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電子政府、電子自治体には、二つの大きな特徴がある

と考えている。ひとつは「史上初めて行政機関がインタ

ーネットと接続されること」である。このために生じる

リスクに対応するために認証技術、暗号化技術等が採用

されているわけである。

そしてもうひとつが、「行政文書の原本が電子文書にな

ること」である。電子申請が実現し、電子公文書管理が行

われるようになるということは、今まで紙ベースで扱われ

ていた行政文書が電子データによる文書に置き換わること

を意味する。政府e-Japan戦略（2001年１月）における

「電子政府の推進」という章に、「2003年までに、行政

（国・地方公共団体）内部の電子化、官民接点のオンライ

ン化、行政情報のインターネット公開・利用促進、地方公

共団体の取組み支援等を推進し、電子情報を紙情報と同等

に扱う行政を実現し、幅広い国民・事業者のIT化を促す」

という記述がある。電子文書を従来の紙文書と同じように

扱うことは電子政府そのものなのである。

改めて述べるまでもないが、文書を電子化する

ことは、爆発的なメリットを利用者に与えてくれ

る。ひとつは「ハンドリングコストの削減」であ

る。紙に比べて作成するためのコスト（修正・複

製することが容易）、管理・流通コスト（大量の文

書を一元的に管理することが容易、遠距離への伝

送コストがほぼゼロ）、保存コスト（保存場所の確

保が容易）が各々大きく削減される。もうひとつ

は利活用の容易化である。電子データであるため、

検索・抽出、加工・分析、共有化・編集が極めて容易と

なり、電子文書を利用することによって様々なナレッジ

が生み出されるわけである。

これらの当たり前のようなメリットを、実はこれまで

の行政機関は受けていなかった。その最大の理由は、

「行政文書の原本が紙である」からである。確かに情報

システムは行政機関の至るところで既に使われている。

しかしプリンターから出力した紙文書があくまで原本で

あり、電子データはあくまで一時的な仮の姿である。こ

のような環境では絶対に紙文書を捨て去ることはできな

い。紙を捨て去らない限り、上記のメリットを100％受

けることはできないのだ。

それではなぜ電子文書が原本であるような環境に移行

することができないのか。この答えとなるのが本稿のテ

ーマである「原本性確保」である。

電子文書は、紙文書と比較した場合に保存・管理上で
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図表1 紙文書から電子文書へのシフト
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大きな問題点が存在する。具体的には、改ざんが容易で

