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【短信：アメリカ】

2002年選挙改革法

宮田 智之

2002年10月29日、ブッシュ大統領の署名によ

り2002年選挙改革法（Help America Vote
 

Act of 2002:Pub. L. No.107-252）が成立し

た。９月以降の第107議会は、「対イラク武力行

使承認決議」の審議や11月の中間選挙を目前に

控えていたこともあり、国土安全保障省

（Department of Homeland Security)創設法案

などの多くの重要法案の審議が停滞したため、

ニューヨーク・タイムズ紙などの主要紙は、こ

のような連邦議会の状況を強く非難していた。

2002年選挙改革法は、こうした第107議会後半

の状況にもかかわらず、順調に制定された数少

ない法律の一つで
(注１)

ある。

今回成立した、2002年選挙改革法の最も大き

な特徴としては次の２点が挙げられよう。まず

連邦公職選挙の運営に関して州・地方政府に対

し広範な基準を定めている点、次にそのような

基準を州・地方政府が遵守できるよう補助金を

支給する点、の以上の２点である。以下では制

定の背景と本法律の概要、そして今後の懸念事

項について紹介する。

1. 背景

2002年選挙改革法は、2000年アメリカ大統領

選挙においてフロリダ州で露呈した問題を教訓

として制定された法律である。

民主党大統領候補アル・ゴアと共和党大統領

候補ジョージ・W・ブッシュとの間で繰り広

げられた2000年の大統領選挙は、アメリカ史上

稀に見る大接戦となった。余りの接戦に、11月

７日の投票日当日、フロリダ州の勝者の確定を

巡り、ABCやCBS、NBCの主要３大ネット

ワークなどが右往左往した姿はいまだに記憶に

新しいところである。

フロリダ州の票の再集計を巡り法廷闘争にま

で至ったこの大統領選挙は、最終的に12月12日

の連邦最高裁判所の判決、そして翌日のゴアの

敗北宣言により、ようやく終息した。結局、投

票日からブッシュが新大統領として決定される

までに30日以上の月日を要したのである。

以上の過程において、アメリカの選挙運営の

実態があまりにも杜撰であることが明らかと

なった。なかでも数十年前に導入された「パン

チ・カード式」（punch cards）や「レバー式」

（lever machines）と呼ばれる投票器具をいま

だに全米中の多くの選挙区が使用していること

に対しては、大きな批判が浴びせられた。

これらの投票器具は、その独特の仕組みのゆ

えに投票に際して多くの有権者を混乱させるも

ので
(注２)

ある。実際、この大統領選挙の象徴とも

なったフロリダ州パーム・ビーチ郡では、この

パンチ・カード式が災いし、ゴアに入れたつも

りが誤ってパット・ブキャナンに投票してし

まったと訴えるケースが相次いだので
(注３)

あった。

アメリカの多くの選挙区において、上記のよ

うな投票器具がいまだに使用されている要因と

しては、主に予算不足が挙げられる。すなわち

アメリカの選挙運営は州あるいは郡が直接管轄

しているが、概して選挙運営に向けられる予算

は極めて少ない。このようなことから、多くの

州や郡は数十年前から使われているローテクの

投票器具に頼らざるを得ないのである。

ただこうした予算不足は、投票器具の問題だ

けにとどまらず、有能な投票所の係員の不足な

ど、選挙運営全般にわたり様々な問題を生じさ

せている。
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今回の2002年選挙改革法は、上記のように多

くの問題を抱える選挙運営の改善を目的として

制定されたのである。

2. 2002年選挙改革法の概要

2002年選挙改革法の構成は、次のとおりで
(注４)

