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本章では、既存調査資料やウェブなどの公開情報をもとに、海外諸国における電子政府

への取り組み状況や、IT 戦略事例を整理する。 
 
１．ベンチマーク調査や IT ランキング調査から見る取り組み状況 

 

（１）国連の電子政府ベンチマーク報告書 

国連が加盟国 192 ヵ国を対象に実施した電子政府調査のレポート「E-Government 
Survey 2008」(第４回の e-Government readiness 調査。UN より 2007 年 12 月公表)をも

とに、海外諸国の電子政府への取り組み状況を整理する。 
 
１）評価方法 

 本調査の主要な指標は図表１のとおりである。指標値の範囲はいずれも 0～1 となって

いる。 
図表１ 主な指数および日本の成績 

指標 概要 

電子政府準備指数 以下の 3 スコアの相加平均により計算 
 ウェブ水準指数 特定の省庁の電子政府サービスについて、Stage1～5 の段階

別にサービス項目の有無を集計 
情報インフラ指数 国民 100 人あたりの各種インフラの普及率を集計 
人間開発指数 国民の識字率および就学率を加重平均 

電子政府への参加指数 政策判断への、国民による電子政府を介した参加のための環

境整備を項目別に評価 
（出典：UN「E-Government Survey2008」を元に作成） 

 
 各指標の詳細は以下のとおりである。 
 
①ウェブ水準指数 

 政府機関のうち、特に国民の生活に直接影響を及

ぼす5つの部門（厚生、保険、社会福祉、労働、経

済）のウェブサイトについて、特定の電子的なツー

ルやサービスの有無を調べた。異なる国であっても、

個々の部門についての調査数は一定である。 
 電子政府の発達段階に応じて、図表２に示すよう

な5段階に分類し、段階別に点数を計算している。以

下に、それぞれの段階について説明する。 
 
 
 

図表２ 電子政府の発展段階 

出典：UN「E-Government Survey2008」 
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Stage 1：Emerging（出現） 
省庁単位もしくは分野・テーマ別のウェブサイトが単独で存在し、電子的な情報提供

を行っているが、市民との対話（双方向オペレーション）などの機能は備わっていな

い段階。 
 

Stage 2：Enhanced（増強） 
政府のウェブサイトを通じて、公共政策やガバナンスに関する情報などを積極的に提

供し、文書／様式／報告書／法律と規制／ニュースレターのような、保管された情報

へのリンクが作られ、市民が容易にアクセスできる環境を備えた段階。 
 

Stage 3：Interactive（対話型） 
納税申請書など各種様式のダウンロードや、各種証明書の更新手続きといったサービ

スを提供するとともに、対話型による行政サービスを備えた段階。 
 

Stage 4：Transactional（業務処理） 
国民と政府の双方向の対話がもたらされ、政府自体が変革された段階。納税、IDカー

ドの申請、出生証明書、パスポート、各種証明書の更新などの行政サービスが24時間

365日可能な状態で提供され、すべての処理がオンラインで行われる段階。 
 

Stage 5：Connected（相互接続） 
電子政府のもっとも洗練された段階として定義されており、以前のレポートでは「シ

ームレス」と名づけられていた。 
政府が、統合されたバックオフィス基盤を備えることで、国民のニーズに的確に応え

るとともに、以下の要素を有する。 
・水平的接続（政府機関間） 
・垂直的接続（中央政府と地方自治体） 
・基盤接続（相互運用性の確保） 
・政府と国民の接続 
・ステイクホルダー（政府、民間、研究教育機関、NGO、市民団体など）の接続 

 
②情報インフラ指数 

以下の項目について、国民 100 人あたりの普及数を集計し、項目毎に 0～1 の範囲に収

まるよう正規化を行って指標としている。具体的には（値 － 項目内の最小値）／（項目

内の最大値 － 項目内の最小値）という計算を行っている。 
・インターネット利用者 
・PC 台数 
・携帯電話台数 
・固定電話回線数 
・広帯域インターネット接続 
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③人間開発指数 

成人の識字率および就学率に、それぞれ 2/3、1/3 の係数を乗じて加算して計算している。 
 
④電子政府への参加指数 

以下の 3 項目について、国毎に 0～4 の 5 段階で評価を行い、正規化を行った上で相加

平均を指標値としている。 
・E-Information（電子情報提供） 
政策と計画、組織構造、連絡先、予算、法律と規制など、公共の関心の対象となる情

報をオンラインで提供しているか。また情報は多様な経路（例：電子メール、ニュー

スグループ、テキストメッセージ、掲示板、ブログ等）で入手可能か。 
 
・E-Consultation（電子コンサルテーション） 
政府のウェブサイトが電子コンサルテーションのための適切なツールを提供している

か。国民が自ら、電子的な請願を通じて議題を設定できるか。政府担当者がウェブサ

イトを通じて有権者と直接コミュニケーションすることが、政府によって保障されて

いるか。それらの議論は保管され、国民へのフィードバックが提供されているか。 
 
・E-Decision-Making（電子意思決定） 
政府は国民による電子的な情報発信を重く受け止め、意思決定の過程で反映させる意

志を持っているか。また、政府は、特定の判断がコンサルテーションの過程に基づい

てなされていることを国民に説明しているか。 
 
●前回調査（2005 年）からの変更点 

前回調査と比べて、政府の国民に対して与えるバリュー（G to C）という観点をより強

調している。また一部、事業者を対象としたバリュー（G to B）に関わる調査項目が増え

ている。特にウェブ水準の評価にあたっての主要な変更点は以下のとおりである。 
・調査期間を 60 日から 35 日へ短縮し、より厳密な調査を実現。開けなかったペー

ジがあった場合、以前は 2 回の再確認を行っていたが、今回は 1 回としている。 
・主に Stage3～5 について、調査項目を追加。 
・実際の利用者（国民）視点での調査を徹底。サイトの情報量は増えているが、サ

イト設計の問題等で、コンテンツの発見とアクセスが困難なサイトについては、

利用者視点の評価から、以前より得点が下がる場合がある。 
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２）ランキング結果 

 電子政府準備指数によるランキング結果（上位 10 ヵ国＋日本）は以下のとおりである。

日本の順位は 11 位であった。 
 

図表３ 国連の電子政府ベンチマーク調査ランキング（上位 10 ヵ国＋日本） 

順

位 
国 

電子政府 

準備指数 

 電子政府

への参加

指数 

ウェブ水

準指数 

情報イン

フラ指数 

人間開発

指数 

1 Sweden  0.9157 0.9833 0.7842 0.9776 0.6591 

2 Denmark  0.9134 1 0.7441 0.9933 0.9318 

3 Norway  0.8921 0.9465 0.7375 0.9908 0.5227 

4 United States of America  0.8644 0.9532 0.6663 0.9711 1 

5 Netherlands  0.8631 0.7893 0.814 0.9881 0.5227 

6 Republic of Korea  0.8317 0.8227 0.6886 0.9841 0.9773 

7 Canada  0.8172 0.7659 0.6966 0.9908 0.6136 

8 Australia  0.8108 0.7525 0.5989 0.9933 0.4773 

9 France 0.8038 0.8294 0.5992 0.9818 0.9318 

10 United Kingdom 0.7872 0.6923 0.7022 0.9699 0.4318 

11 Japan  
0.7703 

（11 位） 

0.7425 

（10 位） 

0.6232 

（14 位） 

0.9462 

（35 位） 

0.6136 

（11 位） 

※日本については（ ）内に指標ごとの順位を記載。 
（出典：UN「E-Government Survey2008」を元に作成） 

 
①ランキング結果から見る海外諸国の状況 

 国連の調査レポート中に記載されている、ランキング上位の各国に対するコメントは次

頁のとおりである。 
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図表４ ランキング上位の各国に対するコメント 

順位 国名 コメント 

１ Sweden  北欧 3 カ国は共通のウェブ戦略を持ち、それぞれが電子行政サービスのた

めの統合されたウェブサイトを持っている。サービスの有効性と処理プロセス

の効率性の点で卓抜しており、高い評価につながった。 
２ Denmark  

３ Norway  

４ 
United States 

of America  

前回の調査よりランクを下げたが、連邦政府のウェブサイトはリファレンスモ

デル（他国の参考となるウェブサイト）であることに変わりはない。唯一、省部

局のサイトと他の電子政府サイトの間で業務処理連携が実現できていない

のが不利な点として指摘される。 

５ Netherlands  

オランダ政府のウェブサイトは、市民が必要とする様々な情報をワンストップ

で入手できる、優れたポータルサイトである。例えば、運転免許に関する情

報なども、市民や外国人が簡単かつすばやく入手できる。 

６ 
Republic of 

Korea  

韓国の電子政府総合窓口は、優れた双方向性を持っている。ポータルサイ

トを通じて、申請や支払いがオンラインで可能なだけでなく、市民にオンライ

ン･コンサルテーション(直接対話等のサービス)を提供したり、現在の行政内

部の処理状況の追跡まで可能な仕組みとなっている。これらのサービスは、

電子署名によるセキュリティで守られている。 

７ Canada  

カナダのランキング低下は、他国の電子政府発展の結果である。全てのウェ

ブサイトが英語とフランス語で提供されている点や、対話型による情報提供・

相談機能、新たなモバイル政府ポータルの展開などが特筆できる。また、政

府責任遂行のために「率先した情報開示」を徹底している点も評価できる。 

８ Australia  

オーストラリア政府のウェブサイト(www.australia.gov.au)には、行政関連

の情報やサービスおよび政府の各サービスリソースへのリンクが掲載されて

いる。また、ジョブサーチサイトでは、84,000 を超える政府と民間の雇用情

報を、全国からアクセスして検索することが可能である。 

９ France 

フランス政府のポータルサイトは、優れた双方向性を持ち、市民からの質問

に対して電子メールなどで応答する。さらには、RSS を利用して、メディアや

ブログなどの情報を定期的に更新している。 

１０ United Kingdom 

最近、UK オンラインはデザインを全面的に更新したが、これは前回、電子

政府ランキングが低下したことに対応したものと思われる。ランキングは下が

ったが、公共事業のワンストップポータルサイト(Directgov.uk)などは、中央

政府と地方自治体が連携して情報やサービスを提供する優れたサイトであ

ると評価できる。また、ビジネスゲートウェイやモバイルによる市民のコミュニ

ケーションサイトなど、ユーザーの利用に値するサービスを提供している。 

１１ Japan 
「文部科学省のサイトが電子メールによるフィードバックを行っている」といっ

た記述があった。 
（出典：UN「E-Government Survey2008」、経済産業省「地域企業における 

電子行政サービス利用等に関する実態調査報告書」を元に作成） 

 

http://www.australia.gov.au/�
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②ランキング結果から見る日本の状況 

 

日本は Stage4（Transactional）の入り口の段階。Stage5（Connected）には至っていない。 

・ウェブ水準指数について、国連の調査レポートには、各国が先に述べた Stage1～5 のど

の段階にあるかは記載されていないが、段階別の点数（条件を満たす項目数）が記載さ

れている。日本及び上位 3 ヵ国（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー）の点数は、

図表５の通りである。 
・日本は比較的 Stage4～5 の点数が低く、Stage4 の入り口あたりの段階であり、電子政

府のもっとも洗練された姿である Stage5 には至っていないと考えられる。 
・一方、北欧諸国やアメリカ、韓国などの一部の先進的な国は、Stage4 は実現しており、

Stage5 で定義された機能を取り込んでいると考えられる。 
 

図表５ Stage1～5 の段階別点数（日本及び上位３ヵ国） 

国名 Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 合計 

日本 8 88 76 39 11 222 
Sweden 8 87 110 68 21 294 
Denmark 8 89 110 67 25 299 
Norway 8 85 112 59 19 283 

（出典：UN「E-Government Survey2008」を元に作成） 

 
 

上位国と比較すると、携帯電話と広帯域インターネット接続の普及率が若干小さい。 

・情報インフラ指数について、日本は 14 位と決して低くはないが、より上位の国々と比

較して、携帯電話と広帯域インターネット接続の普及率が若干小さい。 
・図表６は、日本及び上位 3 ヵ国（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー）の項目別の

普及率（国民 100 人あたりの普及数）である。 
 

図表６ 情報インフラ指数の項目別の普及率（日本及び上位３ヵ国） 

国名 インターネット 

普及率 

PC普及率 携帯電話 

普及率 

固定電話 

普及率 

広帯域インター

ネット普及率 

日本 68.27  67.45 79.32 43.02 20.09 
Sweden 76.97     83.49 105.92 59.52 25.87 
Denmark 58.23   69.46 107.25 56.89 31.73 
Norway 87.76    59.41 108.57 44.27 27.54 

（出典：UN「E-Government Survey2008」を元に作成） 

 



 1-7 

 
人間開発指数（成人の識字率や就学率から計算）はトップグループ 

・人間開発指数について、日本は 35 位ではあるが、0.9462 というスコアをマークしてお

り、実質的に差のないトップグループにいる。 
 
 
電子政府の参加指数については、トップとの間には指標値の開きがある。 

・電子政府の参加指数については、日本は 0.6136（11 位）という成績だが、トップの米

国（1.000）との間には指標値の開きがある。ただし、このレポートでは項目別の得点は

明らかにされておらず、その差の理由は明確ではない。 
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（２）世界経済フォーラムのＩＴランキング調査レポート 

 世界経済フォーラム（World Economic Forum：以下「WEF」）が、2008 年 4 月に発表

した「The Global Information Technology Report 2007‐2008」の IT ランキングをもと

に、海外諸国の IT 状況を整理する。 
 ※WEF はダボス会議の主催等を行う非営利財団。IT ランキング以外にも、Global 

Competitiveness（世界競争力）ランキングや Business Competitiveness（ビジネス

競争力）ランキング等も実施している。 
 
１）評価方法 

“Networked Readiness Index”（＝ IT 活用の準備状況を総合的に示す指標）によって

ランキングされている。“Networked Readiness Index”は、Environment（＝「環境」

指標）、Readiness（＝「準備」指標 ）、Usage（＝「利用」指標）の 3 つのコンポーネン

トインデックスから構成される。 
コンポーネントインデックスは、さらに３つのサブインデックスに細分化される（「環境」

であれば、市場環境、政治・規制環境、インフラ環境の３つ）。 
サブインデックスは、「人口あたり特許数」「税率」といった具体的数値や、「ベンチャー

資本の利用可能性」「金融市場の高度性」といった７段階評価値などの変数で構成されてい

る。サブインデックスを構成する変数は、全 68 に及ぶ。 
指標・変数の一覧、説明については参考資料を参照。 
 

人口あたり特許数、
税率、ベンチャー資
本の利用可能性、金
融市場の高度性等の
具体的数値や７段階
評価値で構成される。

サブインデックスの計
算に用いられる全変
数は、68個。

総合評価指標 コンポーネントインデックス サブインデックス サブインデックスを構成する変数

人口あたり特許数、
税率、ベンチャー資
本の利用可能性、金
融市場の高度性等の
具体的数値や７段階
評価値で構成される。

サブインデックスの計
算に用いられる全変
数は、68個。

総合評価指標 コンポーネントインデックス サブインデックス サブインデックスを構成する変数

 
図表７ 評価指標の構造 

（出典：WEF ホームページ（http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/framework.cfm） 

を元に作成） 

 

http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/framework.cfm�
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7 段階評価にあたっての判断基準の詳細は不明である。 
サブインデックスを構成する変数には、就学率や教育水準、研究・研修施設の水準とい

った教育関連の変数が、数多く盛り込まれている。 
サブインデックス「C-1 個人における利用」は、住民一人あたりのパソコン台数やイ

ンターネット利用者数といった巨視的な変数に基づいており、EC サイト等のウェブサー

ビスの利用数・利用経験者数といった、詳細な利用状況を示す変数は用いられていない。 
サブインデックス「C-3 政府における利用」においては、オンラインサービスが利用

できるかどうかだけでなく、実際に企業・住民－政府間のやりとりが効率化されているか

まで盛り込まれている。 
サブインデックスを構成する変数「B-3-4）電子政府準備指数」「C-3-5）電子行政参画に

関する指標」は、国連の指標値をそのまま利用している。 
 
２）ランキング結果 

 上位 20 ヵ国のランキング結果は以下のとおりである。 
 

図表８ ＷＥＦのＩＴランキング（上位 20 ヵ国） 

順位 国名 スコア 順位 国名 スコア 

1 Denmark 5.78 11 Hong Kong SAR 5.31 

2 Sweden 5.72 12 United Kingdom 5.30  

3 Switzerland 5.53 13 Canada 5.30  

4 United States 5.49 14 Australia 5.28 

5 Singapore 5.49 15 Austria 5.22 

6 Finland 5.47 16 Germany 5.19 

7 Netherlands 5.44 17 Taiwan, China 5.18 

8 Iceland 5.44 18 Israel 5.18 

9 Korea 5.43 19 Japan 5.14 

10 Norway 5.38 20 Estonia 5.12 

（出典：WEF ホームページ（http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm）を元に作成） 

 
日本のランキングは 19 位であった。過去 5 年間では、12 位、8 位、16 位、14 位、19

位と変遷している。1 位、2 位はデンマーク、スウェーデンであり、米国は 4 位であった。

アジア諸国で高評価を得た国（日本を除く上位 20 ヵ国内）は、シンガポール：5 位、韓国：

9 位、香港：11 位、台湾：17 位であった。 
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①ランキング結果から見る日本の状況 

 

ブロードバンドの利用コストや購入者の高度性は優れており、個人のＩＴ利用に関するインフラ整備・

準備は進んでいるが、教育水準が低く、将来的な不安がある。 

・e-Japan 戦略等の成果や民間企業の努力もあり、「ブロードバンドの最低利用コスト」「ブ

ロードバンドの月額定期利用料」は、世界でもトップクラスの水準。 
・「購入者の高度性」も高く、現時点での個人の IT 利用に対する資質も高い。 
・しかし、「教育支出」「数学・科学分野の教育水準」「学校におけるネット接続」等、教育

面の評価が低く、将来的に個人の IT スキルが形成され、IT 利用が進むか不安がある。 
・「数学・科学分野の教育水準（28 位 5.03）」は、クロアチア（27 位 5.05)より下位。

「学校におけるネット接続(26 位 5.15）」は、ニュージーランド（22 位 5.43）より下

位。 
 

ビジネスにおけるＩＴ利用・準備は進んでいるが、教育面や市場環境面（起業時の手間の多さ、ベン

チャー資本の入手しにくさ等）で、将来的な不安がある。 

・「国内サプライヤの質・量」「企業の研究開発への投資」「ビジネスにおけるネット利用」

などは高く、現時点での IT 利用に対する企業の資質は高く、実際に利用も進んでいる。 
・しかし、「マネジメント・ビジネススクールの水準」が低く、前述の個人における教育水

準の低さとあわせて、教育面の将来的な不安がある。 
・また、「起業時の必要日数・必要手順数」「ベンチャー資本の利用可能性」などの評価が

低く、新しい事業を始める際の市場環境が整っていないため、現在の競争力を、今後も

維持・向上できるか不安がある。 
・「起業時の必要日数（48 位 23）」は、カザフスタンやキルギス（44 位 21)より下位。

「ベンチャー資本の利用可能性(37 位 3.86）」は、インドネシア（35 位 3.87）より下

位。 
 

政府におけるＩＴ利用が進んでいない。 

・個人やビジネスにおける IT 利用に比べ、政府における IT 利用が進んでいない。日本の

サブインデックスの中で、最も低評価なものも「政府における利用（31 位）」である。 
・「政府における利用」を示す変数を見ると、「オンラインサービスの利用可能性」が低く、

税務申告・パスポート申請・営業許可等のオンラインサービスが利用できない（数が少

ない）ことが伺える。 
・しかし、最も評価が低いのは「政府における ICT 活用による効率化」であり、オンライ

ンサービスが設けられていても、実際に企業・住民－政府間のやりとりが効率化されて

いないことが問題となっている。 
・「オンラインサービスの利用可能性（49 位 4.08）」は、ジャマイカ（45 位 4.13)より

下位。「政府における ICT 活用による効率化(65 位 4.12）」は、パキスタン（64 位 4.13）
やカザフスタン（57 位 4.26）、ジャマイカ（42 位 4.53）より下位。 
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Denmark(1） Sweden(2) Switzerland(3) United States(4)

Singapore(5) Finland(6) Netherlands(7) Iceland(8)

Korea(9) Norway(10) Japan(19)

5位

10位

15位

20位

25位

30位

35位

Ａ．環境

1.市場 2.政治・規制 3.インフラ

Ｂ．準備

1.個人 2.ビジネス 3.政府

Ｃ．利用

ビジネスにおける準備・利用
は進んでいる。
ただし、教育面や市場環境
面で将来的な不安がある。

ブロードバンドの利用コスト等
は優れているが、教育支出・
教育水準が低く、将来的な不
安がある。

政府におけるICT活用が進
んでいない（特にICT活用
による実際の効率化）

携帯電話加入率などの順位が低い
が、一部の小規模な国が高順位と
なっていること等から、考察対象外。

1.個人 2.ビジネス 3.政府

 
図表９ サブインデックス毎の順位（上位 10 ヵ国＋日本） 

（出典：WEF ホームページ（http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm）を元に作成） 

 
 

図表１０ 日本の強み・弱みを示す特徴的な変数 

日本の強みを示す変数（高順位の変数）

変数説明
日本の
順位

日本の
スコア

A-3-4） 科学者・技術者の活用可能性 科学者・技術者が国内に多く居て、活用できるか。 2 5.95

B-1-4） 購入者の高度性
購入者の洗練度合い。1＝もっぱら最も安いことを重視して購入する、7＝性能・
属性に関する高度な分析に基づいて購入する。

3 5.64

B-1-8） ブロードバンドの最低利用コスト 100kb/sあたりの最低利用価格の収入月額（GNIベース）に対する割合 1 0
B-2-4） 企業の研究開発への投資 一般的に企業が研究開発に投資を行っているか、国際的に比較。 3 5.79
B-2-8） 国内サプライヤの質 国内サプライヤの技術水準が高いか、国際的な競争力や開発力を有するか。 4 6.26
B-2-9） 国内サプライヤの量 国内に多くのサプライヤがあるか。主要産業をカバーしているか。 2 6.28
C-2-2） 企業レベルでの技術の吸収 企業が新技術を吸収することに積極的か。 3 6.25

C-2-3） イノベーションの可能性
企業が新技術を得る際の革新性。1＝もっぱら国外技術の使用許可を得たり、
真似る。2＝自ら新製品や新プロセスの研究開発を行う。

3 5.85

C-2-5） ビジネスにおけるネット利用 商品売買や顧客とのやりとりにおいて、インターネットが利用されているか。 9 5.67

日本の弱みを示す変数（低順位の変数）

変数説明
日本の
順位

日本の
スコア

A-1-1） ベンチャー資本の利用可能性 ベンチャー企業家が資本提供元を見つけられるか。 37 3.86
A-1-8） 税制の程度・影響 税金が産業・投資のインセンティブを下げていないか。 64 3.41
A-1-10） 起業時の必要時間 起業時に必要な日数。少ない程高評価。 48 23
A-1-11） 起業時の必要手順数 起業する際に必要な手順（手続き等）の数。少ない程高評価。 44 8
A-3-7） 教育支出 GNI（国民総所得）に占める教育支出の割合 85 3.12
B-1-1） 数学・科学分野の教育水準 学校での数学・科学分野の教育水準の国際比較。 28 5.03
B-1-2） 教育システムの水準 教育システムが、経済社会のニーズに合致しているか。 28 4.69

B-1-3） 学校におけるネット接続
学校におけるネット接続状況。1＝非常に制限されている、7＝大多数の子ども
が頻繁に使っている。

26 5.15

B-2-3） マネジメント・ビジネススクールの水準 マネジメント・ビジネススクールの水準。1＝低水準、7＝世界水準。 67 4.11

C-3-2） オンラインサービスの利用可能性
税務申告、自動車登録、パスポート申請、営業許可等についてオンラインサー
ビスが利用可能か。

49 4.08

C-3-3） 政府におけるICT活用による効率化 ICTを活用することで、企業・住民－政府間のやりとりが効率化されているか。 65 4.12
※上記の変数は順位・スコアの値の大小だけを判断基準にせず、日本の強み・弱みを示す特徴的なものを選んでいる。

変数名

変数名

 

（出典：WEF ホームページ（http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm）を元に作成） 

http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm�
http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm�
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２．海外諸国のＩＴ戦略事例 

既存調査資料をもとに整理した、EU、北米、アジアの主要国の電子政府戦略の概要は

以下のとおりである。 
図表１１ 主要国における電子政府戦略の概要 

国名 電子政府戦略の概要 

①EU  
スウェーデン ・2000 年に議会決定された IT方針は、「全体的情報社会」となることであり、IT

への国民の信頼を高め、ユーザのスキル向上を助け、そして IT サービスへの

参加を推し進めることであった。 
・誰もが 24 時間使えるサービスの実現と、意思決定のプロセスにおける透明性

向上と市民参加の促進により、民主主義を強固にすることが電子政府の大き

な目標である。 
・2008 年 1 月、現代的電子政府のための行動計画を発表した。2010 年までの

優先順位別に各分野の計画を定め、国と県、コミューン間の連携の必要性も

指摘している。 
・電話や SMS（ショートメッセージサービス＝携帯電話を使ったメールサービ

ス）などを利用したマルチチャネルアクセスも、市民への公平な電子サービス

提供の手段として積極的に推進しており、電子税務申告サービス等で活用さ

れている。 
デンマーク ・デンマークでは抜本的な構造改革が進められており、271 あったコミューンを

98まで減らし、14の県を5つの地方政府に合併した（「地方政府」の行政単位

は、2007 年 1 月 1 日に誕生）。 
・2007 年 3 月に、3 ヵ年で全国、地方政府、コミューンの各レベルをデジタルで

カバーすることを目的とした「Strategy for Digitalization of the Public 
Sector 2007～2010」を発表。インターネットだけでなく、電話や対面によるコ

ンタクトを含めた多様なチャネルを提供し、公共機関への容易かつ安価なワン

ストップアクセスを狙ったもので、その一環として新たな市民向けポータル

(www.Borger.dk)を 2007 年 1 月に立ち上げた。 
・市民向けポータルには、省庁間のデータ連携を基盤として、個人単位で省庁

横断的に集約した情報を提供する「MyPage」機能が 2008 年 10 月に追加さ

れる予定。 
・電子政府の効果指標を、サービスの改善、コスト削減、ユーザやスタッフの満

足度などに置き、それに基づく評価基準を数値目標化している。 

エストニア ・「エストニア情報方針 2004～2006」では、全ての国家機関で電子サービスを

導入し、社会全体の各層の ICT活用に関するトレーニングと啓発活動を行うこ

とで、エストニア経済と社会の効率性を確保していく方針が定められた。 
・また、ICT 分野の輸出総量を増やし ICT 立国を目指すことも目標としている。 
・目標実現のため、電子デモクラシー、国民のデジタルリテラシーの向上、電子

商取引の推進、IT セキュリティ等が主な施策項目として定められている。 

イギリス ・国民にとって利便性が高く、安全で質の高い電子行政サービスを提供するた

めには、行政組織の垣根や、行政単位を越えた協働・相互協力が必要という

考え方のもと、電子政府戦略が推進されている。 
・アクセシビリティを高めるために、ポータルサイトの充実や、多様なチャネル

（PC、デジタル TV、電話、携帯端末など）でのサービス提供も促進されてい

る。 

オランダ ・2003 年に電子政府の構想と方針を記載した「政府現代化プログラム

(Modernising Government' programme)」を発表。効果的なコアシステム

を導入し、ニーズに合致したサービスを提供することで、行政組織や公共サー

ビスを、国民や企業の利益に従って単純化し、効果的・効率的なものとするこ

とを目標としている。 
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・国民や企業の行政手続き等の負担を 25％削減するといった規制や、行政を

より効率的に再組織化するための施策などが盛り込まれている。 
・アクセンチュアのレポートによると、DigiD という 3 層の認証制度を、税務申告

への採用を期に普及させ、2007 年 4 月までに 400 万人の市民が利用し、そ

の後、身分証明書や EU 内の旅券、PKI によるオンライン申請に拡大して、

2010 年までに、政府機関ならびに国民と公共機関の間で、個人情報が安全

に交換される仕組みを構築する計画である。 
ベルギー ・電子政府を「単一の仮想行政機関」と位置づけ、リアルな組織の機能や専門

性は尊重しつつ、IT による仮想政府の創設を目指している。 
・ユーザのニーズや生活上の出来事(イベント)に基づき、提供するサービスを

改善するとともに、行政組織や行政単位を越えて統合したサービスを提供す

ることを進めている。 
・同一の標準仕様および認証基盤を使用することで、政府の部門間、機関間の

データ共有を促進し、また、情報管理部門を統合することで、個人データ保護

のための責任の所在を明確にしている。 
・国民向けサービスには、SMS やデジタルテレビ、オンラインチャット等も含め

た多様なチャネルが用いられており、今後も音声ポータル等のサービス導入

が検討されている。 
ドイツ ・連邦政府、16の州政府、300超の地域政府、13,000超の地方自治体が存在

しており、これらが個別に情報システムを開発してきた。そのため、統合するこ

とが困難な 7,000 以上のウェブサイトが運用されており、重複投資や分断され

た シ ス テ ム 環 境 が 大 き な 問 題 と な っ た 。 そ こ で 、 2003 年 に

「Deutschland-Online 共同戦略」が提言され、連邦政府から地方自治体に

至る統合電子政府戦略が、内務省指導の下に進められている。 
・アクセンチュアのレポートによると、2006 年に連立政権は行政コストの削減策

を発動し、2006 年 9 月に行政改革、官僚政治の縮小、1 つの傘の下に電子

政府を統合する、などの施策を盛り込んだ革新的なプログラムを発表した。ま

たその一環として、3 年以内に行政間をシームレスにつなぎ、利用者はワンス

トップかつマルチチャネルでサービスを利用できるようにするといった、かなり

積極的な目標を掲げた「eGovernment 2.0 戦略」を策定した。 
・一方、市民の満足度はあまり高くなく、同レポートでも、市民のニーズへの対

応や、モバイルなどを活用して市民に使い勝手の良いサービスを開発・提供

すべきであると指摘している。こうした状況は、ドイツの電子政府が、主として

inG（行政効率化）に主眼を置いて構築されてきたことに起因すると推測され

る。 
フランス ・2004 年に発表された「ADELE（Administration ELEctronique）プログラ

ム」では、以下のような電子政府戦略の目標が設定されている。 
 常に全ての人々が利用できるユーザフレンドリーなサービスを数多く提供

し、民間企業や地方当局とも連携し、国民の生活の質の向上を図る。 
 安全なユーザ識別システムの採用により、データのセキュリティと守秘性を

保証し、公共機関による個人情報の利用を国民がコントロールできるように

することで、信頼性を確保する。 
 公務員の業務と公共サービスの組織を改革し、国家の財政的な余裕を回

復するとともに、行政機構の近代化に貢献する。 
・これらの目標を実現するため、機関間のデータ交換用のフレームワークと、相

互運用方法やセキュリティなどを定めた「Blueprint for eGovernment」を策

定し、2010 年までに整備する計画である。 
チェコ ・「State Information and Communications Policy (e-Czech 2006)」の中

で、電子政府、電子調達、電子ヘルスを３つの優先分野として定めている。 
・電子政府分野では、国民と行政機関の間でのやりとりを簡素化し、行政機関

の効率性を高めることを目標とし、行政機関の共同通信インフラの構築、情報

の共通化と相互運用性の確保、公共行政改革（行政プロセスの改革）などを
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重点施策としている。 
・電子調達分野では、全ての公共調達において、低廉かつ効率的で透明性の

高い調達を実現するための手段として電子調達を位置づけ、電子市場の利

用を最大限支援するとしている。 
・電子ヘルス分野では、健康保険カードのスマートカード化を図ると共に、ヘル

スケアネットワークを構築して国民の健康データを共有化し、2005 年までに国

民の健康情報提供サービスを開始するとしている。 
オーストリア ・電子政府の目的を、断片化された行政組織を協調行政機構モデルに変える

ことに置き、申請者を顧客と位置づけ、ユーザに優しい手続き、透明なプロセ

ス、品質本位のサービス、国民に身近なサービスを提供するためのシステム構

築が進められている。 
・申請に伴う事務処理は極力簡素化し、時間の無駄を省くために対話形式で

行われ、オンライン上で審査・受理される。 
・また電子署名と暗号変換メカニズムにより、データの安全性や整合性、データ

の保護がなされる仕組みを提供している。 
スペイン ・2004 年に発表された「公共行政のテクノロジー現代化計画 2004～2007」(別

名：プラン・コネクタ)では、新たなテクノロジーを導入して中央政府が提供する

サービスの質を改善し、手続きを簡素化･迅速化することにより、国民や企業

のニーズに合致することを目指している。 
・電子政府の推進、業務処理方法の再設計、行政内部での調整と協力、市民

へのマルチチャネルでのサービス提供、およびそのために必要となる公務員

の訓練などが重要な施策として挙げられている。 
・また、アクセンチュアのレポートによると、2007 年 1 月に国民の識別データを

保持するための電子レジストリ･データベースを構築し、市民の許可に基づい

て政府機関が閲覧することで、身分証明書や国勢調査証明書などの写しを要

請する必要がなくなったとしている。またこの仕組みの導入で、年間 700 万時

間が節約され、400 万件の身分証明書、350 万件の国勢調査証明書の写し

が不要になると予想している。 
イタリア ・2007年に発表した「eGovernment National System」という新しいリファレン

スモデルでは、「サービスの効率化」「質の高い単一のアクセスポイント」「新し

い認証技術の開発」「標準化の推進」「相互運用性のためのインフラ整備」「市

民とのリレーションシップ向上」「顧客満足の向上」の7項目を、重点分野として

位置づけている。 
・政府は、利用者(国民、企業)のニーズを満たし、サービスの近代化や、アクセ

ス手段の確保、双方向利用における使いやすさの確保等に加え、社会的価

値を創出するために行政改革を行う義務があるとしている。 
・また、行政情報の効率的活用と透明性確保は、国家の技術革新や競争力強

化のための重要な要素であり、電子政府を革新過程の第一歩とし、電子政府

実施調整責任組織として情報開発庁を設けて推進している。 
②北米  

アメリカ ・2001 年に示された大統領方針（PMA：President’s Management Agenda）
で、電子政府は主要項目として位置づけられ、以下の 3 つの基本原則が定め

られている。 
 市民中心：縦割り行政、逐条主義の排除 
 結果指向：市民の目に見える効果（体感満足度）の重視 
 市場原理：能動的サービス提供（申請主義から通知（誘導）主義へ） 

・電子政府の目標は、連邦政府機関の行政効率化による経費削減、C2G およ

び B2G の手続き書類の撤廃および行政サービス TAT（ターン・アラウンド・タ

イム）の短縮であり、それぞれの目標に測定可能な数値目標が設定されてい

る。例えば、行政サービス TAT は分単位で測定することが求められている。最

終的には、インターネットによるサービスの場合、利用者が 3 クリック以内でサ

ービスが完結することを目標としている。 
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・さらに、アクセンチュアのレポートでは、Federal Enterprise Architecture
（連邦政府の業務最適化）による効率性の追求とともに、ウェブサイト上で適切

なコミュニティを形成するために Wikipedia の概念を検討しており、すでに国

立衛生研究所（NIH）で調査を進めていると紹介されている。 
カナダ ・即時性、高信頼性、容易性及び透明性をもって電子行政サービスを提供する

ために、1999 年に「Government On-Line Initiative」が次の 2 原則に基づ

いて策定された。 
1．利用者指向のサービス提供：利用者のニーズと要求度（優先度）を満たす

ために、必要十分な行政手続きを統合して提供する。すなわち、利用者は

行政手続きの所管組織や法制度に関わらず、自らの問題を解決するため

の行政サービスを享受できる。 
2．政府は一つ（Whole-of-Government）アプローチ：利用者のニーズ解決の

ために、行政サービス単位で個別の行政手続きをグループ化し、利用者か

らは単一のサービスとして見えなければならない。 
・この 2 原則により、Government On-Line を構成する 5 分野について次のよ

うな戦略が策定されている。 
 行政サービスの電子的提供 
 情報セキュリティのための共有基盤の構築 
 個人識別、プライバシー保護および情報管理の政策と標準化 
 行政サービスの電子化に対する利用者の期待と利用実績の数値測定 
 行政サービスの電子化のための能力を持つ要員の確保と配置 

③アジア  

韓国 ・市民全体の ICT 活用能力を最大限に高めること、産業全体で情報化を促進

して世界経済の中での競争力を強化すること、透明度と生産性の高いスマー

トな政府構造を実現すること等の目標のもと、積極的に電子政府を推進してい

る。 
・特に、ICT による新規産業創出の基盤を形成する意識が高く、政府は法や制

度上の改革はもちろん、情報インフラや研究開発、人材開発の向上に注力

し、これら政府が構築した基盤のもとで、民間企業が世界に通用する上質な

製品やサービスを提供していくといった、官民が連携した推進体制を敷いてい

る。 
・業務処理方式の革新、行政サービス革新、情報資源管理･電子政府基盤整

備、法制度整備などを柱とした 31 の電子政府構築のための重点施策を 2005
年までに実施し、2006 年以降は全体的なシステム統合の段階に入っている。

その目玉が、行政内部の省庁間共通基盤構築による統合行政サービスであ

り、「統合行政情報公開システム」「オンライン国民参加システム」「行政情報共

有システム」「ホームタックスサービス」「国家総合調達サービス」「国家財政情

報システム」「インターネット関税通関情報システム」「オンライン政府業務管理

システム」などが順次実現されている。 
台湾 ・2002 年に発表された「チャレンジ 2008 年」の中で提唱された IT 戦略

「e-Taiwan Program」が、行政院（Executive Yuan：内閣）内に設置されて

いる「国家情報通信推進委員会（NICI ：National Information and 
Communications Initiative Committee）」によって推進されている。 

・「e-Taiwan Program」は、インフラストラクチャ、e-Industry（産業の電子

化）、e-Government（政府の電子化）、e-Opportunity（情報格差の解消）、

e-Society（社会の電子化）の 5 つの政策で構成されている。 
・「e-Taiwan Program」の最終目標は、最新の情報通信技術を利用して、政

府の効率性向上、産業の競争力強化、生活の質の向上、電子化社会におけ

る機会均等を実現することで、台湾における知識経済（ Intelligent 
Economy）の成長を促進し、台湾をハイテクサービスの島にすることである。 

・2万人の雇用創出、電子サービスでの総収入3,000億新台湾ドル（約1兆円）

の実現、ビジネスにおける電子業務処理の普及率を 60%以上、電子商取引
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の比率を GDP 比 15%、といった経済発展のための目標に加え、電子政府分

野では、一般国民の満足度 75%の達成や、600 種のオンライン公共サービス

を提供、5 年以内で全 G2B2C 業務の 55%をオンライン化するといった目標を

掲げている。 
香港 ・2004 年 7 月 1 日、旧情報技術サービス部と通信技術局（CTB）IT 関連部門

が合併して、商務及経済発展局の下部組織として情報担当局（OGCIO）が発

足し、電子政府およびその他 IT 関連政策や戦略を推進する組織を一本化し

た。 
・さらに、政府全体の関連政策や事業改革を推進する上で欠かせない、上層部

による電子政府プログラムへの支援強化を目的として、財政長官を議長とする

高レベル電子政府運営委員会が発足した。この委員会は、電子政府プログラ

ムの戦略的方向性の承認や、電子政府関連プロジェクトの成果、利益、活用

目標の設定に関与し、必要に応じて局と部門間、または OGCIO と局・部門間

の調整を行う。 
・政府関連のウェブサイトの月間平均ページビューは 3 億 3,300 万件にのぼっ

ている。ウェブサイトのデザイン統一が図られ、各ページへの移動が容易にな

り、ユーザフレンドリーな環境になっている。 
・現在約 1,200 の公共サービスがオンライン化されており、国債についてはす

べてオンラインで決済できる。また、約 2,500 種類の政府関係書類がダウンロ

ード可能である。 
・政府の調達部門で処理される入札書類の 80％以上が電子入札システムで申

請されている。 
・また、政府のポータルサイト「GovHK」が 2006 年 9 月から公開された。サービ

スをユーザグループ（国民向け、法人向け、非居住者向け、若年者向け）に分

け、さらにニーズや特定の話題（文化・余暇、教育、雇用、健康、交通）で分類

している。 
・また、他部門の局や科からの関連情報も取りまとめ、特に市民の間で注目され

ている問題に対する公式見解を特集の形式で公開している。GovHK では、

サイトに1回アクセスしただけであらゆる情報が得られるよう、情報とサービスの

両面を強化し、今後もデザインとコンテンツの改善を図っていく予定である。 
マレーシア ・政府、企業、国民が共に働くという電子政府ビジョンのもと、国民全てが恩恵を

享受でき、政府が国民のニーズにより一層応え、効果的かつ効率的に国民に

行政サービスを提供することに焦点をあてた「電子政府イニシアティブ」を掲げ

ている。 
・このイニシアティブは、政府内部の行動手法、国民へのサービスの提供方法

を改善していくためのものであり、同時に、政策の立案・連携・実施のスピード

を早め、質を向上するため、政府内部の情報の流れやプロセスを改善するも

のである。 
・アクセンチュアのレポートによると、2005 年に開設された政府公共ポータルで

ある「MyGovernment」に対する国民の評価は高く、連邦政府、政府、地方

自治体を横断して約 900 のサイトに接続し、2006 年には 100 万人を超えるア

クセスがあったと記述されている。 
・「MyGovernment」は多チャンネル化にも取り組んでおり、SMS（ショートメッ

セージサービス）による消費者情報の提供など、市民向けサービスも展開して

いる。 
・また、MyKad と呼ばれる国民 ID カードの導入が、効果的なサービス提供に

大きく貢献していることや、マレーシア国民の約 60％は、政府が提供するサー

ビスやそれらにアクセスする方法について詳しく知っているとの記述もある。 
シンガポール ・1980 年代初頭から、シンガポール政府を世界でトップクラスの IT（情報技術）

使用者へ変革するという目標を掲げ、情報通信計画を策定、実行してきてい

る。 
・これまでの成果として、行政事務を自動化してペーパーワークを削減すること
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で、行政の内部業務の効率を大幅に向上させた。 
・また、電子政府行動計画（2000 年～2003 年）、第二次電子政府行動計画

（2003 年～2006 年）が策定され、第一次ではできるだけ多くの行政サービス

をオンラインで提供することに主眼が置かれ、第二次計画では顧客が受ける

サービスの質の向上に主眼点が置かれた。 
・2006 年 5 月にスタートした「iGov2010 計画」は、政府が情報通信を最大限に

活用して国民の期待に応え続けるための 5 ヵ年計画であり、省庁間の業務や

データなどの標準化を進め、行政プロセスを単純化し、省庁間を横断する情

報システムを構築することにより、よりレベルの高い行政サービスや行政業務

効率化などを実現することを目標にしている。 
・アクセンチュアのレポートでは、市民向けポータルの「My eCitizen」が 2006
年にリニューアルされ、個人のライフスタイルに沿って、家庭、レクリエーショ

ン、旅行、ファイナンスなどの分野別の公共サービスや、内容をパーソナライズ

化できる仕組みが提供されていると記述されている。また、モバイルの活用

(mGovernment)にも積極的に取り組んでおり、現在 150 の政府機関にアク

セス可能で、2008 年には 300 機関での利用を可能にする計画とのことであ

る。 
（出典：経済産業省「地域企業における電子行政サービス利用等に関する実態調査報告書」 

ほか各種資料（章末に記載）を元に作成） 
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 また、特に先進的な国（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、アメリカ合衆国、韓

国、ケベック州（カナダ））及び日本の IT 戦略実現上の特徴、特徴的な電子行政サービス

は以下のとおりである。 
 

図表１２ 先進諸国及び日本のＩＴ戦略実現上の特徴、特徴的な電子行政サービス 

国名 ＩＴ戦略実現上の特徴 特徴的な電子行政サービス 

スウェーデン ・情報社会構築の方針：IT への国民の信頼を

高め、ユーザのスキル向上を助け、IT サービ

スへの参加を推し進める。 
・電子政府ビジョン：世界で最もシンプルで効

率的な電子政府と電子ガバナンスを作る。 
・電子政府推進のための様々な権限や機能

を、Administrative Development Agenc
y「VERVA」（2006年1月設立）に集約。日本

の IT戦略本部、総務省、CIO 補佐官連絡会

議などをまとめたような組織だと思われるが、

財政面での権限も持っている可能性が高い。

（→ヒアリングで詳細確認予定） 
・IT 社会を成功させるためには「明確なビジョ

ン」「具体的なガイダンス」それに「政府間･民

間との調整」の 3 つがポイントであり、強制力

を伴った IT 推進が必須であると指摘。(Polic
y for The IT Society：http://regeringen.
se/sb/d/108/a/76045) 

・e-ヘルスの推進：2006 年に「電子ヘルスに関

する国家的戦略」を作成し、この分野の施策

を積極的に推進している。そのビジョンには、

以下の点が盛り込まれている。 
1）市民は必要なヘルスケア情報や個人の健

康情報にアクセスでき、個人の能力と環境

に応じた、質の高いサービスを受けられる。 
2）電子化は、保健・医療従事者の日常的な

業務を容易にする。 
3）国の当局や関連部局は、患者の不安を払

拭し、質の高いサービスが受けられるよう、フ

ォローアップする。 

【所得税】予め必要データが記入・計算済み

の申告書が送られてきて、これをもとにオン

ラインで申告。 
※スウェーデン在住者に、国が個人情報を集

約することに不安がないか確認したところ、

こんなに便利なのに使わないわけがないと

の回答。 
【就業支援】求職者はオンラインで検索や履

歴書の提出が可能。雇用主もオンラインで

の希望内容の提出や履歴書の閲覧が可

能。 
【児童手当】子どもが生まれて住民登録台帳

に登録されると、親に児童手当が自動で支

給される。 
【図書検索】国内の公立図書館全ての蔵書検

索が可能。 
【住所変更】住所変更手続きはオンラインで

可能。 
【医療・保健】社会保障コードを用いて、複数

の病院の待ち時間の確認、予約、健康や医

療に関する助言、処方箋や証明書の発行、

カルテ情報の入手などが可能。 
【会社設立】会社登記局と国税庁の共同サー

ビスとして、オンラインで登記可能。 
【統計】税務署、社会保障事務所、雇用事務

所に提出した情報は自動的に統計のため

に回送されるので、改めて提出する必要は

ない。 
【公共調達】一部の民間サイトが、公共調達も

行っている。 
デンマーク ・電子政府施策は、The Steering Committ

ee for joint-government cooperation (S
TS)を中心に推進されている。STS は、財務

省、科学技術省、経済産業省、内務保健省

政府横断的の事務次官と、デンマーク地域

連合（LGDK)の責任者から構成され、事務

局は財務省が担当している。 
・電子行政サービスは、市民と企業により容易

かつ効率的なサービスを提供することで、初

めて認知されるとの基本認識を持っている。 
・日本のような「手続きの電子化」ではなく、ユ

ーザ（市民や企業）の問題解決のために、い

かに便利な行政サービスを提供するかという

視点で電子化（デジタル化）を推進している。

【所得税】所得税の電子申告の際、市民 ID
番号を用いて収集した関連情報（雇用者、

銀行、住宅ローン会社など）が記入された

状態で、市民全員に申告書原案が送付さ

れる。必要があれば修正し、オンラインで申

告。何もしなければ、そのまま承諾したこと

になる。 
【就業支援】求職データベースにアクセスして

検索が可能。 
【児童手当】国民登録台帳をもとに、18 歳未

満の子どもがいる全ての家庭に家族手当が

支払われる。親の収入は関係なく、申告も

不要。条件に応じて支払われる児童手当は

申請が必要。 
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サービスの開発に当たっては、ユーザのニー

