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ＭＣＣ研修資料 

２０１３年７月１９日 



やっとネット解禁が実現した！！ 



今迄インターネットは選挙運動には× 
何と時代遅れな！！！ 



２０１３年４月１２日衆院可決 



２０１３年４月１９日参院可決 



公職選挙法の一部を改正する法律案 
 

公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の一
部を次のように改正する。 
  

ウェブサイト等を利用する方法による文書図
画の頒布 
 

「選挙運動のために使用する文書図画は、
ウェブサイト等を利用する方法の送信により、
文書図画をその受信をする者が使用する通
信端末機器に、頒布することができる」。 



ところで・・・ 

 



先ずはこんな誤解は無いですね・・・ 

「ネット選挙運動」 

の解禁で、決して 

ネット投票が 

認められた訳 

ではない。 
 



これまでの公職選挙法では・・・ 



選挙風景と云えば・・・ 





懸命なのか恥知らずなのか・・・ 



選挙と云えばこんなイメージだった・・ 



ネットは法律上の禁止と云うのではなく 

• 以前、自治省（現・総務省）によって、日本の
公職選挙法では選挙運動のインターネット利
用は禁止されていると解釈されていた。 

• 候補者は選挙期間中及び選挙後に当落選に
関する有権者へのあいさつ表明に関してウェ
ブサイト更新や電子メール配信を自粛するこ
とが一般的になっていたのだ。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB




ネット選挙禁止は憲法上の疑義も・・・ 

• 公職選挙法142条第1項や第146条(文書ビラの
頒布）が日本国憲法第21条第1項の「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」に違反している可能性があるの
ではないかとの指摘があった。 

 

• 何よりも、２１世紀になってネットの普及
が進んだので、この規制は時代遅れの
感が強かったのだ。 



ネット選挙運動解禁により・・・ 

• 有権者は17日間にわたる選挙期間中も、政党・候補者に
よるリアルタイムで流れてくる主張を、ネットを通じていつ
でも知ることができる利点がある。 

•  これまでは選挙期間に入ると、テレビや新聞などを通じ
た間接的な報道と、候補者らによる更新が止まったままの
Webサイトや選挙広報、ポスター掲示板、街頭演説などを
通じて情報を集めるしかなかった。 

•  今後は演説をネット中継で確認したり、ソーシャルメディ
アやメールを通じて直接対話したりすることも可能だ。 

 

• 投票前に有権者が判断する材料を得や
すくなることは間違いない。 
 







ネット選挙のメリット・デメリットは 

利点： 
 

• 候補者や政党は選挙期
間中は合理的な選挙運
動ができる 

• 駅前などでも選挙演説な
どを聞く機会のない有権
者に候補者などを良く
知ってもらえる 

• これまで選挙に興味がな
かった有権者の投票を期
待できる 

課題： 
 

• 誹謗中傷が増え、その拡
大を止められない恐れが
ある 

• ネット上のなりすましやセ
キュリティ上の課題への
対応が不可欠 

• 新しい技術が次々に出て
きており、何が起きるか
予測ができない 
 
 



反対者は色々と云うけれども 



概ね反対は少ないようだ・・・・ 



だが内容はよく解って居ない？ 



結局よく解っていないのだ 



主として５つのツールがある・・ 



結構微妙に複雑である 









他の国々ではどうなっているか？ 



先ずはネットの普及率は・・ 



２１世紀に入って急速に普及 



米・韓の先例が非常に参考になる 



米国では１０年前から無制限に活用 



オバマの勝利はITの駆使による 



２００８年のソーシアル選挙 



２０１２年のビッグデータ選挙 



オバマは２度ともIT面で勝利した 



さて日本では参院選に向かって・・・ 





選挙公示から１週間の動きは 



各党の取り組みにはかなりの格差 



ネット選挙にも銭がかかる・・・ 





全政党のフェースブック登録ランキング 



圧倒的な現職の強み？？ 



運営会社の日本法人Twitter Japanは著名人のなりすましを防ぐため、
本人のTwitterに青色の認証マークを付けている 



自民党は一番進んでいる 

• 党として公式ホームページ、
フェイスブック、ツィッター、
ユーチューブ、ニコニコ動
画、LINEを用意し、さらに専
用の携帯アプリを多数リ
リース。 

• 参議院候補者でみれば、
ホームページ、フェイスブッ
クを利用する候補者が9割
以上と、昨年とうって変わり
フェイスブックはすでに当た
り前の状況である。ツィッ
ター、ブログは約4割。 