ある。

第１章：選挙運営の改善並びにパンチ・カード

式及びレバー式投票器具の交換を目的

とした州への補助

第２章：選挙支援委員会（Election Assis-

tance Commission）の創設

第３章：統一的かつ公平な選挙技術（Uniform
 

and Nondiscriminatory Election
 

Technology）と運営義務

第４章：施行

第５章：選挙カレッジ・プログラム（Help
 

America Vote College Program）

第６章：選挙財団（Help America Vote Foun-

dation）

第７章：軍人と在外市民の投票権

第８章：移行条項

第９章：その他

なお本法律の大半の規定は、2004年１月１日

に施行される。

第１章 選挙運営の改善並びにパンチカード式

及びレバー式投票器具の交換を目的とし

た州への補助

・連邦公職選挙の運営の改善を目的とした州へ

の補助金交付プログラムを創設
(注５)

する。補助金

交付額は、補助金交付保証最低限
(注６)

度額と有権

者人口に基づき定める（第101条）。

・2000年11月の連邦選挙において、選挙区がパ

ンチ・カード式投票器具又はレバー式投票器

具を使用した州に対し、他の投票器具と交換

させるための補助金交付プログラムを創設す

る。補助金交付額は、その州内の資格を有す

る選挙区の数に基づくものと
(注７)

する。交換の期

限は、連邦公職選挙が行われる2004年11月で

ある（第
(注８)

102条）。

・第101条、第102条のそれぞれに対し、３億２

千５百万ドル(約370億円)を歳出する（第104

条）。

第２章 選挙支援委員会の創設

・選挙支援委員会（Election Assistance Com-

mission）を創設する（第
(注９)

201条）。

第３章 統一的かつ公平な選挙技術と運営義務

・投票する前に、有権者が票の確認（verify
 

the votes selected by the voter）と訂正を行

うことを認める（第301条）。

・各州は、合法的な票を明確にする「統一的か

つ公平な基準」（uniform and nondis-

criminatory standard）を定めなければなら

ない（第301条）。

・有権者
(注10)

登録を行ったと主張する個人が、選挙

人名簿に記載されていない場合、そのような

個人が仮投票（provisional ballot）を行う

ことを認める。後に州又は地方の選挙管理委

員により、上記の個人が有権者であると確認

された場合、その仮投票は正規の票として認

定され、計算される。また上記の個人は、票

として計算されたか否か確認することがで

き、仮に計算されなかった場合、その理由の

説明を求めることができる（第302条）。

・各州は、連邦公職選挙の投票日に票の見本そ

の他の投票に関する情報を各投票所に掲示し

なければならない（第302条）。

・各州は、裁判所命令により投票時間が延長さ

れたときは、その延長時間における投票は仮

投票とし、他の仮投票と分離しておかなけれ

ばならない（第302条）。

・各州は、連邦公職選挙の公式の選挙人名簿と

して電子名簿を作成しなければならず、定期
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的にこの名簿の維持に務めなければならな

い。また各州は、この電子名簿に対する不正

なアクセスを防止する措置を取らなければな

らない（第303条）。

・有権者登録の際に、申請者は、自動車運転免

許証番号、又は社会保障番号の下４桁の番号

を提示しなければならない（第303条）。

・郵送により有権者登録を行い、かつ以前に投

票を行った経験のない者は、投票の際に最近

の写真付身分証明書（photo identifica-

tion）、若しくは最近の公共料金請求書

（utility bill）を提示しなければならない

（第
(注11)

303条）。

・この章は最低限の義務を定めており、この章

と特定の連邦法に違反しない限り、州がより

厳格な選挙技術と運営義務を設置することを

妨げるものではない（第312条）。

第４章 施行

・第３章の義務を履行するため、連邦の司法長

官に州に対する民事訴訟を認める（第401

条）。

・この法律に基づき、補助金を受ける州は第３

章違反に関する行政不服手続を定めなければ

ならない。補助金を受け取らない州は、選挙

支援委員会に対し補助金を受け取る州と同様

の方法で、行政不服手続を定めていることを

証明するか、又は第３章の義務を履行するた

めに、州が取る措置についての詳細な情報を

提供する承諾計画（compliance plan）を連

邦の司法長官に提出しなければならない（第

402条）。

第５章 選挙カレッジ・プログラム

・選挙支援委員会は、選挙カレッジ・プログラ

ム（Help America Vote College Program）

を創設し推進しなければならない（第
(注12)