ズと希望を最大限に考慮すべきとし、ユーザ

参加型の開発手法を採用している。 
・電子化の目的のひとつとして、少子高齢化に

よる就業人口の減少に対応するため、行政の

効率化を図り、人的資源が必要な行政分野

への職員の再配置を図ることを挙げている。 
・オープンスタンダード化を前提にシステム間

のコネクティビティ、フレームワーク、各モジュ

ール定義を標準化し、公的機関ならびにベン

ダーにこれらの適応を強制的に義務付けて

いる（国会決定）。 

【図書検索】国内で出版された図書及び国内

の公立図書館全ての蔵書検索が可能。近く

の公立図書館からリクエストできる。 
【住所変更】中央人口台帳の自分の記録にア

クセスして、住所などを変更できる。 
【医療・保健】オンラインで、病院（民間を含

む）の予約、問診票記入、過去のカルテ（19
77 年以降）や処方箋の閲覧、医師の間で

のカルテの交換などが可能。 
【会社設立】オンラインで会社の登記や会社

情報の変更が可能。 
【統計】企業は、賃金・給与データ（電子デー

タ）を、当局（商業会社庁、税務局等）に届

ければ、自動的に統計データとして統計局

にも提出される。 
【公共調達】官民が連携して公共調達ポータ

ルを開設。運営は民間企業。 
ノルウェー ・行政改革省 ICT政策局が、「eNorway」等の

電子政府関連施策やブロードバンド普及等

の施策を管轄している。 
・行政改革省の諮問機関として、14 の国家機

関の長と市町村セクターの代表 2 名からなる

電子政府協働機関（KoeF）を設け、官民が連

携したユーザ指向型サービスの推進などを行

っている。 

【建築許可】建築許可申請書類の作成、チェ

ック、送付をオンラインで可能。 
【住所変更】最初に登録が必要だが、あとは

オンラインで可能。 
【Mypage】行政改革省が運営する、政府と市

町村をカバーする市民向けポータルサービ

ス。シングルサインオンが可能で、ワンストッ

プサービスを目指している。 
アメリカ 

合衆国 

・電子政府戦略の 3 原則（2001 年 大統領方

針） 
1）市民中心：縦割り行政、逐条主義の排除 
2）結果指向：市民の目に見える効果（体感満

足度）の重視 
3）市場原理：能動的サービス提供（申請主義

から通知（誘導）主義へ） 
・利用者の視点から、優先すべき 24 の行政サ

ービス（連邦、州、市の横断的サービスを含

む）を大統領府主導プロジェクトとして定めて

推進。進捗状況や数値目標達成度を毎年公

開。 
・電子政府の推進、管理、評価の意思決定は

OMB（Office of Management and Budg
et）が責任をもつ。各行政機関の IT 投資計

画についても、連邦政府としての全体最適化

の視点で評価し、予算査定に当たる。2002
年 12 月公布の連邦法（E-Government Ac
t）で、OMB の権限と責任を規定。 

・最終的には、利用者は 3クリックでサービスが

完結することが目標。3 クリック・サービス実現

のために、行政機関相互の情報共有やプロ

セス連携の枠組みとして、FEA（Federal En
terprise Architecture）を策定し、各行政機

関システムの標準の技術仕様とする。また、F
EA 準拠は連邦各機関のＩＴ調達条件となる。 

【所得税】納税者の約7割が無料ソフトで電子

申告（2005 年）。 
【政府ポータル】日本の e-Gov が手続き単位

なのに対し、国民が求めるサービスに対す

る情報提供から手続きまで、一連の流れで

提供。連邦およびほとんどの州政府のサー

ビスをカバーするための各サービス機関の

バックエンドとの連携は、FEA により確保し

ている。 
【施設予約】全米3,200箇所の国立レクリエー

ション施設のオンライン予約が可能。 
【法案】連邦政府の全ての部局の法規案作成

過程に、パブリックコメントを義務化。オンラ

インでのコメントが可能。 
【法人税】連邦税と州税の書式やインターネッ

ト雇用者番号（EID）を共通化。 
【会社設立】起業のためのワンストップサイトを

提供。 
【地図】24の連邦政府機関、49の州政府およ

び多数の地方公共団体が参加して、電子

地図情報を共通化。 

韓国 ・行政の信頼回復を目的とした、オープンシス 【行政情報共有化】 
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テム（透明性の確保）、業務効率化、電子交

付などのサービスを経て、現在は行政情報共

有化に積極的に取り組んでいる。 
・大統領直轄の組織を設け、権限や予算を優

先的に配分し、電子化を強力に推進してい

る。 
・数値目標として、約 2 億 9,000万件の添付書

類の廃止、約 1 兆 6,000 億ウォンの国民の費

用削減効果、約1,300億ウォンの公務員の業

務短縮効果、役所訪問回数 8 回/人・年削減

などを掲げている。 
・民間企業が利用していたシステムを行政でも

利用したり、ソウル市が開発したシステムを国

が買い上げ、他の自治体にも安価で共同利

用させるなど、システム調達面でも様々な工

夫を行っている。 

・省庁・部局間のデータベースの標準化、統

合、連携により、添付書類や手続きそのもの

を大幅削減。国民、職員双方のコストを削

減。 
・住宅公社や金融機関との共有化も推進中。 
【open-system】申請した行政手続きの処理

状況を確認でき、意味無く遅れている場合

は、記載されている担当者にクレームをつ

けられる。行政側の管理者が業務負荷集中

状況を把握するのにも活用。 
【所得税】希望する国民は、クレジット支払情

報や現金支払情報を、店舗から国がオンラ

インで集め、所得税の電子申告の際に活用

できる。 
※韓国の有識者のコメント：国民は、一度便

利さを体験してしまうと、後戻りできない。日

本は細かいことにこだわりすぎるから、利用

が進まないのではないか。 
ケベック州 

（カナダ） 

※歳入省の電子政府担当者のコメント：窓口で

の行政手続きは法律や条令で義務化されて

おり、面倒でも行わざるを得ない。しかし電子

申請は、国民の選択手段のひとつであり、便

利にしないと使ってもらえないので、民間サー

ビスのようなマーケティングの発想が必要。堅

牢な認証によりユーザが使わなくなるのは本

末転倒で、まずは使ってもらうことが大切。 

【所得税】電子申告が可能。州政府もソフトを

無償配布しているが、仕様をベンダーに公

開しており、これをもとにベンダーが有料（2,
000 円程度）で税務ソフトを販売。使い勝手

が良いことから、多くの国民はベンダーの有

料ソフトを利用。 

日本 ※戦略の文面や体制面では、他国と比べてそ

れほど遜色はない。ただし、ガバナンスのル

ール・体制が曖昧なため、実際には施策はあ

まり進んでおらず、一部実現されたサービス

は、国民にとって使いにくいものとなってしま

っている。 

※基本的に、手続き単位で電子化が進んで

おり、他国のようにサービス単位、利用者視

点での取組みとなっていない。 
【所得税】国税庁による e-Tax サービスで、電

子申告が可能。ただし、公的個人認証部分

を中心に、使い勝手は必ずしも良くない。イ

ンセンティブ付与などの効果で、利用は増

加している。 
【就業支援】インターネットで休職情報の検索

サービスが可能。ただし、求職手続きはハロ

ーワーク事務所で行う必要がある。 
【住所変更】住民票コードを付記した転出入

手続きでは窓口へ出向くのは転入手続きだ

けとなったが、インターネットによる手続きは

できない。 
【医療・保健】レセプトオンライン化などを進め

ているが、国民サイドのメリットが必ずしも明

確でない。 
（出典：各種資料（章末に記載）を元に作成） 
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第２章 

北欧（スウェーデン及びデンマーク）における 

電子政府への取組に関する調査報告 

 

 



 

 

第２章 目次 
 
１．視察の趣旨と目的  ··········································································· ２-１ 
２．両国の概況  ···················································································· ２-３ 
（１）スウェーデン  ·············································································· ２-３ 
（２）デンマーク  ················································································· ２-４ 
３．スウェーデンでのヒアリング内容  ······················································ ２-５ 
（１）Open Care（Gävle 市） ·································································· ２-５ 
（２）スウェーデン国税庁（Sweden Tax Agency） ······································ ２-８ 
（３）VERVA（Sweden Administrative Development Agency） ···················· ２-１４ 
４．デンマークでのヒアリング内容  ························································· ２-１７ 
（１）デンマーク国税庁（SKAT National Tax Board） ······························ ２-１７ 
（２）National IT and Telecom Agency  ··················································· ２-２０ 
（３）Ministry of Science, Technology and Innovation  ······························ ２-２５ 
（４）財務省（Ministry of Finance）  ····················································· ２-２８ 
（５）デジタルタスクフォース（Danish Digital Taskforce） ························· ２-３０ 
（６）データ保護庁（The Danish Data Protection Agency） ························· ２-３３ 
５．視察所感  ······················································································· ２-３５ 
６．スウェーデン･デンマークと韓国の類似性、日本への示唆  ······················ ２-３７ 
 
 



 

2-1 

１．視察の趣旨と目的 

 
■視察日程：２００８年６月１日（日）～６月６日（金） 
■メンバー：三菱総合研究所 森崎千雅氏、韓国選挙研修院教授 高選圭氏 

       リサーチネットワーク 安達和夫 
■訪問先： 

 コンタクト先 コンタクト先 

 （全体打合せ） Yon-Hyok Cho(ストックホルム大教授) 

Gävle Kommun, e-Health Care System Lena Furubacke (Project Leader) 

National TAX Board Agneta Nord (Business Developer) 

VERVA, Verket för förvaltningsutveckling Hans Sundström （Chief Legal Adviser) 

 SKAT（National TAX Board） Klaus Ostergaard Jensen 
Brian Arreborg Hansen 

National IT and Telecom Agency Christian Hannibal (Head of Section) 

Ministry of Science, Technology and Innovation Mikkel Leihardt，Resmus Shermer (Special Adviser) 

Ministry of Finance Ulrich Schmidt-Hansen (Special Adviser) 

Digital Taskforce Brian Arreborg Hansen 

Danish Data Protection Agency Kena Andersen (Head of Department) 

 
■訪問の目的 
国連が実施した電子政府ベンチマーク調査、及び世界経済フォーラムが発表した IT ラ

ンキングの双方において、北欧のスウェーデン、デンマークが高い評価を得ている。 
 

図表１ 国連及び世界経済フォーラムによるＩＴランキング 

国連ベンチマーク 世界経済フォーラム（WEF） 
順位 国名 順位 国名 

1 Sweden 1 Denmark 
2 Denmark 2 Sweden 
3 Norway 3 Switzerland 
4 United States 4 United States 
5 Netherlands 5 Singapore 
6 Korea 6 Finland 
7 Canada 7 Netherlands 
8 Australia 8 Iceland 
9 France 9 Korea 
10 United Kingdom 10 Norway 
11 Japan …19 Japan 

ス
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特に、デンマークでは行政情報の水平連携（行政組織間）、垂直連携（G2C、G2B）が

進んでおり、理想的な電子政府として国連が定義した Connected のレベルに最も近づい

ているとの評価を得ており、この評価が上表におけるウェブ水準指数の高さに反映して

いる。 
 

図表２ デンマーク、スウェーデンのステージ別評価 

 Stage1 
Emerging 

Stage2 
Enhanced 

Stage3 
Interactive 

Stage4 
Transactional 

Stage5 
Connected 

Denmark 100% 97% 89% 80% 93% 
Sweden 100% 95% 89% 81% 78% 

（出典：United Nations e-Government Survey 2008） 

 
それらの実態を具体的に調査することで、日本の電子政府をはじめとする IT 戦略を再

検討する上で得られる材料が多いと考え、スウェーデン、デンマーク２カ国の訪問調査

を企画した。 
 
■主なヒアリング項目 
 国家 IT 戦略における電子政府の位置づけ（経済･産業面、社会的コストの面等） 
 国の電子政府戦略の概要と狙い、サービスごとの利用率 
 戦略策定に当たっての民間の役割 
 電子政府の戦略目標と評価ポイント（達成目標等の国内での評価基準） 
 G2B、G2C に関する基本的な考え方とユーザ満足度に関するとらえ方 
 民間ベンダーや SaaS/ASP 事業者などの活用状況 
 市民向けポータル、企業向けポータルの狙いと仕組み、効果 
 e ヘルスの実態と仕組み、活用状況、効果等 
 行政情報を共有化するなど、いわゆる申請時に添付する書類の削減努力の状況 
 国民識別番号制度の概要と、企業統一コードの有無 
 デジタル署名の仕組みと導入の経緯 
 デジタルデバイドに対する対応策 
 電子政府構築における国と自治体の役割ならびに相互の連携方法 
 電子政府の導入によって行政はどのように変わったか 
 一連の施策遂行に要した費用 
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２．両国の概況 
 
（１）スウェーデン 
 ■沿革 

北ヨーロッパのスカンジナビア半島に位置 
人口：900 万人（人口密度：20 人／1k ㎡ 
面積：449,964k ㎡ 
GDP：2 兆 6,756 億 SEK（約 47.8 兆円） *1SEK≒17.88 円で換算(以下同じ) 
首都：ストックホルム 
地域：21 の県、291 のコミューンが存在 

 ■国の特徴（Wikipedia より引用） 
スウェーデンは、豊かな福祉国家として著名である。長年にわたる社会民主労働党政

権の下で構築された社会保障制度が整い、税金制度や高齢者福祉など、社会政策が各国

の注目と賞賛を浴びている。 
十数年前は、スウェーデンといえば老人介護や障害者ケアが優れた福祉国家というイ

メージだけがまだ強かったが、最近では、小学校では成績を付けない国、ゴミ焼却でダ

イオキシンをほとんど出さない国、コンピュータの先進国というように、福祉以外の面

も広く知られるようになってきた。 
各国が社会政策を学ぼうと注目するスウェーデンは、「社会科学の実験国家」だとも言

われている。 
時代状況の変化に対応し、実に簡単に制度（法律）が変更される。そのため、スウェ

ーデンの研究は絶えずこの変化を追いかけ、変更された意図を正確に捉え、その目的と

意義を探る必要がある。低所得者層、高齢者、障害者、失業者等、社会的弱者もあるレ

ベル以上の生活をすることが保障される。 
 ■電子政府政策（European Commission iDABC eGovernment Service より抜粋引用） 

2000 年にスウェーデン議会で「世界で初の全体的情報社会国家を目指す」目標が採択

され、以降スウェーデン政府の優先任務は IT への国民の信頼を高め、ユーザのスキル向

上を助け、そして、IT サービスへの参加を推し進めることであった。 
公共情報とサービスは週 7 日･1 日 24 時間、電子媒体で利用可能にする（24 時間公共

行政）と、方針や意思決定のプロセスにおける透明性と市民の参加を高めることにより

民主主義を強固にすることがスウェーデンの電子政府モデルの方針目標である。 
電子政府が提供する新たな機会から除外される市民がでないように、市民が異なるサ

ービス・チャンネルを選択できるように、マルチチャンネル的アプローチを提供し、あ

らゆる人々のアクセスを促進するような設計と、行政機関と行政のレベルとの間の緊密

な協力の上にウェブサイトを構築しており、「優れた行政に向けて市民の権利を尊重し、

事業化を奨励し、有能な公務員を惹き付けるような、世界で最もシンプルで効率的な電

子政府と電子ガバナンス」をビジョンに掲げている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%94%BF%E7%AD%96�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB�
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（２）デンマーク 
 ■沿革 

バルト海と北海に挟まれたユトランド半島と、その周辺の多くの島々からなる 
人口：540 万人（人口密度：126 人／１k ㎡ 
面積：43,094k ㎡ 
GDP：１兆 5,069 億 DKK（約 34.2 兆円） *1DKK≒22.69 円で換算(以下同じ) 
首都：コペンハーゲン 
地域：5 の地方政府、98 のコミューンが存在 

 ■国の特徴（Wikipedia より引用） 
デンマークは 5 つの地方政府（デンマーク語：regioner、単数形 region）に分かれ、

98 の基礎自治体がある。地方政府は、伝統的な 13 の県を置き換えるもので、2007 年 1
月 1 日に「2007 デンマーク自治体改革」の一環として設立された。同時に基礎自治体は

統合され、270 から 98 に減らされた。 
新しい地方政府にとっての重要な仕事は、公的な医療サービスである。以前の県とは

異なり、地方政府には徴税権はなく、医療サービスはおもに国の 8%の税金（政府と自治

体からの基金による）でまかなわれる。各地方政府の議会は、2005 年の地方選挙で選ば

れた 41 人の議員で構成される。 
新しい基礎自治体の多くは最低でも人口が 2 万人であるが、いくつか例外もある。 

■電子政府政策（THE DANISH E-GOVERNMENT STRATEGY 2007-2010 より抜粋引用） 
2007 年 6 月、「優れたデジタル･サービス、効率の向上、コラボレーション強化をめざ

して」という電子政府戦略が発表され、2010 年までに以下 3 つの最優先分野に焦点を当

てた展開を行っている。 
・優れたデジタル･サービス 
・効率性増大を促進するデジタル化 
・デジタルコヒージョン(digital cohesion)を創出する強いコラボレーション 
デンマークでは、労働可能年齢の割合が次の戦略期間には減少すると予測しており、

デジタル化によるローカル・サービスの合理化が急務な状況にあり、公共部門の様々な

サービス･オプションの透明化と質的変化が求められている。デジタル化によって、市民

とビジネスにより容易にアクセス可能なサービスを公開し、かつセルフ・サービスの度

合いを拡大することで社会的効率化を図ることが電子政府の狙いである。 
デジタル化によって行政を効率化し、人員集約的なより広範な分野（市民に焦点を置

いたケアやサービスなど）に公共部門の人的資源を集中させる計画である。 
行政組織に関係なく、個々の市民およびビジネスの日々の取引を支援するようにカス

タマイズされ密着力があるより良いデジタル・サービスを展開し、市民がデジタル・チ

ャンネルを使用したコミュニケーションの安全性を保証したサービスを目指している。 
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３．スウェーデンでのヒアリング内容 

 

（１）Open Care（Gävle 市） 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 2 日（月） 15:00～17:00 
 ■コンタクト先：Ms. Lena Furubacke（プロジェクトリーダ） 
 ■プロフィール： 
  Furubacke 氏は、これまで県とコミューンの e ヘルスに関わってきた。 

県とコミューン（市）の医療活動は細則が設けられており、県は医療活動、市は介護

活動を行う。従って、ここでは介護活動のためのプロジェクトを行っている。 
場所は、不動産会社が提供してくれたハウスで、介護事業は不動産会社にとっても重

要なビジネスになっている。（高齢者用住宅や介護設備などの追加等） 
 ■聴取内容 
①個人尊厳保護のために法整備 
個人情報を保護しつつシームレスなヘルスケアを実現させるための法整備が現在審議

中であり、7 月に採択される見通しになっている。 
スウェーデンでは 21 の県が医療を管轄し、280 のコミューンは介護を担当しているが、

各自治体がそれぞれの規則を持っており、情報が自由に伝達されないという欠点があっ

た。今回の法整備で、県やコミューン全てに情報が伝達される仕組みが整う。 
患者の情報を他の自治体に伝達する際には個人の了承を前提としているが、これまで

の法律では情報伝達の度に個人に承認を求めていたが、新法では最初に個人の同意が得

られれば、繊細な情報を除いて一挙に伝達が可能になる。ただし、情報伝達の範囲は県

とコミューンに限定される。 
県とコミューンが医療行為と介護行為を分けて担当しているので、医療活動が終わっ

た時点で県からコミューンに責任が移転する。また、在宅ケアの場合は、医療と介護で

それぞれ異なる機関が受け持つことからの混乱もある。そのため、両者のスムーズな情

報の伝達体制は必須である。 
 
②IT 政策とのかかわり 

IT 政策策定には 3～5 年という長い期間を要した。これは、IT の個々の概念が全ての

機関で同じように理解されるように、単語単位での厳密な定義化を行ったためである。 
ｅヘルスに関しての IT 戦略上の方針は「患者に対して充分な情報が伝わらなければな

らない」ということで、たくさんのシステムすべてを方針と結び合わせる必要がある。

これまでは、個々のシステムは閉鎖的で連携が難しかったが、コミュニケーションする

ための共通の規定（内容は不明）があり、Carelink という国家的な共通プラットフォー

ムを作るための組織もできた。ただし、これを待つことができないため、我々コミュー

ンでは IT 戦略に応じて解放性のある組織を導入した。 
結果的に、Carelink は昨年廃止され、社会保険省に移管された。具体的な仕事は、県

とコミューン連盟が実行に移し始めている。 
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③在宅ケアのための仕組み 
関連する企業や組織が、介護の世界でコミューンとコミュニケーションできる仕組み

が必要になる。とりわけ在宅ケアに関しては、病院･医師･薬局･住宅会社などたくさんの

機関や組織が関係する。そこで、Open Care の上で統合アプリケーション･プラットフォ

ームを構築した。希望する人は全ての情報にアクセスすることが可能であり、目的に応

じて情報のアクセスを選択できる。 
このシステムは、オープンソースによって構築した。その理由は、ライセンスフリー

で利用できるソースコードであること、将来の開発改造に円滑に内応できることなどで

ある。また、患者が緊急センターにワンタッチで連絡できる時計などの様々なハードウ

ェアや、IT によるサービスプログラムなども、この統合アプリケーション･プラットフォ

ームに接合できるように設計された。 
 

A COMMON APPLICATION & INTEGRATION PLATFORM BASED ON OPEN SOURCEA COMMON APPLICATION & INTEGRATION PLATFORM BASED ON OPEN SOURCE

SERVICE MODULESSERVICE MODULES PRODUCTSPRODUCTS SYSTEMS & SOFTWARESYSTEMS & SOFTWARE
 

図表３ スウェーデンの統合アプリケーション･プラットフォーム 

（出典：Gävle 市提供資料より作成） 

 

この仕組みの開発に当たっては、8 社のベンダーが関わった。一般に、システムプログ

ラムメーカーはプログラムの公開を嫌がる傾向にある。特に大手ベンダーにその傾向が

強い。統合アプリケーションの接合部分を規定し、これを公開することで対応した。 
統合アプリケーション･プラットフォームで提供されるサービスは、現時点では以下の

サービスメニューがある。 
・ワーニングウォッチ：身体の動きを時計が感知して、その情報を送信する 
・ブルートゥースを利用した介護者用施錠システム：訪問リスト情報を携帯に伝達し、

鍵なしで家に入れる 
・介護人照会システム：ウェブ上で介護人の到着･終了時間と情報を写真つきで照会でき

る 
・食事メニュー照会システム：ウェブ上で食事メニューを照会でき、予約やキャンセル

などの手続きができる 
・ｅメールによる相談：自身の健康状態や医療相談をｅメールで行うことで、医師が適
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切なアドバイスや対応を行う 
今後は処方箋サービスも構築される計画である。これは、医師が処方箋を書くとその

情報が全国の薬局につながり、患者は薬局に行くとその薬を手に入れられる仕組みであ

る。 
 
④その他 
・スウェーデンでは介護の肩代わり制度があり、肉親が介護に疲れたら、患者を一定

期間施設に預けたり、患者と一緒に施設に住んだりすることもできる。肩代わり制

度予約のための新たなプログラムも開発し、施設予約や肉親との連絡が可能な仕組

みを用意している。 
・一連のシステムコストの大部分はコミューンが出資（年間 300 万クローネ）。 
・システムは無料で他のコミューンにも提供されている。別のコミューンが異なるア

プリケーションを開発したら、同じく無料で利用できる。オープンソースの考え方

を採っている。 
・サービスは今年 1 月に始まったばかりのため、効果などの統計的なデータは出てい

ない。予算は 2010 年まで組まれている。 
・患者や家族に対するプライバシー問題等の否定的な意見は今のところ出ていない。 
・作業グループにはコミューンの職員が主体的に参加しており、老人課や不動産課な

どの代表者、企業代表などが加わっている。こうしたサービスは、大企業で行うと

コストが高くなる傾向がある。 
・上記 OpenCare システムを海外展開する動きもある。スリーケアという商社が、海

外展開の窓口になっている。 
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（２）スウェーデン国税庁（Sweden Tax Agency） 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 3 日（火） 9:30～11:30 
 ■コンタクト先：Ms. Agneta Nord（Business Developer） 
 ■プロフィール： 

国税・コミューン税（いわゆる地方税。県税を含む）の徴収を担当する庁。財務省に

属する。コミューン税の税率は各コミューンが決定するが、徴収は国税庁が一括して行

っている。納税者数は約 740 万人（2008 年の税務申告時）。 
政府機関の中でも最も権力のある省庁として、一般社会に認識されている（予算配分

を行う財務省よりも、財源徴収を行う国税庁の方が、権力が強いと認識されている）。 
 Nord 氏は、国税庁の行政事務における IT 活用の責任者。 

 ■聴取内容 
①国民番号 
課税処理は、国民番号を基にして行っている。1947 年から国民番号を導入した。1967

年に若干のリニューアルが行われ、現在のような生年月日・誕生番号・Check digit で構

成される 10 桁の形となった（下図参照）。 

４９０１２２ – ４１３１

国民番号は10桁。生年月日6桁＋誕生番号＋Checkdigit

誕生番号
奇数＝男性

偶数＝女性

生年 月 日 Check digit
1967年に導入。

移民受入時、誕生日が分からず1月1日生まれとする者が多
く、誕生番号が足りなくなるため、1桁プラスした意図もある。

 

図表４ スウェーデンの国民番号 

（出典：スウェーデン国税庁提供資料をもとに作成） 

 
国民番号は、出産時に病院から国税庁に申請され、医師が両親に、子の国民番号を伝

える。病院以外で出産した場合は、保母が病院に伝達し、病院から国税庁に申請される。

病院から国税庁への申請は、以前は書類申請だったが、現在は電子申請となっている。 
国民番号は、銀行口座開設、病院での受診、レンタルビデオ店の会員登録、携帯電話

の契約等あらゆる場面で利用されており、一般的に国民は国民番号を記憶している。 
 
②所得税申告 
スウェーデンでは、日本と同様に源泉徴収が行われているが、企業が行う年末調整は

なく、納税者自身が税務申告を実施する。前年度の 11 月 1 日の居住地をもとに税を納め

るコミューンが決定される。 
税務申告にあたっては、あらかじめ国税庁側で記入した内容を、納税者が確認・修正

する方式をとっている。国税庁側で、給与支払情報・銀行の利子・不動産の売却益・有

価証券の取引利益などの情報を 1 月までに集め、所得税申告書に事前記入し、納税者全

員に 4 月 15 日までに郵送する。納税者は、雇用主から配布された給与明細（給与明細の
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配布は義務。2 月 15 日までに配布される。）などと比較し、確認する。訂正がない旨の申

告、または訂正の追加申告を 5 月初めまでに行い、還付を受ける（または追加納付を行

う）。訂正なしの申告・追加申告には、紙申告と電子申告が存在する（詳細は後述）。 
納税者全体の 40％近くは、追加申告を行う。不動産の売却益や、通勤費用の控除申請、

個人から借りた金銭の利子などの申請が多い。 
自営業の場合も、銀行利息や有価証券の取引利益、自治体からの補助金など、可能な

限り事前記入される。それに収入などを追加記入し、申告する。 

   

図表５ 国税庁側で事前記入された所得税申告書（サンプル） 

（出典：スウェーデン国税庁提供資料） 

 
この修正申告方式は、1995 年に導入された。それまでは納税者が情報を集めて申請す

る必要があり、大きな負担となっていた。負担軽減・効率化の効果が国民の多くに実感

され、修正申告方式は非常に評価されている。また、事前記入内容により経済状態を総

合的に把握できることも評価されている。また、納税者個人が計算して数値を記入する

よりも間違いが減り、事務コスト削減にも繋がった。 
将来的には、紙の所得税申告書を無くし、完全に電子化することも考えている。ただ

し現在の法律では、書面で納税者に納税額等を通知すると規定されているため、法改正

が必要となる。 
事前記入を行うための情報の提供元は、雇用主、銀行、信用供与会社（クレジット会

社、金融、不動産）、民間保険会社等である。クレジット会社からは購買情報ではなく、

利子情報が国税庁に提供される。民間保険会社（スウェーデン国民は、あまり民間保険

会社を利用しないが、富裕層等は利用する）からは、税金控除対象となる保険費用の情

報が提供される。 
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これらの主体から国税庁に情報提供を行うことは、法律で義務づけられている。 
約 30 万件の情報提供元から、約 8,100 万件の情報が国税庁に提供される。そのほとん

どが電子データ（電子媒体・オンライン）で提出される。書類による提出は約 8,100 万

件中のわずか 56 万件に過ぎない。電子データは直接国税庁へ、書類はレーン（県単位で

存在する国の出先機関）へ提出される。書類で提出されたものは、スキャナー・OCR や

手作業により、データ入力される。 
情報提供にあたってはフォーマット細則等が決められており、国税庁から通知する。

フォーマットの決定は、ほぼ国税庁で行っており、広く企業の了解を得ることは行って

いない。年に１回、企業側の代表と話し合う場があり、仕様変更はそこで伝えている。

また、ヘルプデスクを設置しており、企業からの質問・問い合わせに対応している。 
提供された情報の紐付けに国民番号を利用している。不動産の所有者なども、基本的

には国民番号で管理している。基本的に国民番号を乱用することは不可能であり、デー

タベースとの不整合チェック等を厳重に行い、管理している。他人の国民番号を悪用す

る犯罪は起こっているが少ない。 
 
③電子税務申告サービス 
所得税申告の電子税務申告サービス（訂正なしの申告・追加申告を電子で行う）を 2002

年から開始している。電話や SMS による申告方法なども拡大し、年々利用者数が増えて

いる。 
※スウェーデンの電子税務申告サービスには電話や SMS による申告も含んでいる。 
2008 年の電子税務申告サービスの利用実績は、全納税者数：約 740 万人、うちインフ

ラ等があり物理的に電子申告が利用可能な人数：730 万人に対して、電子税務申告の利用

者数：360 万人であった。60％以上の利用率を目指したが、49％に留まった（物理的に

電子申告が利用可能な人数を母数として計算）。 
申告内容によって、利用できる申告方法・認証方式が異なる。 
 SMS、電話 …事前記載された内容を認める場合のみ利用可能。 
 オンライン申請（PIN-CODE（暗証番号）を使った認証）…事前記載内容を認める

か、通勤旅費等の簡単な追加申告を行う場合のみ利用可能。 
※PIN-CODE は事前送付された所得税申告書に記載されている。 

 オンライン申請（eID を使った認証） …その他複雑な追加申告がある場合も含め

利用可能。 
16 歳未満で事業活動を行ったため eID が取得できない場合や（eID の取得は 16 歳以

上）、個人が非常に多数の株取引を行った等、特殊な場合を除き、電子税務申告で全て対

応可能である。 



 

2-11 

図表６ 電子税務申告サービスの利用数・利用率 

  2002 2005 2006 2007 2008 

オンライン申請（eID 認証）   429,580  468,787  646,158  839,429  

オンライン申請（PIN-CODE 認証） 415,320  905,211  1,201,311  1,271,004  1,329,921  

電話  － 568,694  689,080  799,104  880,837  

SMS  － 238,041  322,683  435,212  551,945  

合計（A) 415,320  2,141,526  2,681,861  3,151,478  3,602,132  

電子税務申告利用可能者数（B) 3,500,000  6,500,000  6,800,000  6,800,000  7,300,000  

納税者数 7,100,000  7,100,000  7,300,000  7,400,000  7,400,000  

電子税務申告利用率（A)÷（B) 11.9% 32.9% 39.4% 46.3% 49.3% 

（出典：スウェーデン国税庁提供資料をもとに作成） 

 
株式の売買証明書等、エビデンスは納税者個人が 6 年間保管することが義務づけられ

ている。申告内容におかしな点があった場合等に、エビデンスの提出を求める。 
電子税務申告のインセンティブは還付が早くなることである。休暇シーズン前に還付

を受けることができる。還付額増などの金銭的インセンティブは検討したが、行ってい

ない。 
申告締切の間近に申告が殺到し、システムに一時的な負荷がかかっていることが問題

となっている。国税庁のシステムだけでなく、eID を発行する銀行等のシステムにも一時

的な負荷がかかっている。 
 

④電子税務申告サービス以外の国税庁の電子サービス 
国税庁の電子サービスは 2001 年から開始している。2008 年 6 月時点では、付加価値

税や雇用者税等の申告など、14 の電子サービスが存在する。2008 年秋には小規模住宅の

不動産税申告サービスを実施する。 
不動産の評価価値検索サービス（登録番号を入力すると、評価価値が表示される）や、

自動車の評価価値検索サービス（年代等を入力すると、評価価値が表示される）も実施

している（上記の 14 の電子サービスには含まれていない）。 
国税庁のシステムに自分のプロフィールを登録し、登録内容に沿ったサービス紹介等

を受ける「MyPage」の仕組みも 2008 年中の導入に向けて検討されている。 
2008 年の目標として、所得税の電子税務申告サービスの利用率 60％を目指したが、残

念ながら 49％に留まった。付加価値税の申告、雇用者税の申告も利用率 45％を目指した

が、20％に留まった。2008年に導入する小規模住宅の不動産税申告サービスについては、

eID が普及してきている現状を鑑み、利用率 35％と厳しい目標を設定している。不動産

税申告サービスをきっかけに、電子サービス全体の利用率が高まることを期待している。 
 ⑤eID 
 スウェーデンでは、電子政府サービスを利用するための eID を民間企業が発行してい
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る。政府が民間企業に利用料を支払い、国民は無料で eID を取得し、利用することがで

きる（ただし 16 歳以上）。 
 現在の eID の発行者は、BankID（ネットバンキングを行っている８つの銀行のコンソ

ーシアム）、Nordea（ネットバンキングを行っている銀行）、Telia（電話事業者）の３種

類。それぞれ異なったシステムであり、相互接合性はない（調達仕様に合致するものが 3
種類表れた。国税庁では、利用者の利便性のため 1 つに統合したいと考えているが、競

争上は複数存在する利点もある）。 
 ネットバンキングの既存利用者は、ネットバンキングのコードを通じて eID を取得す

ることができる。取得した eID は、パソコンの HDD や USB メモリに保存可能であり、

各種の電子政府サービスを利用する際の認証（ログイン）に利用される。 
 eID が保有するデータは、生年月日、性別、4 桁番号（国民番号の生年月日以外）、氏

名の４種類の情報であり、住所は入っていない。 
 現在は、約 205 万件の eID が発行されており、eID の利用回数（eID を用いて電子政

府サービスにアクセスした際にカウント）は 580 万件に上っている。 
 

図表７ ｅＩＤの発行数・利用回数 

  
アクティブなｅＩＤの数 

BankID Nordea Telia 合計 

2007 1,200,000  407,000  450,000  2,057,000  

2006 692,000  292,000  270,000  1,254,000  

2005 560,000  201,000  125,000  886,000  

2004 289,000  97,000  90,000  476,000  

  

  
ｅＩＤの利用回数 

BankID Nordea Telia 合計 

2007       5,800,000  

2006 2,845,700  807,500  569,300  4,222,500  

2005 2,020,000  517,000  383,000  2,920,000  

2004 1,605,000  410,000  297,000  2,312,000  

（出典：スウェーデン国税庁提供資料をもとに作成） 

 
eID の取得時や利用時に分かりにくい点があるので、利便性向上策を VERVA で検討し

ている。VERVA では、eID も格納できる全国一律の ID カード発行も検討されている（た

だし、発行には 1 枚あたり 500SEK＝約 8,940 円の費用がかかると試算されている）。 
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⑥EU 統合型の eID 
 EU では eID に関する方針が出されており、eID を EU 内で国家横断的に利用する構想

が検討されている。具体的には、スウェーデンで処方箋を受けたスウェーデン国民がス

ペインに行っても、eID で認証することで薬の処方を受けるイメージである。 
 各国間で eIDのシステムは異なるので、ブリッジ認証のような形になると考えられる。 
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（３）VERVA（Sweden Administrative Development Agency） 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 3 日（火） 13:00～15:00 
 ■コンタクト先：Mr. Hans Sundström（Chief Legal Adviser） 
 ■プロフィール： 
  Sundström 氏は、VERVA の法務部門の責任者である。 

VERVA は、中央政府開発の統括機関で、行政システムのサポート･改善を所管してい

る庁である。また、IT 分野における省や庁における合理化の傾向などに関する調査や、

そのためのモデルや事後調査分析手法の開発も行っており、政府に対する IT 政策の諮問

機関でもある。 
3 年前に内閣事務局から独立して設立した一番若い組織で、前身の内閣事務局は 40～

50 年の歴史があり、スウェーデン政府で最初のコンピュータを導入した庁である。財務

省の管轄で、電子政府に伴う IT 調達を包括的に実施しており、中央官庁のみならず県や

コミューンの調達も手掛けている（年間調達額：80 億クローネ≒1,430 億円）。 
ただし、IT 調達を VERVA 一括で行う義務はなく、逆に VERVA に調達を任せる権利

を行政機関に与えている。従って、IT 調達や開発の権限は各庁が持っているが、一括調

達によってコストや負担が軽減されることから、結果的に VERVA にサポートを求めてき

ている。 
 ■聴取内容 
①VERVA の役割 
スウェーデンは、国（National level）、県（21 の Regional level）、コミューン（290

の Local level）の 3 段階から成り立っている。国には 400 の行政府（庁や局）があり専

門分化しているが、VERVA は e-Gov を担当し、行政事務の開発を行う庁である。そのた

めに、400 あまりの部局と連携をとることが重要で、中でもブロックバスター（後記）を

扱っている庁とは緊密に連携している。 
県レベルでは病院の経営が加わり、各県に VERVA に相当する事務局が設けられている。

コミューンでは、学校や高齢者介護など市民に直結したサービスが行われている。 
VERVA は以上の 3 つのレベルで活動し、市民がどこに住もうが同じような行政サービ

スを受けられるようにするための仕組みを提供している。そのために、多くのガイドラ

インや指針を作り、標準化の概念を中心においている。 
特定の利益団体の利益は極力排除しなければならず、短い視野ではなくスウェーデン

にとって何がベストかを念頭においている。 
VERVA のガイドラインはあくまで指針であり、強制力はない。しかし効果的な枠組み

契約を各省庁のためにメーカーと締結しており、技術的な交渉になると各機関が個別に

行うよりも効果的で費用が安く実現できる 
また、コンセンサスを作り全員が一致しないと次のステップに行かない仕組みがある

ため、合意に達するために細かな話し合いを行っている。 
協議の対象は各庁の専門家・技術者レベルで、枠組み契約はすでに存在し、内容はネ

ット上に公開しているため、それ以上の対面での折衝は行っていない 
県やコミューンも枠組み契約に加盟する権利を持っているが、義務ではない。各コミ
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ューンが独自に調達することもできるが、VERVA は全省庁を代表して交渉に当たるので、

それ以上の条件で調達することは不可能である。そのため、結果的に VERVA で調達を行

うことになる。 
 
②eID について 

eID の調達も VERVA で行った。国税庁から合理化と効率化を求められたのがきっかけ

である。さらに、インターネットを介した電子税務申告における ID 認識の取扱いについ

て相談が寄せられ、ID の認識方法については各官庁と長い間議論が行われた。 
その結果、最適なソリューションは応札で決めるのが最適であるとの結論が出され、8

年前に最初の応札が行われた。 
応札の結果、すでに ID を活用している銀行のシステムを導入することが最善であると

いう結果になった。その理由は、銀行が顧客を熟知していること、顧客は銀行が本人を

認識しているという基本構造が確立されていること、インターネットバンクのシステム

で実績があり、技術的解決策を保有していることが高く評価されたからである。 
本人がインターネットバンクを通じて銀行にコンタクトし、ソフト形式で ID を取り寄

せ、その ID を用いて電子政府サービスにアクセスすることになる。 
現在 3 種類の eID（BankID、Nordea、Telia）が並存しているのは、政府の出した要

求に 3 つの団体が応えたからである。多様化の観点ではいくつあっても良いと考えてい

るし、どの企業も応札可能である。 
国も標準規格化したカードを考えており、VISA や小売カード、労働組合カードなどに

IC チップを埋め込んで、そこに eID を入れることが考えられている。また、携帯電話に

コードを内蔵することも考えている。携帯電話にはセキュリティコードが含まれている

ので、充分利用の可能性は高いと思われる。 
市場側で新しい技術が開発されていくので、その中でどのようなものが標準規格であ

るべきかを明示し、それを社会に伝えていくことが VERVA の役割となる。 
発展のための要因には、確実なインフラを整備すること、利便性が高いこと、高い頻

度で利用可能であること、が重要で、全ての人に提供できることがポイントである。技

術的には 100％完璧でないかもしれないが使う上で技術的な慣れも重要で、生体認証など

さまざまな技術は世界中にあるが、かえって複雑になる懸念もある。新技術の実装の場

として電子政府は重要であるが、同時にｅサービスを高めないと意味がない。 
現在、国税庁（税務申告）、社会保険庁（両親手当）、学資支援センター、高齢者介護、

年金システム、年金管理会社(PPM)などが eID を採用した e サービスを実施している。 
eID に関するセキュリティ面の指針は、刑事訴訟法と関連するので政府が出す。なりす

まし等の犯罪行為に対しての罰則規定が重要である。 
 
③ブロックバスターについて 
ブロックバスターとは、どのような e サービスが利用可能なのかを社会に知らせるた

めの仕組みの考え方である。 
国民の教養水準が高く新技術に関心が高い反面、時間的なストレスが高いことから、IT
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による効率化への関心が高い（インターネット浸透率が 88％で、テレビより多くネット

に接している）。そこで、国民が使えるサービスがどこにあるかを簡単に伝達する仕組み

が重要になる。 
eID を通じて本人確認を容易に行い、該当するサービスを受けることができる。こうし

た施策を通じて、国民はますます電子政府に興味を持つようになってきている。 
典型的なアプリケーションに、社会保険庁の eID による両親手当金の支給がある。 
スウェーデンでは、児童が 8 歳になるまで両親手当金が支給され、その結果高い出生

率が確保されている。児童介護のために 365 日欠勤する権利が認められており、その政

府から所得補助が支給される。また、支給額は減額されるが、さらに 90 日間の延長も認

められている。欠勤単位は 1 日、半日、1/4 日と自由に設定でき、柔軟性の高い両親手当

金の申請を支える上で、ｅサービスの活用が必要になる（両親･会社･政府双方において）。 
ブロックバスターのサービスメニューに両親介護手当申請を含め、eID を通じて欠勤日

を申請可能にした。政府にとっても、電子化することで一件当たりのコストが従来の紙

による申請で 300 クローネ要したのが、3～5 クローネの事務コストで済み、大きな効率

化に結びついた。企業も、従業員の欠勤計画が把握でき、いわば Win-Win の関係が成立

したことになる。 
また、年金管理会社の提供している PPM というサービスは、個人の公的年金システム

の運用状況がウェブを通じて確認でき、4,000 あまりの世界の投資ファンドの状況の確認

や乗換えなどの運用も行える仕組みを提供している。また、オレンジレターという、65
歳で受け取れる年金のシミュレーションができる機能も提供されている 
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４．デンマークでのヒアリング内容 

 

（１）デンマーク国税庁（SKAT National Tax Board） 
■コンタクト日時：2008 年 6 月 4 日（水） 13:00～14:00 
■コンタクト先：Mr. Klaus Ostergaard Jensen Mr. Brian Arreborg Hansen 
■プロフィール： 

2005 年 11 月に、デンマークにおける税関連の組織を統合し、SKAT を発足した。SKAT
では、基本的にスウェーデンと同様に、国税・コミューン税の徴収を一括して実施して

いる。 
約 8,500 人の職員が在籍しており、約 30 箇所の税務署を管轄している。 
納税者数は約 460 万人。法人税を納める企業数は、約 40 万。総額で約 8,000 億 DKK

（約 18.2 兆円）の税収入がある。 
■聴取内容 
①国民番号 

デンマークでは 10 桁の国民番号（CPR 番号）を約 40 年前に導入している（生年月日

部分と、残り 4 桁部分がスウェーデンと入れ替わっている模様）。課税処理も、国民番号

を基本に行っている。 
 
②所得税申告 
所得税申告では、スウェーデンと同様に修正申告方式を採用している。ただし、スウ

ェーデンとは異なり、予備査定書と所得税申請書の 2 つに関して、修正申告を行う。 

2007会計年度の税務申告の流れ

2006年 2007年 2008年

2006年11月に、2007会
計年度の予備査定書
が発送される。

2008年2月までに雇用
主や銀行等から、給与
情報や利息情報を受け
取る。

2008年3月に、給与情報や
利息情報が事前記入され
た、2007会計年度の所得
税申告書が発送される。

予備査定書の修正申告を行う。 所得税申告書の修正申告を5
月1日までに行う。

修正申告内容をもとに、最終
的な税額決定が為され、還
付・追加納付が行われる。

 

図表８ ２００７会計年度の税務申告の流れ 

（出典：デンマーク国税庁提供資料をもとに作成） 
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予備査定は、前会計年度の予備査定情報・所得税申告情報をベースに作成され、納税

者に郵送される。納税者は予備査定の内容を確認し、修正があれば申告する。スウェー

デンとは異なり、修正がない旨を申告する必要はない。期限内に申告しなければ承認し

たことになる。 
予備査定の修正申告は、納税者約 460 万人中 200 万人が行う。うち約 50％が電子税務

申告サービス「TastSelv」（オンライン申告）を利用する。約 40％は税務署で手続きを行

い、約 10％は紙で申告する。 
予備査定の内容を記載した Tax Card が、雇用主に対して発行される。Tax Card は物

理的なカードではなく電子的なものであり、国民番号・税率（税率は所得額に応じて異

なる）・月々の源泉徴収額・有効期限が記載されている。雇用主は、オンデマンドで従業

員（納税者）の Tax Card の発行を受け、その内容に基づき、源泉徴収を行う。従業員（納

税者）が行った予備査定の変更は、Tax Card に反映され、自動的・電子的に雇用者に発

行される。95％の企業は Tax Card を利用しているが、5％の企業は、旧来の紙書類をも

とに源泉徴収を行っている。 
スウェーデンと同様、雇用主や銀行等が、国税庁に情報を提供することは法律で義務

づけられている。以前は、「このデータを国税庁に送ります」と各個人に伝達する必要が

あったが、3 年前に法律を改正し、その必要を無くした。国税庁に情報が提供されること

について、国民からの批判は特になく、国民は基本的に「国税庁は自分達のことを全て

知っているはず」と考えている。 
2007 会計年度の場合は、2008 年 2 月までに国税庁に情報が集められ、2008 年 3 月に

所得税申告書が納税者に郵送される。納税者は、所得税申告書の事前記入内容を確認し、

修正があれば申告する。この段階では、約 75％の納税者はノータッチ（＝承認）であり、

修正申告を行う者の約 85％は電子税務申告サービス TastSelv を利用する。 
「第三者（雇用者や銀行等）との良好な関係構築」「情報の安全性を保障する法制度」

「国民の高い信頼」が、所得税申告の仕組みの成功（ノータッチとなる納税者や、電子

税務申告サービスの利用者を増やし、業務効率化を実現すること）に繋がっている。 
国税庁では、2005 年には 12,000 人居た従業員を、2010 年には 7,500 人まで削減しよ

うと考えている。 
インターネットや電話、手紙で随時満足度を調査している。現在は、1～5 の 5 段階評

価で、3.8 の評価を得ている。 
  
③電子税務申告サービス「TastSelv」 
前述の通り、予備査定書や所得税申告書の修正申告では、紙申告だけでなく電子税務

申告サービス TastSelv が利用できる。ただし、外国からの所得がある場合など、一部の

ケースでは電子税務申告を用いることができない。将来的には、全てのケースで電子税

務申告が利用できるようにする。 
認証（ログイン）は基本的に PIN-CODE を利用している。当初は予備査定書や所得税

申告書に PIN-CODE を記載して郵送していたが、現在は予備査定書や所得税申告書とは

別の郵便で PIN-CODE を送付している。納税者は一度 PIN-CODE を受け取ると、初回
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ログイン時に PIN-CODE を変更し、以後その CODE を用いる。PIN-CODE を忘れた場

合などは、要求すれば、再発行（郵送）が可能。 
PKI（digital signature）を用いた利用は約 10％。ただし、税務申告でそこまでのセキ

ュリティの必要性を感じている納税者は少なく、他の電子政府サービスも一括で使える

というインセンティブから、digital signature を取得した納税者が利用している。 
電子税務申告のインセンティブは、還付が早くなることのみで、金銭的なインセンテ

ィブはない。締切りを待たず、申告して約１週間で還付が受けられる（一般的に、納税

者全体の約 1/3 が還付を受ける。還付額の平均額は約 10,000DKK（約 22 万 7 千円））。

そのため、締切り直前ではなく、申告開始直後のアクセスが多い。 
「明確なインセンティブ」「使いやすいソリューション」「マーケティング戦略」が、

電子税務申告数を増やす鍵だと考えている。TV コマーシャル等の広報・宣伝も積極的に

行っている。人員削減の効果等を、具体的に国民に示すようなキャンペーンは行ってい

ないが、有効と考えられる。 
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（２）National IT and Telecom Agency 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 4 日（水） 14:30～16:30 
 ■コンタクト先：Mr. Christian Hannibal (Head of Section) 
 ■プロフィール： 

電子政府施策（ポータルサイト等のサービス提供、digital signature 等）を実施する責

任を負っている庁。デンマークのデジタル化の基礎を構築することを展望としている。  
科学技術省に属しており、職員は約 350 名。 
各省庁との調整も行っており、財務省とも密接に提携している。 

 ■聴取内容 
①電子政府戦略 
 2007 年 6 月に、2007～2010 年の期間についての電子政府戦略がスタートした（詳細

は、本章 3 ページ「２．両国の状況」を参照）。電子政府が求められる背景として、 
 人口的課題…高齢者の増加と、将来の人手不足の問題 
 行政効率化、国民への良質なサービス提供…官僚主義・政治腐敗・煩わしい手続

