代国家の人権保障の側面）

② 国民主権的行為を含む側面（現代国家の人権保障の側面）

健全な議会制民主主義政治を確立するためには、言論表現の自由が最大

限に尊重されなければならない。

（大里坦「選挙運動の規制と言論表現の自由‐‐特に公職選挙法142条をめぐって」（1987年、『法
政論叢』）



4.4 国際人権規約

国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括

的なもの。社会権規約と自由権規約があり、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効。日本は1979年に批

准。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともある。

■ 市民的及び政治的権利に関する国際規約（B規約） 第19条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選

択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができ

る。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

(a) 他の者の権利又は信用の尊重

(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

■ 同規約 第25条

すべての市民は、第２条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙に

おいて、投票し及び選挙されること。

(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。



4.5 戸別訪問の禁止についての公職選挙法違反被告事件最高
裁判決（昭56年6月15日、第二小法廷判決、抜粋）

 戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊

害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放

任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情

実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ（中

略）、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止

目的との間に合理的な関連性があるということができる、そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、そ

れにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪

問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接

的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防

止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいと

いうことができる。以上によれば、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法一三八条一項の規定は、合理的

で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものではない。

 したがつて，戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政

策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。



4.6 文書図画の規制についての伊藤正己裁判官の補足意見
（昭和57年3月23日、公職選挙法違反被告事件最高裁第三小法廷判決）

法廷意見の引用する当裁判所の判決によれば、公職の選挙について文書図画の無制限の頒布や掲示を許すとき

は、選挙運動に不当の競争を招き、そのために選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たすおそれが

