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ドイツの住民投票の成立要件について	 

	 

2014年（平成 26年）1月 31日	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成蹊大学法科大学院教授	 武田真一郎	 	 

	 

１．ドイツの住民投票制度の概要	 

	 住民投票とは、選挙の投票のように間接民主制の代表を選ぶ投票ではなく、ある争

点について直接住民の意見を問う直接民主的な投票を意味する。ここにいう住民投票

には、表決(referendum)、発案(initiative)および罷免(recall)の３種類が含まれる。

ドイツでは、連邦、州、自治体のレベルでこの意味での住民投票制度が設けられてい

る。連邦憲法は「連邦領域の再編に際しての投票」を規定するだけであるが（29、118、

118ａ条）、連邦を構成する 16 州のすべてが州憲法または州法に基づく住民投票制度

を設けている。	 

	 州憲法に基づく州民投票の対象となるのは、憲法（州憲法）改正、議会解散および

法律制定改廃の賛否を問う投票である。法律の制定改廃の賛否を問う投票については、

さらに予算、財政、租税、給与、人事に関する事項が除外されている場合があり、何

を除外事項とするかは州により異なっている。	 

	 州法に基づいて市町村が実施する住民投票の対象となるのは、基本的には重要な市

町村事項または議会所管事項とされているが、別に定める除外事項以外のすべての事

項とされる例もあり、州によって異なっている。この前提に立った上で、具体的な対

象事項または除外事項が州法で定められており、前者の例としては公共施設の設置・

廃止や区域変更、後者の例としては議会の権限外事項、委任事務、予算・決算・租税

などが規定されている。	 

	 なお、以上の住民投票制度は「市民が、自治体の一定の事項について決定力をもっ

て表決する」ものであるとされており、投票結果には拘束力がある。日本では地方自

治法に基づく罷免（リコール）の投票を除くと投票結果に拘束力がある投票は事実上

存在しないので、日独の住民投票制度の性質はまずこの点で大きく異なっている。	 
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２．州憲法に基づく住民投票と成立要件	 

	 前記のように、ドイツの各州は州憲法に基づく住民投票制度を設けている。各州の

住民投票にはいずれも成立要件が設けられているが、その特徴は多くの州で投票率で

はなく、得票率による要件が設定されていることである。このように得票率による要

件を設ける制度は、法定得票制と呼ばれている。	 

	 投票率は全有権者数に対する投票者の割合を意味するが、得票率とは有効投票数ま

たは有権者数に対する得票の割合を意味する。有効投票数に対する得票率だけを成立

要件として、賛成票（または反対票）が有効投票の 1/2 以上となった場合に投票が成

立するという例もあるが、有効投票の 1/2 以上の得票率を得てかつ有権者数の 1/4（ま

たは 1/3）に達した場合に成立するとして、有効投票数に対する得票と有権者数に対

する得票を併用する例が多い。これらの成立要件は州によって異なっており、同じ州

でも投票の対象（憲法改正、議会の解散、法律の制定改廃）によって要件が異なる場

合がある。	 

	 例えば、バイエルン州の制度は、憲法改正、議会解散、法律の制定改廃のいずれの

投票についても賛成票が有効投票の 1/2 以上の得票率を得ることが必要とされてお

り、有効投票数に対する得票率のみが要件となっている。他方でブランデンブルク州

の制度は、有効投票数に対する得票率と有権者数に対する得票率の両方が要件とされ

ており、憲法改正および議会解散については賛成票が 2/3 以上の得票率かつ有権者の

1/2 に達することを必要とし、法律の制定改廃については賛成票が 1/2 以上の得票率

かつ有権者の 1/4 に達することとして成立要件を緩和している。また、バーデン＝ヴ

ュルテンベルク州の制度は、憲法改正および議会解散については賛成票が有権者の1/2

以上に達することを要するとして有権者数に対する得票率のみを要件としているが、

法律の制定改廃については賛成票が 2/3 以上の得票率を得てかつ有権者の 1/3 以上に

達することを要するとして、有効投票に対する得票率と有権者数に対する得票率の両

方を要件としている。	 
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	 このように法定得票制を採用し、投票率ではなく、得票率を要件とすることによっ