きを無くす。（政治腐敗が電子政府の原動力となった面は韓国ほど大きくはない。

デンマーク国民の政府への信頼は、世界トップクラスに厚い。） 
 政府への国民・企業のアクセス需要の増加…オンラインバンキングのように 24 時

間・週 7 日のアクセスが求められている。 
が挙げられる。 
 財務省は「行政効率化」を重視しがちだが（また「行政効率化」は政治家にも受け入

れられやすい）、IT＆Telecom 庁では「市民の利便性」にも重点を置き、良質なサービス

の検討や提供を行っている。 
 
②データ連携・標準化 
 デンマークではデータ標準化を徹底し、データ連携を実現している。電子税務申告や、

住所の一括変更等のサービスは、データ連携を基に実現している。 
 電子税務申告におけるデータ連携（雇用主や銀行から国税庁への情報提供等）は法律

で義務づけられているが、全てのデータ連携が法律で、義務づけられている訳ではない。

例えば、自転車盗難にあった場合、警察にインターネットで申告すると、その後自動的

に保険会社から保険金が振り込まれる。このサービスでの警察－保険会社間のデータ連

携は、ボランタリーで行われている。 
 デンマークでは 1970 年代に個人に関する情報の収集センターが設立された（税務業務

の円滑化が目的だった模様）。国民番号をもとにデータの紐付け・連携を行うことで、効

率化が実現された。その経験があるため、国民番号やデータ連携に対して、国民は否定

的な態度を見せない。データ連携が為されても、機微情報へのアクセスについては、法

律があり、安全に保護されている。 
 データ標準の決定は、コミューン、地方政府、各省庁（財務省も含む）が集まり、話

し合って行う。議長を STS が務め、事務局を DTF が務める（STS、DTF についての詳

細は後述）。国、地方政府、コミューンという、異なる自治体レベル間でデータ連携を実



 

2-21 

現することが重要であり、そのためにコンセンサスに達することが重要である。 
 
③国民向けポータル「Borger.dk」 
 国及びコミューンの電子政府サービスの大部分へのシングルエントリーを可能にした、

国民向けポータルサイトを、2007 年 1 月 1 日に開始した。 
 データ標準や共有ガイドラインにより、省庁・機関間のデータ連携や、認証等のコン

ポーネントの共通化（※）を実現し、各種サービスへの窓口が統合された、省庁横断的

な一枚の「ガラス板」となるポータルを構築している（下図参照）。 
 ※認証のコンポーネントを共通化することで、各省庁・機関の電子政府サービスへの

シングルサインオンが可能となる。また、その他の共通コンポーネントとしては、税

金還付や各種補助金などが支払われる銀行口座を一つ指定する「Easy Account」や、

各省庁・機関からの通知を一括して受け取る「Document Box」等がある。 
 2008 年 1 月現在、1 週間に 10 万前後のアクセスがある。また、2008 年 2 月時点で、

前年よりも訪問者数が約 40％増加している。受けたサービスに対しての満足度は約 93％
に達している。 
 2007 年には、最も優れた電子政府サービス・製品に対して贈られる、国連ワールドサ

ミット賞を受賞している。 
 

各種サービスを提供する国民向けポータル

（省庁横断的な一枚のガラス板）

認証や、支払口座指定、ドキュ
メントボックス等の共通コンポ
ーネント

各省庁・機関のデータやシ
ステム

データ標準や共通ガイドライン

…この層を挟むことで、省庁間のデータ連
携や、コンポーネントの共通化が可能に
なる。

データ標準や共通ガイドライン

…この層を挟むことで、省庁横断的に窓口
をひとつにすることが可能になる。

 

図表９ サービス統合の「ガラス板」モデル 

（出典：デンマーク IT&Telecom 庁提供資料をもとに作成） 
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図表１０ 「ＭｙＰａｇｅ」の画面イメージ 

（出典：デンマーク IT&Telecom 庁提供資料） 

④「MyPage」機能 
 2008 年 10 月には、「Borger.dk」に新機

能として「MyPage」が付加される予定で

ある。Digital Signature を用いてログイン

すると、データ連携により各省庁・機関が

保有するデータが集められた状態で、見る

ことが出来る。例えば家族情報や、自治体

が受理した届出の一覧等が表示される。ま

た、幼稚園児の家族がいれば幼稚園の予約

状況一覧へのリンクを表示する等、個人の

属性に合わせた情報が提供される。 
 国民は MyPage のセキュリティ・情報漏

洩リスクを問題とする意識は低く、利便性

を優先する。例えば、電子納税サービスも

プライベートな情報を扱うが、利便性を理

由に受け入れられている。 
実際の反応は、サービスが開始されない

と分からないが、「手紙で伝達される方が危

険では？」という意見が出るのではないか

と考えられる（IT＆Telecom 庁担当者の個

人的意見）。 
 もしも、何らかのスキャンダルが生じた場合は、国民の反発を受ける可能性があるが、

実際には、セキュリティや情報漏洩よりも、「セキュリティを確保するシステムの開発費

用が高く、見合った効果が出ていないこと」がスキャンダルになっている。 
 
⑤Digital Signature 
 2003 年 3 月に、PKI として「Digital Signature」を導入した。デンマーク国民全員が

無料で利用することができる。2008 年 1 月 24 日時点で、約 106 万の Digital Signature
が発行されている。法人に対しても Digital Signature の発行が可能であり、代表者１名

に対して発行され、そこからブランチとして、企業内での認証用の Digital Signature が

発行される。 
 Digital Signature は、パソコンの HDD や USB メモリの他、直径がクレジットカード

サイズの CD-ROM への格納も可能である。 
 現在、デンマーク国内では、金融機関（銀行）が発行する Digital Signature が広く普

及している。この Digital Signature では、電子政府サービスを利用することはできない。

セキュリティ、モビリティ、使いやすさの面で、政府発行のものより優れているため、

将来的にはひとつに統合し、ひとつの Digital Signature で金融機関のサービスも電子政

府サービスも利用できるようにしたい。2009 年に次世代の Digital Signature の入札が

開始される予定だが、どのようなものになるかは、現在のところ未定である。  
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⑥企業向けポータル「Virk.dk」 
 国民向けポータルだけでなく、企業向けポータル「Virk.dk」も運用している。企業と

政府のやりとりに必要となる情報・サービスを提供している。 
 2008 年 3 月にリニューアルが行われ、電子申請サービスの拡大、電子請求等が実現さ

れた。 
 
⑦eDay 
 デンマークでは「eDay」と称して、政府当局間及び政府と国民・企業間のデジタルコ

ミュニケーションを促進している。 
 「eDay」では 2003 年 9 月 1 日に、「全ての政府当局は、文書を電子的に送付する権利

を有し、他の当局に対して文書を電子的に送付するように要求する権利を有する」と定

めた。2005 年 2 月 1 日からは、この、政府当局に文書を電子的に送付する権利・電子的

な送付を要求する権利は、国民・企業にも拡大された。 
 2012 年までに、国民・企業・政府の間のやりとりは、全て電子的に行うことを目標に

している。国民は政府と必ず電子的にやりとりを行うのではなく、ひとつ選択肢として

選ぶことができる。一方企業と政府の間は、義務として電子的にやりとりを行わなけれ

ばならない（電子請求を行えない企業には、政府は発注できない等）。ただし、小さい企

業等のために、紙申請書をスキャンして政府に送ることも許可している。政府から資金

を受け、民間企業がそのようなサービスを行っている。 
  
⑧Open Standard、Open Source の活用 
 オープンソースの活用は電子政府の大きな課題であり、各省庁・機関が IT システムを

導入する際、特定部分において Open Standard を採用しなくてはならないと規定してい

る（推奨ではなく義務）。Open Standard は主に、データフォーマット等の標準化であり、

業務プロセスの標準化までは含んでいない。 
Open Standard の決定は、IT&Telecom 庁内の課が責任を持っており、検討のための

委員会を設けている。委員会は、政府職員だけでなく、民間や専門家も参加している。

データ形式の決定は、特定の企業の有利に働く場合があるので、慎重な判断が必要とな

る（例えば、Office Open XML に決定すると、Microsoft の有利に働く）。 
  
⑨Green IT 
 「コンピュータの電力消費量の約 30％は、つけっぱなしで使用されていないコンピュ

ータのために浪費されている」「イングランドだけで、夜間や週末につけっぱなしのコン

ピュータから毎年 70 万 t の CO²が排出されている」「毎年 5,000 万 t の IT 機器が廃棄さ

れ、大部分がリサイクルされていない」といった IT の負の側面がある。そこで、「Green 
IT」の考え方が必要になる。 
「Green IT」の最終的な実行計画は、2008 年 4 月 14 日に発表された。ノウハウと技

術の輸出までも含んだ内容となっている。 
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「Green IT」は国民の IT 支持の大きな理由となっている。現在、チラシやパンフレッ

トの配布等、キャンペーンに力を入れている。未だ行っていないが、TV コマーシャル等

も検討したい。 
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（３）Ministry of Science, Technology and Innovation 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 6 日（金） 9:00～10:00 
 ■コンタクト先：Mr. Mikkel Leihardt 、Mr. Resmus Shermer (Special Adviser) 
 ■プロフィール： 

以前は Science、Technology、Innovation に別れていたが、それらが統合してできた

省。省自体の規模は小さく、職員は約 60 名。 
科学技術省には、下図の通り、National IT and Telecom Agency、Danish Agency for 

Science, Technology and Innovation、Danish University and Property Agency、CIRIUS 
Denmark の４つの庁が存在する。National IT and Telecom Agency には職員が 350 名

程おり、その他の 3 つの庁には、職員が 300 名程いる。 

 
図表１１ デンマーク科学技術省の組織図 

（出典：デンマーク科学技術省ホームページ 

http://videnskabsministeriet.dk/site/frontpage/the-ministry/organisation ） 

 
 ■聴取内容 
①科学技術省の役割 
国民、企業、政府（公共セクター）を 3 つの柱として、ICT 活用を推進し、各種 IT 施

策を実行している。また、ICT 活用の土台となるインフラに関しても、標準化や競争の

ための法的整備を進めている。 
評価も重視しており、IT 戦略の進展具合や、活動の事後評価をまとめた報告書を、毎

年政府が出している。報告書には、事後評価を踏まえた今後の方針なども記載している。 
評価は国民も重視しており、なかば国家的なスポーツのように、政府の活動をチェッ

クし、問題があれば批判する。民間のコンサルタント会社数社が、（政府からの委託では

なく独自財源で）政府の IT 施策に関するレポートを出している。 
  
②これまでのインフラ整備の経緯 
 通信会社である TDC（旧 Tele Denmark）を 1998 年に完全民営化し、市場競争のもと

でインフラ整備を行った。市場競争により、価格を下げ、革新力・技術力を高めること

を意図している。現在、まだ価格が高いという意見もある。当然、将来的な投資を行う

ための利益は上げながらも、競争していく必要がある。 
 TDC 社が、従来からのインフラを持ち有利な点を鑑み、科学技術省は競争が正しく生

http://videnskabsministeriet.dk/site/frontpage/the-ministry/organisation�
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じるように、一定の監視（価格規制を含む）を行っている。 
 現在、99.9％の国民がブロードバンドを利用可能であり、最終的には 100％を達成した

い。 
 
③IT 政策に関する将来のビジョン 
 「安全性を高めること」「国民が恩恵を受けること」の２つが大きな柱となっている。 
前者については、モバイル版の Digital Signature の開発（2007 年）や、次世代の Digital 

Signature の開発等が具体的な施策である。高齢者ネットユーザーを対象にしたセキュリ

ティに関するキャンペーン等も実施している。 
後者については、デンマーク政府は「新しいサービスは、国民が有益と実感しなけれ

ばならない」と考えている。 
 
④国民 ID（CPR 番号）に関する考え方、国民の受け止め方 
 国民 ID（CPR 番号）は導入以来、40 年以上の歴史がある。電子政府を推進するにあ

たり、国民 ID が存在したことは大きなメリットだった。 
基本的に国民は、国民 ID の有効性を認めており、批判は殆ど無い。一部、政府等の公

共が持つ情報と、銀行等の民間が持つ情報が混ぜ合わされること（例えば税務申告など）

に批判がある。国民との対話は続けていく必要があると考えている。 
 

 ⑤国民向け・企業向けポータルの構築・利用促進のポイント 
まず土台として、標準化を徹底し、基本的なプラットフォーム上に ICT サービスが立

脚する構造とすることや、アクセスのためのインフラを整えることが重要になる。 
その上で、国・地方政府・コミューンと異なるレベルの自治体が、共に電子政府によ

る利益を得ようと考えており、連携がうまく取れていることがポイントとなっている。

例えば、ある地方政府が、利用促進のためのアイデアを持った場合、その情報は他の地

方政府やコミューンにも共有される。 
国民の ICT スキルの向上も重要であり、国民全員が技術の発展に遅れをとらないよう

にする必要がある。図書館ではブロードバンドが活用でき、検索やメール等、レベルに

応じたレクチャーを実施している。レクチャーの時間も、2 時間、1 日など、ニーズに応

じて様々なパターンを用意している。ただし、国民に強制するのではなく、自発的な行

動を待つ必要がある。現在、電子政府サービスを使う可能性が高い層はどこか（例：学

生など）に注目している。 
国民が、身近でアクセス頻度の高いサービスを通じて電子政府自体に慣れることも重

要である。例えば PKI に関しても、将来的に銀行の PKI を電子政府サービスでも使える

ようにすれば、オンラインバンキングで慣れて使い方を覚えるため、簡単に PKI を使っ

た電子政府サービスを利用することができる。 
企業に関しては、強制的に ICT 利用を進めている（本章 23 ページ、IT&Telecom 庁の

「eDay」部分を参照）。 
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 ⑥国と地方政府、コミューンの連携 
 国と地方政府、コミューンの連携には財務省（及び STS）が重要な役割を担っている。

STS には、各省庁の次官、地方政府連盟の代表者、コミューン連盟の代表者がメンバー

に加わっており、共通の戦略を組んでいる。 
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（４）財務省（Ministry of Finance） 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 6 日（金） 12:00～13:00 
 ■コンタクト先：Mr. Ulrich Schmidt-Hansen （Special Adviser) 
 ■プロフィール： 
  財務省の置かれている建物は、1720 年頃に建てられた、ヨーロッパで公共機関が利用

している中では最も古い建物である。かつては、国王の閣僚用の建物で、天井には壁画

が描かれている。 
財務省は、公的なトップレベルでの e-Gov プロジェクトの仕事を遂行しているが、そ

の狙いは効率的な行政組織の再構築にある。 
また、高級官僚のための教育も行っており、行政改革と併行して行政意識の変革にも

取り組んでいる。 
 ■聴取内容 
①政府の効率化の推進 
デンマークでは行政改革の結果、271 のコミューンが 98 に、13 の県が 5 の地方政府に

なり、従来政府の仕事が大幅に地方政府に委譲された。また、従来県にあった租税権は

政府に移管された。これら大規模な行政改革の結果、行政のトップは、コミューンと地

方政府のトップに政府を加えて 200 名程度に削減された。ちなみに、1970 年以前はコミ

ューンが 1,000 もあり、10 年以上かけて合併を行い、今に至っている。13 の県が統合さ

れた時点で、それまでバラバラであった医療システムが統合された。 
予算は、国（外交･防衛など）：32％、地方政府（医療など）：19％、コミューン（学校･

幼稚園など）：49%と、圧倒的にコミューンの配分が大きい。 
 

The State 32%

Regions 19%

Local authorities 49%

 

図表１２ デンマーク国内の予算配分 

（出典：デンマーク財務省提供資料より作成） 

 
デンマークでは、高齢化社会、出産率の減少という極めて大きな問題を抱えており、

これに対していかに対応するかが最大の国家課題になっている。電子政府を含めた効率

化努力を行うデジタルタスクフォースを傘下に抱えていることも、行政改革と効率化に

貢献するための方向性を持たせるためである（後述）。 
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②行政フレームワーク(Public Governance = Code for Chief Executive Excellence) 
行政の効率化のためには、高級官僚の指導力と、行政間の情報のシームレスな伝達は

欠かすことができない。そのためのフレームワークを作った。 
フレームワークでは、国･地方政府･コミューンを構成する上級官僚のネットワークを

共有化するために、9 つの勧告を設けた。 

政治指導者との立ち居地の
明確化

政治目標への組織責任
の遂行

世界への影響力ある組織
の構築

公共部門の組織の一環
としての組織構築

結果と効果に対して注視
することを組織に要請職務遂行に対する改善と

ビジョンと戦略の所有

組織をリードするための
権利と義務の行使

個性と専門能力
の統合

遵法性と民主主義
の保護

 

図表１３ デンマーク行政フレームワークの９つの勧告 

（出典：デンマーク財務省提供資料より作成） 

 
例えば、行政機構は国･地方政府･コミューンに分かれているが、市民にとってはサー

ビスの所管が何処なのかは全く関係のないことである。一方、行政側は自分の領域以外

は無関心になる傾向があるので、セクターが協力し合うことなどが盛り込まれている。 
この勧告には、自己採点が可能な評価シートがつけられており、官僚は個人的な評価

を行うことで、自らの仕事の質を見極める材料にしている。ただし、評価結果を公表し

たり、昇進等の材料に使うことはない。 
現在は、この勧告の対象者は次官クラスの高級官僚に限定している。将来的には、別

の評価コードを作成して、中間クラスまで適応していく計画は出ている。 
③その他 

IT 推進のための予算については、政府レベルのアセスメントを財務省で行っている。

その際には IT 政策を行う部署との間で話し合い、査定を行っている。 
しかし、例えば学校関係の IT 政策を、門外漢の財務省が判断できるのかという批判は

ある。現在は、出された案について個別に審査しているが、将来は IT 政策については IT
ジョイントセンターにプールして、そこで統括的に議論すべきという案が考えられてい

る。数年後には、その方向になるかもしれないし、そのほうが効率的であろう。 
行政の仕事の半分はコミューンが担うため、コミューンの IT 関連部局と連携する必要

がある。ただ、各コミューンは独自の権限を持っているため、強制はできない。各組織

の横串をさすためにデジタルタスクフォースが存在している。 



 

2-30 

（５）デジタルタスクフォース（Danish Digital Taskforce） 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 6 日（金） 13:00～15:00 
 ■コンタクト先：Ms. Maria(総事務)、Mr. Braian Arreborg Hansen 
 ■プロフィール： 
  STS（Steering Committee for Joint Cross Government Cooperation）は電子政府の

執行機関で、中央政府だけでなく民間や県、コミューンとの連携も行っている。ここで

は、電子政府に限らず、組織共通に関わるテーマの決定を行っている。STS のメンバー

は、各省の次官と LGDK（地域連合）、地方政府の代表からなっている。 
一方のデジタルタスクフォースは、STS のもとで電子政府プロジェクトを実際にマネ

ージしており、行政改革と不可分の関係にあることから、財務省の管轄下にある。 
 

The Cabinet Committee on 
Economic Affairs

The Danish Egovernment project

Medlemmer
Permanent under-secretaries from:
Ministry of Finance (Chairman)
Ministry of Economics and 
Business Affairs
Ministry of  Welfare
Ministry of Health
Ministry of Taxation
Ministry of Science, Technology
and Innovation

Managing directors from:
Danish Regions
LGDK, Local Government Denmark

Steering Comitee for Joint Cross 
Government Cooperation(STS)

Public ICT policies
Ministry of Finance

Centre for administration policy/ 
The Digital Taskforce

Managing the strategy for the 
Danish egovernemnet Project.

(Secretary for STS)
Ministry of science, 

Technology
and Innovation

Members
Minister for Finance (Chairman)
Minister for Economics and 
Business Affairs
Minister for Taxation
Minister of Culture

The Cabinet Committee on 
Economic Affairs

The Danish Egovernment project

Medlemmer
Permanent under-secretaries from:
Ministry of Finance (Chairman)
Ministry of Economics and 
Business Affairs
Ministry of  Welfare
Ministry of Health
Ministry of Taxation
Ministry of Science, Technology
and Innovation

Managing directors from:
Danish Regions
LGDK, Local Government Denmark

Steering Comitee for Joint Cross 
Government Cooperation(STS)

Public ICT policies
Ministry of Finance

Centre for administration policy/ 
The Digital Taskforce

Managing the strategy for the 
Danish egovernemnet Project.

(Secretary for STS)
Ministry of science, 

Technology
and Innovation

Members
Minister for Finance (Chairman)
Minister for Economics and 
Business Affairs
Minister for Taxation
Minister of Culture

STSメンバー
各省庁の次官
地方政府の代表

内閣委員会
関連省庁の大臣(金融、経済、商務、国税、文化）

基本的にはSTSが解決するが、問題によっては

内閣委員会に持ち込まれることもある

DTF
行政改革と民間セクター・県･商工団体との

関連もある
予算：2100万クローネ(4.8億円)
政府・県･コミューンが予算供出  

図表１４ デンマークの電子政府プロジェクトの組織図 
（出典：デンマーク財務省提供資料より作成） 

 
 ■聴取内容 
 ①デジタルタスクフォースの役割 

デジタルタスクフォースの正規職員は 10 名で、各々のプロジェクトに所管する省庁か

ら必要なメンバーが派遣され、プロジェクトが終了したら外れる体制になっている。（例

えば、マイページ構築に当たっては、内務省・県・コミューンから参加した。） 
デジタルタスクフォースのメンバーは、主としてコーディネート役として参加し、シ

ステム完成後は所管する省庁に移管される。 
プロジェクト遂行にはコンセンサス作りに最も注力し、それが協力関係の柱になって

いる。コンセンサス作りで困難な場面は多いが、合意形成を何よりも優先させている。 
現在、以下の 3 つの社会問題に対してチャレンジすることが求められている。 
・高齢化と就業可能人口の減少 
・限られた公共部門の人材資源配分 
・個別のユーザニーズに即応可能なソリューションの模索 
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デジタル化の役割は、管理から市民中心のサービスにリソースを転換することである。

特に、一般市民の公共部門に対する期待が高まっているので、それに対応していかなけ

ればならない。そのためにはデジタル化の推進は必須で、市民サービスに力を入れてい

くことになる。少ない公共分門の予算の中で、これらのミッションをいかに実現するか

が焦点になっている。 
また、デジタル化の拡大は政治的にも大きな影響を与える。同時に、ビジネスに対す

る影響も大きい。我々は、デジタル化の見直しを行ったが、その対象は公共セクターに

留まらず、企業ポータルに関する分析などビジネスセクターに対する分析も行った。 
STS は政治的な組織で、具体案を内閣に提案する役割を担っており、次官クラスで構

成されている。デジタルタスクフォースは、その命を受けて具体的なイニシアティブを

遂行している。現在、Digital Signature など 35 のイニシアティブが動いている。 
  
②電子政府の３つの目標 
デンマークの電子政府では、下図の目標を掲げている。 

 
 

図表１５ デンマーク電子政府の３つの目標 
（出典：デンマーク財務省提供資料より作成） 

 
これらの 3 つの目標は、それぞれ分離して考えている。 
Better Digital Service の具体的目標は、より容易にアクセス可能なサービスを公開す

ることである。市民とビジネスに焦点を絞り、そことのよりよいコミュニケーションを

可能にすること。そのためにはインターネット･電話･対面などのコミュニケーションチ

ャネルに注目するとともに、市民やビジネスのためのワンストップ･ポータルの構築が必

要になる。また公共部門間の情報連携を図ることでデータの再利用を促進し、”No Touch”
サービスの構築も重要である。さらに、安全性を高める上での Digital Signature を用い

た確実なデータの取扱いの仕組みを確立する。Digital Signature では、民間認証を公共

機関で利用する方法を検討中であり、2010 年には統合化された Digital Signature を実

現したいと考えている。 
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Increased efficiency through Digitalization は、まさにデジタル化の目的を表現して

いる。効率化に寄与することがデジタル化の目的である。そのためには、公共機関はデ

ジタル化プロジェクトによってもたらされる成果を実現するために、より系統的に動か

なければならない。同時に、電子化に伴う組織的な適応が求められ、各監督省庁に対し

て組織事務変革に向けた勧告を行っている。 
Stronger binding collaboration on Digitalization は、組織を超えて情報が行き来する

仕組みが重要であることを言っている。ユーザの要求の中心は組織協会を横切ったもの

であり、例えば個人が年金額を知りたい場合など、県や政府といった組織ごとの情報を

集約化させる必要がある。また、似たようなシステムが異なる組織で並行して作られる

ことは避けなければならない。これほど不効率なことはない。そこで、健康･福祉･社会

の 3 つのドメインを設け、構築上の無駄を防ぐために、これらプロジェクトを統括的に

見ている。また、公的セクターに留まらず、ビジネスセクターとの関係についても関心

を持っており、デジタル的解決のための標準化や要求仕様の決定等の作業も行っている。 
 
③その他 
・省庁横断のプロジェクトを成功させるためには、政治的な力も必要である。言われた

ことをやらなければ、財務省から予算をカットされる。 
また、STS にはローカルガバメントのディレクターも参加しているため、県やコミュ

ーンに対しても影響力を行使できる。 
2001 年にプロジェクトが始まった当初は財務省の力は弱かったが、2～3 年前に効率化

の動きが出されたとき以来力を持ち、実行のための大きなキーポイントを握るに至っ

ている。 
・効率化のための施策は、全体が同じ方向性を持ったコンセンサスになっている。 
業務改革すると仕事がなくなる人も出てくるが、国家的なコンセンサスがあるため批

判は出ない。少子化社会･高齢者社会が大きな問題として認識されている。効率化をし

ないと成り立たないことに対する理解が進んでいる。 
・IT 予算の配分は Public ICT Policies に含まれ、科学技術省が主管している。財務省は

一括で科学技術省に予算を出している。財務省では、各省庁から出された細かい予算

案のチェックはするが、実際それをどう使うのかは各省庁に委ねられている。 
国家予算は全体で 8,000 億 DKK(18.2 兆円)、そのうち 6 億 DKK(136 億円)が IT 予算

である。デジタルタスクフォースの予算は 2,100 万 DKK(4.8 億円)である。 
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（６）データ保護庁 (The Danish Data Protection Agency） 

 ■コンタクト日時：2008 年 6 月 6 日（金） 15:30～16:30 
 ■コンタクト先：Mr. Lena Andersen (Head of department 副長官)、Mr. ? 
 ■プロフィール： 

EU 個人保護法、健康管理面の法律、金融管理面の法律、並びに法務省令の運用細則等

で規定された個人情報保護が適正に適応されているかなどに関するチェック機関として

機能しており、市民からの苦情を取り上げる仕事や、法律に対するガイドラインの作成

も行っている。さらに、ユーロポール、シェンゲン条約の国との連携など、国際協力も

行っており、国際会議や専門化レベルの作業にも参加している。 
予算は年間 1,600 万 DKK（3.6 億円）で、有料の相談サービスもあるが比率は少ない。 
現在 35 名が常勤職員として勤務しており、職員は法律の専門家と技術面の専門家で構

成されている。また、学生や学術関係者も場合によって参加する。 
 ■聴取内容 
①苦情処理の体制 
重要な案件を審議するための委員会が設けられており、議長は最高裁判事が勤める。

委員は 6 名で、法務省から任命される。 
この委員会で重要案件を審議する際には、庁からレポートが提出され、それを議論の

ベースにする。審議結果については、判断結果を直接該当の庁に苦情申し入れはできず、

裁判に訴える方式をとっている。 
新しい法律が提案されると当庁にも送られ、民間や公的企業のデータプロセスに関す

る情報もウェブを通じて送られてくる。それらが法律に抵触しているか否かのチェック

を行い、許認可を行っている。 
市民からは、PC、電話、書面等の手段で様々な苦情が送られ、データの不正行為が行

われているかをチェックしている。これら調査結果はウェブ上で公開しており、その影

響で苦情の数は年々減少する傾向にある。故意によるケースで年間 10～20 件程度。 
市民は、自分の個人情報が破られたと判断した場合、当庁もしくは市民オンブズマン

に訴えるケースが多い。オンブズマンも当庁と同じ機能があり、当庁に訴えたが何もし

てくれない、という苦情も申し入れることができる。同じ案件を当庁とオンブズマンが

併行してアプローチするケースもある。 
 
②行政情報連携に対するプライバシー意識について 
デンマークでは、個人の情報をデータベースに蓄積することは昔から行われており、

基本的には市民は行政に信頼を置いている。住所が変更された際などでは、必要な書類

が省庁間で交換されることをむしろ期待している。 
係争中の案件を除いて、個人の情報がどのように蓄積されているかは自らが確認する

ことができる。また、重要な情報が官庁に登録されることを拒否することはできない。

同時に、情報が必要に応じて省庁間を横断することも拒否できない。 
マイページについては、個人情報をサイト上に一括表示することになるため、STS と

プライバシーの扱いについて協議している。おそらく、個人の了解を前提にマイページ
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を作ることでクリアできると考えている。 
デンマークのシステムは、非常に効率化されている。そのことに国民の 95％は満足し

ている。例えば、銀行から利子等の情報が国税庁に送られるため申告も簡単に行える。

ごく少数の人は、一箇所に情報が集まることに批判的な意見を持っているが、それは少

数派である。 
 
③Digital Signature について 

2002 年にデンマークで導入された。 
導入に当たってはSTSから問い合わせがあったが、その時点で5種類の提案を審査し、

2 つを拒否して 3 種類を承認した。拒否した案件は（確かな記憶ではないが）、電話の請

求書コードを使う案だったようで、セキュリティが保障されていないという理由で拒否

したと思う。また、あるコミューンからプラスチックの ID カードを発行する案が提案さ

れたが、セキュリティが満たされていないという理由で拒否した。コミューンが ID 番号

の発行を第三者機関に委ねることになるため、その段階で第三者機関が個人の了承を得

られていない限り問題になる。ID 番号を発行するに当たっては、個人の承認と合法性の

2 つの基準が重要である。 
官庁が国民番号をデータ処理のために民間に送ることは、なんら問題はない。なぜな

ら、民間企業はコードを機械的に扱うに過ぎず、コントロールはあくまで官庁側にある。

デジタル化が行われる前から、個人守秘法はあり、それがデジタル化で大きく変わった

わけではない。 
実際に発生している苦情の多くは、クレジット会社が勝手に自分をブラックリストに

載せてしまったというような内容である。官庁が犯した重大なミスとして、あるコミュ

ーンでウェブ上に個人の国民番号を公開したことがあり、そのコミューンは 3 回も同じ

ミスを繰り返したが、大騒ぎにはならなかった。国民番号は重要であるという意識が国

民にあり、同時に政府への信頼が高い。 
また、当庁やオンブズマンといった苦情を申し立てる仕組みもある。行政職員が情報

を乱用したり誤って使用する可能性もあるが、乱用の場合は解雇･罰金を含めた懲罰が科

せられることもある。こうした仕組みが国民に安心感をもたらしているのだろう。 
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５．視察所感 

今回訪問した 2 カ国で共通して感じたことは、電子政府が国の重要な政策実現のための

手段として定着していることである。それは、電子政府を初めとするデジタル化が、効率

化を推し進め、社会的なコスト削減に大きく寄与していることからも窺うことができる。 
電子政府を国家 IT 政策の柱に据え、その進捗度を政治目標に掲げている国は多いが、今

回この 2 カ国を視察した限りでは、世界最先端の電子政府の実現といったような大上段の

コメントは聞かなかった。 
 
スウェーデンは‘Information Society for all’を IT 政策の根幹に掲げ、国民生活のあら

ゆる場面において有効な情報サービスを提供することに主眼を置いている。例えば

e-Health では、医療や介護の現場において有効なサポートツールとしての仕組みを提供し

ている。特に、今回視察した Gävle コミューンが行っている Open Care は、高齢者介護に

必要な情報が、オープンソースによるアプリケーションプラットフォーム上で集約化され、

他のコミューンや企業などに仕様を公開したことで、適切なアプリケーションが相互に活

用できる仕組みを作り上げている。 
また、税務申告でも修正申告主義を貫いており、企業や金融機関、不動産会社などから

個人資産に関わる情報を国が集計することで、所得税申告手続きを容易にしている。なか

でも、申告手段として紙や電話、SMS といった身近なツールも活用することで、オンライ

ン申請に拘らない利用者本位の申告が可能であることが印象的であった。 
社会的コスト削減の姿勢は行政調達にも良く現れており、国、自治体を問わず、多くの

公的機関は VERVA による一括調達を利用している。その理由は、調達に関わるコスト削減

にあり、決して強制はされなくとも自主的に「VERVA 経由での調達の権利」を行使してい

る姿勢は見習うべきものがあると思われる。調達を一本化することで、標準化も自然に促

進されると考えられ、重複投資の無駄を省くという意味も含めるとかなり経済効果は大き

いと考えることができる。 
 
デンマークの IT 政策の根底には、直面している政治課題である少子高齢化問題がある。 
国を効率化し、公務員の人的資源をより有効に活用するために電子政府は有力な手段で

あると位置づけられている。 
この背景には、1970 年以前に 1,000 あったコミューンを、今日では 98 まで減らすとい

う大胆な行政改革があったことは重要なポイントである。その結果、政府の仕事の多くが

地方政府やコミューンに委譲され、国家予算の約半分がコミューンに配分されるという構

造を作り上げた。合併による効果は、医療などの基幹システムの統合という副次的な効果

ももたらしている。 
デンマークの電子政府の特徴は、充実したポータルにあると言えよう。市民向け、企業

向けサービスのワンストップ･ショップをポータルによって形成している。これを実現する

ために、各省庁ごとのシステムにデータ標準や共通ガイドラインを定め、サービス･コンポ

ーネントの共有化を図っている。個人情報は効率的に共有化され、MyPage という個人向け

サイトに eID によってログインすると、政府に保管されているあらゆる自分の情報を閲覧
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でき、そこから申請や届出を行うことができるサービスが 10 月より可能になるという。 
また、行政横断型サービスを実現するための強力な推進体制を敷いていることも注目す

べき点である。内閣直結の STS や、その事務局組織であるデジタルタスクフォースがその

中核になっている。わが国でも IT 戦略本部と内閣官房 IT 担当室といった類似の組織があ

るが、各省庁における個々のプロジェクトに対するコーディネートを行うだけの体制では

ない。これら組織が実際に機能した背景には、ここ 2～3 年で効率化計画に対するコンセン

サスが得られたことが大きく作用していると考えられる。デジタル化による効率化を図る

ことでより大胆な行政改革を行い、少子高齢化社会に対する人材の有効活用を図ることが

究極の目標になっている。 
 
2 カ国を訪問し一様に感じたことは、国民の政府に対する信頼感と IT に対する理解度が

非常に高いことである。利便性のためには、個人の情報が必要に応じて政府間で流通する

ことに極めて冷静である。これは、デンマークのデータ保護庁などのように、個人情報が

侵害された際に中立的に仲裁を行う国の組織の存在も大きいと思われるが、何より重要だ

と感じたことは、デジタル化に対する必要性を共有していることであろう。 
こうした必要性は、単に便利になるからといった抽象的な要因だけでなく、高齢化や少

子化、効率化といった国の抱える根本的な問題に根ざしていることが大きな意味を持って

いると考えられる。社会的コストをいかに低減させ、国際競争の中で国家と国民を適切な

方向に導いていくための方策を長い時間を費やして検討し、そのもとでコンセンサスを作

り上げたことが、何よりも電子政府を世界のトップに押し上げた原動力になっていると感

じた。 
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６．スウェーデン・デンマークと韓国の類似性、日本への示唆 

 
スウェーデンと韓国では、情報化を本格的に推進するきっかけにおいて非常に類似的な

側面がある。すなわち、韓国の情報化は 1997 年 IMF の経済危機以後、本格化していく。

スウェーデンは、1970 年代以後経済成長の下落が目立つようになり、1990 年代初頭の金融

危機まで、繰り返し経済危機を経験することとなった。特に、1992 年スウェーデンクロー

ネの切り下げ以後、スウェーデン経済に対する構造改革を通じて IT 産業と医薬産業などの

知識集約産業を中心とする経済成長が本格化する。これは情報通信分野･IT 産業への経済の

構造的転換を通じて可能となった。スウェーデンは 1990 年代以後、変化する世界市場に合

わせて IT 産業分野を集中的に育成する政策を通じて、スウェーデン経済を構造改革し、

1990 年代のインターネット革命以後、IT 強大国へ変身することに成功したと思われる。こ

うした情報化の推進経緯は韓国と非常に類似しているところがある。 
スウェーデンにとって情報化は、1970 年代以後繰り返してきた経済危機に対する根本的

な問題解決手段であると認識した。日本でもバブル崩壊における経済危機において、IT を

経済政策の柱と位置づける認識は強かったと考えられるが、スウェーデン・韓国ほど産業

構造転換に徹底しなかった。 
 
スウェーデンとデンマークは、韓国と同じく国民番号を持っている面では共通的である。

スウェーデンとデンマークは、納税とその管理に関連して国民番号を導入しているが、韓

国では北朝鮮との戦争へ国民を動員するために国民番号が作られた。スウェーデンとデン

マークでは行政の納税管理と国民の利便性から国民番号が作られたことから、韓国社会よ

り国民番号への信頼性、ならびにマイナスイメージが少ない。同時に国民番号を、可能な

限り利便性のために利活用する工夫が多い。スウェーデンとデンマークの事例から、日本

はこれから国民番号にせよ、住民基本台帳カードにせよ、より限定された範囲ではっきり

した目的意識を持って国民番号を考えるべきである。 
そういう意味で、経済同友会が最近行った「国民選挙カード」の導入提言は非常に参考

になる。いわゆる有権者の本人確認カードで、選挙に限定したこのカードを持っていれば、

全国どこからでも投票ができるので電子投票が可能になり、地方選挙でも使えるという発

想である。住基カードのイメージがあまりにも悪いため、「国民選挙カード」を導入して住

基カードと「社会保障カード」機能を統合するという構想である。「国民選挙カード」を持

っていれば e-ID として使える機会が多くなり、電子納税・電子政府サービスにも利用でき

るし、e-ID の有用性は大きくなれば「国民選挙カード」の使い道は増えると思われる。 
日本での国民番号の導入と関連して、デンマークの「データ保護庁(Danish Data 

Protection Agency)」のような個人情報を扱う省庁を作るのは、個人情報を扱う機関に対す

る信頼性にも影響すると思う。中立的な組織で裁判官などが委員として参加すると、国民

の信頼性は高くなる。「Data Protection Agency」の機能･権限などを法律として定め、個人

情報の取り扱いに関するルールと個人の情報コントロール権利などを規定すれば、政府が

個人の情報を取り扱うイメージも変わる。 
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スウェーデンとデンマークの国税庁は、e-ID とインターネットバンキングを共通的に運

用している。それは韓国でも同様である。また、市民への目に見えるメリット（いわゆる

インセンティブ）を提供する姿勢も韓国と共通である。 
2007 年上半期基準で、韓国のインターネットバンキング比率が、銀行業務の全取引件数

の 37.8％、金額では 49.4％を占めている。スウェーデンとデンマークでも、インターネッ

ト比率が非常に高く、e-ID 制度導入と普及に重要な役割を果たしている。その点で日本は、

電子政府サービスへの e-ID 制度導入よりも、インターネットバンキングをいかに活性化さ

せるのかを先に工夫する必要がある。 
 
スウェーデンとデンマークの国税庁政策に関連して、納税者への利便性や納税関連イン

センティブの提供は非常に大きな誘引策であった。韓国では電子納税の普及と拡大に、電

子申請による税額（現金）控除は大きな誘引策であった。納税関連インセンティブの提供

は、各国の税構造と関連する。韓国は、スウェーデンとデンマークほど還付金が多くない

ので控除金額を設定したが、スウェーデンとデンマークは還付金額が大きいことから、還

付の時期が早まることが大きなメリットとなる。日本でも日本の納税者がインセンティブ

と感じる制度を提示すべきである。また、スウェーデンは納税エビデンスを個人が 6 年間

保管することになっているが、韓国のように行政が管理･保管するシステムを作れば、納税

者は、必要な場合いつでも交付･プリントして提出できる利便性がある。 
また、電子申告の際には申告の内容によって利用できる認証方式を差別化していく必要

がある。スウェーデンでは、SMS･電話は事前記載された内容を認める場合、PIN-CODE
は通勤旅費の簡単な追加申告の場合、e-ID を使ったネット申請はその他複雑な追加申告の

時に使うというように認証レベルを分けている。このようにすると、納税者の負担が軽減

される可能性があり、選択の幅も広がる。 
e-ID の取得も、スウェーデンのように無料にする必要がある。税金を納めるための e-ID

だから有料にするのは論理的に矛盾がある。韓国でも電子政府サービスの認証は無料とし

ているので、これを参考にする必要はある。e-ID が保有するデータには、可能な限り機微

情報は含まないようにする必要がある。スウェーデンでは住所データが含まれていない。

特に、日本では個人情報に敏感であるから、e-ID の中身を検討する必要がある。 
 
スウェーデンとデンマークは、強力な推進体制を持っている。韓国も大統領直轄の電子

政府委員会を設立し、強力な大統領のリーダーシップでバックアップした面では非常に類

似している。特に、電子政府推進体制と行政間の協力のため、政府内に CIO を任命し、行

政内部の調整と統合の役割を付与してきた。また、強力な電子政府推進体制の構築とリー

ダーシップのため、政府省庁間の役割分担をし、電子政府推進体制として「行政安全部」

を設置した。この行政安全部と大統領直轄の電子政府委員会間の協力が、韓国の電子政府

の進展に大きな役割を果たしたのである。こういう面で、日本もスウェーデンとデンマー

クのように推進体制へ強力な権限と資金を与える必要がある。 
スウェーデンの VERVA は電子政府関連の行政事務の開発を行う官庁である。韓国では行

政安全省がそれを担当している。デンマークにも担当官庁がある。しかし、日本では担当
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官庁が明確でない。業務別にそれぞれの主管する官庁が開発を行っている。評価と調整の

ための委員会はあるが、その委員会にあまり権限がないことが問題である。 
 日本の電子政府推進体制は、組織的な面ではデンマークと類似しているが、機能と役割

分担が明確になっていない。内閣委員会、STS、デジタルタスクフォース間の機能と役割分

担と明確な権限付与が必要である。 
 
現在、韓国でもマイ・ホームページが作られており、「韓国.com」のサイト作りが進行中

である。国民向けの電子行政サービスポータルサイトが多すぎるので、これらのポータル

の役割を果たす。「My e-Gov」の前段階のものを構築している。個人や企業ごとに必要なサ

ービスを提供する「My e-Gov」は、個人のニーズに合わせた形で電子政府サービスを提供

する意味で、非常に大きな説得材料となる。「My e-Gov」は、政府と個人がコミュニケーシ

ョンをはかる場にもなる。 
 
スウェーデンとデンマークは、民間の技術やノウハウを積極的に取り入れている。韓国で

も民間の技術やノウハウを積極的に取り入れている。韓国の場合、三星グループの PDSS
という人事システムを政府人事システムとして採用している。三星グループでは、約 22 万

人の従業員を対象にPDSSという人事システムを導入しており、ここからアイデアを得て、

政府はこのシステムを活用し、公務員の行政人事システム（PPSS）を 3～5 年前に導入し、

中央省庁や自治体職員すべての人事データを一括管理している。スウェーデンとデンマー

クでも e-ID や e-Health などにみられるように、民間の技術やノウハウを積極的に取り入

れている面では、日本へ示唆する部分が多い。 
 
スウェーデンとデンマークでは、標準化について非常に熱心に取り組んでいることが分

かった。韓国でもデータの標準化は、過去 10 年間の韓国の電子政府推進の中で最も大きな

問題であった。例えば、国民の統一コードである住民登録番号についても 5 種類くらいの

持ち方があり、現在統一作業を進めている。情報システムの構築よりも、DB への予算がよ

り必要な状況である。既存のデータの中から必要なデータだけを集め、確認、統一化して

いくには、多くの人手と経費がかかる。2009 年度までには既存の DB の統一化を完了し、

システムに反映する計画である。 
スウェーデンとデンマークでもデータの標準化を担当する組織がある。日本でも今後の

更なる電子政府の進展のためには、標準化問題に積極的に取り組む必要がある。 
 
デンマークの国税庁（SKAT）が、情報化の目標を明確にしているように、国の情報化の

目標を明確に国民に示し、それを目標到達段階で国民に立証する仕組みが必要である。デ

ンマークの国税庁は、情報化の目標として、電子申請の目標割合と職員数の削減を掲げて

いる。2005 年に 12,000 人いる職員を、2010 年には 7,500 人まで、5,000 人を減らす目標

を出している。このような目標の立て方は韓国も同じである。情報化による社会経済的な

効果、公務員数の削減、その他予算節減などの効果･目標を明確にして、到達時期が来たと

きに達成状況を国民へ公表するのは非常に大事である。 
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スウェーデンとデンマークでは、国が多くの個人情報を保有している。1970 年に個人の

情報を集めるセンターが設立された際には国民からの反発が強かったが、効率性･利便性を

立証したことで国民が納得した経緯がある。韓国でも同じである。現在、日本でも国の機

関が多くの個人情報を保有しているが、効率性･利便性を立証するところまでは行っていな

い。 
情報化が進んでいる韓国、スウェーデンとデンマークでは、個人情報保護と効率性･利便

性という課題を両立させ、それを認める国民意識形成のプロセスがあったという点が共通

している。日本ではこのような国民意識形成のプロセスを如何に作り出すのかが非常に大

事な問題である。 
 
デンマークの財務省は、予算を梃子にして情報化をコントロールする。予算面での効率

的な支援と、選択と集中のための自由な予算投入は、情報化の重要な要素である。 
韓国では情報化促進基金という特別会計制度があった。電子政府の構築にも戦略分野へ

集中的な投資が可能となるので、情報化の進展と電子政府構築にも大きな貢献をした。日

本のようにすべての行政事務を情報化する戦略よりは、韓国の 31 重点分野のように選択と

集中が必要である。また、各省庁でも CIO が情報システムの重複投資調整と効率的な予算

チェック機能を行うような仕組みを作り、それを制度化する必要がある。 
 
デンマークのデジタルタスクフォ－ス（DTF）は財務省の管轄にあるが、日本では内閣

府に置くべきであろう。最近、日本では内閣の機能が強化されているので、各省庁の調整

機能が可能であるし、電子政府事業の総合的な企画･管理も可能である。これから電子政府

サービスと関連して、内閣府の機能強化と役割拡大が必要である。それは、情報化を通じ

て、効率化だけではなくコラボレーションを強化していく上でも重要である。 
 
デンマークのデータ保護庁(Danish Data Protection Agency)は、非常に参考になる。個

人情報の保護のため、中立的な機関があるというのは国民の信頼を得やすい。行政の個人

情報乱用を監視し、国民の個人情報と権利を守るという機関の存在は大きい。 
韓国でも、韓国情報保護振興院(KISA)という組織があるが、中立的ではない。しかし個

人情報保護のための様々な政策と被害を救済してくれる機関があるという心理的な要素は

大きい。公務員が個人情報を乱用した場合、解雇･罰金を含めた懲罰を明確にするのも重要

である。中央省庁･地方自治体の個人情報取扱いを監視し、それを牽制する機構もしくはオ

ンブズマンの機能は、個人情報関連の信頼性を確保する上で非常に重要である。 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 

各国における国民番号、企業番号等の状況について 

 

アメリカ合衆国、スウェーデン、韓国、日本 

（参考として） デンマーク、ケベック州（カナダ） 
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１．各国の概要の比較 

 
 アメリカ合衆国 

位置  
 
 
 
 
 
 
 
 

図表：北米地域拡大図（http://www.freemap.jp/より） 
人口 ＊3 億 407 万人 

面積 ＊9,826,675km² 

ＧＤＰ ＊13 兆 1,947 億 US ドル（2006 年） 

ＩＴランク 国連：4 位 、WEF：4 位 

国民番号 社会保障番号（SSN）による統一管理。 

社会保障局（SSA）が申請時点で付番する。 

（保持は任意だが、社会保険税/所得税申告、年金受給、運転免許取得、旅券発給、各種

公的資格、銀行口座開設などで必要。） 

9 桁で、エリアコード･グループコード･順番からなる。 

企業番号 雇用者識別番号（EIN）。 

内国歳入庁（IRS）が管理。 

非営利団体を含め、米国内の事業活動で納税義務の発生する全ての個人･法人が対象。 

取得は任意だが、法人税･従業員の所得税･社会保険税徴収の申告･納付、連邦政府ならび

に州政府機関への入札資格･調達契約の際には取得していることが前提となる。 

9 桁のコードで、IRS 地方局コードと順番が入っている。 

EIN 以外にも、CAGE（国家法政局）、DUNS（民間の信用調査会社）のコードも使われ

ることがある。 

ＩＤカード ソーシャルセキュリティカード。 

社会保障番号が記載されたプラスチックカード。保持の義務はない。 

ＰＫＩ 大統領府行政管理予算局より「連邦政府機関向け電子認証に関わるガイダンス」が出さ

れた。そこで、5 段階の保障レベルを設定し、リスクとそれが発生する可能性の高さに応

じた適切な適用を行うことが求められている。 
＊JETRO 各国･地域データ比較（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/cmpselect.do） 

http://www.freemap.jp/�
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 スウェーデン 

位置  
 
 
 
 
 
 
 
 