あると認められるのであり、したがつて法の定める程度の規制は、公共の福祉のため憲法上許された必要にして合理的

な制限と解することができるとされている。

この判示は、文書図画による選挙運動を広く認めることのもたらす弊害について、必ずしも具体的な指摘をしておら

ず、説得力が多少とも不十分であると思われる。私見によれば、判示のいう選挙運動に不当の競争を招くという弊害とし

て考えられるのは、具体的には、文書図画による選挙運動が有効であるだけに、候補者がこれに多額の費用を投ずる

こととなり、いわゆる金権選挙を生むおそれのあること、候補者にとつて煩に堪えない選挙運動であるとともに、ときには

選挙人にとつて迷惑を感ずるものであること、他の候補者を中傷したり、虚偽の内容を含む文書の頒布されるおそれが

大きいことである。

たしかに、これらの弊害は、文書図画による選挙運動の規制の合理性を示す根拠として理解できないものではない

が、それらの根拠のみをもつてしては、きびしい制限を合憲とするには十分でないように思われる。選挙費用の多額化

を防止するための補完的な手段として、文書図画に対する規制が役立つことは否定できず、これを根拠とすることに一

応の合理性を認めることができなくはないが、それは、本来法定費用の制限をもつて抑止すべき事柄であり、その範囲

内で文書図画による選挙運動を利用しようとする候補者の選択は尊重されてよいであろう。



4.7 昭和37年3月23日、衆議院公職選挙法改正
に関する特別委員会議事録（抜粋）

○ 坪野委員

（前略）

法務省なり警察庁当局では、この事前運動と、いわゆる政治活動との限界を具体的にどのように理解しておられるかということ

を参考に伺っておきたいと思います。

○ 新井政府委員

（前略）

個々の事例につきましては、そのたびにわれわれは非常に困難をして判定いたしてお ります。それから、先ほどお言葉の

中にありましたけれども、私どもは別に公職選挙法を拡大して解釈しようとは全く思っておらないのでありますが、公職選挙法とい

う法律の各条文をごらんになりますとおわかりになりますように、きわめて一般的な事前運動の禁止という大ざっぱな規定があるか

と思いますと、ポスターはこういう型で、こういう枚数だというように、非常にはっきりしたものがございまして、これが突きまざりますと、

個々の事例については、われわれが見ても非常識だと思わざるを得ないような解釈をしなければならないような、そういう機構、

仕組みになっておりまして、私がもし個人的な意見を許されるならば、公職選挙法というものは、こんな長たらしい法律である必要

はないと思います。ことに、言論、文書をもって戦うのは当然ということでありながら、ポスターの枚数を制限したり、演説会の回数

を制限しておるということは、私どもは取り締まりをするたびごとに非常に苦痛を感じておるのであります。



４.8 選挙の公平公正の確保

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議事録

（平成13年11月19日、抜粋）

○ 大竹政府参考人（総務省選挙部長）

選挙運動につきましては、これは、候補者の政策でございますとかあるいは人物等を

含めまして、有権者にだれを選択すべきかの判断材料を提供するその手段でございます。

したがいまして、これを無制限に認めます場合には、財力や権力等によりまして、むしろ選

挙がゆがめられるおそれがあるということでございます。

そのようなことから、選挙の公平公正の確保という見地からしまして、選挙運動に一定

のルールを設けることが必要とされているわけでございます。特に、選挙運動のために使用

する文書図画につきましては、往々にして金のかかる選挙の原因になりやすいということか

ら、現行の公職選挙法におきましては、一定のものに限って認めるというふうにしているわ

けでございます。



4.9 選挙運動規制に対する批判

 従来いわれてきた理由

選挙運動を無制限に認めると財力や権力によって選挙がゆがめられるお
それがある。選挙の公平、公正を期するためには、選挙運動に一定のルール
を設けることが必要。

 しかし、現在のように選挙運動を過度に制限することは、

① 選挙人に候補者の情報を提供するという選挙運動の重要な機能を阻

害する。

② 選挙運動や政治活動そのものを萎縮させ、その結果、新人候補者の

当選を難しくする。

など、逆に、日本の選挙をゆがめているのではないかとの疑問。



５ 諸外国の選挙運動規制の状況
5.1 イギリス

選挙運動は、戸別訪問、候補者討論会、テレビの討論番組、さらに最近ではイ
ンターネットを活用して、自由に行われている。

戸別訪問は、伝統的なイギリスの選挙運動。候補者と運動員が各家庭を訪問し、
マニフェスト（チラシ）を渡して支持を訴える。イギリスでは、1883年の腐敗防止法に
より選挙費用が非常に低く抑えられているので、候補者個人は事実上、費用のかか
るポスター作成やハガキの大量送付はできない。そこで、選挙戦は戸別訪問や討
論会が中心となっている。

しかし、近年は、テレビの政党宣伝等マスメディアの利用とともに、インターネット
による選挙運動が重要性を増してきており、ウェブサイトのほか、電子メールも活用
され、安価な選挙運動手段として活用されている。



5.2 アメリカ、フランス、ドイツ

■ アメリカでも、選挙運動の手段についての規制は、いっさいない。伝統的な戸別訪問をはじめ、最近では、大
統領選挙を中心にマスメディアによる候補者討論会や各党のコマーシャル、さらにはインターネットを利用して
活発に行われている。

ITが飛躍的に進歩した現代こそ、逆に、戸別訪問による選挙運動の重要性が見直されつつあるといわれる。
また、「ヴァーチャル戸別訪問」も盛んで、インターネットを利用して個々の住民のニーズ等に応じてカスタマイ
ズされたメッセージを送る選挙運動が行われるようになっている。

唯一の制約は選挙資金の総量制限によるもの。

■ フランスにおいても、選挙運動目的の商業広告、投票日当日の一定の選挙運動等は禁止されているが、そ
れ以外は、戸別訪問、選挙集会、選挙ポスター、選挙公約を書いたビラの配布等大半の選挙運動は自由であ
る。

■ ドイツでも、選挙運動についての規制はほとんどなく、戸別訪問も自由である。

選挙が近づくと各政党は、選挙スタンドを設け、選挙前の党大会で採択した各党のマニフェスト（「選挙プロ
グラム」）等についての説明を行うとともに、雇用・経済・財政・年金・福祉・環境といった各テーマごとの各種の
ビラや選挙パンフレット、あるいは、ワッペン、スローガンを記載したステッカーなどを配布する。