て、住民投票の成立はより容易になる。投票率 1/2（50％）以上を成立要件とすると

いうことは、有権者の半数(1/2)が投票に行き、その過半数（有権者の 1/4）となった

意見を採用するということであるから、有権者の 1/4 以上の得票率を要件とするのと

ほぼ同じ結果となる。そして、1/4 以上の得票率を得ることは、1/2 以上の投票率を得

るよりも通常はかなり容易であるから、投票が成立する可能性ははるかに高くなる。

この点については改めて後述する。	 

	 

３．州法に基づく住民投票とその成立要件	 

	 ドイツの各州では、州法に基づいて市町村が実施する住民投票制度も整備されてい

る。この場合も市民が決定力を持って表決する制度であることに変わりはなく、投票

結果には拘束力がある。州憲法に基づく住民投票と同様に、住民投票の成立要件には

投票率ではなく、得票率による法定得票制が採用されている。	 

	 実例を見ると、例えばニーダーザクセン州市町村法は「有効投票の過半数が賛成を

表明し、かつ、その数が市民発案権者の少なくとも 25％以上に達するときは、市民発

案が可決されたものとする」（第 22Ｂ条 10 項）と規定し、有効投票に対して得票率

1/2（50％）以上かつ有権者数に対して得票率 1/4（25％）以上に達することを成立要

件としている。	 

	 三つの都市州（ベルリン、ハンブルク、ブレーメン）以外の 13 州について得票率の

規定を見ると、有効投票の過半数、つまり得票率を 1/2（50％）以上とする点では共

通しているが、有権者数に対する得票率については、20％とする州が 2 州（いずれも

従来は 25％とされていたものが改正された）、25％とする州が 多で 6 州、30％とす

る州が 3 州となっている。	 

	 以上の 11 州は人口にかかわりなく統一的な基準を設けているが、他の 2 州は有権者

数に対する得票率については人口区分に応じて 3 段階の基準を設けている。バイエル

ン州では、人口 5 万人以下の市町村では有権者数の 20％、5 万人を超え 10 万人以下で
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は 15％、10 万人を超えると 10％とされている。テューリンゲン州では、有権者数 3000

人までの市町村では 25％、3000 人を超え 1 万人までは 23％、1 万人を超えると 20％

とされている。このように人口（有権者数）が多くなるにつれて得票率を低減するこ

とにより、投票の成立が容易になることは言うまでもない。	 

	 

４．ドイツの住民投票成立要件の検討	 	 

	 以上のように、ドイツでは法定得票制を採用し、投票率ではなく、得票率が住民投

票の成立要件とされている。バーデン＝ヴュルテンベルグ州は、既に 1956 年に住民投

票制度を法定したが、1954 年に州政府が提案した住民投票法案には成立要件として

1/2（50％）以上の投票率が規定されていた。それは市民発案や住民投票制度に対する

相当な不信感がある状況の中で、代表民主制原理が侵奪されることがないことを示す

ために設けられたものであった。しかし、住民投票の経験を重ねる中で投票率を成立

要件とすることには様々な問題があることが明らかになったため、同州は得票率を要

件とするように改める取り組みを率先して行ってきた。	 

	 1975 年の改正で現行の法定得票制に改められたが、その際の政府の提案には、従来

の 50％の投票率要件は比較的大きな市町村を中心に「市民投票の 大の障壁」となっ

ているという認識が示されていた。実際にも、投票率の設定が高すぎるために人口5000

人を超える市町村では達成が困難であった。さらに反対派が組織されてボイコットを

呼びかけると、投票成立のチャンスは 小化することになったという。そこで、住民

による直接決定が「幅広い多数によって担われ、特異な利害の産物とみなされないこ

とを確保」し、その「代表性を保障する」ために、投票率に代わる仕組みとして法定

得票制を採用したとされている。	 

	 このように、ドイツでは現実的な成立要件を設定して住民投票の成立を容易にし、

かつ代表性を保障するために法定得票制が採用されている。前述のように、1/2（50

％）以上の投票率を成立要件とすることは、有権者の過半数（1/2）が投票してその過

半数（有権者の 1/4）の意見によって決することを意味するのであるから、有権者の
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1/4（25％）以上の得票率を成立要件とするのとほぼ同じ意味を持っている。よって、