自民党のＩＴ本部・Ｔｒｕｔｈ Ｔｅａｍ 

• チームには技術支援でITベン
ダー6社が参画した。 

 
• タブレット端末やOSなどIT基盤
を提供する日本マイクロソフト 

• 分析システムなどを動かすク
ラウドを提供するセールス
フォース・ドットコム 

• 口コミ分析に強いホットリンク
やNTTコム オンライン・マーケ
ティング・ソリューション 

• 口コミ監視のガイアックス 
• 口コミ分析やネットでのPR戦
略などに強いパースペクティ
ブ・メディアである。 



公明党は党としての対策がトップ 

• 党をあげて積極的にネット
選挙対策を打ち出してきて
いる。党公式サイトとしては、
あらゆるツールを準備。ス
マートフォン向けの独自ア
プリ「公明アプリ（iPhone版
／Android版）」を公開。ア
プリからは党のフェイスブッ
ク、ツイッター、参院選候補
者ページへ簡単にアクセス
できる。LINEも他党に先駆
けて利用を開始。公式アカ
ウントのともだち数は政党
の中でも最も多く、既に9万
人を突破している。 



民主党もまずまずか？ 
• 公式サイトとしては、ホームペー
ジ、フェイスブック、ツィッター、
ユーチューブ、ラインなどを用意。
特徴としては、グーグルプラスを
かなり積極的に利用しており、公
式サイトならびに、候補者でも利
用している人が比較的多い。 

• ただし、携帯アプリは「民主党プ
レス」しかなく、選挙公示前まで
は積極利用はしていない。 

• 候補者の利用状況については、
各議員でバラつきはあるが、
ホームページ、フェイスブックが
約9割利用、ブログやツィッター
は約4割程度にとどまる。 



維新は案に相違の感あり 

• 党の公式サイトとしては、
ホームページ、フェイスブッ
ク、ツィッター、LINEなどを
揃えている。 

• ただし、前回公式ホーム
ページの全面に出ていた
橋下共同代表のツィッター
は、今回のPC版ホームペー
ジでは右下に追いやられた
恰好となっている。 

• 業者を使うなど大がかりな
ネット対策は行わない方針
を示している。予算を捻出
できないようだ。 



みんなの党は個人ベース 

• 党は、ツィッターをメイン
に、ソーシャルメディアを
積極活用している。 

• 党の公式サイトとしては、
フェイスブック、ツィッター、
LINEなどを保有しており、
ホームページでは、所属
の各候補、議員のツィッ
ターを見ることができる。 

• 但し、党というよりは、
個々の議員の個性を活
かした形でのサイト運営
というスタンスが見られる。 



生活の党は個人主体 

• 党としてよりも個人の活
用が主体である。 

• 党の公式サイトとしては、
ホームページ、ツィッター、
LINE等はあるものの、フェ
イスブックがない。 

• 他方、所属候補について
は、ホームページ、ツィッ
ター、フェイスブック共に8
割以上の利用率を誇り、
個々の候補がネット選挙
に積極的に取り組んでい
る。 



共産党はマダマダ・・・ 

• 志位委員長自らが「すべての
同志がツイッターやフェイス
ブックなどＳＮＳ、さらにはホー
ムページやブログに挑戦しよ
う。」と表明。 

• 志位委員長も今月からツイッ
ターの投稿を始め、党、そして
候補者もソーシャルメディアに
挑戦しようとしている。 

• 但し、その意気込みとは逆に
候補者の利用率は高くない。
平均利用率は、ホームページ、
ブログ、ツィッター、フェイス
ブック共に約4割。まだまだ挑
戦中といったところか。 