図表：ヨーロッパ地域拡大図（http://www.freemap.jp/より） 
人口 ＊911 万人 

面積 ＊449,964km² 

ＧＤＰ ＊3,837 億 US ドル（2006 年） 

ＩＴランク 国連：1 位 、WEF：2 位 

国民番号 住民登録番号（Personal ID number）制。 

出生時点で病院から直接申請する。 

10 桁で、生年月日、性別、登録番号が表記されている。国税庁が付番管理。 

企業番号 企業申請時の定款設立条件、資本金銀行預託など条件が揃えば、企業として認定され、組

織番号（Organization number）が付与される。 

発行管理は企業登録庁が管轄し、8 桁のコードでできている。 

ＩＤカード 国民認証カード（National ID kort） 

スウェーデン市民（ただし外国人は除く）に発行され、このカードによりシェンゲン条

約国に旅券なしでの入国が可能となった。申請方法は旅券申請と同じである。 

健康保険カード（European Health Insurance Card） 

社会保険事務局が無料で申請希望者に対して発行。 

スウェーデンの市民、スウェーデン在住の外国人を発行対象にし、スイスを含む EU 諸

国内の一般医療保険制度で同じサービスを受けることができる。 

ＰＫＩ 3 つの民間機関（TELIA, BankID, NORDEA）が発行する eID のいずれかを使用する。 

電子証明書はオンラインでダウンロードするソフト方式を採用している（媒体は限定され

ていない）。eID をもらうにはインターネットバンクに登録している事が条件になっている。 

主な利用分野は以下のとおり。 

・国税庁に対する電子申告、税金の払い戻しの銀行口座指定（個人、法人） 

・社会保険事務所への育児手当の申請と、払い込みの銀行口座の指定 

・国税庁への住民登録申請、変更 

・税務申告の代理店の指定（その際は代理人が別の eID を受理する） 

・企業登録庁への企業の設立申請、変更 

ただし、税務申告では、修正がない場合は電話や SMS（ショートメール）で申告可。若干

の修正の場合は PIN-CODE（毎年発行）、複雑な修正の場合のみ eID を使う。 
＊JETRO 各国･地域データ比較（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/cmpselect.do） 

http://www.freemap.jp/�
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 韓国 

位置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：アジア地域拡大図（http://www.freemap.jp/より） 

人口 ＊4,830 万人 

面積 ＊99,646km² 

ＧＤＰ ＊8,875 億 US ドル（2006 年） 

ＩＴランク 国連：6 位 、WEF：9 位 

国民番号 全ての国民に、出生時に与えられる住民登録番号制。番号の付与、管理は各自治体が行う

が、指導・監督は行政安全部が行う。 

生年月日、性別、出身地、登録連番等 13 桁のコードからなる。 

生年月日（6 桁）、性別（1 桁：1・3 男性、2・4 女性）、出身地域組み合わせ番号（4 桁）、

出身地域の同じ名字の出生届け順番（1 桁）、チェック番号（1 桁）の合計 13 桁。 

企業番号 登記機関別分類番号（4 桁）、法人種類別分類番号（2 桁）、一連番号（6 桁）、チェック番号

（1 桁）の合計 13 桁で構成。 

裁判所の法人登記所で取得。 

納税、自動車登録等で利用。 

ＩＤカード 名称は住民登録カード。 

各自治体（市町村）が、満 17 歳以上の国民に発行。 

記載内容は、名前、生年月日、住所、登録地、発行日、国民番号、顔写真、指紋。 

現在はプラスチックカードだが、IC カード化を予定。 

以前は全住民が保持することを義務付けられていたが、現在は保持義務を廃止。 

ＰＫＩ 金融機関で発行された PKI を行政申請に適用したことで一挙に拡大。 

証明書は IC カードのほか、PC ハードディスク等への格納等のソフト方式も存在する。 

国が発行している NPKI（National PKI）と GPKI（Government PKI）がある。申請者は

NPKI、担当公務員は GPKI を電子署名法に基づいて利用。 

確定申告の場合には PKI を使用しない。 
＊JETRO 各国･地域データ比較（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/cmpselect.do） 

 

http://www.freemap.jp/�
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 日本 

位置  
 
 
 
 
 
 
 
 

図表：アジア地域拡大図（http://www.freemap.jp/より） 
人口 ＊＊1 億 2,777 万人 

面積 ＊＊377,923 km² 

ＧＤＰ ＊4 兆 3,665 億 US ドル（2006 年） 

ＩＴランク 国連：11 位 、WEF：19 位 

国民番号 住民基本台帳法での住民票コード：市区町村長により発番される。付記転出入手続きで

利用される。利用については住民基本台帳法で制限されている。 

企業番号 会社法人等番号（法務省）：12 桁。会社登記時に付番される。 

法人事業税、法人県民税（都道府県） 

法人市民税、給与支払報告書（市区町村） 

雇用保険（厚労省労働安定局） 

労災保険（厚労省労働基準局） 

健康保険（健康保険組合） 

入札参加資格（各省庁･自治体） 

信用調査会社 

など、多数のコードが存在している。 

ＩＤカード 住基カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などが証明書として使わ

れている。 

ＰＫＩ PKI としては、公的個人認証、商業登記認証基盤、民間認証などがある。 

電子税務申告での利用は、公的個人認証（電子署名として）。 

電子署名法により、電子署名を必要としない手続き（軽微な手続き、対面確認可能な手

続き等）を例外として、PKI による電子署名を原則としている。 
＊JETRO 各国･地域データ比較（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/cmpselect.do） 
＊＊総務省統計局「日本統計年鑑」（http://www.stat.go.jp/data/nenkan/index.htm） 

http://www.freemap.jp/�
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※以下については参考として。 
 
 デンマーク 

位置  
 
 
 
 
 
 
 
 

図表：ヨーロッパ地域拡大図（http://www.freemap.jp/より） 
人口 ＊541 万人 

面積 ＊43,094km² 

ＧＤＰ ＊2,761 億 US ドル(2006 年) 

ＩＴランク 国連：2 位 、WEF：1 位 

国民番号 10 桁の納税者番号制。 

内務省中央個人登録局が付番管理。 

※名称、番号が付与されるタイミング等については確認できていない。 

企業番号 ※確認できていない。 

ＩＤカード 全国民が携帯を義務付けられている。 

※名称や発行主体、発行対象、カード種類（磁気、IC チップ等）、券面記載内容、利用分野

等については確認できていない。 

ＰＫＩ 科学技術イノベーション省を中心に PKI の普及が進められている。民間の TDC（Tele 

Denmark）にインセンティブを与えるとともに、申請者側の取得料、使用料を無料化し、

さらにデジタル署名を利用できる電子サービスを提供しようとする公共機関に対し、補助

金の交付を行った。こうした取り組みの結果、2006 年 1 月には 581,452 件と全人口の 1 割

強が取得するに至った。 

※PKI の詳細（種類、税務申告時に利用するかどうか）については確認できていない。 
＊JETRO 各国･地域データ比較（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/cmpselect.do） 

http://www.freemap.jp/�
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 ケベック州（カナダ） 

位置  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表：北米地域拡大図（http://www.freemap.jp/より） 
人口 ＊＊770 万人 

（カナダ全体：＊3,326 万人） 

面積 ＊＊1,667,441 km² 

（カナダ全体：＊9,976,139 km²） 

ＧＤＰ ＊＊2,363 億 6,690 万 US ドル 

（カナダ全体：＊1 兆 2,749 億 US ドル） 

ＩＴランク （カナダ全体）国連：7 位 、WEF：13 位 

国民番号 （カナダ全体） 

カナダ政府が発行している社会保険番号（SIN）を適用。就業や銀行口座開設などあらゆ

る場面で必要になる。必要な時点（就業など）で人的資源開発庁に申請し取得する。 

企業番号 企業は、事業規模に応じて連邦政府と州政府に登録する（小規模な店舗やレストランで

あれば、州政府のみに登録。他州にも商品を販売する場合は連邦政府にも登録）。 

連邦政府からは NE、ケベック州政府からは NEQ と呼ばれる企業登録番号が発行される。

企業コードを連邦政府と州政府で統一する動きはあるが、実現されていない。 

電子行政サービスを利用する際は、NE や NEQ をそのままログイン ID として利用する

のではなく、NE や NEQ を記載して申請し、ログイン用 ID を取得する。 

ＩＤカード カナダ連邦政府発行の ID カードは無い。カナダ市民権移民省で検討が進められている。 

身分証明には、パスポート（連邦政府管轄）、健康保険カード（州政府管轄）、運転免許

証（州政府管轄）が主に利用される。 

上記の証明書を保有していない場合は、誕生証明書（州政府管轄。ケベック州では全市

民に誕生時に配布）、住民カード（移民向け。連邦政府管轄）が用いられる。 

ＰＫＩ 公的機関では、登記等の財産に関わる申請のほかは PKI を採用していない。 

その理由は、申請者側の負担が大きいと判断したためで、税務申告などを含めて

PIN-CODE で対応している。 

※詳細（PKI の種類、発行主体、PKI を利用する手続き一覧等）については確認できて

いない。 
＊JETRO 各国･地域データ比較（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/cmpselect.do） 
＊＊ケベック州在日事務所ホームページ（http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/international/japon） 

ケベック州のおおよその位置 

（赤がカナダ全土） 

http://www.freemap.jp/�
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２．識別番号及びＰＫＩについて 

 
（１）アメリカ合衆国 

 １）アメリカ合衆国の個人／法人識別番号について 

 
 個人識別番号 
名 称：社会保障番号（Social Security Number…略称 SSN） 
経 緯：1936 年 社会保障被保険者識別のために連邦社会保障局（Social Security Agency

…SSA）が導入。付番ルールは SSA 地方事務所毎に別個。 
    1965 年 エリア（50 州、ワシントン DC、太平洋諸島等）単位に統合。 

1972 年 ネットワーク化により SSN を全米で集中管理。 
対象者：米国の市民および米国に居住する外国人で一定資格のあるもの。 
 現在までの累計登録者数は約 4.2 億人 
管 理：連邦社会保障局 
利用分野：社会保障税／所得税申告、年金受給、運転免許取得、旅券発給、各種公的資格

取得、銀行口座開設、その他官民での利用に制限はない。 
 
納税者識別番号（（Federal）Taxpayer Identification Number…（F）TIN）との関係：

内国歳入法（Internal Revenue Code）によって SSN を納税者識別番号とする。社会保障

加入資格のない納税者のみ、内国歳入庁（Internal Revenue Service…IRS）が（F）TIN
を付番する（Adoption Taxpayer Identification Number…ATIN）。 
 
フォーマット：AAA-GG-SSSS （９桁） 
 
 
 
 
 
 

http://www.usrecordsearch.com/ssn.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Number  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAA Area コード 登録申請時点の登録者居住地 
1972 年以前は登録申請を受理した SSA 事務所 

GG Group コード SSN の付番期間単位でグループ化（一定のルー

ルで Area 毎に指定） 
SSSS 順番 Group コード内で登録申請順に付番 

1965 年以前は SSA 事務所毎に独自ルールで付

番 

http://www.usrecordsearch.com/ssn.htm�
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Number�
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 法人識別番号 
名 称：雇用者識別番号（Employer Identification Number…略称 EIN） 
対 象：米国内の事業活動で納税義務の発生する個人・法人（非営利団体を含む） 
管理者：内国歳入庁（Internal Revenue Service） 
利用分野：法人税および従業員の所得税、社会保険税源泉徴収（連邦税および州税）の申

告および納付 
     連邦政府機関および多くの州政府機関の入札資格および調達契約。 
フォーマット：CC-SSSSSSS 
  CC：IRS 地方局（Campus）のコード 
  SSSSSSS：Campus 単位の順番 
http://www.irs.ustreas.gov/businesses/small/article/0,,id=98350,00.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Employer_Identification_Number  
 
名 称：商業・政府団体コード（Commercial And Government Entity code…CAGE code） 
対 象：米国防省および NATO の兵站調達へ参加する団体。 

登録団体数は約 150 万団体。年次更改が必要。 
管理者：米国家法政局（US National Codification Bureau…US NCB） 
利用分野：米国防省、連邦政府組織の一部および NATO に関わる入札、調達契約 
http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_and_Government_Entity  
 
名 称：Data Universal Numbering System…DUNS 
対 象：Dun & Bradstreet 社が登録した約 5,700 万事業者（約 13,000 万事業所？） 
管理者：Dun & Bradstreet 社（民間の信用調査会社） 
利用分野：連邦政府のいくつかの部局との調達契約。 
     事業者助成金等の交付申請。（2003 年 10 月から） 
フォーマット：9 桁の乱数 
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Universal_Numbering_System  
http://www.dnbtsr.com/  
 

http://www.irs.ustreas.gov/businesses/small/article/0,,id=98350,00.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Employer_Identification_Number�
http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_and_Government_Entity�
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Universal_Numbering_System�
http://www.dnbtsr.com/�
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 ２）アメリカ合衆国のＰＫＩについて 

 

E-Authentication Project 

連邦政府の幾つかの機関で個別に検討されていた電子認証システムをPKIによる全米共

通の電子認証として GAS が構築する。現在、基本設計と各コンポーネントのインターフ

ェース仕様が完成し、FEA の要件として全部局との調整が行われている。また、要件を

満たすベンダーの認定も公表されている。 
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（２）スウェーデン 

 １）スウェーデンの個人／法人識別番号について 

 
 個人識別番号 
名 称：住民登録番号(Personal ID number) 
対 象：住民登録を行っている外国人を含む全国民 
管 理：出生時点で病院から直接申請することで付与される。付番管理は国税庁が管轄。 

フォーマット：10 桁で、生年月日、性別、登録番号が表記されている。 

４９０１２２ – ４１３１

国民番号は10桁。生年月日6桁＋誕生番号＋Checkdigit

誕生番号
奇数＝男性

偶数＝女性

生年 月 日 Check digit
1967年に導入。

移民受入時、誕生日が分からず1月1日生まれとする者が多
く、誕生番号が足りなくなるため、1桁プラスした意図もある。  

 
 個人認証カード 
名 称：国民認証カード(National ID kort) 
対 象：スウェーデン市民（ただし外国人は除く） 

国民認証カードはスウェーデン市民だけに発行されるものであり、永久滞在許可

を持つ外国人には出されない。申請方法は旅券申請と同じであり、国民認証カー

ドに関する省令(2005：661)により規定され、申請手続き、没収、再登録が規定

されている。 
背 景：2005 年 10 月 1 日から旅券発行官庁(警察)は、国民カードの申請を受けると発行

することになった。このカードにより、シェンゲン条約国注）に旅券なしでの入国

が可能となった。 
2001 年 3 月以来スウェーデンはシェンゲン条約に加盟しており、他のシェンゲ

ン条約加盟国に対して人物検査が廃止され、国境線で旅券を示す必要がなくなっ

た。しかしスウェーデン市民である事を証明する書類が必要であり、いわゆる外

国人検査（今までは旅券が唯一の証明書類だった）が実施されてきた。この事務

手続きを簡略化するために国民認証カードが発行される事になった。 
注)シェンゲン条約：ヨーロッパ各国において、共通の出入国管理政策及び国境システムを

可能にする取り決めである。アイルランドとイギリスを除く全ての EU 加盟国、及

び EU に非加盟であるアイスランド、ノルウェーとスイスの計 28 ヶ国が協定に調印

し、そのうち 24 ヶ国が施行している。 

利用分野：以下の国に旅行する市民は旅券代わりにカードを利用できる。 
ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ 
イタリア、アイスランド、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー 
ポルトガル、スイス、スペイン、オーストリア（15 カ国）。 

また、国民認証カードはスウェーデン国内でも身元証明に利用される。 
情報内容：原則として旅券と同じ内容が含まれ、氏名、国民番号、身長、顔写真が印刷。

カード所有者がスウェーデン市民である事が明記され、その上に最近の旅券の
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ように顔のデジタル写真のチップスが含まれ、将来は所有者の eID サービス、

電子証明が含まれるようになる。デジタル顔写真は認識検査と関連して、コン

ピュータで実際の顔比較をする事ができる（バイオメトリック技術）ので扮装

が困難になる。 
何らかの官庁の登録にバイオメトリック写真が利用される事はなく、カードが

本人に返却される時に直ちに破壊される。だが本国の中央登録センターには記

憶される。 

 
カードの発行：有効期間は 5 年で、発行のための申請料金は 400 クローネ。 

申請は顔写真と本人を証明する書類を持参する。運転免許、旅券が有効、民間

銀行で発行している認証カード(現在 250 クローネかかるが閉鎖される予定)も
有効。 

 
 健康保険カード 
名 称：European Health Insurance Card 
発 行：社会保険事務局が無料で申請希望者に対して発行 
対 象：スウェーデンの市民、スウェーデン在住の外国人 
利用分野：スイスを含む EU 諸国内の一般医療保険制度で同じサービスを受けることがで

きる。ただし、病院訪問の際には身分証明には旅券、国民市民カード、運転免許

などの本人証明書類が必要になる。 
フォーマット：氏名、生年月日、個人番号、eID 認証番号、社会事務局の事務所番号、 

20 桁の認識番号と有効期限 
 
 法人識別番号 
名 称：組織番号(Organization number) 
管 理：企業登録庁 
発 行：企業申請時の定款設立条件、資本金銀行預託など条件が揃えば、企業として認定

され、組織番号が付与される。 
フォーマット：8 桁のコードで出来ている。 
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 ２）スウェーデンのＰＫＩについて 

 
発行対象：個人、自営業者、法人、代理人 

全て、個人番号、組織番号を持っている事が条件になっている 
発行主体：BankID（銀行のコンソーシアム）、Nordia(ネットバンク)、Telia（電話事業者） 

発行銀行は以下の通り 
-Danske Bank( www.danskebank.se) 

Bohusbank, Gävleborgs Provinsbank, Halalnds Privinsbank, 
Jämtlands Privinsbank, Närles provinsbank, Skaraborgs Privinsbank, 
Skänes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands 
Provinsbank, Upplands Provinsbank, Värmlands Provinsbank, 
Västmanl ands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank, Östgöta Enskilda 
Bank が含まれる 

-Sparbanken (www.sparbanken.se)  
-Swedbank (www.swedbank.se) 
-Nordea(www.norudea.se) 
-Telia(SEB 銀行を通じて発行、www.seb.se)  

取得方法：eID をもらうにはインターネットバンクに加盟している事が条件になっている。 
既にインターネットバンクを利用している顧客は、認証番号(個人番号 8 桁と毎

回変わる認証番号 4 桁)を通じて銀行サービスを日頃利用しており、安全性が高

いとみなされているためである。 
操作方法は、インターネットで銀行のウェブサイトを開くと、本人かどうかの

チェック（表示される認証番号ボックスに住民登録番号を入力すると毎回 8 桁

の乱数表の数字が表示されるので、それを入力する）が行われる。eID のペー

ジに入り、インターネットバンクにログインする時と同じプロセスを繰り返し

（つまり二重チェックとなる）、新たに自分で考えた認証番号を入力すると、再

度入力を要求され、再び自分の考えた認証番号を入れると、それ が eIDとなる。 
認証番号の登録に成功すると“成功”のメッセージが出される。 

利用分野：現在は社会事務所、国税庁、企業登録庁で利用することができる。 
・国税庁に対する電子申告、税金の払い戻しの銀行口座指定（個人・法人） 
・社会保険事務所への育児手当の申請と、払い込み銀行口座の指定 
・国税庁への住民登録申請、変更 
・税務申告の代理店の指定（その際は代理人が別の eID を受理する） 
・企業登録庁への企業の設立申請、変更 

 

http://www.danskebank.se/�
http://www.sparbanken.se/�
http://www.swedbank.se/�
http://www.norudea.se/�
http://www.seb.se/�
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（３）韓国 

 １）韓国の個人／法人識別番号について 

 
 個人識別番号 
名 称：住民登録番号 
経 緯：朝鮮時代にはすべての人々に「号牌」という身分証が発行された。「住民登録証」

の制定は、1950 年 6 月に起こった朝鮮戦争中に具体化していく。北朝鮮軍の侵

略により南部地域が占領され、敵と味方が混在することとなったため、もともと

の南部の住民に市民証・道民証を発行したのがその出発点である。その後、1962
年「住民登録法」が制定されるが、身分証の普及は本格化しなかった。しかし、

1968 年 1 月、北朝鮮軍特殊部隊による青瓦台浸透事件が発生した直後、北朝鮮

の工作員及びその協力者を取り締まる目的で「住民登録証」が導入された。導入

の背景には、戦争による国民の移動状況の把握と戦争への動員・管理の目的があ

った。 
1962 年、従来の洞籍簿から新たに「住民登録法」が制定された。以後、今日に至

るまで 11 回の改正が行われており、この経緯は韓国政府の国民番号に対する意

識の変遷が読み取れ興味深い。 
第 1 次改正(1968 年)：12 桁の住民登録番号が付与され、18 歳以上に住民登録証を

発給。 
第 2 次改正(1970 年)：国防または治安上必要な場合の関係公務員の要求による住民

登録証の提示義務規定を新設、住民登録証関連罰則規定（罰金、拘留）の設定。

また、住民登録を怠った場合の罰則規定（過怠料、罰金、拘留）も設定。 
第 3 次改正(1975 年)：住民登録証発給対象者を 18 歳から 17 歳に引き下げるととも

に、住民登録番号を 13 桁にし、申告不履行等に対する罰則強化、住民登録証の

再発給手数料徴収規定を整備。 
   第 4 次改正(1977 年)：個人別住民登録票作成制度を新設、これにより兵役、民防等

の統合記録を整備。 
   第 5 次改正(1980 年)：住民登録証所持義務を新設、住民登録証紛失時には 7 日以内

に紛失申告を行うようにすることと、申告不履行等に対する罰則を強化。 
第 6次改正(1988年)：軽犯罪法において、住民登録証の所持に関連する条文を削除。 

   第 7 次改正(1991 年)：電算システムによる事務処理に利用するための根拠を設定。

また、住民登録事項を他人に漏洩した場合等の処罰規定を新設。 
   第 8 次改正(1993 年)：転出申告を廃止（復帰申告、新居住地変更申告制度を廃止）、

転入申告と同時処理される医療保険と障害者福祉法を追加。 
第 9 次改正(1997 年)：住民登録法の目的に国民生活の便益増進項目を追加、従来の

「住民登録証」から「住民カード」に名称変更。住民カード発給センターを設置。

また、紛失申告期間及び申告遅延者に対する過怠料を廃止。 
   第 10 次改正(1999 年)：住民登録申告事項から兵役義務者の兵役申告項目を削除。

また、名称を「住民カード」から従来の「住民登録証」に戻した。2000 年 6 月

から現在のプラスチックカードが全面的に導入された。また第 10 次改正以後、

指紋押捺の制度化が図られた。それまでは「住民登録証」への指紋押捺が法律的

な根拠なく行われたが、法律に基いて指紋情報が「住民登録証」の裏面に表示さ
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れるようになった。この改正以後、指紋情報の DB 化が推進されることになった。

1996 年「電子カード」の導入が進められたが、国民の反発で現在のプラスチック

カードとなった。しかし、「住民登録証」の偽造事件が増加する傾向にあり、偽造

防止とプライバシー保護などを目的として、「スマートカード型の電子カード」が

2009 年以降に再び導入される予定。 
   第 11 次改正(2001 年)：住民登録番号付与の根拠を法律で規定。他人の住民登録番

号の不正使用罪を新設するとともに、個人情報保護を強化。 
さらに、2008 年の住民登録法施行規則の改正により、再発行の手続きが全国どこ

からでもできるようになった。 
  （出典：http://sonoda.e-jurist.net/korea/siryou/seocho.htm＝瑞草区文書の翻訳と補

筆） 
 
対象者：韓国の市民および韓国に居住する外国人で一定資格のあるもの。 
 現在までの累計登録者数は、17 歳以上 4,000 万人程度 
管 理：行政安全部 
利用分野：所得税申告、年金受給、運転免許取得、旅券発給、各種公的資格取得、銀行口

座開設、その他官民での利用に制限はない。 
住民登録カード：各自治体（市町村）が発行し、満 17 歳以上の国民が保有している。 

名前、生年月日、住所、登録地、発行日、 国民番号顔写真、指紋を記載。 
現在はプラスチックカードであるが、IC カード化を計画している。 
全住民が保持することを義務付けられていたが、現在保持義務は廃止となって

いる。 
フォーマット：YYMMDD－SNNNNMC （13 桁） 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YYMMDD 生年月日 
S 性別コード （1･3：男性、2･4：女性） 
NNNN 出身地コード 

邑・面・洞ごとに固有番号が行政安全部によって与えられる 
M 出身地域の同じ名字の出生届が提出された順番 
C チェックディジット 

 

http://sonoda.e-jurist.net/korea/siryou/seocho.htm�
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 法人識別番号 

名 称：法人登録番号 
経 緯：事業を行う場合には、法人税法、所得税法、付加価値税法等の規定により事業者

登録をし、事業者登録番号を付与された後事業を行うことになり、事業者登録を

しなかった場合は、納税番号を付与される。（出典：「韓国における電子申告制度

について」長谷川博氏 http://www.h-hasegawa.net/kankoku-e-sinkoku.html） 
対 象：国内の事業活動で納税義務の発生する法人で事業者登録を行った者 
管理者：裁判所の法人登記所 
利用分野：法人税･地方税および従業員の所得税、自動車登録など 
フォーマット：TTTTHHNNNNNNC（13 桁） 
 
 
 
 
 
 

TTTT 登記機関別識別番号 
HH 法人種類別分類番号 
NNNNNN 一連番号 
C チェックディジット 
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 ２）韓国のＰＫＩについて 

 
経緯：金融機関で発行された PKI を行政申請に適用したことで一挙に拡大した。 

NPKI（National PKI）と GPKI（Government PKI）の場合、IT の発達に伴い電

子文書の流通が増加し、そこから発生する文書及び個人情報漏洩問題、文書の偽造

等の問題を解決し、インターネット基盤の電子文書流通の安定性を確保する必要が

あることからシステム構築と普及が始まった。 
PKI関連の法律は、電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律（い

わゆる電子政府法）の電子署名・認証規定に基づいて運営されている。 
PKI の認証登録及び発行システムは 2004 年 4 月から構築し、2001 年 3 月から PKI
認証サービスが始まった。2001 年 3 月に GPKI(Government PKI)の技術標準化が

図られ、2001 年 9 月から民・官の連携システムが構築した。2002 年 5 月から

GPKI(Government PKI)の普及が行政機関の公務員を対象に普及し、2005 年有線・

無線の統合認証管理センターが設立されて本格的に運営することとなった。 
証明書の種類： IC カードのほか、PC ハードディスク等へ格納するソフト方式などがあ

る。国が発行している NPKI(National PKI )と GPKI(Government PKI)があり、申

請者は NPKI、担当公務員は GPKI を電子署名法に基づいて利用。 
GPKI(Government PKI)の利用場面： 

GPKI は、オンライン上の本人確認･電子署名･暗号化等に使われる。また、公務員

個人用の認証は、使用者認証･電子決裁･セキュリティ･VPN 接続の権限として利用

される。 
GPKI は、ユーザログイン、データ送受信、識別番号本人確認等で、44 機関、119
業務に使われている。 
認証機関の最高位組織は、行政安全省の行政電子署名認証管理センターで、政府認

証機関に対する認証機能を行う。認証機関は、検察庁、防衛省、兵務庁、教育人材

資源部（文部科学省）、裁判所等である。 
登録機関は、利用者の身元確認、登録管理などを行う。国税庁、法務省、警察庁、

国会、ソウル特別市など 29 の機関がある。また、登録機関と同一の役割をする遠

隔登録機関は、KCIA、企画予算省、監査院など 38 機関が行っている。自治団体

500 機関は遠隔登録機関によって別途分類されている。 
一方、民間の認証機関は金融決済院、韓国情報認証、韓国証券電算、韓国電子認証、

韓国情報社会振興院（韓国電算院）、韓国貿易通信の 6 機関である。 
G4C 利用の場合、申請者は本人確認として利用し、公共機関では、GPKI で国民が

申請した申請書類に対する内容、書式の偽造･変造の防止のための電子署名と暗号

化に利用され、また、業務処理を行う公務員が行政の共同利用窓口にログインする

際に使われる。文書の流通の場合、電子文書流通センターにおいて、文書の送信の

際には電子署名・暗号化、受信の際には電子署名・復号化の機能で使われる。 
GPKI の利用状況は 2006 年時点で、公務員個人用が 194,624 件、機関用 10,785 件、

1 日あたりの利用件数は 13 万件である。 
NPKI(National PKI)の利用場面： 

個人用 PKI の主な利用場面は、以下のとおりである。 
①銀行･クレジットカード･保険用（無料）：インターネットバンキング、オンライ
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ン保険取引、電子政府サービス、オンラインクレジットカード決済、分譲マン

ションの申し込み、インターネット教育、電子納税 
②汎用個人用（年間 4,400 ウォン）：インターネットバンキング、オンライン株取

引、オンラインクレジットカード決済、電子政府サービス等 
企業用 PKI の主な利用場面は、以下のとおりである。 
①銀行･クレジットカード･保険用（年間 4,400 ウォン）：インターネットバンキン

グ、オンライン保険取引、電子政府サービス、オンラインクレジットカード関

連業務等 
②汎用個人用（年間 110,000 ウォン）：調達庁電子入札、インターネットバンキン

グ、オンラインクレジットカード決済、電子政府サービス等 
PKI の発行状況は、2007 年時点で、個人：15,881,954 件 法人：1,272,332 件 
合計：17,155,333 件で、PKI の利用状況は一月あたり 11.25 回である。 
利用分野別の割合は、以下のようになっている。 
インターネットバンキング：98.6％ 
オンライン株取引：31.9％ 
オンライン保険取引：20.0% 
電子政府サービス：27.4％ 
オンラインクレジットカード決済：65.1％ 
マンション分譲の申し込み：8.1％ 
インターネット教育：15.6％ 
電子納税：23.3％ 
電子入札：2.6％ 

（出典：2007 年韓国情報保護振興院の全国世論調査より） 
 

 
なお、確定申告の場合には PKI を使用しない。確定申告の ID は、ホームタックス

HP で会員登録して ID とパスワードを取得、それから公認認証書を使って利用する。
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本人確認のための公認認証書には、個人用、個人事業者用、法人用の３種類がある。

税務署から取得する公認認証書は、ホームタックス専用の公認認証書である。税務

署が発行するもの以外にも、金融機関で使用する公認認証書と、金融決済院、韓国

電算院など 6 つの認証機関が発行するものが使える。 
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（４）日本 

 １）日本の個人／法人識別番号について 

 
 個人識別番号 
名 称：住民票コード（法 30 条の 2） 
経 緯：2002 年 8 月住民基本台帳ネットワーク運用開始に伴って導入。 
対象者：住民基本台帳に登録されている日本国民（外国への転出者は対象外） 
 日本在住の外国人も対象外。 
管 理：市区町村長 
 市区町村長は指定情報処理機関（住民基本台帳ネットワーク全国センター）から

都道府県を経由して配分されたコード枠から順次付番。 
 住民票コードは本人の申し出によって変更することができる。（法 30 条の 3） 
利用分野：付記転出入手続き／住所地外での住民票の写しの交付（住民基本台帳カードの

交付を受けている場合）／公的年金の現況届（公的年金への登録氏名等の表記

と住民票の表記が異なる場合） 
 その他の利用は住民票コードの告知要求制限（法 30 条の 42）および利用制限

（法 30 条の 43）による強い制限がある。 
フォーマット：RRRRRRRRRRR （11 桁の乱数） 

乱数の生成は指定情報処理機関が一括管理し、人口規模に応じて都道府県を経由し

て市区町村に配布する。乱数としたのは、住民票コードによって住所地、世帯等の

個人情報の類推を防ぐため。 
 



 3-20 

 
 法人識別番号 
名 称：会社法人等番号 
対 象：日本国内で事業を行う法人 
管理者：法務省 
利用分野：法人登記／都道府県民税配当割等納入申告（特別徴収義務者番号として） 
フォーマット：BBBB－CC－SSSSSS（12 桁） 
  BBBB：登記所番号 
  CC：法人種別 
  SSSSSS：登記所単位の順番 
 
名 称：（健康保険・厚生年金保険）事業所番号 
対 象：健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所 
管理者：社会保険事務所（社会保険庁） 
利用分野：健康保険・厚生年金保険に関わる手続き 
 
名 称：（雇用保険）事業所番号 
対 象：雇用保険の適用を受ける事業所 
管理者：公共職業安定所（厚生労働省労働安定局） 
利用分野：雇用保険に関わる手続き 
フォーマット：11 桁または 10 桁 
 
名 称：労働保険番号 
対 象：労災保険の適用を受ける事業所 
管理者：労働基準監督署（厚生労働省労働基準局） 
利用分野：労災保険に関わる手続き 
フォーマット：PP－O－BB－SSSSS－XXX（13 桁） 
  PP：府県 
  O：所掌 
  BB：管轄 
  SSSSS：事業所基幹番号 
  XXX：事業所枝番号 
 
その他、地方公共団体では税手続きのために個別に法人コードを付番するケースが多い。 
都道府県：法人事業税、法人都道府県民税、自動車税、自動車取得税、その他間接税 
市区町村：法人市民税、固定資産税、軽自動車税、その他間接税 
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 ２）日本のＰＫＩについて 

 
公的個人認証： 
CA を都道府県、RA を市区町村として運用される個人認証制度。都道府県間のブリッジ認

証は指定認証機関（自治体衛星通信機構）。秘密鍵および電子証明書の記憶媒体は住民基本

台帳カード。 
国税、地方税の電子申告、および国、地方公共団体の電子申請の電子署名手段として要求

される。 
 
商業登記に基づく法人認証： 
法務省が運用する法人認証制度。主に民間の電子商取引に利用される。法人関係の税の電

子申告や電子申請では、法人代表者の公的個人認証が要求され、法人認証は利用されない。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 

海外のＩＴ政策から観た日本への示唆 
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本章では、これまでの海外調査を通じて得られた情報を、日本の IT 政策と対比すること

で、日本が今後考慮していくべき課題について整理する。 
全般的に観ると、以下の事項が対比する上でのポイントになると考えられる。 
 

（１）IT 化の目的 
IT 化を行う上での目的が明確でない限り、国民の支持を得る IT 政策の実施は困難であり、

目的が共通認識として理解されていない限り、推進する上での意思疎通も希薄になってし

まう。 
各国の IT 政策でほぼ共通的目的として挙げられているのが、 
・社会効率性と経済性 
・利用者志向と利便性の追求 

である。これは、日本の電子政府政策でも重点課題として取り上げられているところでも

ある。こうした IT 政策の目的に対して、日本と海外ではどのような差が生じているのかに

ついて、海外の施策と日本の実情を対比させて整理する。 
 
（２）推進体制と推進方法 
政策における整合性と一貫性の確保は極めて重要な要素であることはいうまでもないが、

IT 政策においては、社会システムを設計する観点から殊更重要性の高い要件である。 
整合性と一貫性を確保するためには、強力な推進体制と社会的な合意形成が必須である

ことから、 
・推進組織とガバナンス 
・国民の理解と協力 

の 2 つの観点から、海外と日本を比較する。 
 
（３）IT 化技法 

IT 化技法は、上記目的と体制に比べると手段的要素になるが、上記整合性と一貫性を支

える基盤技術として極めて重要な要素であると考えるべきである。 
そこで、最も基盤となる技術・技法を、 
・標準化の推進 
・国民 ID と認証方式 
・PKI の利用範囲 
・民間ノウハウの活用 

の 4 点を抽出して、海外と日本の比較を行う。 
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（１）ＩＴ化の目的 

 

 １）社会効率性･経済性 

 
今回の海外調査を通じて、IT 政策の目的は IT 化にあるのではなく、それはあくまで手段

に過ぎないということが改めて浮き彫りになった。IT 化を通じて実現する社会を見据えて、

その上位目的を IT 政策ビジョンに明確に反映することが重要であることが判明した。 
 
スウェーデンにとって情報化は、1970 年代以後繰り返してきた経済危機に対する根本的

な問題解決手段であった。すなわち、デジタル化による効率的な社会の実現を目指すこと

にある。効率的な社会とは、間接業務を IT に置き換えることで人的資源をより有効に活用

することと理解することができる。スウェーデンでは「世界初の全体的情報社会国家を目

指す（Information Society for all）」とい う IT 戦略目標が 2000 年に議会で採択されたが、

この背景には IT を活用した経済危機からの脱却があった。 
一方、デンマークでは少子高齢化に伴う就業人口減少問題から、行政改革と人的資源の

再配置が積極的に進められ、1970 年代には 1,000 あったコミューン（市）を 98 コミュー

ンにまで大胆に削減している。また、行政府においても、例えば国税庁（SKAT）では 2005
年から 10 年間で 37％強の職員削減を目指している。こうした人的資源の再配分にデジタル

化は欠かせないと考えられており、「高品位なデジタルサービスの提供」「デジタル化に

よる効率的な業務改革」「組織間の情報共有の推進」の 3 つの基本方針に結びついている。 
また、韓国で精力的に進められている行政情報共有化政策も、添付書類の縮小とサービ

スの改善を図り、年間 4 億 4 千万件の添付書類をなくすことで 2 兆 7 千億ウォンの社会経

済的費用の削減（韓国 GDP の 0.5％）が見込まれている。また、行政情報共有システムを

活用することで行政機関の BPR を促進し、行政情報共同利用センターを中心とする情報共

同利用システムを運営することで重複投資と予算節約を目指している。 
米国においても IT 化は社会経済性に重点をおいて推進されており、電子政府戦略は 2001

年に示された大統領方針（PMA ：President’s Management Agenda）の主要項目であり、

次の 3 原則が根幹となっている。 
- 市民中心：縦割り行政、逐条主義の排除 
- 結果指向：市民の目に見える効果（体感満足度）の重視 
- 市場原理：能動的サービス提供（申請主義から通知主義へ） 

電子政府の目標は連邦政府機関の行政効率化による経費削減、C2G および B2G の手続

書類の撤廃および行政サービス TAT（ターン・アラウンド・タイム）の短縮であり、中で

も優先度の高い 26 のプログラムを大統領府主導（Presidential Initiatives）として、それ

ぞれのプログラムの目標に測定可能な数値目標が設定され、年次報告の提出および公開が

義務付けられている。これらのプログラムの中には、社会活動における様々な手続きの効

率化による社会コスト削減だけでなく、より積極的に経済政策と連動してその活動をサポ

ートすることにより、直接的に社会経済的な効果を高めることを目的としているものもあ
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る。その代表的なプログラムは貿易手続きワンストップサービス（International Trade 
Process）であり、北米自由貿易協定（NAFTA）圏内での貿易手続きを完全に電子化し、

特に貿易の専門部門を持たない中小企業ビジネスの国際化に寄与している。 
日本でもバブル崩壊における経済危機において、IT を経済政策の柱と位置づける認識は

強かったが、上記の国々ほど産業構造転換に徹底していない。1999 年 4 月に高度情報通信

社会推進本部が決定した「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」における 4 つの方針

（「電子商取引等推進のための環境整備」「公共分野の情報化」「情報リテラシーの向上、

人材育成、教育の情報化」「ネットワークインフラの整備」）が、その後の e-Japan 戦略

につながり、日本の今日までの IT 戦略の骨組みを形成している。しかし、そこでは上記各

国と共通に抱えている、社会的コストの是正、少子高齢化問題、就業人口減少問題、人的

資源の再配分、地方行政の疲弊といった国家的な問題解決まで踏み込んだデジタル化ビジ

ョンまで読み取ることはできない。 
 
 
 ２）利用者志向と利便性の追求 

 
利用者志向（‘Citizen Centric’）は多くの国の電子政府で使われている標榜である。ケ

ベック州歳入省の Robert T. Lebel 氏は、「行政手続きは国民の義務であるが、電子的手続

きはあくまで利用者の任意である。それゆえ普及にはマーケティング努力が欠かせない

（2006 年 1 月 25日 ECOM セミナーでの講演）。」と、利用者志向の重要性を指摘している。 
今回の海外調査の結果、成功しているサービスに共通している要素として、双方向の情

報の流れが有効に機能していることが挙げられる。これは、‘Transactional’な一方通行の

申請手続きの流れではなく、‘Demand Oriented’な情報の流れである。 
こうした考え方に基づく典型的なサービスが、デンマークで計画されている”My Page”

である。Web 上で国民 ID を使ってログインすることで、その個人や家族の基本情報が表示

され、助成金や奨学金、これまで受理された届出内容、医療･学校などの情報といった有用

な情報が表示されるとともに、必要な施設の予約や申請をそのサイトから行うことができ

る。利用者はそのサイトをアクセスすることで、公的情報をパーソナルな形で得ることが

でき、行うべき手続きが容易に実行できる。いわば政府が運営するパーソナルなサイトで

ある。 
韓国でも、現在”My e-Gov”の構築が進められている。個人や企業ごとに必要なサービス

を提供することにより、個人のニーズに合わせた形で電子政府サービスを提供することが

可能になる。”My e-Gov”は、政府と個人がコミュニケーションを図る場にもなると期待さ

れている。 
米国では連邦政府が運用する USA.gov（http://www.usa.gov/ 旧 firstGov）があらゆる行

政サービスのポータルサイトとして知られている。USA.gov では利用者を 17 の階層に分け

て、階層毎に求められるコンテンツを編集・整理して提供している。また、州および地方

公共団体のサイトへのリンクも用意され、あらゆる行政機関サイトへのアクセスが可能に

http://www.usa.gov/�
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なっている。また、福祉、雇用、教育サービスのポータルサイト（GovBenefits）は、利用

者のニーズを質問に対する回答により把握して最適なサービスへ誘導するプッシュ型サー

ビスを提供している。利用者は自分の問題を解決できる行政サービスを知らなくとも、

GovBenefits の質問に回答することによって解決策を得ることができる。 
http://www.govbenefits.gov/govbenefits_en.portal 
日本の「電子政府の総合窓口」(ｅ-Gov）は同様の行政サービスのポータルサイトの役割

を持つが、USA.gov に見られるような利用者のきめ細かな層別や適切な手続きへのナビゲ

ーションが欠けており、コンテンツは行政の視点からの手続きの説明の傾向が強い。 
スウェーデン、デンマーク、韓国で共通しているのが税務申告の仕組みである。 
スウェーデンでは、雇用主、銀行･クレジット会社･不動産・保険会社など、個人の所得

に関わっている様々な機関が国税庁に対して所定のフォーマットで情報提供を行うことが

義務付けられており、個人に対して予め国税庁が記入した詳細な所得申告書が郵送される。

納税者は、所得申告書に記載された内容を確認し、控除項目の追加等を修正申告すること

で申告を行う仕組みになっている。修正申告がない場合には、電話や SMS といった媒体を

通じて税務当局に通知し、簡易な追加申告は所得申告書に記載された PIN-CODE を使って

修正申告を行うことができる。視察時にアテンドした日本人に聞いたところ、税務申告で

ストレスを感じたことはほとんどないとのことであった。日本の雇用者が行う所得税の源

泉徴収に関わる年末調整も同様に、所得や控除に関する追加申告がなければ納税義務者は

確定申告等が不要となる制度であるが、スウェーデンと異なるのは、所得・控除項目が雇

用者が関わる給与所得と社会保険控除に限られることと、課税処理に相当する年末調整を

雇用者が行わなければならないことである。 
デンマークや韓国でもほぼ同様の仕組みであり、韓国での特徴的な仕組みは、現金での

購入の際に「現金領収書カード」を提示することで、店から税務当局に証憑内容が伝達さ

れ所得申告書に反映する仕組みがとられている。すなわち、現金で買い物をした際に、通

常であれば領収書を証憑として使用するが、現金領収書カードを提示し店の端末から入力

すると、購入金額と摘要が本人の ID とともに税務署に送られ記録される。それによって税

務申告の際に領収書を提示しなくても、蓄積されたデータから控除額が反映される仕組み

である。 
こうした利便性を支える仕組みを可能にしているのが、情報の共有化とそれを活用する

ための国民 ID であることは言うまでもない。個人に関わる膨大なデータベースを、ユニー

クなコードで紐付けすることで、利便性と質の高いサービスが提供できる。 
 

http://www.govbenefits.gov/govbenefits_en.portal�
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（２）推進体制と推進方法 

 

 １）推進組織とガバナンス 

 
電子政府は、言い換えると IT による行政システムの再構築であり、実際の行政組織とは

別の整合性･一貫性を持ったバーチャルな行政組織を作り上げることで、効率化や利用者志

向にとっての利便性といった本来の目的を実現することができる。これを推進するに当た

っては、強力な推進体制を持つことが必須の条件である。 
韓国では、大統領直轄の電子政府委員会を設立し、強力な大統領のリーダーシップでバ

ックアップしている。特に、電子政府推進組織と行政間の連携･協力を得るために、政府内

に CIO を任命し、行政内部の調整と統合の役割を付与している。また、政府省庁ごとの役

割を分担し、そのコントロールタワーとして”行政安全部”を設置した。この行政安全部と大

統領直轄の電子政府委員会間の協力が、韓国の電子政府の進展に大きな役割を果たしたの

である。 
スウェーデンにおける”VERVA”は、電子政府関連の行政事務の開発を行う官庁であり、

その役割範囲は自治体にまで及んでいる。特徴的なのは、VERVA に行政システム構築のた

めの充実した調達能力と調整能力が備わっていることである。VERVA には強制力はないが、

安価で確実なシステムが実現できることから、自治体を含めた行政機関は VERVA に依存す

るという関係が成り立っている。 
一方、デンマークでは”STS”と、財務省傘下の”デジタルタスクフォース”が、強力な権限

を持って電子政府を推進している。STS とデジタルタスクフォースの関係は、日本の IT 戦

略本部と内閣官房の関係に似ているが、効率化社会に向けた基本的なコンセンサスを背景

に、担当官庁との合意形成のための努力を欠かさないことなどで結果的に強力な推進体制

が確立している。また、デンマーク財務省は予算を梃子にして情報化をコントロールして

いる。予算面での効率的な支援、重複投資を回避するための予算調整、選択と集中による

時宜に応じた予算投入は、適正な情報化推進の上で必須の要素になっている。 
米国の電子政府戦略の推進、管理、評価の意思決定は OMB（Office of Management and 

Budget）が責任をもつ。その法的権限は 2002 年 12 月に施行された e-Government Act（電

子政府通則法）である。また、各行政機関の IT 投資計画についても、連邦政府としての全

体最適化の視点で評価し予算査定に当たる。OMB は電子政府戦略の進捗状況を評価し、そ

の結果を年次報告として連邦議会に提出し承認を得る。年次報告には大統領府主導の各プ

ロジェクト毎の数値目標の達成率、主な成果物（新しいサービスや改善事項等）、次年度予

算と数値目標が含まれる。また、年次報告の根拠となる各プロジェクトの明細はインター

ネットで一般に公開されている。 
http://www.whitehouse.gov/omb/egov/c-7-index.html 

このようなプロジェクト評価のルールと情報公開は、電子政府戦略の継続的推進の重要な

成功要因である。 
日本では、電子政府を推進する担当組織が各省庁に存在し、全体を支える体制が明確に

http://www.whitehouse.gov/omb/egov/c-7-index.html�
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なっていない。評価と調整を行う委員会はあるが、その委員会に予算と実行権限がない。

また、電子政府と電子自治体が別個に進められていることで、中央と地方の情報化にギャ

ップが生じていることも大きな問題点である。こうした個別組織ごとのシステム構築は、

全体の整合性が保てないこと以上に調達コストの高騰を招来し、結果的にデジタル化本来

の目的である社会的コストが逆に増大するという矛盾した結果に陥っている。 
韓国では情報化促進基金という特別会計制度がある。電子政府の構築において戦略分野

へ集中的な投資が可能となるので、情報化の進展と電子政府構築に大きく貢献している。

また、各省庁でも CIO が情報システムの重複投資調整と効率的な予算チェック機能を行う

ことが制度化されている。 
 
 
 ２） 国民の理解と協力 

 
今回の北欧 2 カ国の視察を通じて強く感じたことは、国民の政府と IT に対する信頼度の

高さであった。スウェーデンではデジタル化による効率化が生活上のストレスを回避する

ための手段の一つであると多くの国民が感じており、デンマークでも 95%の国民が政府に

よる個人情報の連携を含めた取り扱いに満足を感じている。 
こうした国民の理解と協力が得られた背景には 3 つの重要な要素があると思われる。 
第 1 に、電子政府を含めた IT 化に対する目的とビジョンがしっかりとしており、それが

国民レベルで合意されていることである。社会的効率化が、国と社会を救い発展させるた

めの最重要の課題であることを多くの国民が理解している。 
第 2 に、IT に対する理解が進んでいることである。情報が電子化されたことで正確性が

高まり、紙よりも安全な環境で管理されることを一般の国民は理解している。また、個人

情報が関係する組織間で流通することに対しても、利便性を享受できる範囲であれば肯定

的である。 
第 3 に、情報の取扱いに対する厳格な監視機能を政府自らが作り上げていることである。

今回の視察ではデンマークの”Data Protection Agency”を訪問したが、個人情報の不正利用

に対する苦情受付や、ガイドラインを逸脱した仕組みや事案に対して中立的な立場からの

監視を行っている。 
 
韓国で電子政府が定着し、国民の支持を得たきっかけは”Open System”の構築にあるとい

われている。不正や不透明な行政手続きの温床になっていた許認可プロセスを、ウェブを

通じて誰でも確認できる仕組みを導入したことで、行政の透明性は一気に高まり、同時に

国民の電子行政に対する信頼性と支持が高まった。韓国では、現在予算執行状況を事案ご

とに監視できる仕組みの導入を計画している。こうした事例は、国民の支持を得る上で行

政自身が襟を正すことが何よりも効果的であるということを裏付けている。 
また、韓国では”韓国情報保護振興院（KISA）”という組織がある。デンマークと同様、

個人情報保護のための様々な政策と被害を救済してくれる機関があるという心理的な要素
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は国民に与える影響が大きい。同時に、公務員が個人情報を乱用した場合、解雇･罰金を含