代表性を保障し、少数者の支配を防止するためには、有権者の 1/4（25％）程度の得

票率を成立要件とすれば足りることになる。	 

	 他方で、 近では選挙の投票率さえも低下する傾向にあることは日本もドイツも同

様であり、特に日本では人口の多い自治体で 50％以上の投票率を達成することはかな

り困難である。そして、住民投票の際に高い投票率を要件とするとボイコット運動を

誘発し、争点についての賛否が投票の賛否にすり替えられてしまい、争点について賛

否両論に耳を傾け、より説得的な意見に一票を投じるという住民投票においてもっと

も重要なプロセスが大きく損なわれてしまうおそれがある。棄権者が投票率を下げ、

事実上は投票反対者となって投票を求める側に不利に働くことも見落とせない問題点

である。	 

	 このように見ると、ドイツの法定得票制は、代表性を保障しつつ、ボイコット運動

や棄権による影響が少ないという点で、投票率要件よりもはるかに優れているといえ

る。制度を改正して法定得票制を採用する際には、代表性の保障の必要性やボイコッ

ト運動および棄権による弊害などが十分に考慮され、現実的な成立要件を設定しよう

とする真摯な議論が行われていることも注目される。	 

	 なお、法定得票制をとる場合には、有効投票数に対する得票率を明らかにする必要

があるために、常に開票を行うことになる。仮に投票率そのものが法定得票率に満た

ない場合（たとえば法定得票率 1/4 が成立要件であるのに投票率が 1/4 に満たない場

合）には開票の必要性について疑義が生じるが、ドイツの住民投票は所定の署名によ

る住民発議が前提となっているので、投票率が法定得票率に満たないほど低いという

ことはほとんどないものと思われる。そもそも住民投票の成立が容易になるように要

件を緩和し、住民投票による民意の反映を実現するための制度改革が着実に進められ

ているドイツの状況を見れば、開票をせずに投票結果を住民に知らせないということ

は考えられないのではないだろうか。ドイツの住民投票制度に詳しい東北大学の稲葉

馨教授に直接インタビューしたところ、実際にもドイツでは住民投票の開票を行わな
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いとする規定を見たことがないとのことである。	 

	 これに対して日本では、住民投票条例が 50％以上の投票率を成立要件としている例

が多く、山陽小野田市（2013 年 4 月 27 日投票実施）や小平市（2013 年 5 月 26 日投票

実施）ではこの要件によって投票が不成立となっている。投票率要件を設けるのは上

記の代表性の保障が理由となっている思われるが、法定得票制により 1/4 以上の得票

率を要件とすれば 50％の投票率と同じ効果が得られ、かつボイコット運動や棄権によ

る影響を低減できることが考慮された形跡はうかがわれない。その結果として、投票

結果に拘束力がないにもかかわらず、結果に拘束力があるドイツの制度よりも高いハ

ードルが住民に課されている。	 

	 小平市の事例でも、投票率は 35.2％であるから、ドイツと同様に法定得票制が採用

され、有効投票数の 1/2 以上かつ有権者の 1/4（25％）以上という成立要件が設定さ

れていたとすれば、道路計画の見直しに賛成という意見（または反対という意見）が

25％以上に達している場合には住民投票は成立していたことになる。	 

	 これらの日独の制度の相違により、日本では住民投票の成立が困難となって、不成

立の場合には住民は投票結果さえも知ることができないという事態が生じている。そ

の結果として、環境や財政に多大な負担をかけ、多くの住民が不合理と考える事業で

あっても、議会や行政は見直しを免れているのである。	 

	 	 

	 参考文献：上記の記述は下記の文献に多くを負っている。	 

(1)稲葉馨「ドイツにおける住民（市民）投票制度の概要」（一）～（六）自治研究

72 巻 5 号 45 頁以下、同 72 巻 8 号 31 頁以下、同 72 巻 9 号 41 頁以下、同 73 巻 2 号 30

頁以下、同 73 巻 5 号 19 以下、同 73 巻 8 号 22 頁以下（1996～97 年）。	 

(2)稲葉馨「住民投票における法定得票率・得票制管見」自治研究 80 巻 8 号 3 頁以下

（2004 年）。	 
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