社民もかなりビハインド 

• 公式サイトとしては、他党
と同じレベル。携帯アプリ
を除く全てのツールを利
用。 

• 特徴としては、福島みず
ほ党首の女性らしさを前
面に押し出している。但し、
所属候補者の利用率は
他に比べて圧倒的に低く、
ツィッターやフェイスブッ
クの利用率は、4割と2割。 

• なかなか積極利用できて
いない状況にある。 



みどりの風はこれからだ 

• 初の参議院選挙に臨むみど
りの風は、ホームページ、
フェイスブック、ツィッ
ター、LINEなどを他党同様
に準備。ツイッターでは各
議員のブログ更新情報や出
演番組を告知する。またス
マートフォン向けアプリ
(Android版)を用意し、党
のフェイスブックやツイッ
ターへ有権者を誘導する・ 

 
• 各候補者においても、フェ

イスブックは全員が利用し
ているなど初のネット選挙
に積極的に取り組む構えだ。 



IT業界はレッド・オーシャン状況  
 
政治の世界でも "ビッグデータ
活用元年"に 
 



 
各社サービスの取り組みも活発だ 

 
• サイバーエージェント…「Ameba政治家ブログ」ポータルにおける番組視聴プレー
ヤーの埋め込みおよびユーザーへの告知 
 

• LINE…ニュースサイト「BLOGOS」における番組視聴プレーヤーの埋め込みおよび
ユーザーへの告知、番組を記事化 
 

• グリー…GREEニュースの特設コンテンツ「遠かった政治が少し近くなる 政治特集」
で番組を記事化 
 

• ドワンゴ（ニコニコ動画）…生放送番組の企画・制作・配信 
 

• Twitter Japan…日本語版Twitter公式アカウント(@TwitterJP)でのユーザーへの告
知 
 

• Ustream Asia…番組の配信 
 

• ヤフー…「Yahoo!みんなの政治」での番組視聴プレーヤーの埋め込み、同ページ
にてマニフェスト・公約の一覧・参院選の争点に関するニュースを掲載 
 



ネット投票が出来るなら・・・？？？ 



世界で唯一ネット投票をしたのは・・・・ 

•エストニア。 

• 旧ソ連から独立して２０年余りのこの国は、２
００５年、世界に先駆けて地方選でネット投票
を導入、これまで国と地方で５度の実績を重
ねた。１１年の国政選挙は投票者の４分の１
が自宅や職場からネットで投票した。 

• 人口１３４万人 

• インターネット普及率２９位、66.21％ 

 



エストニアはバルト３国の一つ 



• エストニアは13世紀以来デンマーク人、ドイツ系騎士団、スウェーデン、
ロシア帝国と外国勢力に支配されてきた。 

 
• 1917年のロシア革命でロシア帝国が崩壊したのち自治獲得の動きが高
まり、まもなく独立運動へと転じた。1918年2月24日に独立を宣言、その
後はソビエト連邦やドイツの軍事介入を撃退して独立を確定させた。
1921年には国際連盟にも参加したが、 
 

• 1940年にソビエト連邦に占領され、1941年から1944年まではナチス・ドイ
ツに占領されたが、第二次世界大戦末期の1944年にはソ連軍に再占領
され、ソ連に併合された。ソ連崩壊直前の1991年に独立回復を宣言し、
同年には国際連合にも加盟した。 

 
• 1994年8月31日にロシア軍が完全撤退した後、西欧諸国との経済的、政
治的な結びつきを強固にしていった。2004年3月29日、北大西洋条約機
構 (NATO) 加盟。さらに、2004年5月1日には欧州連合 (EU) に加盟した 
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ネット投票により明らかな伸びが見られる 



若い世代は敏感に反応する 



ネット選挙で参政意識は向上するか？ 



やはり若い世代の参政意識は上る！！ 



「老人を舐めんな」！！と云いたいが？？ 

 

 

 

 

 

 

 

―おわりー 