痕跡が残りにくいこと、記録媒体の経年劣化により内容

の消失の可能性があること、改ざんされていないことを

後日証明することが難しいこと等である。これらの問題

点が解決された状態にしておくことを「電子文書におけ

る原本性が確保されている」と呼ぶ。

原本性が確保されている電子文書であってはじめて、

「原本」として利用することが可能となり、前述の電子化

メリットを十二分に享受することができるようになるの

だ（ちなみに電子文書が原本になることは、よく言われ

るペーパーレス環境になることではない。今までどおり

必要なときに紙を利用することは何の問題もないし、紙

の方が利用しやすい場面もあることは否定しない。但し

利用した紙はあくまでテンポラリーでいつでも捨てられ

ること。いざというときには原本性が確保されている電

子文書を原本として提示できることが重要なのであ

る）（図表１参照）。

前出のe-Japan戦略においても、原本性確保の重

要性は十分考えられていて、「行政（国・地方公共

団体）内部の電子化」という段落には、「文書の原

本性、セキュリティを確保しつつ、ペーパーレス化

のための業務改革を実施し、行政主体間における情

報の収集・伝達・共有・処理を電子化する」という

記述がある。

また、平成10年から12年にかけて総務庁（当時）

で行われていた「共通課題研究会」においても原本

性確保は大きなテーマのひとつとして掲げられて

いた。この研究会は、行政情報化推進のための共

通的課題の検討を目的としたもので、大学教授等

有識者によって検討が進められていた（図表２参

照）。

研究会報告書では、電子文書において完全性・

機密性・見読性が確保されていれば紙文書と同様

に、原本性が確保されていると考えてよいという

整理がされており、「電子文書の原本性確保のた

めの基準」が提案されている。また、報告書中に

は「文書の内容・性格によっては、当該行政機関

内部の権限を有するものによる改ざん等を防止す

るとともに、当該行政機関以外の第三者においても、改

ざんの有無等完全性についての検討ができるようにして

おく必要があるのではないか」という問題提起もされて

いる。つまり、行政機関自身が電子文書の原本性を確保

しておくだけではなく、国民からも間違いなくそれが確

保されていることを確認できるような仕組みが必要だと

いうことである。行政機関内部で犯行が行われる危険性

があるからというより、行政機関が自らの身の潔白を示

すこと、すなわち説明責任を果たすことが必要であると

いう意味に捉えるべきであろう。

電子文書の原本性を確保するためには、大きく二つの

方向性があると考えられる（図表３参照）。
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ひとつは、「原本性が阻害されることを防ぐこと」で

ある。先に述べたような、電子文書に対する外部からの

改ざん等を防御し、経年劣化のリスクの少ない記録媒体

を採用する等の対策がこのジャンルとなる。改ざん防止

技術が施されており、不正アクセスに対して物理的にも

論理的にも強固なハードディスクなどが既に開発・提供

されはじめている。技術的に電子文書を強固な金庫（的

なもの）の中に保存し、部屋の前に門番が立っている状

態にしておく、というアプローチだと考えてもらえると

わかりやすいだろうか。

もうひとつは、「原本性が確保されていることを証明

する」という方向性である。これは、いざというときに

（事後的に）、世間の人々に対して、保存してあった電子

文書が間違いなく改ざんされておらず原本性が確保され

ていることを申し開きができるしくみを意味する。第三

者的に原本性確保を証明すると言いなおしてもいい。

このアプローチの例としてわかりやすいのは、行政が

電子文書の原本性が確保されていることを証明してくれ

るようなスキームである。法務省ではすでに「公証制度

に基礎を置く電子公証制度」が開始されており、契約日

付の確定などを電子的に実施している。しかし、電子政

府・電子自治体における電子申請のような大量のトラフ

ィックデータについては、この制度を適用することには

無理があるように思う。

そこでもうひとつ考えられるのが、純技術的に原本性

が確保されていることを証明することである。

このジャンルは最近注目されつつあり、NTTデータ

の「電子文書証明サービス」（通称：セキュアシール）

をはじめとした様々なソリューションが提供されてい

る。これらは、特定の電子文書に対して、「それがいつ

作成されたか」ということ（時刻証明）と、「現在存在

している電子文書がオリジナルと内容が異なっていない

か」ということ（非改ざん性証明）を同時に技術的に証

明することができるものである（図表４参照）。

具体的な技術内容についてはここでは詳細には触れな

いが、基本的には、特定の電子文書に対してハッシュ値

を生成し、それを外部の電子文書証明センターに送付し、

タイムスタンプを押した証明書を発行するというスキー

ムによってサービスを提供する。

平成13年に財団法人ニューメディア開発協会が作成
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した「原本性保証システムガイドライン」には、原本性