めた懲罰規定が明確にあることも重要である。中央省庁･地方自治体の個人情報取扱いを監

視し、それを牽制する機構もしくはオンブズマンの機能は、個人情報関連の信頼性を確保

する上で非常に重要である。 
 
こうした事例から日本の現状を見ると、政府の IT 政策に対する信頼性の希薄さ、IT 化に

対する必要以上のアレルギーを感じる。前者は、IT 化に対する政府の目的意識やビジョン

の欠如、合意形成に対する努力不足、政府の信頼性向上につながる有用な仕組みの導入な

ど、なすべき課題がかなりあるように思える。また、後者は IT 化に対するリスク分析とリ

スクに対する対応基準が欠如していると考えられる。後述するが、米国では連邦政府機関

向けの電子認証に関わるガイダンスにおいて、保障レベルを 4 段階に分類し、各申請にお

けるリスクの所在を分析し、適正な認証方式を採用することが求められている。IT 化に対

するリスクの所在の分析とその公開は、IT を安心・安全に運用することとともに、国民に

対する合意形成上重要であろう。 
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（３）ＩＴ化技法 

 
 １）標準化の推進 

 
韓国において、データの標準化は、過去 10 年間の電子政府推進の中で最も大きな課題で

あった。例えば、国民の統一コードである住民登録番号についても 5 種類程度の持ち方が

あり、現在統一作業を進めている。情報システムの構築よりも、DB への予算がより多く必

要な状況である。既存のデータの中から必要なデータだけを集め、確認、統一化していく

には、多くの人手と経費がかかる。2009 年度までには既存の DB の統一化を完了し、シス

テムに反映する計画である。 
また、デンマークでは、全ての公共部門におけるシステムはオープンスタンダードなも

のを使用することが議会で決定し、強制的にオープン企画を採用することになった。この

背景には、「異なるサプライヤーによって供給された異なる機能を備えた IT システム間の

インターコネクティビティを作成するための最も本質的な先行条件は、IT システムが同じ

オープンスタンダードに基づいていることである」との認識がある。 
米国の電子政府戦略における政府機関共通の IT 化技法の基盤は、FEA（Federal 

Enterprise Architecture）であり、OMB の中の FEA-PMO で管理運用される。FEA は行

政機関相互の情報共有やプロセス連携の枠組みであり、各行政機関システムの標準の技術

仕様とする。また、FEA 準拠は連邦各機関の IT 調達条件となる。さらに、州政府・地方公

共団体の関係システムについても、相互連携のためにFEAに準拠することを要請している。 
FEA の基本は 5 レベルの参照モデル（RM･･･Reference Model）※と電子政府への移行

の枠組みである FTF（Federal Transition Framework）である。 
http://www.whitehouse.gov/omb/egov/a-1-fea.html 

※ 参照モデル： 
評価参照モデル（PRM） 
業務参照モデル（BRM） 
業務機能参照モデル（SRM） 
データ参照モデル（DRM） 
技術参照モデル（TRM） 

 
日本においても同様に、IT 化技法に関する標準化の試みは、財団法人 全国地域情報化推

進協議会（APPLIC）をはじめとするいくつかの団体で提案されているが、いずれも限定的、

局部的な内容であり、予算や調達条件等と連動した総括的枠組みには至ってない。APPLIC
が提唱する地域情報プラットフォームは、地域で提供される官民の住民サービスを連携す

るための基盤として仕様が公開されているが、具体的な仕様は、市町村業務の相互連携イ

ンタフェースとその連携手段としての通信規約であり、調達者である地方公共団体（市町

村）とサービス提供者である IT ベンダーの視点に留まった内容である。 

http://www.whitehouse.gov/omb/egov/a-1-fea.html�
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 ２）国民ＩＤと認証方式 

 
大多数の国は、国民を特定するユニークな国民 ID を持っているが、その根拠となる番号

体系や発行主体はそれぞれ異なっている。 
スウェーデンは出生時に病院からの申請に基づいて国税庁が付番管理する住民登録番号

を使用し、デンマークは内務省が付番管理する納税者番号が使用されている。韓国ではス

ウェーデンと同様出生時に住民登録番号が付番されるが、ここでは自治体が管理している。

また、米国における社会保障番号のように任意の申請ベースになっている国もある。コー

ドの桁数や番号の意味付けもそれぞれ異なっている。 
一方、日本でも住民基本台帳法改正によって 2002 年から住民票コードが全国民に付番さ

れたが、各国の国民 ID が生涯不変な番号であるのに対し、日本の住民票コードは、住民の

申し出によってコードを変更することが可能となる世界でも珍しいコード体系である。 
住民票コードは住民基本台帳記載者のみに付番され、同様に納税義務を負い行政サービ

スを受ける権利のある外国人は対象外である。このことは行政サービスにおいて住民の情

報共有を図る上で大きな障害となる。 
さらに、住民票コードに関して最も重大な問題は、住民に対して住民票コードを告知す

ること（手続きのため記入を求める、照会のために入力を求める、等）が著しく制限され

ているために金融機関やクレジットカード等の民間サービスには利用できないことであり、

現状では国民 ID としての機能を果たし得ない。 
認証方式では、スウェーデンやデンマークでは民間機関が発行する認証を行政サービス

でも利用可能とし、認証にかかる負担を軽減している。また、ソフトウェア ID 方式のため、

専用の IC カードなどの発行は必要なく、発行機関からダウンロードすることで取得が可能

になっている。韓国でも民間の認証機関との相乗りは行われており、以前から利用されて

いた金融機関の認証を取り込むことで、取得率が飛躍的に高まっている。 
こうした民間との相乗りは、普及を図る上で極めて有効な手段とされ、韓国では 2007 年

上半期においてインターネットバンキング比率が、銀行業務の全取引件数の 37.8％、金額

ベースで 49.4％を占めており、スウェーデンとデンマークでも、インターネットバンキン

グの比率が非常に高いことが e-ID 制度導入と普及に重要な役割を果たしている。 
 
 ３）ＰＫＩの利用範囲 

 
アメリカでは、連邦政府機関向けの電子認証に関わるガイダンスにおいて、保障レベル

を 4 段階に分類し、その最上位の認証手段として PKI を位置づけている。各申請における

リスクの所在を分析し、適正な認証方式を採用することが求められている。 
スウェーデンやデンマークの税務申告においても、PKI が使われる場面は複雑な追加申

告や修正申告が伴うごく一部に限定されている。 
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また、カナダケベック州においては、PKI を使用する申請は、登記等の重大な財産等が

絡む手続きに限定している。この仕組みの背景には、PKI を採用することによる利用率の

低下への懸念がある。 
日本の場合は、行政手続の多くが都道府県が認証する公的個人認証による本人確認（認

証）が原則となっており、「性格上、本人確認の必要がない手続き」「別途利用時等に対面

等で本人確認を行う手続き」「重大な法律関係の変更等を伴わず、仮に成りすまし等が生じ

ても権利関係の回復が容易な手続き」を例外的に公的個人認証による認証基準から外して

いるのみである。そこには、リスクに対する明確な認識と分析がなされておらず、利用者

の利便性と必要性を無視して認証レベルを最高の基準に合わせることで安易に責任回避を

図ったとしか感じられない。 
 

 
 ４）民間ノウハウの活用 

 
スウェーデン、デンマーク、韓国などの国の電子政府は、民間の技術やノウハウを積極的

に取り入れることでサービスの高度化を図っている。 
スウェーデンの e-Health では、在宅ケアのための共通プラットフォームをベンダーコン

ソーシアムによりオープンソースで構築し、これを公開することで、各ベンダーは利用者

に適したシステムを自由に開発し、共通プラットフォームを通じて提供することができる。 
また、スウェーデンでは、eID の発行機関も民間金融機関に委ねている。その理由は、金

融機関と顧客との信頼関係と、インターネットバンキングで培った運用ノウハウを挙げて

いる。 
 
ケベック州の税務申告システムは、インタフェースを民間ベンダーに公開することで、利

便性の高い機能を持ったソフトウェアを提供する仕組みを作り上げた。政府が提供する税

務申告システムもあるが、使い勝手の上で民間システムに及ばず、大多数の国民は民間ベ

ンダーのソフトウェアを利用している。 
韓国でも、民間の技術やノウハウを積極的に取り入れている。韓国の場合、三星グループ

のPDSSという人事システムを政府人事システムとして採用している。三星グループでは、

約 22 万人の従業員を対象に PDSS という人事システムを導入しており、政府はこのシステ

ムを活用し、公務員の行政人事システム（PPSS）を 3～5 年前に導入し、中央省庁や自治

体職員すべての人事データを一括管理している。 
 
日本では、一部の電子行政手続きのインタフェースを公開しているが、民間ノウハウを積

極的に活用するまでには至っていない。例えば、社会保険労務士向けシステムベンダーで

は、企業が行う社会保険業務効率化につながるパッケージソフトを開発したが、肝心の申

請の部分で厚生労働省の提供する電子申請システムを利用せざるを得ないため、別ウィン

ドウで厚労省サイトを立ち上げて情報を入れ込むという煩雑な処理を余儀なくされている。
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こうした煩雑さは、民間ベンダーに申請 API を開示し、テスト環境を用意するだけで解消

できるはずであるにも関わらず、再三の申し入れに再考すらなされていない状況と聞いて

いる。ケベック州歳入省で行った、インタフェース開示によって民間の自由な競争原理を

活用することは、電子政府の利便性向上と普及にとって欠かせない試みと考える。 
また、旅費計算システムや人事給与システムなど、すでに民間で利用実績があり、効果を

上げているシステムは多い。スウェーデンのネットバンク等の実績を活用した eID や、韓

国三星グループの事例を待つまでもなく、民間で実績の上がっている仕組みの積極的研究

と活用は、行政システムの効率的な開発にとって重要な検討ポイントである。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 

次期ＩＴ戦略立案に向けた提言 
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前章の海外における IT 政策の実態との対比で浮き彫りになった、日本の IT 政策における

問題点を整理することで、次期 IT 戦略立案に向けた提言項目とする。 
 

＜提言 1＞ IT 戦略および IT 化の目的について 

IT 戦略は、社会的課題の解決策としての国の最優先重点政策と密接に関連した明確

な目標を設定すべきである。また、IT 戦略は目標達成のためにベクトルを合わせた実

行可能な行動計画を伴う必要がある。 
＜海外の参考事例＞ 
金融危機・経済危機の解決手段として効率化社会を目指す（スウェーデン） 
少子高齢化という社会的課題解決手段として位置づけ議会で決定（デンマーク） 
重点課題を 31 項目に絞り込み選挙公約として国民の支持を得た（韓国） 
大統領方針(PMA)に基づく 26 の大統領府主導プロジェクトの継続的推進（米国） 

＜日本の現状に対する所見＞ 
2001 年に e-Japan 戦略が目標とした「世界最先端の IT 国家」は、国の重点政策

との結びつきが明確でなかったため、その後各府省が立案した行動計画は、府省

益を優先して現状維持を前提にした逐条的な改善計画に留まった。 
 

＜提言 2＞ IT 化施策の推進体制・方法について 

IT 戦略推進のための中枢となる組織を政府に設置するべきである。この組織は、プ

ロジェクトの評価指標や IT 化コストの妥当性判断基準を確立して、IT に関わる政策評

価、予算査定、および各プロジェクトの行動計画の PDCA に関する権限と責任を持つ

必要がある。 
＜海外の参考事例＞ 

VERVA による一括調達（スウェーデン） 
意思決定機関としての STS と財務省傘下のデジタルタスクフォース（デンマーク） 
大統領直轄の電子政府特別委員会と専担省庁としての行政安全部（韓国） 
OMB によるプロジェクトの予算査定および事業進捗管理・評価・勧告機能（米国） 

＜日本の現状に対する認識＞ 
日本の IT 戦略を所管する内閣府の IT 戦略本部は企画調整的役割を果たしている

が、各プロジェクトの行動計画について、その妥当性の評価や予算査定および実

施状況を審査・指導する役割はない。また、そのために求められる専門的な知識

や能力の集約もされていない。 
 
 

＜提言 3＞ 利用者の利便性を第一義とした IT 利活用について 

利用者のニーズをワンストップで満たすための組織横断的ポータルと、バックエン
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ドでの官民のサービス提供者相互の業務連携と情報共有の環境を整備すべきである。

さらに情報共有によってプッシュ型の付加価値を持つ新しいサービスの提供が可能と

なる。 
＜海外の参考事例＞ 
ブロックバスターによる利用者視点のサービスの統合（スウェーデン） 
（ex.両親手当金の申請、年金管理運用システム等） 

データ標準と共通ガイドラインの徹底（スウェーデン／デンマーク／韓国） 
MyPageやMy e-Govに個人状況に応じた可能な手続きを統合（デンマーク／韓国） 
行政情報連携による添付書類の全廃（韓国） 
GovBenefits によるニーズに合わせた行政サービスへのナビゲーション（米国） 
＜日本の現状に対する認識＞ 
これまでの電子政府構築計画は、サービス提供者の視点による手続きのオンライ

ン化が中心で、利用者視点が完全に欠如している。また、日本の電子政府ポータ

ルサイトである eGov の一般の認知度は非常に低く、その内容も難解である。 
 
＜提言 4＞ IT 社会における個人および企業の識別と認証について 

IT 社会において公共サービスの対象としての個人および法人を統一的に識別する

ための環境を整備するべきである。また、手続きの正当性を担保するために、リスク

に応じた個人および法人の認証レベルの基準整備が必要である。 
ただし、特に個人の識別に関しては、番号ありきではなく、国民にとっての具体的

な利便性、必要性の議論の中から、わが国にあった方法を見出していく必要がある。 
＜海外の参考事例＞ 
全在住者へ無条件に附番される識別番号（スウェーデン／デンマーク／韓国） 
本人の申請により付番される識別番号（米国・社会保障番号） 
リスク度合いに応じた段階的な認証方式（スウェーデン／デンマーク／米国） 
民間認証機関との相互認証と使用料の無料化（スウェーデン／デンマーク／韓国） 
＜日本の現状に対する認識＞ 
官による個人情報管理に対する根強い不信感があり、統一的な識別番号について

の合理的な議論を阻害している。日本で唯一、法的根拠をもつ住民票コードにつ

いてもその適用範囲は限定的で、統一的な識別番号としては機能していない。 
 
＜提言 5＞ IT 化の枠組み(フレームワーク)の標準化について 

公的サービスの IT 化について技術面と制度面の標準的な枠組みを策定して、IT 資

産の共有と相互利用および調達の適正化を図るべきである。さらに、この枠組みに準

拠する民間の IT 資産も積極的に取り入れ、官民での重複投資を避けることも考慮すべ

きである。 
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＜海外の参考事例＞ 
政府機関の情報システム技法の標準フレームワーク（FEA）（米国） 
三星グループ人事システム（PDSS）を取り入れた政府人事システム（韓国） 
民間ソフトベンダーによる使いやすい税務申告システムの提供（ケベック州） 

＜日本の現状に対する認識＞ 
国有財産管理システム等、一部の業務では府省横断的に情報資産の統合が進められ

ているが、業務固有の仕様に留まり標準的な枠組みには至ってない。また、介護保

険や後期高齢者医療等に関する情報システムについても、同じ高齢者を対象とした

システムでありながら、個別に枠組み（標準仕様）が策定され、業務現場である地

方公共団体での重複投資を招いている。 



参考資料１．電子政府関連海外文献（和訳資料） 
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参考資料 1-1．「The Global Information Technology Report 2007‐

2008」（世界経済フォーラム（World Economic Forum））

の IT ランキング指標 
 

出典：「The Global Information Technology Report 2007‐2008」（World Economic Forum ）

（http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm）をもとに作成。 
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デンマークの電子政府戦略 2007-2010(抄訳) 

 
デジタル署名：公共企業体の任意の異なるブランチおよび民間会社の多くと通信する場合

に、自分を確証することで市民とビジネスが使用することができる認証制度。 
 
市民ポータル(Borger.dk)：行政組織に関係なく公共部門情報への容易なデジタルアクセス

が可能なワンストップ・ショップで、市民中心のデジタル・セルフ・サービスを提供。 
 
MyHome(MinBolig)：市民の住宅補助や税の収納など家庭生活に関するすべてのサービス

を提供する市民ポータル。 
 
MyChildren(MineBorn)：デイケア、学校、子供のヘルスケアなど、子供に関連する市民ポ

ータル・サービス。 
 
ビジネス・ポータル(Virk.dk)：ビジネス・ポータルは、行政組織に関係なくビジネス情報

やビジネスに関するワンストップ・ショップで、デジタル・セルフ・サービスを提供。 
 
e-ヘルスポータル(Sundhed.dk)：デンマークの eHealth ポータルは、すべてのヘルスケア・

サービスへのアクセスを統合した、ヘルス情報を総合的に提供するポータル。 
 
e-Income(eIndkomst)：給料、年金および社会的便益のような収入についての情報を提供す

る。公益の最新情報が獲得でき、個人データの再使用も安全に行うことができる。 
 
e-インボイス(eFaktura)：電子的な送り状を作るシステム。2005 年 2 月以来、政府組織は

サプライヤーから電子インボイスだけを受理することを要求している。 
 
イージー・アカウント(NemKonto)：イージー・アカウントは、公共機関からの支払いがす

べて直接転送される銀行口座。市民と会社はイージー・アカウントとして既存のアカウ

ントを指定している。 
 
e-day(eDag)：連邦政府、地方政府および地方自治体に対して個人情報を安全に保護するこ

とで、政府との電子的データ交換が可能な権利を提供する。市民とビジネスは、安全な

電子的データ交換を通じて当局と連絡をとることができる。 
 
電子健康記録(Elektronisk patientjournal、EPJ)：デンマークの電子健康記録プロジェク
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トは、患者記録の安全で効率的な電子の取り扱いのための包括的なシステムを作成する

ことを目指す。 
 
EasySMS(NemSMS)：医者、病院および他のエリアの公共機関や行政機関とのアポイント

メントを取り付けるための SMS サービス。 
 
公共部門電子ファイルとドキュメントの管理(FESD)：FESD は、電子ファイルとドキュメ

ント管理システムの標準化を行う政府イニシアチブ。 
 
ユーザ認可および認証管理およびコントロールシステム(Brugerrettighedsstyring)： 
データへの安全なアクセスを保証する認可および認証用の共通の公共部門システム。 

 
共同の政府の協力(STS)のための運営委員会： 

共同の政府の協力のための運営委員会は、国の電子政府戦略や政策に対する連帯責任を

持ったデンマークで電子政府のための中央の意志決定機関。 
運営委員会は、地方自治体および地方政府のディレクターに加えて、4 つの省(金融、科

学技術＆イノベーション、経済＆商務、内務および厚生)の事務次官から構成される。 
 
共有されるオブジェクト・タイプ共同作業(FOT)： 

FOT プロジェクトは地理データ収集のための標準的手法を提供。 
 

より良いデジタル・サービス、効率および共同作業 

これまで公共部門は管理を改善するためにデジタル技術を使用し、サービスは構築され、

多くの方法でこれらの努力は成功した。デジタル化は公の全体にわたる提供する公共事業

の必須の要素である。デンマークは電子政府開発で指導的地位を国際的に占めている。 
市民とビジネスおよび公共部門の間のコミュニケーションの大部分は、現在電子的に達成

された。多くのエリアでは、公共事業体がわずか数年前より、速くより効率的に伝えるサ

ービスであることを証明した。同時に、現在進行中の試みによる開発手段は、常に新しい

挑戦を伴い、デジタル化の過程で発生する新たな可能性を作っている。 
デジタル分野のローカル、全国、国際的に積んできた経験に基づいて、洗練された公共事

業を用意するために、そのようなイニシアチブを継続することが要求されている。 
2010 年に至る次の 4 年間の努力は、3 つのアーチ形を成す戦略のプライオリティ・エリア

を備えた公共部門デジタル化の国家戦略によって設計される。 
■より良いデジタル・サービス 
■デジタル化による効率化 
■デジタル化による連携の強化 
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これらの戦略は、かつての 2 つの電子政府戦略から経験に基礎を置く。 
2001-2004 の最初の電子政府戦略は、主として市のレベルと地方のレベルおよび州レベル

間の共同デジタル化協力を中心に進められた。 
2004-2006 では公共部門のバックオフィスのデジタル化構築が中心であった。 
順次新しい戦略目標は達成レベルを上げて、公共部門を横断して市民サービスおよび情報

連携の開発のために新しい標準化に向かった。 
3 つの戦略プライオリティ・エリアは、独立したテーマを持っているが、プライオリティ・

エリアはさらに相互に関係を持っている。 
この戦略が適正に実行されることで、デジタル化はより効率的に進められ、リソースをサ

ービスと品質改良の両面で提供することが可能になる。 
 
電子政府プロジェクト 

電子政府プロジェクトは、デンマークの政府と munici palities および郡の間の 2002 年のファイナンシン

グ・アグリーメントによって始められた。最初の共同の電子政府戦略は 2001 年にスタートした。 

2003 年 6 月に、デンマークの政府および市のパーティーは、2006 年の終わりまでプロジェクトを拡張す

ることを決定した。 

また、2004 年 2 月に、第 2 の電子政府戦略は始められた。 

公の近代化政策の不可欠な部分 

地方自治体の代表と同様に政府代表との共同の横断的政府協力のための運営委員会の設立 

2005 年に決定されたパーティー、および地方としてデジタル化への協定の確保 

デンマークの政府と地方自治体および電子政府プロジェクト上の地方の間の共同作業は、2008 年の融資契

約の結果 2010 年まで拡張された。 

このように、プロジェクトは現在の戦略に継続している。 
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プライオリティ・エリアでは、デジタル化が公共部門と併せて市民およびビジネスにそれ

が最も大きな影響を及ぼすエリアで進展するために、基本の優先順位を設定した。 
デジタル化は、市民とビジネスに、より容易にアクセス可能なサービスを公開し、かつセ

ルフ・サービスの程度を拡大させるように意図されている。 
行政組織に関係なく、個々の市民およびビジネスの日々の取引を支援するようにカスタマ

イズされ密着力があるより良いデジタル・サービスを目指す。 
同時に、市民がコミュニケーションのデジタル・チャンネルを使用して、安全性を保証し

たサービスを目指している。 
デジタル化によって行政を効率化し、人員集約的なより広範な分野（市民に焦点を置いた

ケアやサービスなど）に公共部門の人的資源を集中させる。 
公共部門は、常に根本的な社会的情勢に適合し発展していくことが求められる。 
人口統計では、労働可能年齢のデンマーク人の割合が次の戦略期間には減少すると予測し

ている。この傾向は、公共部門に様々なサービス・オプション、透明化および質的変化が

求められていることを示しており、デジタル化によるローカル・サービスの合理化が急務

であることを示している。 
公共企業体は、管理体制の変革および組織的な適応によって、デジタル化プロジェクトに

よる効果をいち早く実現するために、より系統的に作動しなければならない。 
目標は設定されるべきであり、公共部門の至る所での共通の解決策および技術基準の導入

を緊密に続けていかなければならない。 
 

OECD の推薦 

OECD は、2005 年にデンマークで電子政府の評価を行った。 

報告書では、デンマークは仕事を適切に整理する長い道のりから来たと結論を下した。 

この現在の戦略は主要な OECD の推薦に新しい答えを提示した。それは次のものを含んでいた 

より市民中心のイニシアチブのインプリメント 

デジタルと非デジタル・チャンネルの間のリンクへのより大きな焦点 

ビジネスモデルのより良い活用と IT コストの系統的なモニタリング 

強制的な技術的な政策および基準の導入、特に建築上のビジネスおよび IT、およびデータ基準 

政府間の連携に注目すること 
 
デジタル化のための強い拘束力を持った共同作業は、公共部門がそのデジタル化を組織し

開発していく上で極めて重要な要因である。 
2007 年 1 月 1 日以来デンマークの地方自治体が改良した結果、より包括的なより保持可能

な有能なユニットができあがり、これをもとにデジタル化フレームワークを構築した。 
個々の組織のデジタル化に対する責任、セクターを横切った個々の領域エリア用の新しい

共同のデジタル化ボード、組織層および全国プレーヤーの役割を規定した。さらに、公共
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部門でデジタル化努力のより系統的なフォローアップおよび共通のドキュメンテーション

を導入した。また、技術開発中のフォローアップ、共通基準のメンテナンスおよび組織お

よびその組織間のデータ・アクセスを安全に行うための基準を提供した。 
市、地方、また政府機関での共同作業や調整のために、個々の当局はイニシアチブの進行

の保証に責任を負う。 
最良なデジタル解決策で、最もコスト効率の良い開発を安全に行うために、公共部門の IT
開発のステイクホルダーの市場開拓が必要である。公共部門は IT 市場に対して相当な要求

を行うが、完全な協力または民間部門およびグローバルな IT 市場との開発のためのリンケ

ージが得られるまでは開発可能にはならない。できる限り電子政府の成長は国際市場を高

度に発展したオープンな共通の公の標準に基づくべきである。 
 
よりよいデジタル・サービス 

デジタル化は市民とビジネスに、より容易にアクセス可能なサービスを提供することで、

市民とビジネスから公共部門のデジタル・サービスは認知される。 
いつでも便利に、そして価値のあるものとして、市民とビジネスが認識し知覚を集中させ

て初めてコミュニケーションはデジタルによって行われる。 
公共部門とのデジタルによる接触をできるだけ多く提供することで、書面のコミュニケー

ションをすべてデジタルに置き換えることは可能に違いない。 
市民とビジネスの間の直接の接触をできるだけ柔軟で効率的にするために、すべてのエリ

アで根本的なビジネスプロセスを自動化もしくは単純化していく。また、可能な範囲で、

ビジネスとサービスの目的に応じてシステム同士が互いと通信することができる。 
市民ポータルおよびビジネス・ポータルは、一体化した扱いやすい方法で、多くの公共企

業体および機関のサービスおよび情報を、市民やビジネスに対して行政手続きおよびその

オプションサービスの全体的な窓口を提供する。その全体は市民ポータルに内容が集約さ

れており、個々の機関のホームページを通じて提供することができる。 
ここでは、公共部門サービス、必要条件、および個々の市民およびビジネスに利用可能な

オプションが提供される。 
2008 年から 2012 年までに、市民ポータルおよびビジネス・ポータルの両方は、多くの行

政機関と共同して、市民とビジネスの間のすべての処理に応じた公共部門へのアプローチ

および公共企業体のためのフレームワークを形成していく。 
したがってポータルは、さらに他の公的ウェブサイトに表示され統合されるポータルのた

めに開発されたサービスを可能にして、サービスに熱心なアーキテクチャーのためのレバ

レッジとして役立つ。アクセシビリティも、ビジネスと同様に公共部門と市民の間の柔軟

なコミュニケーションによって強くなっていくだろう。 
とりわけ、モバイルのテキスト・メッセージは、医者への訪問、病院予約、および公共部

門とそのユーザの間の他の適切な接触に関して導入される。 
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シングルクリックで、市民とビジネスは、公共部門から必要な情報をすべてデジタルで受

け取ることができる。 
公共機関は、ウェブサイトとサービスが皆にアクセス可能であることを保証するために特

別の責任を持っている。 
インターネットは、自分のイニシアチブ上の公共部門と通信し対話する新しい可能性を多

くのグループに提供する。さまざまな援助を必要とする人々が、公的ウェブサイトにアク

セスし、単純な援助の助けを借りてデジタル・サービスを利用することができるであろう。 
 
Borger.dk 

市民ポータル Borger.dk は市民のための共通の公のデジタル・サービス・チャンネルである。 

ポータルでのデジタル・サービスの市民ポータルおよび権威の開発の拡張で、市民は、デジタル・サービ

スの向上を経験する。 

これは、デジタル・セルフ・サービスをより魅力的・より広範囲にし、それによって、管理職員から相当

な負荷をとり地方自治体、地方および政府が結束し目標を達成することへの道を開く。 

市民ポータルはフレームワークであり、そしてよりよい横断的共同連携のための触媒、公共部門の組織間

の市民サービスを提供する。 

Virk.dk 

ビジネス・ポータル Virk.dk は共通の公共事業チャンネル。 

ここで、ビジネスは公共部門への申請届出のすべて行い、公共事業に関する関連情報を得ることができる。 

ビジネス・ポータルの目標はビジネスが速く容易に報告を行なうことを可能にすることにある。 

ビジネス・ポータルは、ビジネスにそれらの日割仕事での具体的な管理上の軽減を与えるように意図され

ている。 

これは、つまり、事業を営む上での行政手続きに要する時間を解放することになる。 

ビジネス・ポータルの新しいおよび改良版は 2008 年の初めに始められる。 
 
＜中心にある市民およびビジネスとの密着力のあるサービス＞ 
市民、およびビジネス指向のサービスは、公共部門との市民あるいはビジネスインターフ

ェースを考慮して、常に扱いやすく利用可能である必要がある。市の市民サービス・セン

ターおよび市民およびビジネス・ポータルにはこの点で重大な役割がある。 
電子政府戦略の中核目的は、市民とビジネスおよび公共部門の間の中央のコンタクト・ポ

イントにするために公的ポータルを開発することにある。 
組織および管理上の層を横断したデータのアクセシビリティは、利用者に密着力があり注

意深いサービスを届ける公共企業体の能力の第一条件である。 
プロジェクトは市民からで始められる。また、ビジネス・フローはサービス規定(データ利

用)を改善し、取り扱いケースを合理化し、既存の規則を単純化していく。 
同じ方法で、ターゲットとされた仕事は組織間のデータの交換がデジタルで導かれること
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を保証するために行われる。 
戦略目標は、可能な限り市民とビジネスが公共部門に情報を一度だけ供給することで完結

する仕組みを作ることにある。したがって、そのための準備は公共部門が組織のセクター

および層を横切ってデータを再利用するために行なわれるべきである。 
この点で、より良いアクセスのために共通の公開鍵データを提供する。これは、個人情報

の横断的利用のための均一性および透明を保証するために多くの配慮を要する。 
 
＜市民とビジネスとの集中しターゲットとされたコミュニケーション＞ 
公共企業体は、市民とビジネスと通信チャンネルを集中させるための仕組みを提供する。 
市民とビジネスは、可能な限り公共部門との接触において最も安いチャンネルを使用でき

る。様々なチャンネル(人、手紙、電話、テキスト・メッセージ、電子メール、インターネ

ット上の処理など)経由でサービス配達のための目的を識別し、規則的にコミュニケーショ

ンの様々な形式の使用を可能にすることが重要である。 
デジタル・チャンネルのできるだけ多くの使用を支援するために、公共部門は、市民との

適切なコミュニケーション手段が、遅くとも 2012 年までに実現する。 
デジタル・サービスを利用して市民とビジネスの関係を維持するために、デジタル通信の

サービスを改善し、かつユーザのその部分の新しいニーズの選択を可能にするために一定

のフォローアップを行う。 
新しい市民ポータル、ビジネス・ポータルおよび地方自治体は改良を行い、公共部門への

主な入口としての主要なコンポーネントになる。 
特定のエリアで強制的に使わせる施策も行われる。 
特に、ビジネス・エリアでは既存のアナログ・コミュニケーションの代わりに、デジタル

を用いるための手段を実行する。さらに教育の許可を申し込む場合に、デジタル・セルフ・

サービス解決策の使用が義務化することの可能性を調査し、あらゆる層に強制的にデジタ

ル通信利用の機会を与えることの可能性を調査する。 
 
＜ユーザで駆動されるサービスの開発＞ 
適切なサービスを拡大する上で最も本質的な必要要件は、市民とビジネスとの近い接触を

実現することにある。 
デジタル・サービスの 16 パーセントが、市民とビジネスと共同で現在開発されている。 
しかしながら、民間部門の革新ノウハウは、ユーザのニーズについての詳細な知識、また

望ましい利点を生み出すような仕組みを公式化するためにより活用すべきである。 
市民およびビジネスの個人・公のセクター間の様々な取引慣習を含めることで、個人のデ

ジタル・サービスはより大きく活用されていく。 
銀行業務、旅行予約、インターネット・コマースおよび交換などの民間サービスが持って

いるノウハウを、公的デジタル・サービスのために活用する余地はまだ多くある。 
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公共機関デジタルを開発する上で、それらノウハウは十分に活用されるべきである。 
これは選ばれたフォーカスグループに尋ねて、ユーザ・パネルに頼り、デジタル・サービ

スなどの開発にユーザを巻き込むことにより行うことができる。 
 
＜公共部門の安全かつ着実なデータ取り扱い＞ 
市民とビジネスは、一般にデンマークの公共部門に対して大きな信用を置いている。 
デンマークの福祉社会の現在の根本的なデジタル化において、この信頼を維持し拡張する

ことは重大である。 
情報とサービスは、誰でも有形物に対する確信を正確で、信頼できて、必要な機密性に従

うようにしておくために、アクセス可能で、安全に保護されるべきである。従って、安全

性とセキュリティ問題は、すべてデンマークのデジタル化努力の中心的存在であり続ける。 
新しいイニシアチブをインプリメントする際に、IT セキュリティ(DS 484)の扱いのための

共同の基準が全公共部門へ流布されているので、より良いデータ処理実行を管理する規則

は市民に必要な機密性を提供し続ける。 
これは、当局が市民とビジネスに効率的で洗練されたサービスを提供し続けることを可能

にする方法でインプリメントされるに違いない。 
さらに、政府の特別調査委員会が行政の開発でのプライバシーの考察を促進するために設

けられる。 
市民とビジネスの信頼は、自分のケース・ファイルへのアクセスを検査し、かつ公共部門

に関してのそれらの全レコードの概観を得ることができるサービスを提供することでさら

に支持される。 
したがって、市民とビジネスは、自分の情報がデジタルで扱われた結果を、遅滞なく見る

ことができる仕組みが提供されるであろう。 
さらに、市民とビジネスにデジタル署名が使われるために改善され、ユーザ・フレンドリ

ーな利用方法を提供し、それを公のデジタル・サービスにおいて容易に利用する仕組みを

提供する。 
2006 年ですでに公共企業体の 98 パーセントが、デジタル署名された電子メールを受け取

り送ることができた。また、2007 年中頃では 100 万を超えるデジタル署名が出された。 
 
 

個人データの処理上の行為 

個人のデータセットの処理上のデンマークの行為、外に、個人情報のデータ処理のための多くの規則、そ

の結果、市民とビジネスは、公共部門に提出された機密の個人のデータが正確に必要な機密性で扱われる

だろうと確信しているかもしれない。 

人口のパブリック・システムに対する信用の正常な根拠がまだあるように、データ処理に関する新しいデ

ジタル化イニシアチブはこれらの規則に従って公式化される。 
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機密保護基準 

公共部門の IT セキュリティを強くするために、IT 機密保護基準 DS 484 はセキュリティの研究のための

基礎に選択された。 

DS 484 は公共部門のセキュリティのレベルを強くし、組織 に公共部門デジタル化から流れるセキュリティ

様相を扱うための有効なツールを与えることに寄与した。 

 

デジタル化は高めた効率を促進する 

＜市民に焦点を置いた注意およびサービスへの管理＞ 
デンマークの公共部門は、業務取扱い効率を改善する開発する技術では世界最先端にある。 
これは、繁栄によって個人のニーズが多様になり、公共部門に対する増大する必要要求を

満たしていく上で重要である。 
デモグラフィックの開発の結果、公企業の従業員の数は今後数年上昇しない。 
本質的なゴールは行政をより効率的にし、よりよいコントロールおよび人的集約的なサー

ビスエリアの構成のために基礎を提供し続けることにある。その結果、公企業の従業員の

時間の多くは、市民に焦点を置いたサービスに費やすことができる。 
同時に、公共事業が必要となる場面は絶えず拡大している。 
デジタル化プロジェクトが人的資源を解放し、それらのワーキング・ルーチンを単純化し

たことによって、効率化の助けになった部局は多く存在する。 
それは、管理上のルーチンの多くを自動化するか単純化するために達成される。 
公共部門の内部作業プロセスのデジタル化および合理化は継続されていく。 
これには、公共部門の政治家、リーダーおよび従業員らの大きな努力が要求される。 
例えば新しい技術の開発、仕事プロセス・リストラクチャリング、そして市民、ビジネス

および公企業の従業員への効率的なコミュニケーション戦略など。 
効率的なデジタル化(それは金額に見合うより大きな価値を作る)は、管理の敏捷さを要求す

る。デジタル化は、公共団体の質および合理的な仕事遂行のための、全面的な戦略の中枢

のコンポーネントになる。 
 
新しい地方行政は、デジタル化目的をさらに引き上げる。それは、今後地方のデジタル化

および共通の公の協力への地方貢献の標準になっていく。中央集権国家では、デジタル化

は将来の合理化戦略のための重要な要求になる。 
明瞭で測定可能な目標は、適切なプロジェクト・モニタリングおよびコントロールを行な

うと同様に、デジタル化および組織間で継続した結果のための準備を進めていく。 
今日、政府当局の 77 パーセントは、過去 2 年以内に更新された IT 戦略を持っている。 
以下のデジタル化によってなされる合理化の可能性に注目することは、一般公務員に対す

る必要条件のリストの中に加えられている。 
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■一定の再調整を扱うことができること 
■公共部門の他の部分へのリンクを作成し従業員を募集するおよび保持するために 
■魅力的な仕事を提供すること。 

 
共同作業はデジタル結合を作成する 

＜共通の方向はより共同の決定を要求する＞ 
公共部門は、市民とビジネスのためのサービス数、従業員および異なる管理上のプロセス

の量の数および IT サポート・システムの高度な機能によって特徴づけられる。 
高度な機能および公共部門のモジュールの IT 支援アーキテクチャーに対する期待は、デジ

タル政府の全体像を鳥瞰できることが重要になる。 
結合を保証し、かつデジタル化努力をより良く優先的にするために、より多くの決定が、

拘束力のある集合的なフォーラムの中で下されるであろう。 
それらの決定は、より良い全体像の鳥瞰およびサービス、仕事のプロセスへのフォロー、

情報の再利用などの可用性などによって下される。 
デジタル化の根本は個々の領域エリアである。拘束力のある調整個々の領域エリア内に設

立されたデジタル化ボードによってなされる。領域ボードは、それらの領域エリア内の互

いの政府のデジタル化プロジェクトのための提案の促進に対する責任を割り付けられる。 
イニシアチブはその領域内に派生した合理化か再優先順位によって投資される。 
そのエリアは 1 つ以上の省および市・地方自治体などから成っている。 
個々の領域エリアでの行動計画は統合的かつ効率的で、目標としたデジタル開発の開発に

責任を持つ。 
個々の領域と全国レベルの間のリンクは、それぞれの領域用行動計画を明瞭に表現し、公

共部門をデジタル化するための全面的な戦略のフレームワーク内にそれらをインプリメン

トすることにより達成される。 
さらに、リンケージには、扇形のデータ標準化および IT アーキテクチャー委員会を含むそ

のエリアの、既存の調整が提供される。 
 
学際的なプライオリティ・エリアの例 

＜健康エリア＞ 

健康エリアの EPJ 委員会は、ヘルス・サービス中の電子患者記録の開発および普及を促進し、ヘルス・サ

ービスを横切ってデジタル化を強くする。 

ボードの仕事は、このようにヘルス・サービス中の IT のための新しい戦略に形を変えて、共同の標準で従

順な共同の IT アーキテクチャーおよび EPJ プラットフォームの開発を保証することにある。 

＜Geodata エリア＞ 

Geodata のためのサービス・コミュニティーは、訓練および管理上のレベルを横切って調整および密着力

のある地理的な管理上の基礎切断を保証して、デンマークで geodata の開発用のフレームワークを考案し
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ている。 

この共同作業の中心となる 1 つのプロジェクトは「FOT[共有されるオブジェクト・タイプ]共同作業」で、

どの中で、地方自治体および全国調査および土地台帳、デンマーク、行政に向けて、共有される地図ベー

スを生産するように共に働いている。 

2007 年には、EU が、さらに共同のヨーロッパの地理的なインフラストラクチャーの構築のためにフレー

ムワークを含んでいる指令(INSPIRE 指令)を採用した。 

この指令は、さらにデンマークで本質的な公衆データ収集のための標準になるであろう。 

＜子どものエリア＞ 

「私の子どもたち」のトピックの下では、地方自治体、地方および政府は市民ポータル上の集合的なクラ

スタとして、多くのデジタル・サービス(例えば、学校ホーム接触に向かっても学校およびデイケアの機関

に向かっても記録して)を組み立てている。 

これらのクラスタは、市民が何が定義されるのに気づくかに基づくエリア、これらのエリアをデジタル化

する公共部門のために、多くの異なる組織およびレベルから部品外注されたコンポーネントを含む。 
 
基本原理は、できるだけ個々の組織に近いデジタル化のためのタスクおよび責任を置くこ

とである。 
全国レベルでは、共同のクロス政府協力のための運営委員会(STS)が、公共部門デジタル化

の開発中の調整および共同のフレームワーク決定行う。 
また、プライオリティ・エリアも STS によって調整されている。 
e-インボイス、イージー･アカウントなどの共通のプロセスは、全公共部門を横切って標準

形の中で実行される。また、データへの安全なアクセスを保証する認証のための国民全体

の体系化のために、公共部門を横切って実施される。 
デジタル化を通じて達成された純益の組織間の不公平感はインセンティブを付与すること

で解決される。 
公的セクターでのアーキテクチャーには、オープンスタンダード、共同の方法、必要条件

および推薦に基づいて作られる。データの安全で信頼できる交換のためのオープンスタン

ダードに基づいたインフラを提供する。 
これらに加えて、データ交換フォーマット交換のための標準化規約などが提供される。 
デジタル署名などにおいて共同のセキュリティ解決策が開発されていく。 
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＜共同のクロス政府協力(STS)のための運営委員会＞ 

運営委員会は 2005 年以来存在しており、デンマークの財務省、科学技術＆革新省、経済＆商務省、内政

部および健康、LGDK およびデンマークの地方から成る。 

パーティーは、永久の次官あるいは代表者によって構成される。 

運営委員会は反対の政府のデジタル化イニシアチブの調整に責任を負う。 

運営委員会の事務局機能はデジタル特別対策本部によって提供される。 

デジタル特別対策本部は財務省にあって、政府、LGDK およびデンマークの地方に従業員を含む。 

 

＜科学技術＆革新省＞ 

デンマークの社会の一般的な情報通信技術適用を担う。 

科学技術＆革新省は、デンマークの政府の主要な知識社会になるデンマークのビジョンを支援する精巧で

創造的なやり方で、情報通信技術が開発されることを保証する。 

デンマークの政府の目標は次のもの。 

・質、将来の知識社会のためのデンマーク人 

・デンマークの貿易および産業で成長を助長する 

・公共部門を開発する 

 
＜公共部門 IT システムは同じ言語を話す＞ 
公共部門は、学際的なプロジェクトの構成および共同の一般的なイニシアチブの両方によ

って IT 開発を統制的に調整する。 
目標は、開発費を下げ、データの再使用のために範囲を促進すること。 
このことは、公的 IT システムが「ともに話すことができる」ことを保証するのを支援する

ことになる。 
公共部門でオープンスタンダードをソフトウェアに使用することがデンマーク議会で決定

し、強制的オープンスタンダードによる開発が継続的に行われている。 
今後の目標は、公共部門が市民、ビジネスおよび機関と交換するデジタル情報のすべてが

オープンスタンダードに基づくべきということである。 
より多くの公共部門サービス、プロセスおよび IT ソリューション上の戦略を生成するにあ

たり、エンタープライズアーキテクチャーのアプローチに基づかなければならない。 
個々のシステムの間のリンクに注目し、フレームワーク条件および各モジュールを、より

良いデジタル・サービス、組織間のデータの再使用、合理化および経済性の目的に照らし

合わせて構築していくことが求められている。 
したがって、適切なところならどこでも、公共部門は共同のイニシアチブおよびプロジェ

クトをインプリメントし続けるであろう。 
共同開発は共同経営を必要とする。これには十分に定義された責任分担と、組織間の役割
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の明確化が必要になる。 
 
＜オープンスタンダード＞ 

異なるサプライヤーによって供給された異なる機能を備えた IT システム間のインターコネクティビティ

を作成するための最も本質的な先行条件は、IT システムが同じオープンスタンダードに基づくことを保証

することである。 

オープンスタンダードとは以下のことを意味する: 

・スタンダードは完全に標準化された文書と公的アクセシブルを保障しなければならない 

・スタンダードは将来も経済や政治的な制約あるいは法的な制約なしに自由にインプリメントされなけ

ればならない 

・スタンダードはオープンプロセスを通じて公開フォーラムの中で維持されなければならない 

 

＜エンタープライズアーキテクチャー＞ 

業務に密着したエンタープライズアーキテクチャーは、全面的なデジタル化努力の真価を実現することが

できる格好な先行条件である。 

個々のパブリック・システム間のインターコネクティビティは、必要条件に従って個人プロジェクトを構

築することにより作成される。 

系統的な相互作用がビジネスおよび IT アーキテクチャーの構成間にさらにあるという事実は、焦点が、解

決が市民、ビジネスおよび公共企業体に見合う価値を作成するかどうかにあることを保証する。 
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Global Information Technology Report 2007-2008　各指標の説明及び上位20ヵ国の順位一覧　　※WEFホームページ（http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm）のデータを元に作成

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denmark Sweden
Switzerla

nd
United
States

Singapore Finland
Netherlan

ds
Iceland Korea

Networked Readiness Index 5.78 5.72 5.53 5.49 5.49 5.47 5.44 5.44 5.43
A．「環境」指標 Environment 2 4 6 5 9 3 13 1 17
１．市場環境 Market environment 8 9 4 3 1 5 12 10 7
1） ベンチャー資本の利用可能性 ベンチャー企業家が資本提供元を見つけられるか。 Venture capital availability 8 7 22 1 15 2 3 12 17
2） 金融市場の高度性 金融市場の高度性を国際水準と比較。 Financial market sophistication 13 7 1 5 12 14 10 20 32
3） 最新技術の利用可能性 最新技術が広く利用可能か。利用されているか。 Availability of latest technologies 5 1 7 6 12 2 14 3 20
4） クラスタの展開状況 強いクラスタが、市場・経済の中で展開しているか。 State of cluster development 19 18 13 2 4 11 20 41 3
5） 人口あたり特許数 2006年1月～12月の百万人あたりの特許登録数。 Utility patents* 13 7 6 1 11 4 14 16 8
6） ハイテク輸出率 全輸出に占めるハイテク関連のパーセンテージ。 High-tech exports* 25 24 21 11 3 17 18 72 7
7） 政府規則の負担 政府の規制（許可取得、報告など）を遵守する際の負担。 Burden of government regulation 23 53 11 40 1 4 54 2 8
8） 税制の程度・影響 税金が産業・投資のインセンティブを下げていないか。 Extent and effect of taxation 107 122 14 46 6 112 49 9 30

9） 税率
収益税率・所得税率・その他税率から計算（税率が低い
ほど高評価）

Total tax rate*
26 96 17 67 10 72 58 14 29

10） 起業時の必要日数 起業時に必要な日数。少ない程高評価。 Time required to start a business* 6 30 42 6 4 27 17 4 36

11） 起業時の必要手順数
起業する際に必要な手順（手続き等）の数。少ない程高
評価。

Number of procedures required to start
a business*

7 4 19 19 9 4 19 9 74

12） 競争の強度 多くの産業に渡って、価格等の国内競争が起こっている Intensity of local competition 26 5 27 8 29 16 9 40 23

13） 報道の自由
報道が規制されていないか。1=完全に規制されている、
7=完全に自由で評価。

Freedom of the press
2 4 7 27 115 6 3 13 51

14）
デジタルコンテンツのアクセシビリ
ティ

デジタルコンテンツ（テキスト、AVコンテンツ等）が、固定
回線や無線のネット等、多様なプラットフォームを通じて、
広くアクセスできるか。

Accessibility of digital content
4 1 2 8 15 9 11 7 3

２．政治・規制環境 Political and regulatory environment 2 11 8 22 1 4 5 9 20
1） 立法機関の有効性 国会等の立法機関の有効性・能力を国際比較。 Effectiveness of law-making bodies 2 9 10 29 1 6 16 8 32

2） ICT関連の法律
電子商取引や電子署名、消費者保護などのICT関連法律
がどの程度整備されているか。

Laws relating to ICT
1 5 10 12 3 9 15 13 7

3） 司法の独立性 司法機能が、政治等から独立しているか Judicial independence 3 8 7 37 19 4 5 11 35
4） 知的財産の保護 知的財産がどの程度強く保護されるか。 Intellectual property protection 4 7 3 22 5 2 6 12 23

