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昨年８月から開始された本連載も今回で12回目、最

終回を迎えることになった。足掛け２年におよぶ期間の

うちに、電子政府・電子自治体実現に向けた取組みはさ

らに速度を増しつつあり、セキュリティ分野についても

様々な動きがあった。可能な限り最新動向を盛り込んで

きたつもりではあるが、「電子政府・電子自治体の構築

をセキュリティという視点から俯瞰する」という当初の

目的をどこまで達成できたかどうか甚だ自信がない。

さて、最終回では、これまでの連載内容を簡単にレビ

ューした後、それらをフォローする意味を込めて、最近

発表されているe-Japan戦略Ⅱ、及び電子政府構築計画

関連の動向を整理する。また蛇足ついでではあるがこれ

までの連載を通じての執筆者側からの感想をいくつかコ

メントしてみたい。

「電子政府・電子自治体に関連するセキュリティ」と

して多くのテーマを設定してきたが、振り返ってみると

結局３つのカテゴリーの話をしてきたと整理できるよう

だ。

１つめは「電子政府・電子自治体アプリケーション」

というカテゴリーである。電子政府・電子自治体という

対象領域のわかりにくいものを可視化し、具体的なイメ

ージを共有するために、「電子投票」「電子申請・届出」

「住民基本台帳ネットワークシステム」の３例について

述べてきた。

岡山県新見市での最初の実施を契機に盛り上がりつつ

ある「電子投票」については、根拠法令である電子投票

特例法の概要と電子投票で使用されるシステム・機器に

対するセキュリティ要件を説明した（第３回：中山）。

電子政府・電子自治体におけるフラッグシップ的な取

組みである「電子申請・届出」については、手続きの電

子化施策と関連する主要な情報システムについての概観

を行った後、セキュリティに関わる課題と政府の対策動

向について整理してきた（第４回：平間）。尚、2002年

12月に「行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律」（いわゆる行政手続オンライン化３法）が

成立したことを付け加えておく。これによって書面を前

提とした個別法の規定を改正することなく、電子申請・

届出を適用することが包括的に認められたことになる。

電子政府・電子自治体実現に向けての本人確認のイン

フラとなり得る「住民基本台帳ネットワークシステム」

については、その現状と計画を整理した上で、セキュリ

ティ上の課題について制度、技術、運用の各側面から整

理を行った（第７回：小田島）。このシステムについて

は、各自治体の参加等をめぐる議論が現在も続いている

ようである。

２つめのカテゴリーは、これらのアプリケーションに

対して措置を行う必要がある「技術的側面からのセキュ

リティ対策」である。これについては「電子認証基盤」

「原本性確保技術」という２つのテーマについて解説し

てきた。
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インターネット上での申請者認証、あるいは行政機関