501条）。

第６章 選挙財団

・連邦政府が設立を許可する非営利団体

（federally chartered,and nonprofit organi-

zation）として、選挙財団（Help America
 

Vote Foundation）を創設する（第
(注13)

601条）。

第７章 軍人及び在外市民の投票権

・国防長官は、海外領土若しくは船上で収集さ

れる不在者投票用紙（absentee ballot）に、

消印又は郵送日の他の公的証明が付されてい

ることを保証する措置を取らなければならな

い（第701条）。

・国防長官は、不在者投票用紙が連邦公職選挙

が行われる日以後になって、票の最終目的地

に到達するといったことのないよう保証する

措置を取らなければならない（第701条）。

・各州は、不在の軍人（absent uniformed ser-

vices voters）と在外市民のために有権者登

録手続と不在者投票手続についての情報の提

供を専門とする単体の事務所(single office)

を設置しなければならない（第702条）。

・各州と地方政府は、選挙支援委員会に対し不

在の軍人と在外市民のための不在者投票用紙

の総数と、実際に選挙において投ぜられた総

数を報告しなければならない（第703条）。

・各州は、早期に提出されたという理由で有権

者登録と不在者投票の申請を拒否してはなら

ない（第706条）。

第８章 移行条項

・選挙支援委員会に、連邦選挙委員会の一部局

である選挙運営局（Office of Election
 

Administration of Federal Election Com-

mission）の機能を移行する（第801条）。

第９章 その他

・州の選挙管理委員は、連邦公職選挙において

２期以上投票しなかった有権者の氏名を選挙
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人名簿から削除することができる（第903

条）。

・連邦の司法長官は、既存の罰則が選挙目的で

のインターネットの使用に対し適切であるか

どうか審査し、連邦議会に報告しなければな

らない（第904条）。

・有権者登録と投票に際して、虚偽の情報を提

供した者は、罰金若しくは拘禁刑に処せら

れ、又はそれを併科される（第905条）。

3. 今後の懸念事項

上述のように、この2002年選挙改革法はパン

チ・カード式などに見られる時代遅れの投票器

具の交換や電子選挙人名簿の作成など、細部に

わたり事細かに定めることにより、連邦公職選

挙の運営の改善を目的としている。その一方

で、本法律についていくつかの懸念事項も指摘

されている。そのうちの一つが、第303条の規

定に関するものである。

第303条は、有権者登録と投票の際に身元を

明らかにする書類の提示を定めている。これら

は不正投票を防止するための規定で、共和党議

員が熱心に法案に組み込むよう要求したもので

ある。しかし一方でこのような規定により、多

くが身分証明書などを所持していない貧困層や

人種的マイノリティー、特にヒスパニック系市

民の投票が妨げられるとの懸念が、ヒスパニッ

ク系団体やアメリカ自由人権協会（American
 

Civil Liberties Union）から表明されている。

ヒスパニック系市民の多くを有権者に持つ、ヒ

ラリー・クリントン民主党上院議員やチャール

ズ・シューマー民主党上院議員（両議員とも

ニューヨーク州選出）、そして下院のヒスパ

ニック・コーカス（Congressional  Hispanic
 

Caucus）に所属するチャールズ・ゴンザレス

民主党議員（テキサス州選出）らも同様の懸念

を表明して
(注14)

いる。

(注)

(1) 下院は10月10日に賛成357、反対48で可決し、上

院は10月16日に賛成92、反対２で可決した。

(2) New York Timesによると、2000年の選挙にお

いて実に全米の30パーセントがパンチ･カード式を

使用し、またレバー式は17パーセントであった。な

お2002年11月に行われた中間選挙においては上記の

率は若干減少したが、それでも全米の23パーセント

がパンチ・カード式を使用し、16パーセントがレ

バー式を使用した。New York Times,October 28.

2002

(3) Newsweek（日本語版）,November 22.2000,p.