5） 法的枠組みの効率性
ビジネスにおける争議解決や、政府に対する異議申し立
て等の法的枠組みが、効率的・効果的で、公正か。

Efficiency of legal framework
1 5 3 30 10 4 7 13 28

6） 財産権 財産権が明確に規定され、法律で保護されているか。 Property rights 2 9 3 30 5 7 6 10 24

7） ISPの競争
高品質・低価格のサービスを提供するためのISPの競争
が行われているか。国際的な比較。

Quality of competition in the ISP sector
16 11 18 13 19 14 4 12 1

8） 法執行の必要手順数
原告が訴状を提出してから、支払いを受けるまでの手続
き数。少ない程高評価。

Number of procedures to enforce a
contract* 40 15 29 29 2 35 4 5 46

9） 法執行の必要日数 争議を解決するまでの日数。少ない程高評価。 Time to enforce a contract* 27 55 39 18 1 8 58 30 6
３．インフラ環境 Infrastructure environment 4 3 9 2 26 7 16 1 17
1） 電話回線数 住民100人あたりの電話回線数。 Number of telephone lines* 8 6 1 7 30 34 20 3 10
2） 安全なインターネットサーバー数 住民100万人あたりの安全なインターネットサーバー数 Secure Internet servers* 4 13 8 2 18 15 12 1 51
3） 発電量 人口1人あたりの発電量。 Electricity production* 25 4 17 8 16 6 34 1 23
4） 科学者・技術者の活用可能性 科学者・技術者が国内に多く居て、活用できるか。 Availability of scientists and engineers 11 6 10 12 22 1 30 20 13

5） 科学技術研究機関の水準
大学や政府の研究所等の科学技術研究機関の水準。1=
機関が存在しない、7=その分野において世界水準。

Quality of scientific research
institutions 14 9 1 2 13 6 10 29 11

6） 高等教育就学率 グロスの高等教育就学率 Tertiary enrollment* 9 7 38 4 39 1 25 14 2
7） 教育支出 GNI（国民総所得）に占める教育支出の割合 Education expenditure* 1 2 37 42 99 15 38 3 75

総合指標

上位20ヵ国英語名
（変数名に＊がついているものは具
体的数値による変数。それ以外は7

段階評価による変数）

指標・変数説明指標・変数名
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段階評価による変数）

指標・変数説明指標・変数名

B．「準備」指標 Readiness 2 4 6 7 1 5 17 18 3
１．個人における準備状況 Individual Readiness 6 9 3 14 2 1 19 8 7
1） 数学・科学分野の教育水準 学校での数学・科学分野の教育水準の国際比較。 Quality of math and science education 19 32 5 43 1 3 14 33 10
2） 教育システムの水準 教育システムが、経済社会のニーズに合致しているか。 Quality of the educational system 4 16 3 17 1 2 13 6 19

3） 学校におけるネット接続
学校におけるネット接続状況。1＝非常に制限されてい
る、7＝大多数の子どもが頻繁に使っている。

Internet access in schools
5 3 10 12 9 2 11 1 4

4） 購入者の高度性
購入者の洗練度合い。1＝もっぱら最も安いことを重視し
て購入する、7＝性能・属性に関する高度な分析に基づい
て購入する。

Buyer sophistication
13 5 1 12 19 8 11 25 2

5） 一般住民における電話通話料
一般住民における、１接続あたりの電話通話料。１人あた
りGDP（国内総生産）における割合。

Residential telephone connection
charge* 31 30 3 7 6 28 n/a 4 34

6） 一般住民における月額電話通話料
一般住民における、月々の電話定期通話料。１人あたり
GDP（国内総生産）における割合。

Residential monthly telephone
subscription* 19 20 17 34 6 15 n/a 16 10

7） ブロードバンドの月額定期利用料
月々の高速ブロードバンドの定期利用料。１人あたりGDP
（国内総生産）における割合。

High-speed monthly broadband
subscription* 14 17 4 2 29 26 3 21 27

8） ブロードバンドの最低利用コスト
100kb/sあたりの最低利用価格の収入月額（GNIベース）
に対する割合。

Lowest cost of broadband*
22 3 13 3 3 3 1 13 3

9） 携帯電話の通話コスト
ピーク時間帯における3分間の携帯電話通話料。１人あ
たりGDP（国内総生産）における割合。

Cost of mobile telephone call*
9 6 20 30 16 10 32 12 21

２．ビジネスにおける準備状況 Business Readiness 6 10 1 4 12 3 16 22 11

1） 従業員研修の程度
一般的に企業が従業員研修・能力開発への投資にどれ
だけ積極的か。

Extent of staff training
1 3 2 11 7 13 8 14 5

2） 研究・研修施設の利用可能性
国内に研究・研修施設が普及しており、利用可能か。1＝
国内に利用可能な施設がない、7＝世界水準の施設が利
用可能。

Local availability of research and
training services 11 4 1 2 17 9 7 22 14

3）
マネジメント・ビジネススクールの水
準

マネジメント・ビジネススクールの水準。1＝低水準、7＝
世界水準。

Quality of management schools
9 13 3 6 7 12 11 20 26

4） 企業の研究開発への投資
一般的に企業が研究開発に投資を行っているか、国際的
に比較。

Company spending on R&D
8 5 1 2 10 9 13 20 6

5） 産学の協同
研究開発において、産業と大学との協同がどの程度行わ
れているか。

University-industry research
collaboration 11 3 2 1 7 4 13 20 5

6） ビジネスにおける電話通話料
ビジネスにおける、１接続あたりの電話通話料。１人あた
りGDP（国内総生産）における割合。

Business telephone connection charge*
25 n/a 3 12 8 23 n/a 4 27

7） ビジネスにおける月額電話通話料
ビジネスにおける、月々の電話定期通話料。１人あたり
GDP（国内総生産）における割合。

Business monthly telephone
subscription* 10 n/a 9 39 4 11 n/a 14 5

8） 国内サプライヤの質
国内サプライヤの技術水準が高いか、国際的な競争力
や開発力を有するか。

Local supplier quality
8 5 3 11 24 9 7 22 17

9） 国内サプライヤの量
国内に多くのサプライヤがあるか。主要産業をカバーして
いるか。

Local supplier quantity
19 10 4 9 50 25 14 28 7

10） コンピュータでの通信等の輸入割合
商業サービスの輸入に占める、コンピュータでの通信・そ
の他サービスの割合。高い程高評価。

Computer communications and other
services imports*

39 14 35 51 27 11 8 66 34

３．政府における準備状況 Government Readiness 2 4 20 5 1 9 16 15 3
1） 政府におけるICTの優先順位 政府の中で、ICTが高い優先順位に位置づけられている Government prioritization of ICT 3 11 24 18 1 12 32 14 6

2） 高技術製品の調達時の決定要素
政府が高技術製品を調達する際の決定要素。1＝もっぱ
ら価格で決定する、7＝技術的な性能や革新性で決定す
る。

Gov't procurement of advanced tech
products 13 6 12 5 1 11 19 33 2

3） ICT活用の重要性
国際競争力向上のためのICT活用に関する、明確な実行
計画が存在するか。

Importance of ICT to government vision
of the future

6 16 39 28 1 13 46 10 7
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4） 電子政府準備指数
ウェブサイトの評価、電気通信インフラ、人材等による電
子政府の準備状況の評価。国連の指標値を利用。

E-government readiness index*
2 1 12 4 23 15 5 21 6

C．「利用」指標 Usage 1 2 6 9 7 16 3 14 4
１．個人における利用 Individual Usage 2 3 4 17 18 14 1 10 15
1） 携帯電話加入率 住民100人あたりの携帯電話加入者数。 Mobile telephone subscribers* 21 24 26 51 17 19 32 15 45
2） パソコン台数 住民100人あたりのパソコン台数 Personal computers* 9 5 3 8 10 22 4 24 19
3） ブロードバンド加入率 住民100人あたりのブロードバンド加入者数。 Broadband Internet subscribers* 1 8 4 17 20 7 2 3 5
4） インターネット利用者数 住民100人あたりのインターネット利用者数。 Internet users* 16 3 13 7 32 19 1 10 6
5） インターネット帯域 住民10,000人あたりのインターネット帯域（mb/s） Internet bandwidth* 1 3 10 19 12 17 2 18 38
２．ビジネスにおける利用 Business Usage 5 1 4 8 15 6 12 10 7

1） 国外技術のライセンス許可
国外技術をライセンス許可し、利用することが一般的か。 Prevalence of foreign technology

licensing
9 2 18 23 1 28 6 17 27

2） 企業レベルでの技術の吸収 企業が新技術を吸収することに積極的か。 Firm-level technology absorption 10 2 6 4 9 7 27 1 13

3） イノベーションの可能性
企業が新技術を得る際の革新性。1＝もっぱら国外技術
の使用許可を得たり、真似る。2＝自ら新製品や新プロセ
スの研究開発を行う。

Capacity for innovation
6 2 4 9 23 5 12 21 7

4） 新しい電話回線の利用可能性 ビジネスにおいて新しい電話回線を引くことが容易か。 Availibility of new telephone lines 4 7 1 22 6 2 13 5 26

5） ビジネスにおけるネット利用
商品売買や顧客とのやりとりにおいて、インターネットが
利用されているか。

Extent of business Internet use
7 3 8 6 19 13 12 10 1

３．政府における利用 Government Usage 1 6 18 5 4 20 19 21 3
1） ICT推進施策の成否 政府のICT推進施策が成功しているか。 Government success in ICT promotion 10 8 32 21 1 15 43 13 7

2） オンラインサービスの利用可能性
税務申告、自動車登録、パスポート申請、営業許可等に
ついてオンラインサービスが利用可能か。

Availability of government online
services

3 4 21 10 2 17 24 7 9

3） 政府におけるICT活用による効率化
ICTを活用することで、企業・住民－政府間のやりとりが
効率化されているか。

ICT use and government efficiency
3 7 25 20 1 16 28 4 12

4） 行政オフィス内のICT普及 行政オフィス内で、ICTが普及し利用されているか。 Presence of ICT in government offices 5 6 4 18 1 9 16 8 3

5） 電子行政参画に関する指標
ウェブサイトでの情報提供、行政参画のためのツール・
サービスの提供が為されているか。国連の指標値を利
用。

E-participation index*
3 9 27 1 10 43 16 91 2
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Norway
Hong
Kong

United
Kingdom

Canada Australia Austria Germany
Taiwan,
China

Israel Japan Estonia

5.38 5.31 5.30 5.30 5.28 5.22 5.19 5.18 5.18 5.14 5.12
7 16 10 8 12 20 11 21 19 18 24

19 2 13 16 21 22 17 6 8 14 23
4 11 6 20 13 28 19 23 5 37 24

19 3 2 6 8 21 11 40 17 34 29
9 23 11 13 19 17 8 21 4 10 25

25 14 9 23 48 15 10 1 28 12 71
21 22 19 10 17 15 9 3 5 2 42
54 6 19 32 50 33 23 2 27 13 28
29 3 57 45 67 28 66 17 31 16 10
62 4 43 77 73 36 82 24 66 64 12

57 11 34 65 81 97 82 51 35 91 78

17 19 24 2 1 62 38 98 78 48 9

19 9 19 1 1 44 58 44 9 44 9

22 4 6 18 15 2 1 13 21 3 24

5 32 21 11 18 8 1 43 12 33 17

10 12 14 16 23 6 13 22 17 20 5

13 10 12 19 7 6 3 42 25 14 24
7 35 5 11 3 26 14 88 40 18 30

8 18 11 16 19 6 4 24 21 29 2

9 16 12 14 6 10 1 52 13 21 27
16 21 8 15 10 11 1 30 26 17 34

8 9 14 16 11 6 2 45 26 15 29

12 13 18 15 8 4 1 39 25 14 26

10 8 9 15 27 5 2 25 3 6 7

35 3 15 53 11 5 35 114 46 15 53

19 4 35 71 9 32 31 56 109 21 41
6 33 11 5 10 20 14 12 13 21 24

22 13 9 4 18 24 2 5 23 26 31
14 22 9 3 6 19 16 24 23 17 25
2 39 29 3 10 24 26 14 27 18 22

23 35 28 8 34 26 16 14 3 2 67

21 25 4 8 15 20 5 23 3 12 26

10 63 26 24 13 35 34 5 28 32 18
8 73 30 33 44 27 56 n/a 4 85 35

国の総合指標値・各指標の順位
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Norway
Hong
Kong

United
Kingdom

Canada Australia Austria Germany
Taiwan,
China

Israel Japan Estonia

国の総合指標値・各指標の順位

10 15 21 20 24 8 13 9 14 12 23
17 4 23 11 13 10 21 12 18 27 26
51 4 44 15 23 25 35 8 30 28 21
10 9 30 11 8 14 22 18 25 28 34

21 7 14 13 15 8 24 16 17 26 6

22 4 18 17 20 6 15 16 26 3 47

22 1 47 12 40 32 17 50 26 62 53

13 22 28 24 18 29 33 2 25 21 45

8 25 13 10 19 23 6 18 30 5 32

16 16 10 16 29 26 10 10 31 1 41

7 3 17 19 47 31 40 34 28 n/a 33

20 21 14 19 24 5 2 17 13 9 31

10 28 17 25 20 6 9 19 23 4 30

18 19 5 10 16 15 3 20 13 6 27

21 17 10 4 16 24 25 29 15 67 31

19 23 12 21 25 14 4 18 7 3 37

17 21 12 15 22 19 6 9 8 14 32

18 1 33 n/a 31 37 15 40 22 54 43

8 15 31 35 34 23 19 20 12 29 37

14 15 19 12 16 2 1 13 20 4 34

23 11 27 13 33 3 1 18 42 2 53

56 68 47 30 76 6 33 28 25 32 44

6 19 22 25 26 23 27 11 17 14 8
22 17 21 34 48 27 31 9 26 15 4

20 15 26 28 27 21 10 8 7 16 23

15 12 42 47 40 22 63 14 26 25 9
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Norway
Hong
Kong

United
Kingdom

Canada Australia Austria Germany
Taiwan,
China

Israel Japan Estonia

国の総合指標値・各指標の順位

3 n/a 10 7 8 16 22 n/a 17 11 13

10 5 12 15 11 17 22 13 18 21 8
8 5 6 12 7 16 21 19 13 22 11

18 3 11 75 33 13 28 27 7 49 5
15 16 7 2 6 13 14 18 1 11 23
6 9 11 10 18 21 23 16 13 14 22

15 20 18 9 4 21 24 11 48 8 17
11 6 5 14 7 15 13 23 27 39 8
14 19 11 16 21 13 2 17 9 3 23

24 16 15 3 8 34 20 5 14 12 50

11 16 19 21 18 12 14 8 5 3 26

15 26 14 17 30 11 1 16 10 3 39

12 9 19 15 39 11 3 30 14 8 24

15 22 4 11 18 16 5 17 14 9 2

12 7 22 15 9 13 38 8 26 31 2
23 17 54 42 46 26 39 9 20 34 4

11 13 14 16 15 8 31 22 27 49 1

19 8 33 24 29 17 35 14 21 65 2

11 10 22 21 15 7 20 13 31 37 2

16 n/a 24 11 5 19 67 n/a 36 11 8



参考資料１-2．EU 諸国の電子政府への取組状況（その１） 

出典：「An overview of the eGovernment situation in Europe」（2005 年版） epractice,eu（European 

Communities） をもとに和訳。 
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（１）オーストリア 

 
電子政府の戦略 
オーストリア政府の電子政府への「手ほどき」（2004 年 6 月）より抜粋 

＜構想＞ 
相互運用性があるシステムのアーキテクチャー、確実な自動化取引、技術的に中立の展開、構築

され標準化されたプロセス・モデル、コスト意識の徹底、既存の方法と手順の統合、ネットワー

クと情報のセキュリティーと変更の管理体制は、現代的で効率の良い行政機構の特徴的要素であ

る。自動化され断片化された行政構造は、協働行政機構モデルによって取って代わられる。情報

化時代の電子政府は、市民と当局との間に新たな相互関係を作り出すことになる。新たな手法の

通信とテクノロジーは、ユーザーに対して公共機関の仮想世界に自由且つ開放的なアクセスを提

供する。公共的行政機構は、その学際的性格を脱却し、効率的でサービス指向の高い役務の提供

者に変貌しつつある。 

 

申請者は、可能な限り最善のサービスを受ける顧客となりつつある。ユーザーに優しい手続き、

透明なプロセス、品質本位のサービスおよび市民に身近なものであることは、現代的行政機構の

基本的特徴である。市民の申請と事務処理は、不要に複雑化されていない、時間のムダを省いた

対話という手法でコンピューター上での対話として行われる。行政上の決定と書類は電子的な方

法で交付される。電子署名と暗号変換メカニズムによって、データの安全性、データの整合性と

データの保護が確保される。 

 

電子政府は、市民に対して、意見を表明し、そして、意思決定を行うプロセスに直接に参加する

機会を与えてくれる。公開での討論会とインターネットでのチャット・ルームは、市民と政治的

意思決定を行う責任を負う機関との間の対話を深めるために利用することができる。将来には、

バーチャルな世界において、法律制定のプロセスにおいて事前に市民を参加させることも更に簡

単になるであろう。 

 

＜目標＞ 
スムーズに機能しながら、部分的に自動化された手順とするには、必要なプロセスが共同して考

えられている必要がある。現在のトランザクションのプロセスを分析し、必要な場合には再モデ

ル化しなければならない。 

 

全てのレベルの当局と当局との間での緊密な協力がなされると、それは質の向上につながるだけ

ではなく、質の高い相乗効果ももたらすことになる。インフラを共同利用し、プロセスの構築に

伴う作業負担と費用を合意して分担し、そして、技術的手順の開発を調整して始めると、ムダや

部分的でしかない解決を省くことに役立つことになる。 

 

このような新たな協働的アプローチは、電子的データ処理の分野を超えて、行政機構の広い部門
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で既に採用されてきている。それが行政機構の統合的文化となるには、そのアプローチは行政機

構のスタッフによってサポートされるようにしなければならない。 

 

従って、スタッフは、手順を再構築するプロセスおよび新たなテクノロジーの導入の正に着手段

階から関与する機会を有するようにしなければならない。 

 

長期的には、われわれも新たな技術的概念と絶えず対峙することになろう。電子政府としての展

開が静的に止まらないように確保するためにも、そのような概念を適切に利用することを可能に

しなければならない。戦略的検討が、進取性を維持するには、まさに開始時点から、変更管理を

考慮しなければならない。特にセキュリティーの分野では、新たな展開だけではなく、追加的と

より厳しい要求条件もまた想定することになろう。 

 

順応性のあるテクノロジーでは、行政機構スタッフの連続性ある編成と訓練が必要となる。知識

の管理と移転は、現代的な行政機構システムの中心的構成要素である。とりわけ、将来は、行政

プロセスに積極的に参画することを可能にするような広範な範囲のアプリケーションがもたらさ

れることになろう。このような課題に対応するためには、行政機構スタッフの技量も、IT と電子

政府の分野で一般的に増大させなければならない。運営任務の外部発注の計画、並びに、戦略的

と構築的変更への関与の増大は、社会面とテクニカル面での技量の目立った成長と歩調を揃えて

進めなければならない。 

 

＜原則＞ 
オーストリアの電子政府戦略は、いくつかの重要な原則に基づいている。 

● 市民に身近なこと 
行政機構は、市民へのサービスに供されるものでなければならず、その反対であってもならない。

オンラインのサービスは見付け易いものでなければならない。 

 

● 効率の良さによる便利さ 
市民はオンライン手続きにより大きな便利さを期待するものである。そこでの期待は、役所へ出

向く必要がないこと；役所の執務時間に制限がないこと；待つ必要がない；ある当局から別の当

局へたらい回しにされず、直線的プロセスであること；容易に完成でき、データが責任をもって

取扱われ、迅速に処理されるインテリジェントなフォームであるということである。これらの期

待を満足させるためには、公共行政機構はそれらを自動化し、モデルを利用して事務処理を最適

化しなければならない。 

 

● 信頼とセキュリティー 
公共行政機構と電子手段で接触する場合、これまでの役所へ出向くのと同様にセキュリティーが

確保されなければならない。電子世界では、個人の識別と認証は、セクター固有の個人識別子

（ssPIN）と電子署名により保護される。情報交換とデータ送信の安全性はセキュリティー規準の

定義により保証される。 
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● 透明性 
技術的ソリューションとその承認がうまく行くかどうかは、夫々の発展段階にある全ての関係グ

ループの関与に依存する。特に重要なことは、実施体制が全ての人により是認されるように、民

間部門と行政機構があらかじめ協力することである。プロセスの透明性が協力の基礎を提供する

ことになる。 

 

● アクセスし易さ 
公共当局が提供するサービスは、差別なく全ての人々に利用できなければならない。このことは、

新たな電子行政機構にも当てはまるものである。電子政府は、全ての社会階層とグループに利用

できるようになる。技術面と社会面での障壁がないようにしなければならない。ウェブ・アクセ

ス指針の採用は、除外が発生するリスクに対処しようとする試みである。公共端末の利用度が高

くなるほどに、オーストリアでの電子政府へのアクセスが将来にわたり促進されるはずである。

それが連邦政府であるかあるいは連邦州、市町村あるいは地方当局であっても、全ての当局が目

標達成のための努力を拡大する必要がある。 

 

● 使い易さ 
提供される電子サービスの領域は、容易に理解でき、透明で直接的な方法で構築されなければな

らない。フォームや玄関サイト構成の標準的レイアウトは、人的な環境に合せて構成されるが、

それもまた明快さ、ナビゲーションと使い易さを促進するものである。 

 

● データの保護 
データの保護に関しては、市民はオーストリアの行政機構に高い信頼をおいている。行政機構に

おける新規テクノロジーの採用も、その信頼性を電子行政システムにまで拡張されるようにして

くれる。個人の認証と暗号変換メカニズムの目的のための電子署名の使用も、現在の高い規準で

のデータ保護が維持されるように保証してくれる。データ保護基準に適合した識別目的のために

特に開発されたメカニズムやセクター固有の個人識別子は、今日までそうであったように、行政

機構の中で承認された者だけが個人データにアクセスできるように確保してくれる。 

 

● 協力 
電子政府の円滑な運営は、行政機構のあらゆるレベルの間での包括的協力だけによって達成する

ことが可能となる。既存のアプリケーションとインフラも、組織面、財政面と行政面の効率を所

定の目的を達成するために共同で使用されなければならない。公的機関の間での協力は、インタ

ーフェイスを広く解放されたものとし、基本的機能を無償で利用できるようにするという基本的

アプローチに基づくことになる。 

 

● 持続性 
モジュール構成は、継続的な更なる発展を可能にしてくれる変更管理をやり易くするものである。

解放された電子政府は、競争性を改善するのに貢献し、それによりオーストリアの事業活動の場
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所としての立場を安全にしてくれる。行政機構の中での ICT セクターの戦略的調整は、その点で

基本的な重要性を有するものである。 

 

● 相互運用性 
システムというものは互いに通信できるものでなければならない。従って、実行態勢を支配する

ように意図された電子政府の協定書は、国際的に認知された基準と解放されたインターフェイス

を基にして作成されるようになっている。 

 

● 技術的中立性 
情報と通信のテクノロジーは、急速に展開している。従って、電子政府のソリューションも新た

なテクノロジーに解放されたものでなければならない。どのような特定のテクノロジーも優先さ

れることはなく、独占体制に依存することも避けなければならない。 

 

情報と通信のテクノロジーの利用は、これらの原則に従って公共行政機構を組織することを可能

にしてくれるものである。提供される電子サービスの領域は、伝統的なオフィスに取って代わる

ものとなり、1 日 24 時間利用できるようになる。市民は、行政上の手続きを処理する 2 つのフォ

ームの何れかを自由に選択することができる。解放された電子政府は、国民の全てがアクセスで

きるものであり、デジタル・サービスから除外される危険を打ち消している。 

 

＜協働プロセス＞ 
連邦政府、連邦州、市町村あるいは地方当局との間の協働体制に大きな重要性をおいている。連

邦州が設置する参照サーバーは、行政機構のあらゆるレベルの間で通信のためのプラットフォー

ムとして作動しており、その中で作業方法とコンセプトについての提案と協議のための寄稿だけ

ではなく、連邦政府と連邦州との間で締結される協定書も公表されている。 

 

行政上の任務は、その相当部分が連邦州（Bezirkshauptmannschaften（地域議会））、市町村（Magistraten

（地方自治体））と地方当局が提供している。基本的な調整がなされないと、オーストリア国の高

度に連邦的性格は長期的には相違するアプローチにつながっていくであろう。然しながら、市民

と民間部門はそのような相違点についての理解が非常に乏しい。従って、合同の且つ調整された

行動は、電子政府の便益ある実施を確保する原則となる。相乗効果による利益を得るために、合

計 10 の連邦州と連邦レベルの両方での IT 活動が多様な作業グループにおいて調整され、優先度

は合同で設定されている。具体的な要求に焦点をあてた作業グループが、ICT 評議会と連携して

行動して調整された活動を支援している。このことが意味するのは、行政機構のあらゆるレベル

全体に有効な決定が採択されるまでにコンセプトとプロジェクトは合意されているということで

ある。とりもなおさず、このことは、専門家レベルでの意見の相違は避けることができる、とい

うことを意味する。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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電子政府関連の法的整備 
電子政府に関する立法 

電子政府に関する法律（2004 年 2 月 27 日） 
この電子政府に関する法律は、2004 年 2 月にオーストリア議会にて投票採択され、2004 年 3 月 1

日に発効した。この法律は、電子政府のシステムを提供するために利用するインスツールメント

の法的基盤をなすと同時に電子政府のサービスを提供する全ての当局の間で緊密な協力関係の基

盤をなすものである。電子署名、セクター固有の個人識別子あるいは文書の電子送信サービスと

いった新規メカニズムは、また民間部門でも使用することができるようになっている。最も重要

な原則は以下の通りである－公共行政機構へ提出するための通信手段についての選択の自由；市

民カードのような適切な技巧的手段を作ることにより法的保護を改善する目的についてのセキュ

リティー；ウェブへのアクセスし易さを支配する国際基準に適合させることにより、2007 年末ま

でに特別の要求をもつ人々のために公共行政機関が提供する情報とサービスへアクセスについて

無制限アクセス。電子政府に関する法律は、「行政機構の署名に関する施行令（2004 年 4 月 15 日）」、

「行政機構セクターの識別化に関する施行令（2004 年 7 月 15 日）」、および「ソース PIN レジス

ターに関する施行令（2005 年 3 月 2 日）」によって補完されてきている。これら施行令は、それ

ぞれ電子政府に関する法律の一部の規定を更に詳細に定めて、電子政府の実施を促進するもので

ある。 

 

情報の自由に関する立法 

情報へのアクセスに関する基本法（1987 年 5 月 15 日） 
情報へのアクセスに関する基本法（Auskunftspflichtgesetz）は、1988 年 1 月 1 日に発効した「情報

の自由」法であり、連邦と地域レベルでの公共情報へのアクセスに関する規定を含んでいる。こ

の法律が規定するのはアクセスに関する一般的権利であり、そして、連邦機関は秘密保護の法的

義務に抵触しない限り、それぞれの責任分野に関する質問に答えるように義務付けている。然し

ながら、この法律は、情報の内容に関して行政機関より回答を得るだけのために市民が文書にア

クセスすることは許可していない。この基本法の規定をベースにして、9 つのオーストリア連邦

州がそれぞれの機関に同様の義務を課す法律を制定した。 

 

データの保護／プライバシーに関する立法 

2000 年データ保護法（1999 年） 
データ保護に関する EC 指令 95/46 の実施に伴い、2000 年オーストリアのデータ保護法

（Datenschutzgesetz 2000 - DSG2000）が規定するのは、個人データの扱いに関するプライバシーの

基本的権利であり、その中には情報への権利、不正確なデータの修正および違法に処理されたデ

ータの削除を含んでいる。この法律は、データの適法な使用と移転についての前提条件を規制し

ており、その中にはデータ保護委員会による精査付きでの登録や必要な通知を含んでいる。この

法律は最後にその規定に違反した場合の司法的救済を規定している。そこでは、データ保護委員

会と民事裁判所でのそれぞれの手続きの外に違反した場合の刑事罰と行政上の制裁が規定されて

いる。 
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電子商取引に関する立法 

電子商取引に関する法律（2001 年 12 月 21 日） 
電子商取引法（電子商取引 Gesetz - ECG）は、2002 年 1 月 1 日に発効しており、電子商取引に関

する EU 指令 2000/31/EC を実施するものである。この法律は、情報社会サービス、即ち、商取引

オンライン・サービスの一定の側面を扱うものである。この法律によると、そのような情報社会

サービスとは、とりわけ、オンライン配給、オンライン情報、オンライン宣伝、アクセス・サー

ビスと検索エンジンである。従って、この法律はインターネット上で提供される事実上全てのサ

ービスに適用されるものである。そこに定められているのは、サービス提供自由の原則（情報社

会サービスの提供には特定の免許や許可は必要とはしない）および原産地国の原則（情報社会サ

ービスの提供者は、自国、つまり当該提供者が事業活動を行う国、でのそれらサービス提供に関

する法的要求条件を満足させるだけでよい）であり、そして、情報社会サービスの提供者がその

（潜在的）顧客の便宜のために一定の情報を提供すべき義務を定めている。 

 

電子通信に関する立法 

電気通信に関する法律（2003 年 8 月 19 日） 
オーストリアは、新たな電気通信に関する法律（TKG）の制定によって電子通信に関する EU の

新たな規制体制を取入れた。この新法は、2003 年 8 月 20 日に発効したものであり、5 項目にわた

る（EU）指令全てを取入れている。 

 

電子署名／電子識別に関する立法 

1999 年電子署名に関する法律 
電子署名に関する法律は、1999 年 6 月 14 日に議会を通過しており、2000 年 1 月 1 日に発効し、

オーストリアをEU共同体の電子署名に関する体制に関する指令1999/93/ECを実施する最初のEU

加盟国とした。この法律は、一定のセキュリティー要求条件を満足する電子署名を法的に承認し

ており、安全性の低い電子署名にも一定の証拠価値を付与している。この法律は、2000 年に

「Bundesgesetzblatt」（公式官報）にて公布された電子署名に関する施行令によって補完されてい

る。公共分野での電子署名の使用に関する条件だけではなく、市民カードやセクター固有の個人

識別子の使用条件も、2004 年電子政府法に定められている。 

 

電子調達に関する立法 

2002 年連邦調達法 
連邦調達法（Bundesvergabegesetz）は、2002 年 9 月 1 日に発効しており、電子入札に関する法的

条件を設定している。電子調達、特に電子申込、に関する特別規則が、同法を補完するために 2004

年 4 月に公布された（E-Procurement-Verordnung 2004）。この電子調達規則は、公共調達の分野で

の電子手法による申込書の作成と提出を規定している。特別に払われたのは、申込書での電子署

名の使用に関してである。新たな EU 公共調達に関する指令の導入は、電子調達に関する規定を

含めて、2006 年 1 月までに完了するものと、オーストリア政府は期待している。 

 

公共分野での情報の再利用に関する立法 
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オーストリアは、公共分野での情報の再利用に関する（EU）指令 2003/98/EC の導入のための最初

の非公式法案の作成を完成しており、その検討が進行中である。最も確実なところではおそらく、

立法は連邦と「Länder」レベルの両方を通過しなければならず、後者での通過には一つの法律に

10 法案が必要であると暗示されそうである。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
 

国家の電子政府 
方針／戦略 
オーストリアの電子政府に関する戦略／方針の責任は、連邦審議官に直接付与されており、同官

は全ての関連組織を幅広く関与させた多様な組織により支援されており、且つ、連邦審議官事務

局内の一定の行政ユニット、例えば全ての連邦省庁とデータ保護ユニットの間の調整に責任を負

う ICT センターのようなものにも支援されている。 

 

調整 

1. 電子政府プラットフォーム 

電子政府プラットフォームは、「電子政府頂上会議」の一部として 2003 年に設立された。連邦司

令官の直接采配の下で行動しているプラットフォームは、とりわけ、数人の連邦大臣、Länder 第

一大臣会議の議長、市町と地方当局の連合会の会長、社会保険機構の主席理事、連邦主席情報担

当官（CIO）および電子政府のための連邦執行長官で構成されている。電子政府プラットフォー

ムは、電子政府活動の目標を設定し、電子政府のロードマップを作成し、実施体制の全般的調整

を確保し、そして、進捗をモニターすることになっている。 

2. 電子協働評議会 

電子協働評議会は、2003 年に設立され、電子政府プラットフォームがその目標を達成するのを支

援することになっている。この評議会は、全ての省、地域、地域と地方当局の連合会および利害

関係者グループで構成されている。評議会は、電子政府のための連邦執行長官に主宰され、実施

体制となされた進捗の状態について連邦審議官と副審議官へ定期的に報告することになっている。

電子協働評議会の任務は以下の通りである－電子政府の多様な分野における実施プロジェクトの

立上げについての責任を配分し；現状での作業を調整し；参加組織（ICT 評議会、連邦州の電子

政府作業グループおよび ICT に責任を負う公共行政機構の機関）の実施プロジェクトを調整し；

電子政府プラットフォームが採択するロードマップのために合意されるプロポーザルを起案する。 

3. ICT 評議会 

ICT 評議会は、2001 年に設立されており、ICT と連邦レベルでの電子政府実施体制の調整を委ね

られている。この評議会は、連邦各省の主席情報担当官およびその副担当官によって構成されて

いる。この評議会の構成員は、それぞれの省内において情報を提供し、合意された IT 活動を実施

することに責任を負うことになっている。連邦政府が任命する連邦主席情報担当官は、ICT 評議
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会の管理に責任を負うことになっている。同担当官は、連邦審議官と副審議官に対して進行中の

活動について定期的に報告することになっている。 

4. ICT 戦略ユニット 

ICT 戦略ユニットは、2001 年に設立されており、現在のところ連邦審議官の直接的監督の下にお

かれている。その任務は、連邦の各省、市町と地方当局と共に、効率的な組織化と包括的協力に

よって電子政府の実施において最大の相乗効果を作りだすことである。このユニットは、ICT 評

議会および電子協働評議会の活動のためのコンセプトと基本的指針を作ることになっている。ユ

ニットのスタッフの専門的知識は、数多くの特別任務チームに利用されている。このユニットは、

電子政府のための連邦執行長官と共に連邦主席情報担当官に管理されている。その責任分野は、

プロジェクトの組織化、国際問題、テクノロジー、基準、広報および統括で構成されている。 

 

実施 

1. ICT 戦略ユニット 

ICT 戦略ユニットは、国家の電子政府インフラの実施と同時に玄関サイト、市民カードあるいは

部局の間での文書の取扱いや相互問題についての基本的作業のような一つの省を超えて広がる活

動やプロジェクトの実施にも責任を負うことになっている。 

2. 連邦データ処理センター 

国が所有する会社である連邦データ処理センター（Bundesrechenzentrum-BRZ）は、HELP 電子政

府玄関サイトを含めた、政府全体にわたる数多くの電子政府システムを運用している。 

3. 連邦の各省 

ICT および電子政府の方針と活動の全般的調整は、連邦審議官の権限内にある。異なる省庁は、

それぞれに自身のプロジェクトに責任を負う。大規模プロジェクトに関与する主要な省としては、

連邦経済・労務省、連邦教育・科学・文化省、連邦財務省、連邦司法省、連邦運輸・革新・テク

ノロジー省がある。 

 

支援 

1. ICT 戦略ユニット 

ICT 戦略ユニットは、電子政府共通の構成要素の展開に責任を負い、これら構成要素を実施する

ために行政機構と組織を支援する。 

2. 連邦データ処理センター 

連邦データ処理センターは、技術支援と主宰を含めて、連邦部局と行政機構へ IT サービスを提供

する主要提供者の一つである。同センターはまたその政府系顧客のためにアプリケーション・サ

ービス・プロバイダー（ASP）サービスを展開してきている。 

 

検査／保証 

会計検査裁判所 

オーストリア会計検査裁判所（Rechnungshof）は議会の一機関であり、財務上そこから独立してい
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る。検査院の管轄権は、連邦政府、地域と地方の行政機関のみならず、これら機関の管理下にあ

りあるいは実質的な資金提供を受けている全ての機関にまで及ぶようになっている。 

データの保護 

データ保護委員会 

データ保護委員会（Datenschutzkommission - DSK）の役割は、2000 年データ保護法

（Datenschutzgesetz）の規定に従ってデータ保護を保証していくことである。同委員会はその役割

をデータ保護協議会と分担している。委員会は、データ保護の問題について裁定を下し、全ての

情報要請についてルール作りをする権限を有している。 

 

その他 

1. セキュリティー情報テクノロジーセンター 

オーストリア財務省、オーストリア国立銀行、グラツ工科大学によって 1999 年に設立されたオー

ストリア・セキュリティー情報テクノロジーセンター（A-SIT）は、独立した非営利組合であり、

その任務は当局、経済界と市民に仕えるべく技術情報のセキュリティーの分野での専門的知識を

発展させることにある。これまでに対応した具体的問題には、市民カード（Bürgerkarte）の導入

と暗号解読方法の評価を含んでいる。更に、A-SIT はデジタル署名の証明を提供することを承認

された最初の組織であり、現時点でも唯一のオーストリア組織である。 

2. 連邦経済会議所 

オーストリア商業会議所は、そのメンバーに対して、市民カードとして使用するに適した署名カ

ードを発行し、事業界のためにオンライン・サービスを実施し、商業登記を維持している。 

3. オーストリア社会保障協会連合会 

オーストリア社会保障協会連合会は、電子健康保険カード（e カード）の実施を担当している。

2005 年より段階を追って、この e カードはオーストリアの現在のペーパー式健康管理証票にとっ

て代わることになっており、年間に 4,000 万を超える証票を発行し管理する必要もなくなるであ

ろう。チップカードは、カード保有者の名前、肩書き、誕生日および社会保障番号のような管理

データを含むことになる。それはまたデジタル署名機能用にも作成されており、承認された保有

者はそれを行政機構当局との電子取引にも使用することができるようになる。 

4. オーストリア・コンピューター協会 

OCG は、2001 年に電子政府フォーラムを設立した。同フォーラムは、公共行政機構、産業界と学

術界の代表者をまとめており、電子政府と電子デモクラシーでの経験の検討と交換のための独立

したプラットフォームを設けている。OCG はまた、そのメンバーに対して、市民カードとして利

用するに適した署名カードを発行している。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 

電子政府プラットフォーム 

地域と地方の行政機構の上級代表者は、電子政府プラットフォームに参加している。同プラット

フォームは連邦審議官の主宰の下で統合電子政府戦略を練り上げる責任を負っている。電子政府
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プラットフォームが採択する目標とロードマップは、また、地域と地方の行政機関にも適用され

る。このような方向付けは次に地域と地方の戦略にも移行されあるいは含まれるようになってお

り、それには地域の連邦州（Länder）と市町村の行政機関が責任を負っている。 

 

調整 

1. 電子協働評議会 

電子協働評議会は、2003 年に設立され、電子政府プラットフォームを支援して、行政機関の全て

の階層（連邦、地域、地方）が関与する水平電子政府プロジェクトのためのロードマップを練り

上げている。電子協働評議会の任務は、実施プロジェクトの立案の責任を配分し、そして、参加

組織の現在の作業と実施プロジェクトをモニターすることである。 

2. 連邦、地域と地方の当局による電子政府作業グループ 

統一された電子政府システムを設けるためには、行政機構の全てのレベルにわたる集中的な協力

が必要となる。そのような協力は、連邦、地域と地方の当局で構成する作業グループによって保

証されている。同グループでは、連邦行政機構、地域、オーストリア市町連合会とオーストリア

自治体連合会が法的、技術的と組織上の問題について共同解決策を作り出している。必要な透明

性は共同情報・通信プラットフォームにより担保されている。 

 

実施 

地域と自治体の行政機関 

実施の責任は、それぞれの連邦州（Länder）と自治体の行政機関にあることになっている。 

 

支援 

1. オーストリア市町連合会 

オーストリア市町連合会（Österreichischer Städtebund）は、オーストリアの大規模自治体の利益を

代表している。この連合会は、オーストリアの合計 2,359 地方自治体の中の 248 自治体を構成員

としており、この国の総人口の約 55％を代表している。この組織は約 30 の技術委員会を立ち上

げて、町やコミュニティーが採用する革新的手法やプログラムを開発し、新たな立法に関する説

明書を作成し、そして、新たな方針の実施を検討している。電子政府は、目下のところ、主要焦

点の一つである。 

2. オーストリア自治体連合会 

オーストリア自治体連合会（Österreichischer Gemeindebund）は、オーストリアの中規模と小規模

の自治体の利益の法的代表である。2,346 の自治体がこの連合会の構成員である。 

 

検査／保証 

会計検査裁判所 

オーストリア会計検査裁判所（Rechnungshof）は議会の一機関であり、財務上それから独立してい

る。検査院の管轄権は、連邦政府、地域と地方の行政機関のみならず、これら機関の管理下にあ

りあるいは実質的な資金提供を受けている全ての機関にまで及ぶようになっている。 
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（２）チェコ共和国 

 
電子政府の戦略 
チェコの電子政府戦略は、1999 年に作成された国家情報方針書（SIP）において最初に展開され

た。この方針書は、電子政府を含めて、チェコ共和国の情報社会の発展のために 8 つの優先分野

を定めた。この方針は、SIP 行動計画を通して実施された。同計画の最初の版は 2000 年（2002 年

までの期間を対象とする）に採択され、その更新版が 2002 年 2 月（2003 年までの期間を対象と

する）に採択された。 

 

近代的な情報通信テクノロジー（ICT）の潜在的可能性を最大限に利用すべき意向を以って、チェ

コ政府は、2004 年になって、情報社会と電気通信に関する目標を公式化し、そして、2006 年まで

の期間にわたる新たな全国戦略を策定することに決めた。2 つの分野（情報社会と電気通信）に

ついての個別の方針を展開することとしていた従前のアプローチと異なり、政府は「国家情報通

信方針（電子チェコ 2006 年）」と題する 1 つの合同戦略方針書を策定することに決めた。このよ

うな選択は、これら 2 つの分野が緊密な関係にあり且つ次第に収斂しつつあることからきたもの

である。 

 

近代的なオンライン公共サービスは、電子チェコ 2006 年戦略の必須の目標である。その目標は、

行動の対象として次の 3 つの優先分野を確認している－電子政府サービス、電子調達および電子

ヘルス。 

 

電子政府によるサービス 
政府は、「電子政府」を、内部的プロセスを最適化するための、ICT を利用した公共行政機構の内

的と外的な関係の変換として理解している。その目標は、より迅速でより信頼性の高いより安価

な公共行政機構サービスとし、同時に、公共行政機構をその顧客に向かってより開放度の高いも

のとすることである。同じことが地方の自治行政にも期待される。 

 

電子政府の根幹的目標は、国民と公共行政機構との間での取引関係を簡素化することに基本的に

貢献すべきである公共行政機構の効率を高めることである。そのような目標を達成する一つの方

法は、国の行政機構と自治行政機構の任務を、国の行政当局が行う仕事の性格と内容に適した通

信環境のためのルールを作ることによって満足させるとして行政機構当局の運営を支援すること

である。そのようなルールは、所要の情報交換を支援し、公共行政機構内での個々の情報システ

ムの相互協力のための前提条件となるであろう。もう一つの目標は、行政機構当局の活動の手続

き上と行政上の性格を定義し；それを情報の相関関係において、そして、その運営を支配する法

的体制に基づく相互関係への準備に反映させ；そして、定義された権利と責任をベースにしたデ

ータ交換を確保することである。 

 

公共行政機構内でのそれぞれの情報システムの間での協力の調整と簡素化のための、そして、そ
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の相互接続のための一つの条件は、また、公共行政機関の間、公共機関当局が任務を果たす場合

のそれぞれの場所の間、および、公共行政機構とその外部の法主体の間において安全な通信を確

保するツールとしての公共行政機構の共同通信インフラ体制の継続的実施である。 

 

公共行政機構の個々の情報システムの間での通信を調整し、国全体に同等の質のサービスを提供

し、そして、市民と当局との間の通信を簡素化することを確保するには、技術的な規定の役割も

見直す必要がある。その目標の中では、規定の便宜性や質も承認されるべきであり、開放性にも

焦点をあて、とりわけ時の試練を受けた国際規準（例えば W3C コンソーシアムの規準）にも焦点を

あてるべきである。欧州委員会も同様の方向に向かっており、欧州連合（EU）全体の中での相互

運用性を確保することを目指している。同委員会は、そのような目的のために、特定の EU 立法

が目指す指針を策定しつつある。チェコ共和国は、それら文書の起案にも参画しており、採択さ

れる決定はこの国の体制にも導入される予定である。同時に、チェコ共和国は電子欧州 2005 の要

求条件を満足させる意向であり、開放的な規準の利用を支援する。 

 

チェコ共和国の政府は、公共部門でのオープン・ソース・ソフトウェア（OSS）の利用には影響を及ぼ

さないであろう。然しながら、チェコ共和国は、その分野で進行している地方、国と国際の活動に

関連する情報と国際的な推奨事項は発行されるように確保するであろう。公共行政機構において

OSS を利用する可能性は、継続的に見直し評価していく必要がある。 

 

自然人あるいは法人がある当局にいったん提供したデータは、不必要に繰り返し要求してはならないと

いう原則を適用しなければならない。公共行政機関は、先ず機関が利用できるデータを参照し、

その後は自然人あるいは法人の陳述については当初データに変更が発生したかどうか問いただし、

現行のデータあるいは漏れているデータを提供するように求めるよう義務付けることになろう。

変更が確認されあるいは漏れているデータが補充された場合には、公共行政機関は関連するデー

タソースの更新を確認する必要があろう。そのようなデータの根拠のない繰り返し記載や隠匿が

あってはならない。このようにして、公共行政機構の中での同一データの繰り返し要請やその外

に同一問題に関する不統一なデータソースの存在は限定されるであろう。 

 

上記の原則を遵守するために、公共行政情報システムの電子フォーム形式であるいは場合によっ

ては公共行政登録簿で公共行政機関が利用する記録された情報は、正確で最新で完全で信頼でき

るようように保存されており、従って信頼できるようになっていなければならない。つまり、情

報は、可能な範囲で最大限、現実（該当する場合には書類）に対応していなければならない。従

って、情報は、新たに考えられる公共行政登録方式（特に、居住者の基本台帳、経済主体の基本台

帳、特定すべき土地の確認のための基本台帳、および、財産の基本台帳）において公共行政機構

全体が共同で作成し安全を図り、且つ、使用するようになろう。同方式は、他の台帳とその他の

公共行政情報システム、並びに、おそらくは公共行政以外の情報システムにとっての最新の信頼

に値する参照情報（データ）ソースとして役立つであろう。公共行政機構の台帳のたくさんの情

報はまた直接に市民にも利用できるようになろう。台帳の問題は基本的には EU レベルでは規制

されていない。情報の交換に関する根幹的問題は、個々の情報と公共行政機構の通信システムと
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の相互運用性となると想定される。この分野は、ヨーロッパ・レベルでは IDABC プログラムにお

いて調整されている。 

欧州委員会は、いわゆる「欧州相互運用性枠組み」－公共行政機構による電子サービスの提供に

関する相互運用性を確保するガイドライン－を発行した。このプログラムは、また例えば、メタ

データに関する活動も含んでいる。 

 

いろいろな公共行政情報システム相互間でのデータの交換は、常にアプリケーション相互間での

データメッセージの交換、つまり別の公共行政機関の記録移送の中でのデータ内容についての明

確に構成されたクエリー、を通して発生する。チェコ政府は、それぞれの公共行政主体はその事

業を支援させるためにそれぞれの情報システムを稼動させているという想定から始めることにな

り、そして、公共行政主体の通信環境とその情報システムに関するルールを基本的に展開させる

ことに自らの仕事を確認する。そのようなルールには、政府機関と自治体機関が遂行する権能、

権限と任務を制定法により定義するだけではなく、公共行政機構のそれぞれの主体の活動の手続

き上と行政上の性格を定義することを含めることになり、それにより情報についての所定のセキ

ュリティーと保護を確保する。更に、それらルールには公共行政情報システム相互間での相互通

信と市民－「電子政府サービスのユーザー」－との間でのインターフェイスについての技術規定

を含める。 

 

チェコ政府は、可能な限り多くの公共行政機構のビジネスをオンライン化する意向であり、市民

もできる限り多くオンライン・アクセスを利用するように動機付ける予定である。他方では、国は市民に

対する伝統的フォームでのサービスの提供を廃止しようとはしないであろう。オンライン・バー

ジョンのサービスの活用レベルに関しては、伝統的フォームでのサービスの提供をより経済的に

行うよう尽力することになろう。 

 

電子政府の原則は、第 2 段階での公共行政改革（プロセスの改革）を反映しなければならない。

公共行政機構内での現行のプロセスの分析には、公共行政機構の個々の構成要素の情報システム

のレビューを含むことになる。情報システムの内容の恒久的改良に続いてユーザー・アプリケー

ションの構築が先ず必要になると思われる。チェコ政府は、公共行政機関が行う他の行政活動を

簡素化し向上させることに尽力すことになろう。 

 

チェコ政府は、公共行政機構の玄関サイトを電子政府サービスのシステム全体とユーザー（市民）との

間での主要なインターフェイスと考える。情報科学省は、国家的レベルにおいて公共行政情報システ

ムの展開と電子政府の構築を調整する必要があり、それぞれの部局はそれぞれの分野での電子情

報サービスの展開について責任を負うことになる。他の公共行政機関へのシステムの開放度が増

大するとするなら、第 2 段階での公共行政機構の玄関サイトは以下の機能に焦点をあてることに

なろう。1）公共行政機構のディレクトリーを更新するようにウェブ・サービスを展開する。2）

公共行政機構のディレクトリーを公共行政機構の事業説明まで含めるように拡張する。3）公共通

知の表示板。4）日常行事のウェブ・サービスの展開。 
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チェコ政府は、公共インターネットのアクセス・ポイントにもう一つのポイントを設けることをもう一