認証を確実に行うためのインフラである「電子認証基盤」

については、GPKI、LGPKI、商業登記認証局等、各認

証基盤について解説した上で、電子署名法をはじめとす

る法整備状況や民間電子認証ビジネスの動向について整

理した（第８回：小田島）。

また、「電子文書を紙文書と同等に扱う行政を実現」

（e-Japan戦略より抜粋）するために欠かすことができ

ないものとして「原本性確保技術」についてもとりあげ

た。原本性確保の必要性とそのために必要なソリューシ

ョン例を整理した上で、電子政府・電子自治体における

同テーマ関連動向についても触れた。特に総務省の研究

会を発端として立ち上がった同分野の普及啓発を目的と

した民間推進団体である「タイムビジネス推進協議会」

の活動については今後とも注目をしていきたいと考えて

いる（第９回：三谷）。

最後のカテゴリーは「法制度・ルール面からのセキュ

リティ対策」である。具体的には、「セキュリティポリ

シー」「個人情報保護」、「情報セキュリティ規格」、「情

報セキュリティ監査」をテーマにとりあげた。また「海

外電子政府におけるセキュリティ対策」についてもここ

に分類される。（整理してみると実はこのカテゴリーの

話が最も多かったことになる。）

電子政府・電子自治体におけるセキュリティに関する

議論で必ず出てくる「セキュリティポリシー」について

は、その基本概念、策定方法、運営上の留意点を解説し

た（第２回：岡田）。後にも述べるがセキュリティポリ

シーについては今後ともその普及、充実が必要とされて

いるようである。

「個人情報保護」という広範で重要なテーマについて

は、個人情報流出・売買の現状を問題提起した上で、プ

ライバシー保護、個人情報保護の定義、関係について整

理を行った。更に個人情報保護制度についての解説と大

きなトピックである既述の住民基本台帳ネットワークと

の関係についても述べてきた（第５回：岡田）。本年５
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月かなりの紆余曲折を経て「個人情報保護法」が成立し

ていることも付け加えておくべきであろう。

「情報セキュリティ規格」としては、国内で大きく取

り上げられている「ISO15408」、すなわち情報技術に関

連した製品・システムがセキュリティの観点から適切に

設計され実装されているかを検証・評価するセキュリテ

ィ規格と、「情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）適合性評価制度」について解説した（第６

回：高野）。

「情報セキュリティ監査」は、当初の連載企画におい

ては考えていなかったテーマである。今年の４月に経済

産業省において運用が開始された「情報セキュリティ監

査制度」について、その定義、システム監査との関係、

その内容について解説を行った（第10回：岡田）。本制

度構築の元となった有識者による情報セキュリティ監査

研究会では、一般的なセキュリティ監査について触れて

いるだけでなく明確に電子政府構築を意識しており、そ

のアウトプットのひとつとして、「電子政府情報セキュ

リティ監査基準モデル」が提示されていることも注目に

値すると考える。

「海外電子政府におけるセキュリティ対策」というテ

ーマでは、米国については「安全なサイバースペース実

現のための国家戦略」をベースとした、「ITシステムリ

スクマネジメントガイド」、「ITシステムコンティンジ

ェンシ計画ガイド」等各種ガイドラインの内容について

解説した。また、欧州連合については、イギリスの各種

セキュリティ対策ガイドラインについての解説を行った

（第11回：平間）。

連載内容を並べてみると、電子政府・電子自治体につ

いてはセキュリティに関する検討はほとんど完了してい

るかに思えてくるが、議論は終わったわけではない。

今年の５月，IT戦略本部から新たに「e-Japan戦略Ⅱ

（案）」が提示された。文中には、2001年のe-Japan戦略

決定以降、本格的な IT基盤の整備に取組み一定の成果

をあげたこと、今後は第２期として IT利活用という新

たな段階を目指すべきであることが示されている。これ

からわが国が目指すべきなのは「国民一人一人が知識を

介した繋がりをもち、地理的・身体的制約にとらわれず

に安心して暮らし、利便性のみならず知的感動を享受で

きる『元気・安心・感動・便利』社会である」というこ

とが明確に書かれている。改めていうまでもなく「安心」

社会を実現するためには、セキュリティの確保というこ

とは重要な意味を持つといえる。報告書には「セキュリ

ティを確保するためには、情報通信ネットワークや情報

システムについて、その安全性・信頼性及び多様性を確

保するとともに、適切な運用管理を図る」といったこと

が書かれている。（個人的には「多様性」というキーワ

ードはかなり重要だと考えている。）特に、電子政府・

電子自治体等公共的分野のサービスについては、利用で

きる他の選択肢がなく、障害発生時の社会的影響も大き

いため、情報セキュリティ対策の一層の充実を図る旨が

記されている。具体的方策としては、「各府省及び自治

体に責任者を置くなどの、責任体制の明確化」「ガイド

ラインの策定や専門的な監査の実施等によってシステム

の評価・検証と改善を図る」「システムの代替運用性確

保、運用状況の常時監視、緊急事案対処等、情報収集・

共有のための関係者の連携強化の推進」の3つが明記さ

れている。

また、今年の３月末に今後の電子政府推進の大きな骨

組みを示すものとして「電子政府構築計画（仮称）の策

定に向けて（案）」というペーパーが各府省情報化統括

責任者（いわゆるCIO）連絡会議から提出されている。

この中では電子政府構築の基本的な考え方として「利

用者本位で、透明性が高く、効率的で、安全な行政サー

連 載 企 画�
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ビスの提供」と「行政内部の業務・システムの最適化を