６ 選挙市民審議会
6.1 選挙市民審議会発足にあたって（２０１５年１１月３０日）

わたしたちは大いなる夢をもって、選挙から政治の未来をつくりだそうと決意して、今日ここに「選挙市民審議会」の設立を高らかに宣言します。

わたしたちの夢は、主権者の手によって日本における議会制民主主義を成熟させ、主権者がその実りを共有することです。

「3.11」後、路上民主主義の実践が高まりを見せている一方で、主権者の多数意見が国会の中で多数意見となっていないことに素朴な疑問を持ち

ます。現在の公職選挙法は、膨大な死票が生まれるなど民意を正確に代表できないようになっています。加えて、立候補しにくいよう、選挙運動を自

由にできないようになっています。総じて、公正・平等な選挙になっていないのです。

また公職選挙法だけではなく、関連する法律も議会制民主主義の劣化を後押ししている部分が見受けられます。「迂回献金」による政策誘導は後

を断ちません。形骸化する国会審議や手続、慣例を見るにつけ、国会内に熟議による合意形成の仕組みが確立されていないことを実感せざるをえま

せん。

議会制民主主義は成熟せずに、劣化してきているのです。

限られた人たちだけが選挙に携わり、多様な民意が政策・立法に反映されない結果、政治不信による投票棄権や白票を投じる行為など、負の循環

が起こっています。このままでは日本の議会制民主主義は沈没してしまいます。当事者である国会議員にお任せするのではなく、市民のイニシアチ

ブによる選挙制度改革が必要です。また、主権者にとっても、民主主義を支えるコストをどう負担するのかについて、自覚的な議論をするべきときで

す。

わたしたちはこの審議会の審議過程を公開し、開かれた議論の場として積極的に市民の参加を呼びかけます。そして、公職選挙法や関連法の改

正提言や声明を随時発表します。こうした活動を通じて、この審議会が国会のカウンターパートとして社会の支持を得ることを目指しています。

市民のみなさん、わたしたちの代表を選ぶ方法をわたしたちの手で編み出しましょう。自分たちの代表がそこにいる国会を実現し、代表がそれにふ

さわしい働きを思う存分できるような仕組みを、つくりだしましょう。

国会議員のみなさん、わたしたちの改正提言を超党派の議員立法によって共に国会で成立させましょう。

共に世界一の民主社会を創りましょう。



6.2 選挙市民審議会中間答申 （2017年1月24日）
公職選挙法改正提言骨子（１）

１ 選挙運動を自由に楽しく

選挙運動は、わたしたち市民が候補者や政党の主張を知り、判断するための重要な手段です。これを合理
的な理由なく規制することは、憲法の定める表現の自由や罪刑法定主義に反するのみならず、国際人権規約
等に定められた人類普遍の原理にも違反するものです。市民の政治への参加を促進し、民主主義と地方自治
の更なる発展、向上を図るため、現行の選挙運動規制は抜本的に改革すべきです。

なお、資金の豊富な者が選挙で有利になることを防ぐため、政治資金と法定選挙運動費用の透明性を高め
るとともに、その規制の強化等についても見直しが必要です。

項目ごとの内容は、要旨、次のとおりです。

１－１ 戸別訪問の自由化・・・本文１ページ

戸別訪問は、選挙運動の基本的手段のひとつとして積極的に活用されるよう、これを全面的に自由化すべ
きである。現行制度は、「買収、利害誘導等の温床になりやすい」こと等の弊害を理由としている（最高裁判決）
が、それらの犯罪等は別途、直接これを規制すれば足り、その「弊害論」の根拠とするところは説得力に極めて
乏しい。欧米の先進諸国においても、戸別訪問を禁止している例はなく、早急にこれを自由化すべきである。

１－２ 電子メールによる選挙運動の自由化・・・本文５ページ

政治活動、選挙運動は、原則として誰でもが自由に参加できるしくみにすべきであり、「インターネットを活用
した電子メールをはじめウェブサイト、フェイスブック、ブログ、ツイッター等のソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス（SNS）を活用した選挙運動を全面的に自由化」すべきであるが、その段階的な見直しとして原則すべての
人が選挙運動として電子メールの送信ができるようにすべきである。



6.3 選挙市民審議会中間答申 （2017年1月24日）
公職選挙法改正提言骨子（２）

１－３ ローカル・マニフェスト頒布の自由化・・・本文10ページ

それぞれの候補者の政策の方向性や考え方などを知り、政策選択による投票を促すため、「いかなる選挙
においてもパンフレット・書籍、ビラ等の作成、頒布（配布）は自由にする」ことが抜本的な改正であるが、その
段階的な見直しとして都道府県議会議員及び市区町村議会議員など、自治体議会議員選挙におけるローカ
ル・マニフェスト（ビラ）の頒布を可能にすべきである。

１－４ 公開討論会の自由化と公営立会演説会の復活・・・本文13ページ

選挙においては、候補者や政党が演説会等で自らの主張や公約を一方的に表明するだけでなく、市民も
交えて互いに討論を行うことが必要である。そのための基本的手段であり、市民が面前で、あるいはインター
ネットの中継を通じて候補者や政党を比較できる公開討論会はこれを全面的に自由化するとともに、公営立会
演説会（公開討論会）を復活すべきである。あわせて「公設民営」の公開討論会も検討すべきである。

１－５ 18歳未満者の選挙運動の自由化・・・本文18ページ

18歳選挙権年齢の引き下げにより、市民性教育（シチズンシップ教育）の必要性が指摘されその取組みが
進められつつある。若年者の投票行動、政治参加を促し、国政、自治体政策への関心を高め、政治、選挙の
重要性の認識をより深めることが中長期的には民主主義を強化することになるものと考え、全ての人の政治活
動、選挙運動を全面自由化すべきである。



6.4 選挙市民審議会中間答申 （2017年1月24日）
公職選挙法改正提言骨子（３）

２ 政治参加のハードルを下げる

民主主義は、わたしたちすべての市民が積極的にかかわり、一人ひとりがこれを実践していくべきものです。
そこで、18歳選挙権の実現を機に、市民性教育（シチズンシップ教育）の重要性が再認識され、市民が自ら政
治活動に参加するための能力を獲得し、政治活動を実践する場を保障することが課題となっています。このた
め、国政レベル、自治体レベルにおいて、政治参加のハードルを下げ、多様な市民が選挙や政治活動に自由
にアクセスする機会を保障するため、高額な供託金制度を撤廃し、選挙運動期間（事前運動の禁止）を廃止
することがその手始めになります。