つの優先事項と考えている。目下のところ、インターネットへのアクセスを提供するべくそのア

クセスが公開された機関の最大級のネットワークは、公用ライブラリーにて構成する。そのネッ

トワークは、今後数年間に更にダイナミックな展開を見せるものとチェコ政府は想定している。

というのは、図書館法のある規定が、公開図書と情報サービスを提供する全ての図書館は 2006 年

の終りまでにインターネット上でのサービスを提供できるようにすべきである、としているため

のである。2004 年中に、およそ 1,700 の図書館がインターネットに接続されるようになりそうで

あり、その結果、人口の約 76％は図書館が公共インターネット・アクセスを提供する場所に住む

ようになろう。その興味の中心と雰囲気によって、好都合にも、図書館は十分な公共行政機構の

コンタクト・ポイントであり情報センターともなるかもしれない。 

 

市民が公共行政機構とのコンタクトを簡素化するために、公共行政機構とのコンタクト・ポイン

トは更に増設され続ける予定である。それらポイントの役割は、1 ヶ所で何でもそろう場所とな

り、市民に公共行政機構に関する情報を提供し、そして、市民がいわゆる日常行事に関連した手

続きが行えるようにする。また、自治体と地域もコンタクト・ポイントとして役立つかもしれな

い。電子政府を支えるプロジェクトは、公共行政機構のコンタクト・ポイントとしてチェコ郵便

国家企業のネットワークを利用する予定である。チェコ郵便が過去 10 年間に行った ICT への投資

のおかげで、全ての郵便局は現在では自動化されており、大部分の郵便業務は ICT に支えられて

おり、最初の電子業務の準備も整っている。重要なことは、チェコ郵便は市民がその居住場所か

らアクセスできる公共行政機構へのサービスを提供する（年金と社会給付金の支払）ことで十分

な経験を持っている。 

 

大部分の公共行政サービスは、情報提供あるいはダウンロードの形ですでにオンライン・サービ

スが利用できる。従って、チェコ政府は基本的には取引サービスの展開に焦点をあてる予定である。 

 

電子政府に関する根幹的任務。 

● 2005 年： 公共行政機関と公共行政機構での現況の基本登録台帳の間でのデータ交換に関す

るルールを規定する立法案の起案。 

● 2005 年まで： 公共行政主体の基本情報システムの十分に効率的で信頼でき安全な方法での

相互接続。 

● 2005 年まで： 公共行政機構のコンタクト・ポイントおよびチェコ郵便支局から、市民が当

局との手続きを行う必要がある公共行政機構の記録および登記台帳の記載内容についての承認さ

れた写しを得るためのアクセスの設定。 

● 2005 年まで： 市民が公共行政機関へ文書形式で書類を提出する義務を、それら機関が電子

的に互いにその文書を提供できる場合には、可能な限り最小限にする。 

● 2005 年まで： 少なくとも以下の市民に対するオンライン・サービスを公共行政機構の玄関サイ

トによって利用できるようにする－国民をその日常行事で支援する玄関サイト式のサービス；個

人の所得税申告を提出できるようにする可能性；個人の ID 書類の申請（ID カード、旅行書類な

ど）；住所の変更をオンラインで通知するシングル・ポイント；社会保障給付の申請；公衆衛生に



 

参 1-2-15 

関するケアについてのサービス；並びに、企業に対するサービスを以下の通り提供する－従業員の

社会保険と健康保険の処理；法人所得税申告書の提出；付加価値税申告書と物品税宣誓書の提出；

オンライン完了の簡素化と統計的報告書の提出；電子通関手続きに関する通関宣誓書の継続的導

入。 

 

電子調達 
公共調達のための ICT の利用は、効率を良くし、品質を改善しそして公共調達に関して使用する

資金の利用を改善し、公共支出について節減をもたらし且つ説明責任の改善をもたらすことにな

ろう。 

 

EU 内部に明快なルールがないことが、これまでのところヨーロッパでの調達への理解への障害と

なってきた。電子調達についての具体的ルールを含む、公共調達に関する立法パッケージが制定

されると、EU あるいはケースによってはその加盟国における電子調達の理解の転換点を作り出す

はずである。そのような立法パッケージはその後にチェコ共和国の立法にも導入されるであろう。

3 年にわたる「電子調達行動計画」の下で、欧州委員会は、国境を越えた電子調達の障害を取除

くために必要となる全ての立法上と立法以外の手段を見出し、電子調達システムの相互運用性を

確保することになるであろう。 

 

チェコ共和国政府は、電子調達というツールを全ての公共調達を低廉にし、より効率的にし且つ

透明性の高いものにする適切な手段と捉えている。従って、政府は電子市場の利用を最大限に支

援するつもりである。 

 

電子調達に関する根幹的任務 

● 2006 年までに： CZK 100,000 (約 3,350 ユーロ)を越す全ての調達について公共行政機構全体

での電子市場の利用を図る。 

 

電子ヘルス 
最新の ICT の利用は、ヘルスケアの品質とそれを利用するための本質的条件であることをチェコ

政府は知っており、それを鋭意促進するであろう。同時に、ICT を展開させることは、提供され

るヘルスケアの効率を増大させ、そして、市民の生活の質的向上を達成する一つの方法であると

見られている。 

この国は、患者識別、健康記録へのアクセスおよびヘルスケア提供者の相互連絡と協力に関する

活動を、EU でのそれら活動と最大の整合性を持つように密接に連動させる予定である。 

国民に保健に関する情報とサービス、例えば健康な生活、汚染状況、防止のためのオプション、

ケアの利用可能性、電話相談などに関するものを提供するために、政府は他のオンライン電子政

府サービス、とりわけ公共行政機構の玄関サイトを提供するために使用されるのと同じ手段を利

用する意図である。 

 

電子ヘルスに関する根幹的任務： 



 

参 1-2-16 

● 暫時： EU スケジュールに従って、これまでの健康保険カードを EU 基準に対応するスマートカ

ードと取り替える。 

● 2006 年の終りまで： チェコ共和国でのケアに関する情報ネットワーク接続ポイントを、EU

の同様のポイントに合せて構築し、国民の健康データの共有および生命と健康に非常事態が生じ

た場合の行動調整の共有を可能にする。 

● 2005 年の終りまで： 国民の健康に関する情報を提供するシステムを展開する。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連の法的整備 
電子政府に関する立法 

公共行政情報システムに関する法律 No. 365/2000 Coll.（2000 年 9 月 14 日） 

この法律は、公共行政機構のための情報システムの展開に関係する個人と組織の権利と義務を定

め、情報システム展開の調整に関する管理体制を設立する。チェコ政府は、新たな電子政府に関

する立法を起案して、とりわけ公共行政機関と公共行政機構の現況の基本登録台帳の間でのデー

タ交換に関するルールを規定する。 

 

情報の自由に関する立法 

情報の自由に関する法律 No. 106/1999 Coll.（1999 年 5 月 11 日） 

情報への自由なアクセスに関する法律として 1999 年 5 月に採択されたものであり、2000 年 1 月 1

日に発効した。この法律は、国の当局、共同体および公的資金を管理する民間機関が保持する情

報に如何なる自然人もしくは法人もアクセスすることを認める。その要請は文書あるいは口頭で

行うことができる。公共機関は 15 日以内に要請に対応する必要がある。機密情報、プライバシー、

営業秘密、行政機関内部処理情報、確定されていない決定に関して収集した情報、知的財産権、

刑事事件の調査、裁判所の活動および諜報機関の活動についての適用除外がある。情報の検索、

複製と送付に関連した費用については手数料を要求することができる。不服申立てを国の関係当

局の上部機関に行なえるようになっており、15日以内に上部機関は決定を下さなければならない。

国の中央機関が情報要請を拒絶した場合には、「公開要請」を提出することができる。その決定に

対しては、別の法律により裁判所へ不服の申立てを行うことができる。 

 

データの保護／プライバシーに関する立法 

個人データの保護に関する法律 No. 101/2000 Coll.（2000 年 4 月 4 日） 

2000 年データ保護法は、市民のプライバシーに対する権利を保護することを目的とする。その目

的のために、この法律は個人データの取扱いでの権利と義務を規制しており、個人データを他の

国へ移送することができる条件を定めている。それはまた公共機関や民間機関が保持する個人情

報を該当する個人がアクセスし修正することを認めている。この法律は、個人データ保護局によ

り統括されている。 
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電子商取引に関する立法 

一定の情報社会サービスに関する法律 No. 480/2004 Coll.（2004 年 9 月 7 日） 

この法律は、2004 年 9 月に発効したものであり、電子商取引の発展を妨害する障壁を政府が除去

するために努力することを定める。この法律は、2003 年 5 月に政府が承認した「電子商取引に関

する白書」で提案されたところにより、電子商取引に関する指令 2000/31/EC を導入している。同

法は、情報社会サービスを提供し、商取引通信を普及させる者についての賠償責任、権利と義務

を規定する。 

 

電子通信に関する立法 

電子通信に関する法律 

電子通信並びに他の法律の修正に関する法律が、2005 年 2 月 22 日に議会により採択された。こ

の法律は、電子通信に関する新たな EU の規制枠組みを国内法に導入するものである。 

 

電子署名／電子身元確認に関する立法 

電子署名に関する法律 No. 227/2000 Coll.（2000 年 6 月 29 日） 

電子署名に関する法律は、EU 指令 No. 1999/93/EC を導入するものであり、民法典の規定を電子署

名に法的価値を明示的に与えるように修正している。この法律は、電子署名の定義を設け、適格

性を有する電子署名と適格性証明を発行する証明発行者のシステムを新設している。その規定に

よると、証明された電子署名および証明サービスの認定を受けた発行者による適格性証明書だけ

が公共機関との電子媒体による情報交換に使用することができる。 

 

電子調達に関する立法 

公共調達に関する法律 No. 40/2004 Coll.（2003 年 12 月 17 日） 

公共調達法は、2004 年 5 月 1 日に発効しており、公共機関が入札を電子媒体により発行する場合

の義務、および、応募する納入者はその入札を電子媒体により提出することができることを規定

する。チェコ政府は、公共調達に関する新たな EU 指令を実施するための正確なスケジュールを、

電子調達関連の規定も含めて、未だ正式に規定していない。 

 

公共部門情報の再使用 
公共部門情報の再使用に関する EU 指令 2003/98/EC を導入するために政府は 2005 年 5 月 12 日に

「情報への自由なアクセスに関する法律」の修正を採択した。この修正では、とりわけ、公共行

政機構がオープン・データ・フォーマット（例えば XML）で情報にオンラインでのアクセスを提

供する義務を定めている。この修正は、2006 年 1 月 1 日に発効することになっている。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府の関連組織 
国家の電子政府 
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方針／戦略 

情報科学省 

情報科学省（Ministerstvo Informatiky）は、2003 年 1 月に設立され、「国家情報方針に関する政府協

議会」よりチェコ電子政府の方針／戦略に関する責任を引継いだ。同協議会は、1998 年に創設さ

れた諮問機関であるが、2002 年 12 月に解散した。情報科学省は、現在、政府全体にわたり電子

政府を実施する戦略を練り、リーダーシップをとることを任務としている。 

 

調整 

情報科学省 

情報科学省は以下の主題の展開と実施を調整することになっている－電子政府（公共行政情報シ

ステム、公共行政機構の玄関サイトなどに重点を置いている）；電気通信；郵便事業と情報社会一

般の促進（例えば「国家コンピューター・リテラシー（習熟）プログラム」）。 

 

実施 
1. 情報科学省。国家電子政府インフラ・プロジェクトを担当する。 

2. その他の中央政府の省庁。部局でのプロジェクトを担当する。 

 

支援 

情報科学省 

情報科学省は、電子政府プロジェクトの実施のために他の政府部局や機関を支援する。 

 

検査／保証 

最高会計検査院 

最高会計検査院（SAO）は、独立した機関であり、公共財務と国の資産の管理を検査する責任を

負っている。 

 

データの保護 

個人データ保護局 

個人データ保護局は、独立した機関であり、個人データに関する立法とのコンプライアンスを監

督し、この分野での市民の苦情を処理している。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 
それぞれの地域と共同体（政府の玄関サイト portal.gov.cz にてアクセスできる） 

 

調整 

情報科学省と内務省 

実施 
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それぞれの地域と共同体（政府の玄関サイト portal.gov.cz にてアクセスできる） 

 

支援 

1. 情報科学省 

2. チェコ共和国の町と自治体のユニオン 

3. チェコ共和国の地域連合会 

 

検査／保証 
利用できる情報なし 
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（３）デンマーク 

 
電子政府の戦略 
現在のデンマークの電子政府戦略は、2004 年－2006 年を対象としており、2004 年 2 月に公表さ

れた。それは 2001 年－2003 年を対象とした従前の戦略の延長である。 

 

構想 
向こう数年に公共部門が直面する課題に取組むには、作業実務とサービスを現代化するのに資す

るようなデジタル・ソリューションの導入を必要とするであろう。政府と自治体機関は、市民と

実業界の要求に焦点をあてた質の高いサービスを提供する、効率的で一貫性がある公共部門を創

り出すことを求めている。以下の構想を実現するために、デジタル化を積極的に推し進めるべき

である。 

デジタル化は、市民と実業界を中心に捉えた、質の高いサービスを提供する効率的で一貫性がある公

共部門を創り出すことに資するものでなければならない。 

 

人口では高齢者の比率が高くなり、就業人口は少なくなり、そのために公共部門の仕事への補充

人口は少なくなるために、公共部門での費用は高くなるものと予想される。加えて、市民や実業

界からの、公共部門もテクノロジーの発展に追いつき、最新の質の高いサービスを適用すべきで

あるとの要求も増大している。実業界でも、特に、国際化のレベルは高くなっていることにより

公共部門との相互協調を必要とすることになろう。 

 

ネットワーク社会はすでに十分に発展している。例えば、2004 年 11 月に、デンマークは IDC に

より情報社会におけるグローバル・リーダーに指名された。政府全体でのソリューションが提供

されるようにする根本的なインフラの設立も、デンマークでは十分に先進化されている。他方で

は、公共部門は市民や実業界の要求を未だに満足させてはいないために、電子政府がもたらすも

のと期待される主要な便益を未だに達成していない。この現状を改善するための方策がとられな

い限り、数年後には実際の効果のないインフラだけが開発されているという危険がある。逆説的

な言い方をすると、デンマークは今後数年には集中的な努力により相当な成果を得るに恵まれた

立場にいる。この点で、可能となる今後の構築改革は変化のための触媒としても作用するかもし

れず、それにより公共部門が更に電子政府を充実させる機会に恵まれるかもしれない。 

 

このような構想で作業を推進させ、その実現のための進捗をモニターするために、以下の 5 段階

の道標を設定した。最初の 2 つの道標は、この構想の目的を説明するものであり、残りの 3 つは

それを実現するために必要となる方策に関係するものである。 

 

道標 
この構想を具体化し、その実現度の進捗をモニターするために、デンマークの戦略は 5 つの道標

を設けた。それぞれの道標に併記したのは、ある数の達成すべき具体的な優先目標である。 
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● 道標 1： 公共部門は市民と実業界を中心にして一貫したサービスを提供しなければならない。 

2006 年末までに、市民の少なくとも 60％、実業界の 95％が電子政府のサービスを利用できるよ

うにすべきであり、そのようなサービスに対するユーザー満足度のレベルを上げるべきである。 

● 道標 2： 電子政府はサービスの質的な改善とリソースの解放を達成しなければならない。 

2006 年末までに、全てのデジタル化プロジェクトの少なくとも 75％ではリソースを解放し、少な

くとも 25％では大規模に解放すべきである。 

● 道標 3： 公共部門はデジタル形式で仕事をし、通信しなければならない。 

2006 年末までに、全ての公共機関の少なくとも 80％は、他の公共機関が送付する全ての書類の少

なくとも 1/4 をデジタル形式にて受取るべきである。そして、全ての公共機関の少なくとも 60％

は、他の公共機関、市民と実業界とデジタル形式で安全に通信できるようにすべきである。 

● 道標 4： 電子政府は一貫した柔軟性のあるインフラをベースにしていなければならない。 

2006 年末までに、全ての公共機関の多くとも 15％までが、共通の公共部門のソリューションと基

準の欠如が重大な障害となっていると説明し、且つ、少なくとも 110 万のデジタル署名証明書が

市民、実業界と公務員に発行されているようにすべきである。 

● 道標 5： 公共部門のマネージャーは進行を先導し、その組織は構想を実現できるように確保

しなければならない。 

2006 年末までに、多くとも 20％までの公共当局が、デジタル化に伴う作業でのリソースの配分不

足が重大な障害となっていると説明するようにすべきである。 

 

優先分野 
戦略的目標の実現を支援するために、デンマーク政府はたくさんの「焦点分野」を確認した。つ

まり、電子政府プロジェクトを成功裏に完成させることを促進するために改善する必要がある分

野である。2004 年までは、焦点は基準、ソリューションおよび玄関サイトのようなインフラ項目

の準備にあてられた。しかし、2004 年－2006 年の間には、その焦点はこれら投資項目による成果

を得ることに当てられよう。 

 

確認された焦点分野は以下の通りである。 

● 安全な実現と数値的結果： 電子政府は、ユーザー、公共機関と公務員のために付加価値を作

り出さなければならず、その付加価値はサービスの改善、費用削減およびユーザーの増大とスタ

ッフの満足度によって測定できるものでなければならない。 

● マネジメントと技量の強化： 公共部門のマネジメントとスタッフは必要な技量とインセンティ

ブを有しなければならない。 

● 組織と企業文化の再生： IT は単に現状の任務とサービスを支援するだけであってはならなら

ない。というのは、プロセスというものは可能な最小限のリソース利用で可能な最大限のユーザ

ー満足度を提供するとう視点で簡素化され自動化されなければならないからである。 

● 通信と知識の共有化の改善： 公共機関の境界を越えて、市民と実業界へも波及させる。 

● インセンティブと財務の包括的展開： 電子政府への投資は必ずしも同一予算年度内に収支が整

うことはない（当初の投資者は必ずしも成果を収穫する者ではないかも知れない）ものであるか
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ら、事業ケース全体を精査し、このような問題に対処するいくつかの単純な融資モデルを準備す

ることが重要である。 

● インフラの価値高揚： デンマークは電子政府のために一貫した技術的と法律的インフラを構

築するその途上にあるが、改善する分野は依然としてある。例えば、データの共有化にまつわる

立法上の問題があり、そして、技術的視点からは、たくさんの分野で共通言語に関する要求もあ

る。この点については、それぞれの機関が使用するデータ・フォーマットが共通のオープンな国

家基準に適合するようにする必要がある。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところ、デンマークには電子政府に関する具体的な立法は存在しない。 

 

情報の自由に関する立法 

公共行政機構のファイルへのアクセスに関する法律（1985 年 12 月 19 日） 

他のノルディック諸国と同様に、デンマークには情報へのアクセスに関して長い歴史がある。遠

く 1865 年にさかのぼると、ある法律が裁判事件で敗訴した側に行政機構のファイルを見ることを

認めている。情報へのアクセスに関する最初の一般法（但し限定的）は、1964 年に採択され、そ

して、「1970 年行政機構のファイルにある文書に一般国民がアクセスすることに関する法律」が

包括的な情報の自由というスキームを作りだした。行政記録へのアクセスは、現在では、「1985

年公共行政機構のファイルへのアクセスに関する法律」によって規制されている。同法は、それ

までの 1970 年法に取って代ったものである。新法は、「如何なる者」であっても行政機構のファ

イルの文書を要求することを認めている。当局は、要求にできるだけ早急に対応しなければなら

ず、もし 10 日より長くなる場合には、要求者に対して何故対応が遅れたか、そして、回答には何

時を予定していたかを説明しなければならない。この法律は、裁判所あるいは立法府議会議員に

は適用されないし、刑事事件あるいは議会へ提案される前の法案起案に関する文書は適用を免除

されている。国家の安全、王国の防衛、外交方針の保護、法律の実施、租税と公共財政上の利益

に関する基本的情報を含む文書については守秘義務もまた認められる。EU 文書についての適用免

除は 1991 年に撤回された。この法律は、また、2000 年に修正され、行政職員についての一部の

データへのアクセスを制限するようになった。守秘義務がある場合には、不服申立てを議会のオ

ンブズマンに提出することができ、オンブズマンは決定書をレビューして、当該文書を開示する

ように推奨する拘束力のない意見を出すことができあるいは当該オンブズマンもまたその決定を

正当であるとする意見を出すことができる。デンマーク政府は同法をレビューする委員会を立上

げて法律の変更を準備している。同変更は、新たなテクノロジーの影響、他の法律の役割、行政

部局を再構成することの効果および独立した監視機関の必要性も考慮することにしている。 

 

データ保護／プライバシーに関する立法 



 

参 1-2-23 

個人データの取扱いに関する法律（2000 年 5 月 31 日） 

この法律は、2000 年 7 月 1 日に発効しており、個人データの取扱いとそのようなデータの自由な

移動についての個人の保護に関する指令 95/46/EC を実行するものである。法律はまた個人が公共

機関や民間機関により保持された当該個人の記録へアクセスすることを認めている。それは

Datatilsynet（データ保護局）により監督されている。 

 

電子商取引に関する立法 

情報社会サービスと電子商取引に関する法律（2002 年 4 月 22 日） 

この法律は、インターネット市場での情報社会サービス、特に電子商取引、の一定の法的側面に

関する指令 2000/31/EC、2000 年 6 月 8 日（電子商取引に関する指令）を実行するものである。 

 

電子通信に関する立法 

電気通信市場における競争条件と消費者利益に関する法律（2003 年 7 月 10 日） 

この法律は、2003 年 7 月 25 日に発効したものであり、電子通信に関する新たな EU 規制枠組みの

大部分を導入するものである。 

 

電子署名／電子身元確認に関する立法 

電子署名に関する法律（2000 年 5 月 31 日） 

この法律は、2000 年 10 月に発効したもので、電子署名に関する欧州指令を導入するものである。

デンマーク政府は、公式デジタル署名スキームを立上げ、それにより全ての市民は、大部分の公

共部門と民間分野での取引で十分なセキュリティーを与えてくれる、無償のソフトウェア形式デ

ジタル署名（OCES－電子サービスに関する公共証明）を受けることができるようになっている。 

 

電子調達に関する立法 
デンマークでは、EU の公共調達に関する指令は、政府命令により組入れられるために、直接に適

用される。これら指令はそれぞれの政府命令に添付書として印刷されており、そのために指令の

本文はデンマークでの公共調達の分野での実際の立法を構成する。現在の政府命令は、2002 年 7

月 30 日に通過したものであり、その日以前に採択された公共調達に関する指令を実行するもので

あり、従って、公共調達における電子的手段の利用に関する規定は何ら含んでいない。政府は、

新たな EU 公共調達に関する指令を実行する命令を現在準備中である（その指令は、水、エネル

ギー、運輸と郵便事業の分野で営業している法人の調達手順を調整に関するする指令 2004/17/EC、

2004 年 3 月 31 日、並びに、公共工事契約、公共納入契約と公共役務契約の落札決定のための手

順の調整に関する指令 2004/18/EC、2004 年 3 月 31 日）。その実施は 2005 年末と予定されている。

これら新たな EU 指令に伴い、デンマーク政府は、契約当局は電子競売とダイナミックな購入シ

ステムを使用することができる、と規定することになろう。然しながら、電子競売に関する制限

事項が工事契約に見られる。 

 

公共分野の情報の再使用 
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デンマーク政府は、公共分野の情報の再使用に関する指令 2003/98/EC、2003 年 11 月 17 日、を実

施する立法を準備中であり、それは 2005 年に議会へ提出されることになっている。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

電子政府プロジェクトの合同評議会 

電子政府プロジェクトの合同評議会は、デンマークの電子政府の中心的意思決定機関である。同

評議会は、5 つの省からの常任幹事、カントリー協議会と自治体の連合会の代表理事および 2 つ

の最大自治体（コペンハーゲンとフレディリスクバーグ）の代表者で構成されている。財務省が

主宰する同評議会はこの国の電子政府に関する戦略／方針に共同責任を負っている。この評議会

の任務には以下の内容を含んでいる－全般的電子政府の構想と戦略の定式化；中心的な技術上、

法律上と組織上の障害を識別しその撤廃を監視すること；共同のソリューションと条件に関して

必要となる戦略的決定を行うこと；とりわけ情報を確認して公共分野のデジタル化の進捗を促進

すること；ガイドラインを作成すること；そして、電子政府に向けての移行の展開と速度を測定

すること。 

 

調整 

デジタル特別チーム 

デジタル特別チームは、特別任務チームであり、公共分野のあらゆるレベルにわたるデジタル化

プロセスにおける調整と協働の触媒として行動するべく設立された。このグループは電子政府プ

ロジェクトの合同評議会を支援し、関係当事者との協力の基本事項に関する意思決定のベースを

準備し、採用されたプロジェクトの実施を推進する。デジタル特別チームは組織的には財務省に

リンクしており、20 人のスタッフを抱えている。 

 

実施 

1. 科学・技術・革新省 

デジタル特別チームは、多くの分野間にわたるプロジェクトを始動させるが、イニシャチブの事

業側面に焦点を絞り続ける－事業プロセスのエンジニアリング見直しやリソースの再展開がより

良いより効率的な公共分野、価値の創造あるいは費用削減に至るような契機を模索する。他方、

科学・技術・革新省は IT 方針とインフラの開発をリードする。同省のリードは、IT 方針センター

を通してではなく、国家 IT・電気通信機関を通して行われる。 

2. 政府の部局 

 

支援 

1. デジタル特別チーム 
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2. 科学・技術・革新省 

3. 国家 IT・電気通信局 

4. 政府統括局 

財務省の一部である政府統括局は、中央政府での効率的なマネジメントの確保に貢献することを

目指している。その目標は、会計、財政管理、支出管理と行政プロセスのデジタル化の分野にお

いて政府、IT システムの提供者および中央政府諸機関のアドバイザーにとって費用効率の良い、

信頼でき且つ創造的な機関になることである。電子政府の分野では、政府統括局は公共電子調達

プラットフォーム「DOIP」の国家的利益を特別に調整することになっている。 

 

検査／保証 

1. デンマーク国家会計検査院 

デンマーク国家会計検査院は、公共的組織であり、その一次的任務は国の会計を検査し、国の資

金が議会の決定に従って管理されているかどうかを精査することである。検査院は「優れた公共

会計実務」の原則に従って財政検査と業務遂行検査の両方を行っている。 

2. デンマーク議会の公共会計委員会 

 

データ保護 

デンマークデータ保護局 

デンマークデータ保護局は「個人データの取扱いに関する法律（法律第 429 号、2000 年 5 月 31

日）」が適用されるデータの取扱いに関して監視を行っている。保護局が主として処理するのは、

公共行政機関あるいは民間の個人からの問合せに基づく具体的事案または保護局が自らのイニシ

ャチブで取上げる事案である。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 

電子政府プロジェクトの合同評議会 

合同評議会は、中央、地域と地方の行政機関および電子政府プロジェクトの合同評議会の代表者

で構成されており、行政の全ての階層にわたり電子政府の整合性ある発展と実施を促進すること

を目指している。合同評議会の戦略は、その目的のため、地域と地方の行政機構だけではなく、

中央行政機構にも適用されている。 

 

調整 

デジタル特別チーム 

実施 

それぞれの地域と共同体 

支援 

1. デジタル特別チーム 
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2. 科学・技術・革新省 

3. 国家 IT・電気通信局 

4. 地方政府デンマーク 

地方政府デンマークは、地方自治体（共同体）の国家連合会である。 

5. デンマーク・リジョンズ 

デンマーク・リジョンズは、郡の議会の全国連合会である。 

6. KMD－コミューンデータ 

KMD はたくさんの自治体の IT 部局が合併して 1972 年に設立された会社である。この会社は地方

政府デンマークとデンマーク・リジョンズを通してデンマーク地方・地域当局が所有しており、

これらの当局に IT の専門知識、システムとサービスを提供している。 

 

検査／保証 
情報がない。 
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（４）エストニア 

 
電子政府の戦略 
エストニアでの最初の IT 方針－「エストニア情報方針の原則」－は 1998 年 5 月に議会において

承認された。この方針書は、方針の目的は 4-5 年毎に変更されるものと説明しており、その結果、

新たな方針書の範囲と焦点についての検討が 2003 年に開始された。 

 

新たな IT 方針－「エストニア情報方針 2004-2006 の原則」－は 2004 年春に政府により承認され

た。最初の戦略書に定義された原則の大部分は、その骨子を維持したが、その時点で定義された

多くの目的は既に達成されたかあるいは現在も達成過程にある。このようにして、新たな方針は、

情報社会の発展における中央部での調整を強化し、一貫性と協働を強化することを目指して更に

一歩踏み出している。IT 関連の展開に加えて、情報社会方針の形成のためのバックグラウンド・

システムもまたエストニアの EU への加入の結果として変わってきた。EU の加盟国として、エス

トニアもまた EU レベルで合意された原則に従うことになっている。このようにして、新たな IT

方針は電子ヨーロッパ 2005 行動計画およびヨーロッパでのその他の戦略文書に定められた目的

に従っている。 

 

従前の IT 戦略と異なり、「改定 IT 方針」はいくつかの具体的優先分野を定めている。現在の政府

の連立協定は、情報社会のいくつかの側面の重要性を強調しており、同方針を練り上げるのに大

いに貢献した。エストニア情報方針 2004-2006 の主要目的は以下の通りである。 

1. 社会全体のそれぞれのトレーニングと啓蒙活動と併せて、全ての国家機関で電子サービスを導

入する。 

2. エストニアの ICT 利用のレベルを EU の平均的レベルを下回らないように維持し、エストニ

アの一般的経済と社会の効率を確保していく。 

3. IT 分野での輸出総量を増大する。2004-2006 年において、エストニアは情報社会の発展におい

て以下の目的を以って進むであろう。 

 

● 市民、企業と公共分野機関のための電子サービスの開発 

電子ヨーロッパ行動計画の枠組みに定義された基本的公共オンライン・サービスの発展を持続さ

せ、電子政府関連データを EU レベルに対応するように確保する。電子ヘルスや電子学習の分野

の好ましい環境の発展に特別の注意を払う。電子サービスの効率と持続性を、需要と供給の両方

の点で確保する。電子サービスを発展させる場合には、顧客指向のアプローチの必要性を心がけ

る。多種言語での通信を可能にするような技術ソリューションを生み出し、特別のニーズを持つ

消費者グループにも配慮する。 

 

● 電子デモクラシー 

電子デモクラシーの発展に貢献する潜在的可能性のある IT ソリューションを見出し、分析する。

インターネットをベースにした電子投票システムを作り出す。 
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● 公共分野での効率の増強 

公共分野での電子文書管理を更に発展させ、デジタル・データのアーカイブ保存にも着手する。

インターネットをベースにした、国と地方自治体との間での通信と情報の管理体制の発展にも特

別の注意を払う。データベースの発展も、データの完全性、利用し易さと相互運用性を確保する

目的を以って継続する。必要な場合には、デジタル方式で署名された文書を含むデータベースを

作り出すべく手段を講じる。公共部門でのリーダーシップとマネジメントの質を向上させるため

に、各省と国家機関の活動統計と財務情報を編集するための運用情報システムを作り出す。 

 

● 電子学習 

国民のデジタル・リテラシーを発展させるための方策を講じる。情報社会に対処することを確保

し、IT ソリューションを迅速に活用できるようにするために、国民全体のトレーニングに特別の

注意を払う。全てのレベルで学校のコンピューター化のレベルを EU の平均まで引き上げる。高

等教育と生涯学習においてウェブ活用学習フォームを導入するように支援する。 

 

● ICT 産業と電子商取引 

現代的 ICT ソリューションの発展と利用を促進する。ICT 関連の研究開発だけではなく、民間分

野での革新も促進する。電子商取引も、ID カード、デジタル署名およびデジタル情報に基づく認

証方法の利用を促進することにより、更に普及させる。加えて、電子商取引の分野での IT 基準の

整備に止まらず、法制も改良してそれがプロセスに貢献するようにする。 

 

● IT セキュリティー 

IT セキュリティー方針の基本原則を練り上げる。民間部門と協力して、国の IT セキュリティー・

センターを設立して、それぞれの EU 機関とのコンタクト・ポイントとする。同センターには以

下の任務を付託する－アタックの登録、関係する全ての当事者への通知、安全手段の研究と配布、

および IT セキュリティーに関する認知度を高めること。 

 

● 国際舞台での地位 

エストニアが電子国家となったとの高い国際的名声を維持するような手段を講じる。エストニア

において革新的なコンセプトと基準が作り出され、これらがヨーロッパ全体で利用されるように

確保するべく、これらを促進させ広める必要性に注意を払う。 

 

● 電子インクルージョン 

情報社会に対処するために必要な条件を改善するだけではなく、デジタル方式の分断を避けるた

めに、ICT へのアクセスは社会的に不利な立場の人々にも普及させるようにする。公共インター

ネットのアクセス・ポイント（PIAP）の展開を継続し、リスク・グループに属する人々を含めた

社会の全ての人々に基本的コンピューター技量が確保されるようにする。広い国民層に普及させ

る目的で制作され且つ市民と企業に対して電子サービスを提供する公共分野のウェブページを、

ウェブ・アクセッシビリティー・イニシャチブ・ガイドラインに従って展開させる。インターネ
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ットのエストニアでの普及レベルを更に拡大させ、そして、通信インフラへのアクセスにより手

ごろなインターネット接続金額を確保し、早いデータ通信ネットワークの発展を優先させ、更に、

電気通信運営者の間での競争を促進することにより、その普及レベルを改善する。 

 

ICT は、失業者と職を失うおそれのある人々の雇用率の増大にも利用することができよう。就業

機会は ICT 学習により増大するであろう。更に、雇用者のためにも遠距離通信を利用した仕事の

シェアを増大させるべく、必要なインセンティブが作り出される。 

 

情報方針の実施は、情報方針行動計画に基づくことになり、本年始めに起案され、異なる国家機

関が情報社会の発展のために開始せんとしている活動を掲げることになる。その行動計画は、責

任を負う当局、期待される出来高と融資の評価を説明している。同計画は、国家予算の起案まで

に共和国政府に提出して承認を求めることになっており、国家予算戦略を纏める際に検討される

であろう。 

 

情報方針 2004-2006 の原則と併せて、政府は「2005 年情報方針行動計画」を採択した。この行動

計画は、15 項目の重要な分野での活動、それらに責任を負う国家機関を掲げており、そして、そ

れらを実現するために必要な費用の見積を含んでいる。 

 

2005 年情報方針行動計画での優先項目は以下の通りである。 

● 地理情報システム： その目的はデジタル・マップを基にしたサービスの展開を継続して、共

通のユーザー環境を改善することである。 

担当機関： エストニア国土地理院 

● 文書管理とデジタル・データのアーカイブ保存： その目的は、公共部門の異なる組織の間で通達

される大多数の文書の電子方式での管理を確保するように公共部門での文書管理を近代化するこ

とである。 

担当機関： 国家官房局 

● 人口情報システムの再構成： その目的は、人口登録に関連する情報システムの原則、アーキ

テクチャーと仕事の流れを改定することである。 

担当機関： 内務省 

● 国家情報システムの再モデル化： その目的は、国家のデータベースでのデータ処理に関する

法的、組織的とテクノロジーの側面を改定することである。 

担当機関： 経済問題・通信省 

● 情報システムに関わる社会福祉： その目的は、労働市場とヘルスケアの分野での質の高い電

子サービスを確保することである。 

担当機関： 社会問題省 

● 教育と研究での ICT： その目的は、Tiger Leap+ とタイガー大学のプログラムを継続的に支

援することである。 

担当機関： 教育研究省 

● 電子インクルージョンとブロードバンド戦略： その目的は、市民と事業家のために、そして、異
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なる社会グループと地理的地域での IT ソリューションを目標としてブロードバンド接続を確保

するために一連の活動を開始することである。 

担当機関： 経済問題・通信省 

● 電子公共調達： その目的は、公共調達を実施するための電子サービスの提供を確保すること

である。 

担当機関： 財務省 

● 市民、企業家と公務員のための統一的サービス環境： その目的は、情報システム・サービスの

発展のために X ロード環境を改善することである。 

担当機関： 経済問題・通信省 

● 電子セキュリティー： その目的は、電子セキュリティー方針を開発し実施することである。 

担当機関： 経済問題・通信省 

● 電子ボーダー： その目的は、シェンゲン協定 1

担当機関： 内務省 

情報システム参加のための条件を設定するこ

とである。 

● 国家 IT 方針並びにそれぞれの行動計画の調整：  

担当機関： 経済問題・通信省 

● 法的保護のための ICT 体制： その目的は、自然人と法人の法的保護に関する電子サービス

を開発することである。 

担当機関： 司法省 

● デジタル方式の文化遺産： その目的は、エストニア文化の分野に電子サービスが提供される

ように確保することである。 

担当機関： 文化省 

● 電子ヘルス： その目的は、健康の分野でデジタル保健記録とたくさんのその他の電子サービ

スを実施することである。 

担当機関： 社会問題省 

 

上記のソリューションを実施するために、ユーザーに優しい、サービスを中心とした IT インフラ

を日常的に機能させ発展させるように確保する必要がある。 

（「エストニア公共行政機構における IT 年報 2004」より抜粋） 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府の関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところエストニアには具体的な電子政府に関する法律はない。 

 

情報の自由に関する立法 

                                                        
1  欧州各国（英国を除く）の共通の出入国管理と国境システム自由化を規定する協定。（訳者註） 
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公共の情報に関する法律 

「公共の情報に関する法律（PIA）」は 、2000 年 11 月に承認され、2001 年 1 月に発効した。この

法律が対象とするのは、教育、健康管理、社会サービスあるいはその他の公共サービスを含めた

公共的任務を遂行する国と地方の機関、公法上の法人と民間法人である。如何なる者でも情報開

示要請を行うことができ、情報を保持している者は 5 就業日以内にそれに対応しなければならな

い。情報の開示要求は登録される。情報が研究目的で要請された場合には、手数料を放棄するこ

とができる。同法は、電子媒体でのアクセスと開示に関しては重要な規定を含めている。政府の

部局は書類台帳を維持しなければならない。国と地方の行政部局および公共情報のその他の保有

者は、ウェブサイトを維持し、そのウェブサイトに情報の包括的リストを掲示する義務を負う。

そのリストには以下の情報を含めることになっている－刑事事件と経済の統計情報；機関を管轄

する制定法と構成ユニット；担当官の職務説明、住所、資格と俸給レート；健康あるいは安全に

関する情報；予算と予算案；環境状態に関する情報；および、補足説明を含めた法律、規則と計

画の案。 

 

情報の保有者は、当該情報が「陳腐化した、不正確あるいは誤認させる」ようなものでないよう

に確保する必要がある。更に、E メールでの要請は正式な情報開示要請として扱わなければなら

ない。同法は、データ保護監察官により強行される。 

 

データ保護／プライバシーに関する立法 

個人データ保護法 

個人データ保護法（PDPA）は、1996 年 6 月に議会を通過し、1996 年 7 月 19 日に発効した。同法

は、公共上の利用のために頒布された如何なる情報でも自由に入手することができる個人の権利

に従って、個人データの取扱いに関して個人の基本的権利と自由を保護するものである。PDPA

個人データを 2 つのグループに分けている－不必要に注意する必要がないデータと注意を要する

データである。注意を要する個人データには以下の項目が含まれる－政治的意見、宗教的あるい

は哲学的信念、民族的あるいは人種的出生、健康、性生活、刑事上の有罪決定、刑事裁判手続き

における法的処罰と連座。 

 

不必要に注意する必要がない個人データの取扱いは、それが PDPA に定める条件の下で発生した

場合には、それぞれの個人の同意なくして許可される。 

 

取扱われた個人データは、組織的としての工夫をこらした手段により保護されなければならず、

その内容は文書に記録しておかなければならない。主任取扱人（つまり、管理者）は、注意を要

する個人データの取扱いをデータ保護監督機関（データ保護観察官）に登録しなければならない。

PDPA はまた個人が公共機関と民間機関が保有する当該個人に関する個人情報を含む記録を入手

し訂正することを認めている。この法律は、2003 年に修正され、EU データ保護に関する立法に

十分に適合するようになった。 
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電子商取引に関する立法 

情報社会サービス法 

情報社会サービスは、2004 年 4 月 14 日に通過し、2004 年 5 月 1 日に発効した。この法律は、イ

ンターネット市場での情報社会サービス、特に電子商取引、の一定の法的側面に関する EU 指令

2000/31/EC を実行するものである。法律は、情報社会サービス提供者、監督組織および要件に違

反した場合の賠償責任についての要求条件を規定している。 

 

電子通信に関する立法 

電子通信法 

電子通信法は、2004 年 12 月 8 日に通過し、2005 年 1 月 1 日に発効した。この法律は、電子通信

に関する新たな EU の規制枠組みを実施するものである。その目的は、電子通信ネットワークと

通信サービスの発展を促進するに必要な条件を設定し、且つ、電子通信サービスのユーザーの利

益を保護するように確保することである。この法律は、公に利用できる電子通信ネットワークと

通信サービス、電波通信、電波周波数と番号の管理、要件への適合についての装置と状態の監督

および要件に違反した場合の賠償責任についての要求条件を規定している。 

 

電子署名／電子身元確認に関する立法 

デジタル署名法 

デジタル署名法は、2000 年 3 月 8 日に承認され、2000 年 12 月 15 日に発効した。この法律は、デ

ジタル署名に手書き署名と同等の法的価値を与え、全ての公共機関がデジタル方式で署名された

文書を受理すべき義務を定めている。 

 

電子調達に関する立法 

公共調達法 

エストニアの公共調達は、現在のところ、公共調達法によって規制されており、同法は 2000 年

10 月 19 日に通過し、2001 年 4 月 1 日に発効したものである。公共調達国家台帳を設ける政府規

則と相俟って、調達法は公共調達国家台帳を利用して公共入札を電子方式で通知するための規則

を設けている。然しながら、電子調達の他の側面は規定されていない。新たな公共調達法を起案

する作業は、新たな EU 公共調達指令を導入するために、既に開始されている。 

この新たな法律は、電子調達（電子競売、ダイナミック購入システム、電子カタログなど）の更

なる発展を可能にする法規定を含むことになろう。導入は、2005 年末までには完了するものと期

待される。 

 

公共部門情報の再使用 
情報なし。 

 

その他の関連立法 

1. データベース法 
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データベース法は、1997 年 4 月に通過しており、公共部門の機関による電子データベースの作成

と維持を規制し、データベースの国家台帳作成を規定している。この法律は、データベース維持

の一般原則を規定し、データ処理に関する要求条件と保護手段を定め、データベースの維持に使

用する用語を統一している。この法律は、また、国と地方自治体のデータベースを登録するデー

タベースの国家台帳だけではなく、私法において個人が維持する注意を要する個人データについ

ての国家台帳の開設を義務付けている。国家台帳の主任取扱人は、政府、各種データベースの主

任取扱人および国家情報システムに対して提案を提起する権利を有している。何人も尽力の重複

を避けあるいは実質的に複製のデータベースを避けることを目指す方法にて、データベースの拡

張、併合あるいは整理、データベースの交差使用あるいはデータ処理もしくはデータ取得の組織

に関して当局を調整する責任を負う。 

2. 身元確認文書法 

身元確認文書法は、1999 年 2 月 15 日に通過し、2000 年 1 月 1 日に発効した。同法は、身元確認

文書の要求条件を定め、エストニア市民とエストニアにて生活する外国人への身元確認文書の発

行を規制する。同法はまた、IDカードの一次的な国内の身元確認文書としての機能を概略規定し、

身元確認文書の国家台帳を設けさせている。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

経済問題・通信省 

経済問題・通信省は、国家情報方針の展開と実行に政治的責任を負う。同省の国家情報システム

部（RISO）は、同方針の立案と実行に主要な役割を演じている。 

 

調整 

国家情報システム部 

国家情報システム部は、経済問題・通信省の一部であり、国家情報システムの調整の外に国家 IT

戦略の開発と実施の調整に責任を負う。エストニアの情報システムの相当部分は各省の IT マネー

ジャー、地方自治体、評議会と監察官の責任に分散しており、エストニアはそのシステムの開発

に関してはどちらかというと集約化されていない国である。中央部の調整は、戦略計画立案を扱

っており、優先度を設定し、その項目についての予算を確保し、協力ネットワークを作り、その

機能を確保し、IT 立法を立案する外に IT 基準を練っている。 

 

実施 

1. 政府全体の情報システムのためのエストニア情報科学センター 

エストニア情報科学センターは、エストニア行政機構の共用情報システムの開発のための支援機

関である。同センターは、エストニアの国家電子政府のためのインフラの主要な構成要素を開発
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し、実施し、運用している。そのインフラに含まれるのは、電子政府の玄関サイト「eesti.ee」、電

子 IDカード、中道システムであるXロード、政府のバックボーン的ネットワークである「EEBone」、

国家情報システム（RIHA）の統括システムである。 

2. 部局プロジェクトの場合の政府部局と機関 

 

支援 

1. 国家情報システム部 

2. エストニア情報科学センター 

 

検査／保証 

国家検査院 

国家検査院（SAO）の役割は、改革を促進し、公共機関の活動とサービスにより納税者のために

最高の価値を作り出すべきその尽力において公共機関を支援することである。そうするために、

SAO はその遂行（経済、効率と効果）および公共行政機構の活動の定常性を評価し、且つ、議会

と政府が国家の運営を改善するのを助けるために推奨事項を提示することである。 

 

データ保護 

データ保護監察官 

データ保護監察官の主要任務は、個人データとデータベースの取扱いの適法性の外にデータ保護

活動の組織を独立した立場での監督を実施することである。 

 

その他 

1. AS Sertifitseerimiskeskus 

AS Sertifitseerimiskeskus (SK) は、証明機関（CA）であり、エストニア電子 ID カードの証明書を

発給し、そして、その証明書を使用することと法的に拘束力あるデジタル署名を与えるのに必要

なサービスを提供する。この組織の使命は、エストニア ID カード・プロジェクトの背後にある電

子インフラの信頼性と完全性を確保し、且つ、信頼性のある証明と日付押印サービスを提供する

ことである。この組織は、また、ID カードの権限センターとして機能し、且つ、カードの電子上

の処理を行うために必要な知識を広める。この目的のために、AS Sertifitseerimiskeskus はデジタル

署名を与え、処理し、検証するための万能システムである DigiDoc を作ってきた。DigiDoc は、ど

のような既存のソフトウェアあるいは新たなソフトウェアにも接続することができるが、その構

成要素はまた独立型のクライアント・プログラムであり、ウェブ玄関サイトでもある。 

2. 電子ガバナンス・アカデミー 

電子ガバナンス・アカデミーは、エストニア共和国、国連開発プログラム（UNDP）および解放

社会情報プログラム協会（OSI）が設立した地域学習センターである。このセンターは、行政実務

と民主主義実践に ICT の使用を促進することを目的としている。同センターは電子政府と電子デ

モクラシーの訓練を行い、経験交換のプラットフォームとして機能し、関連の研究を行っている。
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そこでの主要な目標参加者には、中央ヨーロッパ、コーカサス、中央アジアとバルカン諸国の国々

の行政社会の公務員、政策立案者とそれら対象地域の代表者を含んでいる。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 
情報なし。 

 

調整 
情報なし。 

 

実施 
情報なし。 

 

支援 
情報なし。 

 

検査／保証 
情報なし。 

 

その他 
エストニア都市連合会 
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（５）フランス 

 
電子政府戦略 
フランスの電子政府戦略は、2004 年 2 月 9 日に発表された ADELE プログラムにおいて設定され

ている。ADELE（ADministration ELEctronique）は、市民、実業界と公務員が期待し得るような電

子サービスの一貫性ある調整された開発と実施のための詳細なロードマップを提供するものであ

る。このプログラムは、2004-2007 年を対象としており、戦略計画並びに行動計画を構成するもの

である。 

 

ADELE 戦略計画は、電子政府の開発のための詳細な枠組みを提供するものである。それは、計画

を達成するための質と量の面での目標、メカニズムおよびその達成のために配分される手段を詳

しく定めている。この戦略は、ADELE 行動計画に掲げられている 140 の具体的イニシャチブを通

して実践されるであろう。 

 

ADELE の主要目標は、単純に情報を提供することから対話方式のサービスの提供までにわたり、

全て人が利用できる電子行政機構を実施し、ユーザーが遠隔地から十分な行政手続きを行えるよ

うにすることである。3 つの戦略的終点が定義されている。 

1. 常時全ての人々が利用できるユーザーに優しい非常にたくさんのサービスを提供することに

より、実業界、地方当局と市民のために生活をやり易くする。 

2. 安全なユーザー識別システムの使用によりデータのセキュリティーと守秘性を保証し、そし

て、公共機関による市民の個人データの利用を市民がコントロールできるようにする可能性を保

証することにより信頼性を作り出す。 

3. 公務員の仕事と公共サービスの組織を改善し、そして、国家の財政的余裕を回復するのを支

援することにより公共行政機構の近代化に貢献する。 

 