図る」ということが述べられている。また、電子政府構

築の原則のひとつとして、セキュリティの確保があげら

れており、「情報システムについて、常に最高水準の安

全性、信頼性を確保する」という旨が示されている。具

体的には、以下の４つが方策として掲げられている。

①「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」

に沿って作られたセキュリティポリシーに基づき、安

全なネットワーク設計、外部監査の実施等の必要な措

置を講ずること。

②信頼性の高い情報システムの構築を図るため「各省庁

の調達におけるセキュリティ水準の高い製品の利用方

針」に基づき、情報セキュリティに関する評価・認証

を受けた製品等を利用すること。

③情報システム構築にあたり暗号を利用する場合は、

「各府省の情報システム調達における暗号の利用方針」

に基づき、客観的な評価を得た暗号を使うこと。

④国民等利用者と行政との間における安全な通信を行う

ための必要な電子証明書の発行・配布の方法について

は引き続き検討し、早期に基本的な方針を策定する。

いずれも、これまで検討され整理されてきた様々なア

ウトプットを有効に利用しながら継続してセキュリティ

対策を措置していくべきことが示されているといえる。

ここまでの動きをみる限り、電子政府・電子自治体に

おけるセキュリティの重要性は、推進者側である政府・

自治体も十分に理解していると考えられる。そして、そ

の対策についても技術面、法制度・ルール面ともに綿密

な検討が進められているのも事実であろう。

しかし、連載執筆を終えた今の段階においても、正直

セキュリティについては、やはりまだまだ議論の余地が

残っている気がする。杞憂であるかもしれないが、現在

考えているセキュリティ関連の論点をいくつかコメント

してみたい。

（１）セキュリティ対策に関する適正な投資

「電子政府・電子自治体は社会的にとても重要な位置

づけにあるものであるから、セキュリティ対策としては

万全の措置をしていかなければならない」。この、これ

まで何度となく繰り返し述べてきたことを、もう一段深

く検証しなければいけないのではないか、ということを

最近強く感じる。

言うまでもなくセキュリティ対策はコストに直結す

る。また、セキュリティ対策は、ある場面ではシステム

の利便性と背反する要素である。とすると、どんなシス

テムにおいても全て「万全の措置」をとる必要があるの

か、という点についてはじっくり考えてみる余地があり

そうである。

リスクマネジメントの観点からいえば、まずは「何を

守らなければいけないのか」を明確にしなければならな

い（「情報資産の明確化」といってもいい）。そしてその

情報資産が主体にとって「どの程度重要なのか」を考え

なければ、適正なセキュリティ対策をうつことはできな

いはずである。

この「重要性評価」という観点が、電子政府・電子自

治体においてはかなり希薄なように思える。行政の業務

において重要性の上下をつけることが難しいのはわから

なくもない。（ある省庁の方に「これらの書類の中で、重

要なものはどれですか」とお尋ねしたら「全て重要で、

重要でないものはありません」という答えをもらったこ

とがある。）しかし、適正な情報化投資を実現するために

は、全てのシステムに対して最高を求めるこのムードを

打破し、数理的なアプローチを行っていく必要がありそ

うである。政府予算執行の透明性を向上させるためにも。

（２）セキュリティ対策実施への負担感の増加

政府・自治体からみてセキュリティ対策に対する負担

感が増大しているのはまず間違いない。技術的対策につ

いては、情報技術の進展と共により高度で複雑なソリュ

ーションの適用が必要となってきている。この分野はあ

る意味、犯罪者側とのイタチごっこの部分があり、対策

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ
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をうつことを止めるわけにはいかないし、かといってど