を確保するためには「改ざん防止機能」と「改ざん検知

機能」が必須であると整理されている。

「改ざん防止機能」としては、以下の６つが提示され

ている。

①書換・消去不可機能：保存期間内の電子文書データ

（原本データ）は、あらゆるアクセス者が上書き・消

去などができないようになっていること

②アクセス者の識別・認証：利用者の権限による原本デ

ータへのアクセスを制御するために、原本性保証シス

テムの操作以前にアクセス者の識別・認証を行うこと

③アクセス制御：電子文書データ（原本データ）の保

存・参照・更新などの操作について、利用権限を持っ

たアクセス者のみに限定できるようにすること

④バックアップ：電子文書データ（原本データ）が元の

状態に戻せるようにバックアップを取得すること

⑤ネットワーク保護：通信経路上での不正な改ざん・盗

み見・盗難などがおこらないよう、通信時もしくは保

存時に暗号化処理を行うこと

⑥複製制御：原本とその複製（謄本）が区別できるよう

にする

また、「改ざん検知機能」としては、以下の2つが示さ

れている。

①改ざん検出機能：電子文書データ（ファイル）の変化

を検出できるようにすること

②時点の特定機能：電子文書データ（ファイル）の変更

した時点もしくは時刻を特定できるようにすること

ガイドラインで述べている２つの機能は、先に述べた

２つのアプローチの方向性と全く同一であると考えてい

いだろう。

既に、国内においても電子政府・電子自治体関連シス

テムにおいて原本性確保技術の適用が行われつつある。

代表的な事例としては、いくつかの自治体における電

子入札・調達システムがあげられる。電子入札・調達シ

ステムは、契約業務の効率化を目的としたシステムであ

り、入札手続の公正性・透明性を担保するためにこの技

術が適用されていると考えてよい。特に入札書に対して

到着時間管理を行うことはとても重要なことであるとい

える。

また、電子政府先進国のひとつである米国においても、

同様の動きが存在する。IT先進州のひとつでもあるデ

ラウェア州（インターネット世帯普及率は50％を超す

といわれている）における電子政府関連システムには、

原本性確保技術が適用されている。

これは、DENS（Delaware Electronic Notary

System）と呼ばれるもので、電子申告等に対して、原

本性確保機能を提供しているものである（Electronic

Notaryとあるので、電子公証と訳した方が近いかもし

れないが）。デラウェア州知事であるトーマス・カーパ

ー氏（当時）は、2000年7月に「電子トランザクション

共通法（UETA）」と呼ばれる法案に対する署名の際、

このDENSを使ったことが報道されている。これによ

り、デラウェア州は、政府や企業における電子文書管理

システムのセキュリティを確保するために、原本性確保

技術が重要な要素であることを公的に認めた全米初の州

になったのである。

国内での最近の関連動向としては、「タイムビジネス

推進協議会」（会長：大橋 正和 中央大教授、副会長：

須藤 修 東大教授：http://www.scat.or.jp/time/）の動き

に注目したい（図表５参照）。

これは、総務省が平成 14年に実施した「標準時配

信・時刻認証サービスの研究開発に関する研究会」（通

称：タイムビジネス研究会）を母体としたものである。

研究会では、インターネットを利用した電子商取引や各

種行政手続の急速な普及に伴い、取引や申請等の時刻を

正確に把握したり、第三者的に証明することが必要とな

っているという認識の元、タイムビジネスの将来イメー

ジの諸課題が検討された（原本性確保に関する論議であ

るといって差し支えない）。このとき集まった委員を中

心に、日本標準時を供給している独立行政法人通信総合

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ

4．電子政府・自治体における原本性確保
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研究所をはじめ、原本性確保技術関連のベンダー、これ

らの技術を必要とするユーザー、学識経験者が集まり、

研究会完了後も協議会として活発な活動が行われてい

る。

電子政府・電子自治体実現に向けて、電子申請システ

ム、電子調達システム、電子公文書管理システムなどに

おいて、特に法務的に重要な位置づけにある文書を中心

として、原本性確保技術が適用されていくのはまず間違

いないと言っていいだろう。

最近のe-Japan戦略の流れを見ると急速な規制緩和・

ルール変革によって、紙文書を追放し電子文書化を促進

するような風潮が目立ってきている。法定保存文書（法

制度で紙での保存を義務付けていた文書）の電子保存の

容認、そして行政手続の電子化（電子申請等）等々。

最初に述べた数々の電子文書のメリットを得るために

は、この方向性は決して間違っているわけではないのだ

が、一方で電子文書は改ざんされたり盗まれたりしやす

く危ない、といった国民の感覚はそう簡単に払拭される

わけではない。事実、規制緩和で電子文書を容認してい

るにせよ、何か紛争が起こった場合の責任は全て当事者

がとらなければならないことがほとんどであろう。

このような環境では、いくらルールが変わっても「原

本としての電子文書」といった考え方が根付いていくと

は思えない。

「原本性確保技術」が研究開発され、製品・サービス

として一般に普及していくこと、そして電子文書を原本

とすることが怖くないという認識が広く浸透していくこ

とが何よりも重要なことであろう。
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