22

(4)本稿は、法律の条文を掲載している米国議会図書

館立法情報システムのサイトと、CQ Weekly

（November 2.2002 pp.2870-2871）を主に参照し

た。

米国議会図書館立法情報システム：

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:H.

R.3295.ENR:>（last access 2002.11.29）

(5) 各州は、この補助金を投票手続等に関する有権

者教育や、選挙管理委員と投票所の係員の訓練など

に使用しなければならない。

(6) 補助金交付最低保証限度額とは、最低限受け取

ることのできる額であり、第103条において500万ド

ル(約６億円)までと規定されている。

(7) 一選挙区あたり、4000ドル（48万円相当）が支

給される。

(8) 正当な理由があれば、2006年１月以降に行われ

る連邦公職選挙まで期限を引き延ばすことができ

る。

(9) 選挙支援委員会は、大統領により任命され、上

院において同意を得た４人の委員から構成される。

なお選挙支援委員会は、以下のことをその主な任務

とする。

a. 州への補助金の支給

b. 州に対する自発的指導（voluntary guidance）

c. 投票器具の実験と認証
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d. 選挙運営の改善を目的とした調査

e. 第５章の選挙カレッジ・プログラムの開発

選挙支援委員会は、以上をその任務とするが、いか

なる規則や規制を出す権限も認められていない。

(10) アメリカでは、わが国のように一定年齢に達す

ると、自動的に自治体の選挙管理委員会により選挙

人名簿に登録されるのとは異なり、投票しようとす

る市民は、事前に有権者登録を済ませねばならな

い。なおこれまでは、有権者登録を行う際に身分証

明書等を要求されることはなかったため、不正を行

う余地は多分にあったと言われる。久保文明「2000

年米大統領選挙と連邦議会選挙の分析」『国際問題』

491号、2001.２、pp.14-16

(11) この規定は2003年１月１日に施行される。

(12) 選挙カレッジ・プログラムとは、高等教育機関

に在籍している学生を、無党派の投票所の係員若し

くは助手として州や地方の選挙運営に積極的に参加

させるプログラムである。

(13) 選挙財団は主に、中等教育の生徒を無党派の投

票係員もしくは助手として選挙運営に参加させるこ

とをその任務とする。

(14) クリントン議員とシューマー議員は、上院にお

いて本法案に反対票を投じた。また下院においても

ゴンザレス議員のようなヒスパニック・コーカスに

所属する議員らが反対した。New York Times,

October 17. 2002 Washington Post, October 17.

2002

(参考文献)（注で記したものは除く）

・ Washington Post,November 4.2002

・New York Times,October 29.2002

・ CQ Weekly,October 5,12,19.2002

（みやた ともゆき・海外立法情報課）

【短信：イギリス】

2002年輸出管理法：新しい戦略的輸出管理

岡久 慶

2002年輸出管理法（Export  Control  Act
 

2002 c.28）は、2001年６月26日下院に提出さ

れ、翌年７月24日に成立した法律である。法案

作成を担当したのは、輸出管理全般を担当する

貿易産業省、及び文化的関心の対象物

（objects of cultural interest）の輸出管理を担

当する文化・メディア・スポーツ担当省であ

る。

1939年及び1990年輸出入・関税権限（防衛）法

イギリスの輸出入管理を司る法律は、1939年

９月１日に制定された、1939年輸出入・関税権

限（防衛）法（Import, Export and Customs

 

Powers (Defence)Act 1939）である。これは

非 常 事 態 に 対 応 し た 法 律（emergency
(注１)

measure）で、９条からなり、貿易委員会

（Board of
(注２)

Trade）に、イギリスにおける輸出

入を禁止又は規制する命令を発する権限を与え

（第１条）、敵国との輸出入の対象となる物資、

及び敵国への輸出及び搬入を目的としてイギリ

ス国内を経由する物資を、禁止物品として没収

する権限を与えていた（第３条）。

1939年法は、その第９条第３項で「国王陛下

が枢密院令によって、本法成立の誘因となった

非常事態が終結した、と宣言する日まで効力を
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