こまで対策をうっても完璧になるわけではない。制度・

ルール的な対策にしても全く同様である。さらには電子

政府・電子自治体サービスの裾野が広がり、一般社会へ

浸透することによって、各サービスの重要性が増せば増

すほどセキュリティ対策として行わなければいけないこ

とも多くなってくることは否めない。

一方で、大きな中央省庁はともあれ、中小規模の自治

体においては、予算的にも人員的にもかなり制限がある

ことは間違いなく、このままいけば「セキュリティ対策

負担」は大きな問題になりうると考える。

問題解決のための抜本的な解答があるわけではない

が、最近自治体を中心に論議されている「共同アウトソ

ーシング」などは、有意義な方向性のひとつではないだ

ろうか。すなわち、複数の自治体における電子自治体サ

ービスを共同のコンピュータセンターを利用して行うこ

と、かつ、運用は全面的に外部の ITベンダー等の専門

業者に委託するということである。単に効率化という観

点からだけではなく、強固なセキュリティを低コストで

確保する、という点からも「共同化」「外部化」は検討

に値すると考える。

（３）セキュリティ監査環境の整備

情報技術の進展の状況を鑑みると、長期継続性を持っ

たセキュリティ確保のための最後の鍵を握るのは、結局

中立性を持った外部の第三者による定期的な監査の実施

ではないだろうか。その意味で経済産業省においてとり

まとめを行った前述の「セキュリティ監査制度」は注目

すべき動向である。

しかし、いかに網羅性を持つ精緻な評価項目、基準を

設定したところで、最終的に高い品質のセキュリティ監

査を実施するためには、高度な能力を保有した「セキュ

リティ監査実施者」が必要となる。それも電子政府、電

子自治体の広がりを考えると、日本全国隈なくカバーで

きる相当数の人数が必要となってくる。いわゆる監査法

人、システム監査サービス企業等がこれに相当するわけ

であるが、残念ながら質・量ともにまだまだ十分ではな

いと考える。（このあたりは、経済産業省の「情報セキ

ュリティ監査研究会報告書」に詳しい。）

監査制度を構築するだけではなく、監査遂行が永続的

に可能な環境、つまり一定レベル以上の監査能力と、強

い倫理観を持つ健全な監査人が、相当数育成され、活動

が維持される環境が必要になってくるのである。こちら

は制度・ルール作りやセキュリティ技術の開発よりもあ

る意味時間のかかる作業であるといえるかもしれない。

連載中でも触れたが、2002年８月に「OECD情報セ

キュリティガイドライン」の見直しが行われた。認識・

責任・対応・倫理・民主主義・リスクアセスメント・セ

キュリティ設計及び実装・セキュリティマネジメント・

再評価、といった９つの原則によるメッセージが提示さ

れているが、私が最も注目したのは序文にある「セキュ

リティ文化（Culture of Security）」という文言である。

「セキュリティ文化」とは、情報システム及びネット

ワークを開発する際にセキュリティに注目し、また情報

システム及びネットワークを利用し、情報をやり取りす

るにあたり、新しい思考及び行動の様式を取り入れるこ

と、を意味する。同ガイドラインでは、ネットワーク及

びシステムに関連する「参加者」全てが自らの役割に応

じてリスクと予防の手段を認識し、責任を持ってセキュ

リティを強化するための措置をとるべきである、という

ことが明確に述べられている。

電子政府・電子自治体は、行政機関、企業、国民を繋

ぐ巨大な ITインフラである。従って、セキュリティ確

保という大きな問題は、これらに携わる参加者全てが自

らの問題として認識しなければいけないのである。

まだまだ議論は尽きないが、今回を持って本連載を終

了する。長期間お付き合いいただいた読者の皆様に深く

感謝したい。

連 載 企 画�

本連載へのご意見・ご感想は、弊誌編集部TEL:03-3507-0560、
またはE-mail:bcm@bcm.co.jpまでご連絡願います。

4．セキュリティ文化の普及に向けて