項目ごとの内容は、要旨、次のとおりです。

２－１ 供託金の廃止・・・本文21ページ

供託金に関しては戦前から減額あるいは廃止の議論が出されていたが、戦後も供託金制度は存続しているばかりか、消費者
物価の伸び以上にその額が高騰している。しかも、現行の供託金額は国際的に比較しても極めて高額であり、最近においても
与党自民党から見直し提言が出された。このような供託金制度は、高額の供託金を納める資力に乏しく、格差拡大・貧困・少子
化・過疎などの深刻な問題に直面する非正規労働者、育児中の女性、高齢者、障害者等立候補の妨げになっている。より国民
の生活実態に即した政策立案を可能とするため、早急に供託金を廃止し、その資力にかかわらず、より多くの市民が立候補しや
すくすべきである。

２－２ 選挙運動期間の廃止―その方向性・・・本文28ページ

選挙運動期間を定めず、事前運動の禁止規定の廃止を提案する。これにより、市民が自由に選挙運動に参加できるようになり、
既存政党であれ、新政党であれ、政権党であれ、野党であれ、現職議員であれ、新人候補者であれ、それぞれが公正な機会を
獲得し、自由な選挙運動が行えるようになる。これまで事前運動禁止により、新政党や新人議員候補者は、不利な条件を強いら
れてきた。さらに、法律での明文規定なしで行われてきた選挙運動と政治活動を区別する必要はなくなり、政治活動の自由が保
障される。



6.5 選挙市民審議会中間答申 （2017年1月24日）
公職選挙法改正提言骨子（４）

３ 身近な選挙を政策で選ぶ選挙に

選挙制度は、国政の問題だけではありません。地方議会議員の選挙制度も、さまざまな課題を抱えています。都市部の市区町村議会選挙では数十人

の立候補者から一人だけを選ぶという困難さがあり、一方で、市町村議員選挙では全体傾向として無投票が増えています。都道府県議会選挙や政令市

議会選挙は、選挙区に分かれていますが、1人区から最大で17人区まで混在し、選挙区ごとの「一票の較差」も国政以上です。そして、根強い地方議会不

要論もあります。地方議員や地方議会が何をしているのかわかりにくい原因は複数ありますが、一つは選挙が政策で選べる仕組みになっているとは言えな

いと考え、地方議会議員選挙の制度改革を検討し、以下の項目を中間報告として取りまとめました。

項目ごとの内容は、要旨、次のとおりです。

３－１ 市区町村選挙に制限連記制導入・・・本文31ページ 省略

３－２ 都道府県議会・政令市議会選挙を比例代表制に・・本文35ページ 省略

４ 民意が反映される国政選挙

1990年代初頭、政権交代と政権選択の実現を掲げ、政治改革が行われました。しかし、改革の狙いは実現されておらず、多数党に議席が集中するなど、

かえって、民意の反映が阻害されています。本当に投票したい候補者や政党がないと感じている有権者は少なくないでしょう。政治改革を促すきっかけと

なった政治と金の問題も、解決していません。有権者にできるだけ多様な選択肢を提供し、本当の意味で民意が反映された選挙制度を、衆議院、参議院

双方で実現する必要があります。

項目ごとの内容は、要旨、次のとおりです。

４－１ 衆議院選挙制度改正の方向性・・・本文40ページ 省略

４－２ 参議院選挙制度改正の方向性・・・本文44ページ 省略

４－３ 両院共通の選挙制度改正の方向性・・・本文46ページ 省略

５ 透明で公正な政治活動

５－１ 企業団体献金の全面禁止・・・本文48ページ 省略



◆２１世紀の普選運動を！

選挙権は歴史的に不断の努力によって広げられてきました。１９世紀後半の「普選運動」が１９２５年に２５

歳以上の男子すべてに選挙権を広げ、２０世紀初頭の「婦選運動」が１９４５年に２０歳以上の男女に選挙権

を広げました。そして選挙権は２０１５年、１８歳以上の男女に広げられたのです。

しかし選挙権の内実は男子普選と抱き合わせの選挙規制により一世紀近くにわたって制限されたままで

す。選挙権の行使をわたしたちの真の権利として確立できるかどうかは、わたしたちの政治参加にかかってい

ます。

制限選挙元年から１００年を迎えようとしている今この時、わたしたちは、【２１世紀の普選運動】にとりくむ

ことを決意しました。共に考えて、共に語りあい、国民主権にふさわしい選挙制度を創り出しましょう。

２０１６年５月２５日

選挙市民審議会

【出典：選挙市民審議会【見解』より抜粋。】
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