ADELE プログラムは、インターネットのユーザーだけに便益を与えることを意図したものではな

い。それとは反対に、それは、市民、実業界、非営利団体あるいは公共機関それ自身であるかど

うかを問わず、公共サービスの全てのユーザーに行き渡ることを意図したものである。更に、こ

のプログラムは、過去にあまりに往々にして見られたように行政機構の要求条件を満足させるこ

とではなく、それに代え、これらユーザーの日常のニーズと期待を満足させるように設計されて

いるものである。 

 

4 年の実施期間中に EUR18 億の総予算を予定して、ADELE プログラムは重大な生産性成果を生

む機会を提供している。ADELE は 2007 年現在の予測で年間に国家予算に EUR50 から 70 億の費

用節減をもたらすものと、政府は予測している。 

 

ADELE プログラムは 4 項目の根本的要求条件に基づいている。 

● ユーザーの声に継続的に耳をかし、そのニーズを評価していく。 
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● 全ての人が利用できる電子サービスを行う。 

● 国家と市民との間に信頼の絆を確立する。 

● 公共支出をコントロールしながら、より多くのサービスをより効率的に提供する。 

これらの要求条件を満足させるために、ADELE は、以下の項目を含めて、ユーザーのために生活

をより容易にするように設計された 140 項目の施策とプロジェクトを以って構成されている。 

● 行政機構への問合せに単独の電話番号 -39 39- を設ける。 

このサービスは、「アロー・サービス・パブリック」と呼ばれるもので、どの市民の場合でも 3 分

以内に要求する行政機構の情報に回答を得あるいは次のガイダンスに向けての案内を得ることが

できるようになろう。 

● 「mon.service-public.fr」を呼ばれる個人向けの行政機構カウンターの創設。フランス行政機構

の玄関サイト「Service-public.fr」を利用すると、ユーザーに対してオンラインで利用できる全て

の公共サービスへの安全な個人向けのアクセスが得られよう。 

● 国民向けの電子身元確認カード（CNIE）が設立され、2006 年現在の既存の ID カードに取っ

て代わるようになろう。この新たなカードは、市民が行政とオンラインでより簡単にそして安全

に手続きでき、且つ、パスポートのような他の身元認識文書の発給要請も容易にしてくれであろ

う。 

● 集中方式のオンライン住所変更通知サービスを立ち上げる。それにより市民がその新たな住所

を自らの選択で行政機構へ簡単に通知できるようにしてくれるであろう。 

● その土地で発行される「日常生活カード」（Carte de Vie Quotidienne あるいは CVQ）を開発す

る。それにより公共の場所（店舗や役所あるいは街路でも）での対話式キオスクから公共サービ

スへ安全にアクセスすることが可能となろう。 

● スタッフの雇用のために単独の統合手続き（Titre Emploi-Entreprise）を立ち上げる。その中に

は社会保障負担金や税金も含む。この制度により、小規模会社の総務手続きの負担も軽減され、

また、手続き上の複雑さを行政そのものへ移管することになろう。 

● フランスの公式出版物を全面的に電子形態での配布に転換する。電子版は、現在のペーパー版

と同様の法的価値を有し、より広い規模で頒布されることになろう。中期的には、それにより 1

日 6 トンの紙が節約されることになろう。 

ADELE 行動計画の実施は、毎年実態調査され、それに応じて更新されていくことになる。 

ADELE プログラムを調整する責任は、電子行政展開局（ADAE）に負わされている。この組織は

首相の責任の下に置かれた各省間のサービス機構であり、その任務は国家改革担当大臣の裁量に

委ねられている。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府の関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところフランスには電子政府に関する網羅的立法は存在しない。然しながら、電子政府の

展開のための包括的法的枠組みの設定を目指した法令が現在準備中である。その対象とされた問

題には以下の項目を含んでいる－電子的手段により公共行政機構と通信する一般的権利の創設；
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公共機関相互間での個人データの共有－従前にユーザーの同意を得ることを条件とする；「個人の

行政口座」の開設、つまり、デジタル形式で個人データをユーザーが保管し、それを公共機関と

共有することができるようにした個人の保管スペースである；電子政府の成果品とサービス提供

者に関するセキュリティー基準；電子政府相互運用性の基準の設定；公共行政機構との電子対話

における市民の権利。提案された法文は 2004 年 12 月 9 日の「法律簡素化法」の下で準備された

ものであり、同法の第 3 条は政府がそれぞれの個々の方策について議会の手続きを経る必要なく

して、電子政府に関するたくさんの規則を採用することを認めている。 

 

情報の自由に関する立法 

行政文書へのアクセスに関する法律（1978） 

1978 年 7 月 17 日の「行政文書へのアクセスに関する法律」は、全ての者が公共機関が保持する

行政文書へアクセスする権利を規定している。この対象となる文書には以下のものを含む－国、

地域当局、公共機関あるいは公共サービスを管理する公共あるいは民間の組織より出された実体

法の解釈もしくは行政手続き、推奨事項、予測と決定の説明を含めたファイル、レポート、検討

書、記録、議事録、統計、命令書、指示書、省通達、メモあるいは回答書。これらは如何なるフ

ォームでも対象となり得る。引渡された書類は、著作権ルールの適用を受けるものであり且つ商

業目的には複製できない。公共機関は 1 ヶ月以内に書類要請に対応しなければならない。「行政文

書アクセス審議会」（CADA）はその監視の任務を負っている。同審議会は紛争を調停し推奨決定

を下すことができるが、その決定は拘束力を有しない。不服申立ては行政裁判所へ提起する前に

CADA の決定を受けなければならない。 

 

データの保護／プライバシーに関する立法 

情報科学と自由に関する法律 

フランスは、1978 年 1 月 6 日に「情報科学と自由に関する法律」を採択し、データ保護の立法を

最初に採択したヨーロッパの国々の一つとなった。この法律はデータベースでの識別子の使用お

よび公共分野と民間分野の組織による個人データの取扱いについての法的枠組みを規定する。こ

の法律は、「国家情報科学・自由審議会」（CNIL）を創設しており、審議会はその法律の実施と遵

守の監視を委ねられている。CNIL はまた行政上のデータ・システムの計画において助言役割を担

っている。情報科学と自由に関する法律は、EU のデータ保護に関する指令（1995/46/EC）を実行

する 2004 年 8 月 6 日の法律 No. 2004-801 によって修正された。 

 

電子商取引に関する立法 

デジタル経済信認法（2004） 

デジタル経済信認法、2004 年 6 月 21 日、法律第 2004-575 号は、EU の電子商取引に関する指令

（2000/31/EC）を実行するものであり、フランスにおける電子商取引の発展のための法的枠組み

を定めるものである。 

 

電子通信に関する立法 
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電子通信に関する法律（2004） 

電子通信と視聴覚通信サービスに関する法律、2004 年 7 月 9 日、法律第 2004-669 号は、電子通信

に関する新たな EU 規制枠組みをフランス法として実行するものである。その後の多くの指令を

採用して導入は完了した。 

 

電子署名に関する立法 

電子署名法（2000） 

電子署名法、2000 年 3 月 13 日、法律第 2000-230 号は、電子署名と電子署名を付した文書に法的

価値を認めるものであり、電子署名に関する共同体枠組みに関する欧州指令 1999/93/EC を実行す

るものである。この法律は 2001 年 3 月 30 日のアプリケーションに関する指令を以って完成して

いる。 

 

電子調達に関する立法 

公共調達コード（2004） 

現行版のフランス公共調達コードは 2004 年 1 月 8 日に採択された。その第 56 条は、公共調達手

続きの「不拘束」を規定している。そこで次のように述べられている「入札書類の提出要請全て

は電子フォーマットで入札者へ通知することができ、公共行政機構は 2005 年 1 月 1 日現在にて電

子的に提出された入札を受理する義務を負う」。この第 56 条は、2001 年 3 月 7 日に採択された公

共調達コードの従前の版にもともと導入されていたものである。その適用についての条件は、そ

の後、現在でも有効な 2 件の命令において設定されたものである（電子競売に関しては法律第

2001-846、2001 年 9 月 18 日、そして、公共調達手続きの不拘束については法律第 2002-692、2002

年 4 月 30 日）。これら既存の規定を超えて、公共調達に関する EU 指令（2004/17/EC および

2004/18/EC）、はその電子調達規定を含めて、2005 年秋までに完全に実行されるであろう。 

 

公共部門情報の再使用 

行政文書アクセス法（1978） 

行政文書アクセス法、1978 年 7 月 17 日は、2005 年 6 月 6 日の政府命令によって修正され、公共

分野情報の再使用に関する EU 指令（2003/98/EC）の規定を実施している。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

1. 行政改革担当大臣 

2005 年 6 月に任命された新たなフランス政府では、国家改革と電子政府の戦略／方針についての

政治的責任は、行政事務省から経済・財務省内の予算・行政改革大臣代理に移管された。 

2. 電子行政展開局（ADAE） 
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ADAE 電子政府展開局は、2003 初期に創設され、フランスの電子政府の方針／戦略の準備とその

実施の舵取りとモニターを担当している。この機関は、首相の権限の下に置かれているが、その

任務は行政改革担当大臣（2005 年 6 月から、経済・財務省内の予算・行政改革大臣代理）の裁量

に委ねられている。 

 

調整 

電子行政展開局（ADAE） 

ADAE は、ADELE 電子政府プログラムを実行する視点から、公共行政機構全体にわたる電子政府

と ICT 開発の調整を担当している。この開発局は、行政機構にそれぞれの機関の独立性を尊重す

る漸進的手順を採用して、展開されるサービスに弾みと支援を与え、それを評価している。それ

はまた、ユーザー、公務員と行政機構それ自身に専用の行政機構情報システムの一貫性の面で各

省間に構築サービスを提供している。ADAE の調整の役割は、関係する全ての行政機構との間で

のシステマティックで継続性のある相互協議を基にしている。 

 

実施 
1. 電子行政展開局（ADAE）が共同プロジェクトと共用インフラを担当している（但し、政府の

印刷局であるフランス文書局が管理し、保守している玄関サイト Service-Public.fr.を除く）。 

2. 全ての中央政府の部局がそれぞれの管轄分野のプロジェクトを担当している。 

 

支援 
1. 電子行政展開局（ADAE） 

2. フランス文書局（Documentation Française）が情報管理を担当している。 

3. 経済利益グループ SESAM-Vitale が健康分野を担当（電子健康保険カードとネットワーク）。

このグループは、任意と強制の健康保険スキームに関係する全ての公共と民間の機関を網羅する。 

4. 公共利益グループの社会保障宣言の近代化チーム（GIP-MDS）が社会保障分担金分野を担当

している。実業界がその社会保障宣言を電子方式で行うのを可能にする合同サービスを発展させ

るために、このグループが異なる社会保障機関と実業界の連合体を網羅している。これらサービ

スは、Net-Enterprises というウェブサイトを通してアクセスできる。 

 

検査／保証 

会計裁判所 

フランス会計裁判所の管轄は、公共財源使用についての強制的と任意の調査を対象としている。

強制調査は、この裁判所の管轄権が一次的立法により剥奪された場合の調査であり、従って、関

係する機関の請求額を監査するのは承認された機関だけとなる。任意的調査は、裁判所がその管

轄権を行使するか否かについて裁量権を有している場合となる。会計裁判所は定常性監査と管理

監査を行い、議会と政府を支援する。公共財源の使用は、また、下院と上院の財務委員会により

精査されることになっている。 
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データの保護 

国家情報科学・自由審議会（CNIL） 

CNIL は、フランスのデータ保護当局である。この組織は 1978 年 1 月 6 日の情報科学・自由法に

より創設されたものであり、同法はデータベースの識別子の使用および公共と民間の分野の組織

による個人データの取扱いについての法的枠組みを規定したものである。この審議会は、法律の

実施と遵守を監督する任務を負っており、同時に、行政データ・システムの立案において助言を

行う役割を担っている。 

 

その他 

インターネット権利フォーラム 

インターネット権利フォーラム（Forum des droits sur I’internet）は 2001 年 5 月に創設された。民

間機関であり、フランス政府の支援を受けており、そして、電子政府の分野も含めて、オンライ

ン活動についての使用とルールを検討し提案を行うためにインターネットの全ての関係者（民間

会社、非営利組織、公共機関とユーザー）を参加させることを目指している。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 

地域と地方の行政組織 

調整 

ある場合にはICT地域機関：Artesi2

実施 

イルドフランス, Numeraローヌ・アルプス, Arantisポワントウ・

チャレント, Practicielリムジン, ADNTICピカルディー。 

地域と地方の行政機関 

支援 
1. 電子行政展開局（ADAE）が国家利益に係わるあるいくつかのプロジェクトに関わっている。

（例えば、総合地方電子サービスのための e-Bourgogne プラットフォーム） 

2. 預金供託金庫 

預金供託金庫は、国家が所有する金融機関であり、フランスの中央、地域と地方の行政主体のた

めに公共の利益関連の役割を担っている。そこが支援するのは、FAST（電子文書の法的に拘束力

ある交換のためのセキュア・インフラ）のようなプロジェクトを通した地方電子政府あるいはサ

ービス・パブリック・ローカル（コンテンツ・シンジケーション・サービスであり、地方や地域

の議会が国の電子政府玄関サイト Service-Public.fr 用に作られたデータを使って、その電子情報と

サービスを拡充するのを可能にする）がある。この金庫は、特にその子会社である CDCTIC を介

して、地域と地方の当局に ICT プロジェクトのための支援を与えている。 

3. 一部の地域での ICT のための地域機関 

検査／保証 

                                                        
2  アルファベットの部分は固有名詞です。後半のカタカナは地名です。（訳者） 
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地域会計裁判所 

その他 

1. フランス市長協会 

2. フランス県協会 

3. フランス地域協会 

4. 都市電気通信観察機構 

5. インターネット都市協会 
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（６）オランダ 

 
電子政府戦略 
このオランダ電子政府の構想と方針は、2003 年 12 月に着手された、政府の広範な「政府現代化

プログラム」の根幹的構成要素である。電子サービスの配送は、国と地方の行政レベルでの立法

上の変化や新たな取極めに加えて、現代化の主要な柱の一つと見られている。サービスの改善は、

4 年間に 25％の行政負担を減少させるという政治的目標によって拍車がかかっており、電子政府

はこの目標を達成する基軸動輪と見られている。一回切りのデータ提供は重要な原則である。 

 

「政府現代化」プログラムは、政府を現代化すべき複数の方向を定めるおり、行政と一般社会と

の関係および行政がその任務を遂行する方法を劇的に変更するための出発点となっている。この

プログラムの主要な目標は、核としての有能さおよび顧客のニーズに合わせたサービス提供に焦

点をあてて、行政と公共サービスを市民と実業界の利益になるように単純化しより効果的でより

効率的なものとすることである。 

 

このような目標を達成するために、プログラムは 4 つの行動指針をもっている。 

1. 市民へのサービス提供の改善 
● 電子方式でのサービス提供の実行－（中央政府、州議会と市町村議会が提供する）公共サービ

スの 65％は、2007 年までにインターネット上で提供する。 

● 人々が簡単に参加できるように適切な条件を整える。 

● 革新を通してより良い作業方法を見出す。 

● 新機軸によってより優れた仕事の方法を見出す。 

● 余剰な個人データ要請を排除する。 

 

2. 少なくて良質な規制 
● 部署の規則を合理化する。 

● 市民と実業界のための行政負担を 2006 年までに 25％削減する。 

● 新たな規則を評定して、既存の規制負担の簡素化と減少が新たな規則の採用によって否定され

ないように確保する。 

● 新たな立法のコンセプトを発展・適用する： 規制を少なく異なる方法で行い、詳細なルール

よりも必要な境界を定める広範で根本的なルールを作る。 

● 必要な分野では自主規制を認める。 

● EU レベルでのヨーロッパ規制の主題を対象とする。 

 

3. 行政をより効率的になるように再組織する 
● 方針策定： 重複を減らし各省の間での調整を改善し、21 世紀に向けて中央政府の任務とそ

の適格性を再評価する；政府の助言役割とシステムを規模縮小し改善する；国の役所サービスに

ついて新たな構造を設計する。 
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● 方針の実施： 部局間検討を行い、中央行政の施策を実施するために自律的な組織を設立する

ことの潜在的な賛否を明らかにする；施策の実施にあたってはより大きな効率と有効性を達成す

る。 

● 縦割りの一方的な関係よりむしろ横割りの実施責任説明の関係を通して施策を監督し推し進

める。 

● 運用を改善する： 適切な任務を組合せ任務に束ねる；外部請負者の利用を制限する；マネジ

メント規制を少なくする；質の高いスタッフ配置の方針を展開する。 

 

4. 中央政府および州と地方の自治体の関係を改革する 
● 特定交付金を合理化し、それに伴い中央政府と地方自治体との間の責任の配分を合理化する。 

● サービスの提供、社会的達成機能、効率的協働および機能ベースでの「連鎖管理」を通した革

新面を改善する。 

● 行政全体にわたるベンチマーク評価の実践を通して行政組織の機能を比較する。 

 

「行政現代化」プログラムの主たる電子政府要素は、2004 年 9 月に発行された方針説明書「電子

政府に向けて」において更に詳細化されている。この説明書は、今後数年間にわたる電子政府の

ための共同計画工程の概観を示している。そこには 7 つのドメインが示されており、それらドメ

インの基本的構成要素とそれを完全に実施するために必要な行動がリストされている。 

1. 行政に対する電子媒体によるアクセス 

2. 電子認証 

3. 市民と実業界のためのユニークな識別番号 

4. 基本的な登録方式 

5. 電子式の個人身元確認（チップカード） 

6. 電子媒体による情報交換 

7. 行政組織間での迅速な接続 

 

電子サービスの提供を改善することに加えて、ドメインと関連リソースは市民と実業界のための

行政負担を軽減するのを助けてくれるであろう。提案された行動は、基本的には、共同で且つ中

央部で実施できる手段に関係しており、また多くの基本サービスとシステムの実行を対象として

いる。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府の関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところオランダにおいて全体を網羅する電子政府に関する立法は存在しない。 

 

情報の自由に関する立法 
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政府情報（国民アクセス）法（1991） 

情報の自由に関する立法はオランダでは 1978 年に始めて採択された。それは、政府情報に対する

国民からのアクセスに関する法、1991 年 10 月 31 日、によって取って代られた。1991 年法の下で

は、公共機関あるいは公共機関のために仕事を行う会社が保持する文書に当該情報が含まれてい

る場合には、如何なる者も行政事項に関連するその情報を要求することができる。当該機関には

それに対応するのに 2 週間の猶予がある。その例外も存在する－王室の統一性を危うくし；国家、

国際関係あるいは国の経済もしくは財政上の安全を損なうかもしれない文書；あるいは、会社に

関する情報と極秘にされて製造工程に関する文書；または刑事犯罪の調査、公共機関による検査

あるいは個人のプライバシーを危うくするかもしれない文書は除かれる。不服を行政裁判所へ申

立てることができ、そこで最終決定がなされる。 

 

データの保護／プライバシーに関する立法 

個人データ保護法（2000） 

個人データ保護法は、2000 年 7 月にオランダ議会で採択され、2001 年 9 月 1 日に発効した。同法

は個人データの記録と利用に関するルールを定めており、EU のデータ保護に関する立法を実施す

るものである。この法律はデータ保護局（CBP）により監督され強制手段がとられている。 

 

電子商取引に関する立法 

電子商取引法（2004） 

2004 年 5 月に、議会は EU 電子商取引に関する指令（2000/31/EC）を実行する電子商取引に関す

る法律を通過させた。他の大部分の EU 加盟国と異なり、この法律の導入は水平的な電子商取引

法の形をとらず、既存の法律と規則への一連の修正の形をとっている。 

 

電子通信に関する立法 

電気通信法（2004） 

新たな電気通信法は 2004 年 5 月 19 日に発効した。この法律はオランダ法に、新たな EU の電子

通信に関する規制枠組みを構成する 5 件の指令を導入するものである。それらは、枠組みに関す

る指令、アクセスに関する指令、ユニバーサル・サービスに関する指令、認可に関する指令およ

びプライバシーに関する指令である。その適用は国家規制局（OPTA）によって監督される。 

 

電子署名に関する立法 

電子署名法（2003） 

電子署名法は、2003 年 5 月 8 日に公布され、2003 年 5 月 21 日に発効した。この新法は、電子署

名についての共同体枠組みに関する欧州指令 1999/93/EC のオランダ法への導入を確保し、電子商

取引と電子政府における電子署名の展開と利用の確固たる法的基盤を提供するものである。 

 

電子調達に関する立法 
公共調達プロセスにおける電子手法の利用は、現在のところ国の立法では規制されていない。公
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共調達に関する新たな EU 指令（2004/17/EC および 2004/18/EC）の実施は、その電子調達規定も

含めて、2005 年になるものと期待される。 

公共部門情報の再使用 
公共部門の情報の再使用に関する EU 指令を国の法律に導入する作業は進行中である。その導入

は 2005 年には実行されるものと予想される。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

内務・王国関係省（BZK） 

内務・王国関係省が、オランダの電子政府戦略の開発と実施を舵取りする責任を負っている。 

 

調整 

ICT ユニット（ICTU） 

ICT ユニット（ICTU）は、内務・王国関係省の管轄下にあり、政府全体にわたり、特にたくさん

の具体的プログラムとプロジェクトを通して、電子政府に向けての尽力を調整する責任を負って

いる。 

 

実施 

1. ICT ユニット（ICTU）は部局間にわたるプロジェクトとインフラ・プロジェクトを担当する。 

2. 政府の個々の部局は部局のプロジェクトを担当する。 

 

支援 

1. ICT ユニット（ICTU） 

2. 電子政府に関する情報センター（ELO） 

3. Advies Overheid.nl 

 

検査／保証 

オランダ会計検査裁判所 

オランダ会計検査裁判所は、オランダの公的資金が定常的且つ効果的に徴収され支出されたかど

うかを調査する任務を負っている。この裁判所は政府や議会から独立しており、何を検査するか、

どのように検査するか、何を公表するかを自ら決定することになっている。会計検査裁判所は、

国と関連機関が運営されている定常性、効果と誠実さを検査し改善することを目的としている。 

 

データの保護 
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オランダデータ保護局 

オランダデータ保護局は、データ保護に関する立法の遵守と適用を監督している。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 

オランダの個々の州とコミューン 

調整 

1. 電子コミューン（EGEM） 

ICTU が主導するプログラムが、地方自治体が ICT に関わりその能率を改善させるのを支援して

いる。 

2. 電子州 

ICTU が主導するプログラムが、オランダの 12 州を鼓舞してより緊密に協力し、ICT の分野での

知識を交換させている。 

実施 

オランダの個々の州とコミューン 

支援 

1. オランダ・コミューン協会（VNG） 

2. オランダ州協会（IPO） 

検査／保証 
情報が得られない。 
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（７）スウェーデン 

 
電子政府戦略 
公共情報とサービスへの 24 時間アクセス 
公共の情報とサービスは、できる限り、週 7 日 1 日 24 時間電子方式で利用できるようにすべきで

ある。このことは、電子政府についてのスウェーデンのモデルである 24 時間展開公共行政機構に

ついてのスウェーデン政府の方針の目標である。 

24 時間公共行政機構の概念には、情報とサービス配信のための新たな電子チャンネルによる市民

と企業へより良いサービスを提供すること以上の内容を含んでいる。 

重要な目的は、また、方針策定と意思決定のプロセスにおいて高い透明性と市民の参加により民

主主義を強化することである。 

異なるニーズと条件にも考慮して、如何なる市民も電子政府が提供する新たな機会から疎外され

ることがないようにしなければならない。多数チャンネルのアプローチも提供すべきであり、そ

れにより市民が異なるサービス・チャンネル－インターネット、応対と電話－の間で選択できる

ようにすべきである。ウェブサイトは、誰ものアクセスを促進するような設計と言語を有しなけ

ればならない。 

市民に焦点をあてた公共行政機構は、異なる行政当局と行政レベルの間での緊密な協力により構

築しなければならない。 

 

パーソナル・コンピューターとインターネットの高い浸透率 
国際的にみて、スウェーデンはパーソナル・コンピューターとインターネットの利用では先端国

の一つである。 

18 歳から 64 歳までの人口の 2/3 以上が自宅にコンピューターを持っている。80％以上が自宅、職

場あるいは学校でインターネットへのアクセスを持っている。重要な推進力となっているのは、

政府が 1998 年に開始した PC 税改革であった。スウェーデンの税務立法にいくつかの修正がなさ

れ、私的目的での雇主のコンピューター機器の使用便益に対する税負担が撤廃された。このこと

が意味するのは、従業員はその雇主から私的目的でのコンピューターを、その便益に対する税負

担なくして、借りることができることである。同時に、雇主も社会保障負担金を支払う必要がな

くなる。 

高い浸透率は、スウェーデンでの電子政府が急速に発展する良い機会であることを意味する。 

 

公共ウェブサイトへの訪問者は劇的に増加している 
今日、殆ど全ての公共機関はウェブサイトを持っており、全ての公共サービス担当官には E メー

ルで連絡することができる。公共のウェブサイトの訪問者の数は、過去 3 年間に 2 倍以上になっ

た。本年 4 月には、全てのインターネット・ユーザーの殆ど半分は公共ウェブサイトを訪問して

いる。最もポピュラーな機関のウェブサイトは、求職者には「全国労働者マーケット庁」であり、

納税者には「国税庁」である。今年になって始めて、殆ど 50 万人のスウェーデン国民が所得税申

告フォームを電子媒体で送信するのにインターネットを使った。 
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24 時間公共行政機構の実施 
配信戦略は、公共行政機構のためのスウェーデン式非集中モデルをベースにしている。スウェー

デンは、小規模の施策担当省と行政施策を実行する任務を負う大きな数の比較的自治機能を有す

る局（agencies）がある。これらの局は、パフォーマンス・マネジメント・システムにより管理さ

れており、そこでは政府が目標を設定し、リソースを配分し、マネージャーを指名し、その結果

を追跡して評価することになっている。公共の局は、所定のサービスと成果を得るためにそのリ

ソースをどのように利用するかを決定するにあたり相当の自由が与えられてきた。 

「軽いタッチ」戦略に沿ってはいるが、政府は、電子政府の問題になってくると、その役割を制

限して、指針や方法を設定することにより優先目標を設定し、例えば法的障害の形の障害を除去

し、局を支援し、そして、電子政府のために必要な共用インフラの設置を確保するようになって

きた。 

 

採られた手段 
当初ステップとして、政府は、24 時間公共行政機構の発展を鼓舞し支援するために「公共マネジ

メント局」を任命した。その任務は、関係する全ての局と緊密に協力して実行されており、方法、

指針と同意の展開だけではなく、共通の利益となるプロジェクトの実施も対象としてきた。電子

通信における高いセキュリティーを確保するために、政府はまた国税庁を任命して電子識別と電

子署名の証明書の管理を調整させた。枠組み作り協定が、いくつかの銀行および電子署名のため

にサービスを提供するその他の組織との間でなされた。この戦略は民間市場との間での協力に開

放的な解決策を設けることにある。最終的な目的は、市民に対してあらゆる電子サービスのため

に単一の電子識別を提供することである。 

電子通信に不必要な障害を除去するために、政府はまた、電子文書と電子署名の利用を促進する

目的から書面手続きを指定する全ての立法の見直しを決定した。 

 

今後の方向 
24 時間公共行政機構を発展させる主たる責任は、局がその利用者のニーズについて最良の知識を

有していることから、その局自身に委ねなれなければならない。 

然しながら、市民に焦点をあてた行政の最終目標である、ネットワークでつながれた局を基盤と

した提携サービスのために必要な共通のルール、インフラと基本的機能を立上げるためにはより

綿密に調整された努力が必要である。 

政府は、そのために、今後数年の間に 24 時間公共行政機構の展開を一段一段押し上げていくため

の更なる施策をとることになろう。それら施策の一部は以下の通りである。 

● 局の電子サービス発展のためにより明瞭な目標を設定する。 

● 市民と企業のために大きな便益となる電子サービスの発展を鼓舞するが、それは個別の局のた

めの費用効率だけではない。 

● その利用者との間で良く機能する、公共行政機構の中での、電子通信のために必要な最小限の

拘束力あるルールと基準を決定する。 

● 異なる公共機関の間での通信と協力のための共用インフラとしての基本機能の支援セットを
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備える。 

● 公共電子サービスの展開において国、地域と地方自治体の間での協力を深める。 

● 公共行政機構の異なる部分が提供する全ての電子情報と電子サービスに関して、日常的事柄と

事業の状況を扱う、共通の玄関と指針を提供する。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところ、スウェーデンには電子政府を網羅する立法はない。 

 

情報の自由に関する立法 

プレスの自由に関する法律（1949） 

スウェーデンは、1766 年に情報の自由に関する立法（プレスの自由に関する法律）を制定した世

界最初の国であった。この法律は 1949 年に見直され、1998 に最後の修正がなされた。「公式文書

の公共的性質」の第 2 章は「あらゆるスウェーデン市民は公式文書に自由にアクセスすることが

できる。」と規定している。公共機関は公式文書の開示要請に直ちに対応しなければならない。要

請書はいかなるフォームでも匿名でもよい。それぞれの機関は、全ての公式文書の台帳を保持す

る必要があり、大部分の目次は公に利用できる。現在のところ、この台帳を電子方式で利用でき

るようにする努力がなされている。公共機関の公式文書へのアクセス拒絶の決定には、その組織

内部で不服を申立てることができる。それはその後に一般行政裁判所へ提訴することができ、最

終的には最高行政裁判所まで上告することができる。不服申立てはまた議会のオンブズマンに対

しても行える。オンブズマンは、拒絶決定を調査し、拘束力のない決定を下すことができる。 

 

データの保護／プライバシーに関する立法 

個人データ法（1998） 

個人データ法（1998:204）は、1998 年 10 月 24 日に発効しており、1973 年からのスウェーデンデ

ータ法に取って代わることになった。個人法は、個人データの取扱いで個人の尊厳を損なうこと

を防止することを目的にする指令 95/46/EC に基づくものである。 

 

電子商取引に関する立法 

電子商取引とその他の情報社会サービスに関する法律（2002） 

この法律は、サービス提供者のその顧客に対する義務およびオンラインで提出された情報の取扱

いを規定する。 

 

電子通信に関する立法 

電子通信に関する法律（2003） 

この立法の目的は、競争を促進することにより、市民と公共機関に対して安全で効率的な電子通
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信へのアクセスを与えるものである。それはまた電子通信が全ての地域の市民に利用できるよう

に確保することを目的としている。 

 

電子署名に関する立法 

適格電子署名に関する法律（2000） 

この法律は、電子署名に関する EU 指令（1999/93/EC）を実行するものであり、2000 年 11 月にス

ウェーデン議会を通過し、2001 年 1 月 1 日に発効した。 

 

電子調達に関する立法 

公共調達に関する法律（1992） 

公共調達に関する法律は 1992 年に採択され、それ以来修正を経ているが、その時点から公共調達

プロセスにおける電子媒体の使用に関してある側面をすでに規制している。その規制は、電子通

信、データの保管とセキュリティーに関する利用法（電子署名など）に適用されるルールを有し

ていた。新たな EU 公共調達指令（2004/17/EC および 2004/18/EC）を実施する新たな公共調達立

法を準備するためにある委員会と専門家が任命された。新たな立法は、2005 年中に最終化され、

2006 年に発効するものと予想される。 

 

公共分野情報の再使用 
公共部門情報の再使用に関する EU 指令は、国の法律に導入されていない。これまでの立法を明

確化する必要性について議論が進行中である。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

財務省 

財務省は、スウェーデンの電子政府に関して政治的責任を負っている。 

 

調整 

1. 24/7 局代表団 

「24/7 局代表団」は、2003 年 6 月に設立され、公共部門での電子サービスの発展と利用を鼓舞す

る任務を負っている。中央政府と地方自治体、産業界および学術界からの代表者をまとめて、こ

の代表団は以下の任務を負っている－革新的思考を提供する；国、州議会と地方機関の間での協

力を促進し強化する；研究活動と具体的な実施プロジェクトの間でノウハウの流れを改善する；

24/７局のコンセプトを実行するべく支援する局と地方機関のために資金調達体制を提案する。代

表団が焦点をあてているのは、特に公共と実業界のために大きな便益を生み出し、公共分野をよ

り効率的にすることができる電子サービスである。代表団は、その業務の進捗に関して継続的に
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政府へ報告している。 

2. 政府相互運用性評議会 

「政府相互運用性評議会」は、2004 年 1 月に設立され、政府の主要な局の局長と副局長で構成さ

れている。その任務は、政府内での電子情報の交換のための共通の基準とガイドラインを詳しく

定めることである。この評議会は、全ての局に対して強制的となる規則の外に非強制的なガイド

ラインを発行することができる。 

3. スウェーデン・パブリック・マネジメント局 

「スウェーデン・パブリック・マネジメント局」は、政府と行政機関に支援を提供する。その任

務は、行政の要請に応じて検討と評価を行い、IT の使用を通して公共行政機構を現代化すること

である。 

 

実施 

1. スウェーデン・パブリック・マネジメント局は国のインフラ・プロジェクトを担当する。 

2. 政府のそれぞれの部と機関は部のプロジェクトを担当する。 

 

支援 

スウェーデン・パブリック・マネジメント局 

 

検査／保証 

スウェーデン国家会計検査院 

スウェーデン国家会計検査院の 2 つの大きな任務は、政府機関の会計と行政の年次検査を行い－

財務検査－、且つ、行政運用の効果と効率を検査する－パーフォマンス検査－ことである。 

 

データ保護 

スウェーデン・データ評議会 

このデータ評議会は、新たなテクノロジーの利用を不必要に防止あるいは複雑化することなく情

報社会における個人のプライバシーを保護する任務を負っている。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 

州議会と自治体 

調整 

1. 共同利用のためのプラットフォーム 

共同利用のためのプラットフォームは、地方機関のための共同プラットフォームである。その目

的は、地方自治体における電子政府の発展を加速し最良の実務を交換することである。現在、30

の自治体が協働し、5 件のパイロット・プロジェクトが進行しており自治体における電子サービ

スのための共有システムのアーキテクチャー、技術プラットフォームと基本機能を確認、設計、
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導入している。 

 

実施 

州議会と自治体 

支援 

スウェーデン地方当局と地域連合会（SALAR） 

検査／保証 
スウェーデン州と地方の議会は、検査活動を実施する外部の会計専門職と契約する任務を負う政

治監査人を選定している。 
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（８）英国 

 
電子政府戦略 
英国の電子政府戦略は、2000 年 4 月に公表された「電子政府：情報時代の公共サービスの戦略的

枠組み」において設定されている。この戦略的枠組みは、公共分野全体にわたり電子商取引的方

法を利用して行政活動の転換のための好ましい環境を作り出すことを目的としている。 

この戦略は、また、2005 年までに全ての公共サービスがオンラインで利用できるようにすべきである

という首相が設定した目標を支援することも目的としている。この目的に沿って、全ての公共部

門組織が電子商取引戦略を発展させるべく改革し全ての中央行政部門にその旨を約束し、そして、

行政の中心が必要な共用インフラの設置と先導役を果たすことを、その戦略は強く求めている。 

 

英国の電子政府戦略は 4 つの主導的原則を有している。 

1. 市民の選択にそってサービスを構築する。 

2. 行政とそのサービスをより近づき易いものにする。 

3. 社会全体を包含する意識を育む。 

4. 情報をより上手く利用する。 

 

市民に焦点をすえた行政 
電子政府戦略は、アクセスし易く、便利で安全にして国民が自らの意向で行政に対応することが

できるような質の高いサービスを提供することを目指している。従って、電子公共サービスは、

組織の垣根や行政のレベルを越えて協働しなければならず、且つ、公共分野の組織はそのサービ

スを利用者に意義あるような方法で提供する新たなパートナーシップとして協力しなければなら

ない。パートナーシップはまた変化する需要パターンに応える新たな方法を見出すことができる

民間分野の革新者とも手を組む必要がある。 

 

アクセスし易い公共サービス 
電子媒体で配信することができる全てのサービスは、インターネット上で、そして、携帯電話、

デジタル TV やコールセンターだけではなくパーソナル・コンピューターを通してアクセスでき

るようにすべきである。サービスの組合せは需要との関係で決定することになろう。電子サービ

スの配信はまた必要な時に人的コンタクトを高めるようにしなければならない。サービスは、個

人のニーズに合わせて構成すべきであり、一連のカスタマイズできる玄関サイトを通してアクセ

スできるようにすべきである。政府が目指しているのは、革新的なサービス提供体制を創設する

ような篤志的組織と民間分野の組織の条件を形成するでもある。情報へのアクセスは、情報の自

由に関する立法の下で確実に設定されることになろう。そして、人々の個人的データが保護され

且つシステムが安全であることを確保することにより、使用されるシステムを人々が信頼できる

ように政府は確保するであろう。 

 

対象範囲 
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新たなサービスは全ての人に簡単な操作で利用できるように開発されなければならない。全ての

人々が個人としてあるいはコミュニティーの施設の利用の何れかで、そして、多数チャンネル（コ

ンピューター、デジタル TV、電話、携帯装置など）を使って簡単にアクセスできるようにするこ

とを政府は約束している。コールセンターは、より良いサービスを提供できるようにした情報ネ

ットワークへそのスタッフがアクセスできるようにして改善しなければならない。より良い情報

システムは一般利用者と顔を合わせて対応する担当者の作業も支援するであろう。少数言語グル

ープや身障者またはその行動が制限された人々にもオンライン公共サービスが提供されるように

なろう。 

 

情報の管理 
政府の知識と情報は、価値あるリソースであり、より良い方法で利用し管理される必要がある。

公共分野の組織は、より良い方針策定、より優れたサービス配信とより効率的な処理操作を支援

する一貫性があり矛盾のない情報方針を採用する必要がある。 

2005 年 4 月 1 日に、英国政府は国家の新たな「デジタル戦略書」を発行して、電子政府について

の市民側の頑強なデジタル化異論者や低い理解に取組むことを目指した。それにはいくつかの目

標とそのような現状と取組む行動を概説している。 

● 英国をデジタル化卓越性の面での世界のリーダーとする。その方法は、ICT を使った転換学習、

2008年までに先進型電子公共サービスへの地方での普遍的なアクセスを設定するために地方当局

のために「デジタル・チャレンジ」を立上げ、英国をインターネット利用で最も安全なところと

し、そして、革新的なブロードバンド・コンテンツの創作を促進することによる。 

● デジタルの未来像を実現するためにエラー強さのある戦略を構築する。その方法は、公共部門で

の配信のための変換戦略を立上げ、ブロードバンド市場での競争と取込みを改善することによる。 

● 社会的に疎外されている人々と取組み、デジタル化異論者への橋渡しを行う。その方法は、デジタ

ル化から疎外されている人々と身障者用の使い易さの面でテクノロジーへの親近性を改善するこ

とによる。 

 

更に、デジタル化異論者の状態を 2008 年に見直してその後の変化をモニターする。新たな英国政

府によると、永続性があり効率的な戦略は、世帯や事業会社による ICT 取込みを増大させる市場

の活力に一次的に依存すると言う。然しながら、デジタル戦略書はまた政府がデジタル化異論者

に取組み、社会的に疎外されている人を最小限にすることに取組み、他方、必要な技量を高め、

市場の不備を調整し、対応性ある公共サービスを提供することに明快な合理性を確認している。 

後者の場合についてみると、電子政府を担当するユニットおよび新たに創設された政府の主席情

報担当官（CIO）の協議会は、テクノロジーを介して可能となり到達した公共サービス提供の未

来像を作り上げ、その未来像を実現する戦略を定義する任務を負っている。 

この新たな電子政府戦略は、2005 年秋に公表を予定されており、市民や事業会社の日常生活にテク

ノロジーそれだけではない違いをもたらすような方法で、市民や事業会社へのサービスをどのよ

うに現代化するかにという点から活発に運用されるであろう。その戦略の一部として、内閣室と

CIO 協議会は、行政サービスのデジタルへの切換えの条件、つまりどのようにしてサービスの一

部を殆ど全面的にデジタル環境に転換し、伝統的提供メカニズムを停止するかを検討しなければ
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ならないであろう。この戦略は、これまで提供されてきたサービスからどのようにして教訓を得

たか、その転換が行政サービスのデジタル化転換のために一般的指針をどのように知らせること

ができるかを検討し、そして、その転換がそれぞれのサービスについて条件が整うのに合せて行

われるように確保する必要がある。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところ、英国には電子政府を網羅する立法はない。 

 

情報の自由に関する立法 

2000 年情報の自由に関する法律 

2000 年情報の自由に関する法律は、2000 年 11 月 30 日に国王の裁可を得て、2005 年 1 月 1 日に

完全に発効した。この法律は、公共部門全体にわたって機関が保持する情報に対する開示請求を

国民の誰もが求める制定法上の権利を宣明し、併せて強い強行体制を規定している。この法律の

主要な特徴は以下の通りである－一定の条件と免除の範囲で、公共的任務の遂行過程において公

共機関が保持する情報への一般的アクセスの権利；情報の開示が免除される大部分の場合でも、

公共機関の視点にて開示する場合の公共の利益が当該免除を固持する場合の公共の利益に優る場

合には公共機関の側にも開示の義務がある；新設の情報監督官室および新設の情報審判局は、新

たに創設された権利を強行する広い権限を有する；公共機関の側に情報を公開する体制をとるべ

き義務を課している。この立法は広い範囲の公共機関に適用されることになっており、その対象

には議会、政府の部局と地方機関、保健トラスト、医師の診療所、イングランド、北アイルラン

ドとウェールズにおいて公的資金を提供されているミュージアムとその他の数千の組織が含まれ

る。スコットランドは特定の 2002 年（スコットランド）情報の自由に関する法律を持っている。 

 

データ保護／プライバシーに関する立法 

1998 年データ保護法 

1998 年データ保護法は、1998 年 7 月に国王の裁可を得て、2000 年 3 月 1 日に発効して、EU デー

タ保護指令（95/46/EC）を実施した。この法律は、組織が個人データと情報を取扱う方法につい

てのルールを定めものであり、新聞や電子記録にも適用される。これらルールは、公共機関だけ

ではなく民間部門やボランティア部門も含めて、個人データを保持あるいは取扱う全ての組織に

とって強制的となっている。法律は 8 つのデータ保護の原則を含めており、全てのデータは以下

のように扱わなければならないと定める－公正且つ適法に扱う；指定された合法的目的だけに入

手し使用する；十分で関連性がある範囲とし過度に至ってはならない；正確なものとし、必要な

場合には、更新しておく；必要以上の期間にわたり保持してはならず；個人の権利に従って扱う；

安全に保持し；十分な保護を与える国にのみ移転させる。 

 



 

参 1-2-57 

電子商取引に関する立法 

2000 年電子通信法 

2002 年電子商取引（EC 指令）規則 

2000 年電子通信法は、民間部門と公共部門の両方における電子商取引と電子署名の使用について

の法的枠組みを創設して、電子通信への信頼を構築することを助けることを目的とする。この法

律は、2002 年電子商取引（EC 指令）規則を以って集大成されており、同規則は内部市場での情

報社会サービスの一定の法的側面、特に電子商取引（「電子商取引指令」）、での EC 電子商取引指

令（2000/31/EC）規定の相当部分を英国法に導入するものである。 

 

電子通信に関する立法 

2003 年電子通信法 

2003 年プライバシーと電子通信（EC 指令）規則 

電子通信のための新たな EU 規制枠組みの導入は、2003 年 12 月 11 日に 2003 年プライバシーと電

子通信（EC 指令）規則の発効（電子プライバシー指令の導入）を以って実質的に終了した。この

枠組みのその他の主要要素、例えば枠組み指令（2002/21/EC）、アクセス指令（2002/19/EC）、承認

指令（2002/20/EC）およびユニバーサル・サービス指令（2002/22/EC）は、英国においては 2003

年通信法において実施された。 

 

電子署名に関する立法 

2000 年電子通信法 

2002 年電子署名規則 

2000 年電子通信法は、民間部門と公共部門の両方における電子商取引と電子署名の使用について

の法的枠組みを創設して、電子通信への信頼を構築することを助けることを目的とする。この法

律は、2002 年電子署名規則を以って集大成された。署名規則は電子署名に関する共同体枠組みに

ついての欧州指令 1999/93/EC を英国法に導入するものである。 

 

電子調達に関する立法 
公共調達プロセスにおける電子媒体の使用は、英国では現在のところ規定されていない。新たな

EU 公共調達指令（2004/17/EC および 2004/18/EC）は、2006 年 1 月末までに実施されるものと期

待される。公共調達プロセスにおける電子媒体の使用については以下の側面が国の立法によって

規定されるであろう－通信に適用するルール；データの保存と具体的手順の使用、例えば電子競

売とダイナミックな購入システム。 

 

公共部門情報の再使用 

2005 年公共分野情報の再使用規則 

2005 年公共分野情報の再使用規則は、2005 年 7 月 1 日に発効しており、公共部門情報の再使用に

関する EU 指令 2003/98/EC、2003 年 11 月 17 日、（PSI 指令）を英国法に導入するものである。2005
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年 5 月に、英国政府は「公共部門情報部 (OPSI)」を設立したが、この部署は公共部門情報の再使

用に関する方針規準を調整する任務を負っている。この新たな部署は、内閣室に附属しており、

公共部門情報の再使用の運用について助言し規制する拡大権限を有しており、再使用の透明性を

強めそして障壁を取除く規準を設け、実務枠組みを提供するであろう。政府によると、OPSI は英

国の公共部門を先導して、公共部門情報へのアクセスについて潜在的再使用者のために一貫性あ

る透明な取扱いを提供することになろう。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

1. 内閣室 

内閣室は、英国の電子政府の方針にとっての行政改革と現代化に対する政治的責任を負っている。

内閣室は、政府機関であり、その任務は政府の配信・改造プログラムを支援することである。こ

の室は、政府の中心部で首相室と大蔵省に並んで位置し、政府がその優先課題を伝えるのを確保

することを目指している。この目的のために、内閣室は様々な部署や機関と協働し、方針策定と

対応性ある質の高い公共サービス面での卓越性を確保する。内閣室の中の電子政府ユニット

（eGU）は、電子政府の作業目録を前進させることと、IT 戦略と方針の定立を担当する。 

2. CIO 協議会 

CIO 協議会は、2005 年初期に設立されたもので、中央政府、地方当局および警察や国家健康サー

ビスなどの公共機関から選任された 30 人の主席情報担当官（CIO）によって構成されている。CIO

協議会は、年に 3 回の会合を持ち、電子政府ユニットと協働して 2005 年以降の機関についての政

府の新たな IT 戦略を立案している。またこの協議会は、公共分野での CIO の役割を促進し、政府

の IT プロジェクトの成功率を高めることも目的としている。 

 

調整 

電子政府ユニット（eGU） 

内閣室の電子政府ユニットは、政府部の電子政府の展開を調整することを担当している。このユ

ニットはまた政府全体にわたり最良実務を促進する役割も担っている。 

 

実施 

1. 電子政府ユニット（eGU） 

eGU は、国の電子政府インフラ（例えば Direct.gov.uk という市民向け玄関サイトや Government 

Gateway というセキュア取引ハブ）の主要構成要素の開発、実施と運用を担当している。 

2. 中央政府の各部、局と機関 

中央政府の部と局は部局内のあるいは分野固有の情報システムと電子政府プロジェクトの実施を

担当している。 
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支援 

1. 電子政府ユニット（eGU） 

eGU は、政府の部局に対してそれら部局の電子商取引戦略の実施のための支援とガイダンスを提

供している。 

2. 政府商務室（OGC） 

OGC は、大蔵省の室であり、その役割は中央行政部やより広い公共部門を支援してそれら部門の

調達活動や商務活動で値段相応のものを得るようにしている。その権限には、また、政府の各部

やその執行機関および NDPB にプログラムやプロジェクト管理の支援を提供することを含んでい

る。特に OGC は、政府の機関が、IT により可能となる事業変更を成功させるのを支援する情報

やガイダンスを提供している。OGC はまたプロジェクトを成功裏に次の段階へ進めることができ

るとの言質を与えるために、プロジェクトのライフサイクルにおけるクリティカルな段階でプロ

ジェクトを精査するように設計された Gateway reviews を遂行している。OGC は、政府の Efficiency 

Programme を推し進めており、2007/8 年までに 215 億ポンド（EUR323 億）の効率取得を達成す

るという政府の目標を達成しようと目指している。 

 

検査／保証 

会計検査院（NAO） 

NAO は独立した機関であり議会に代わり公共支出を精査する任務を負っている。この機関は、全

ての政府部局だけではなく広い幅の他の公共機関の会計を監査し、そして、政府機関がその任務

の遂行とサービスの提供のために公的資金を使用する際の経済性、効率と有効性に関して議会へ

報告する。過去数年にわたり、NAO は電子政府あるいは部局の ICT プロジェクトに関していくつ

かのレポートを発行してきている。電子政府に関するものを含めた政府支出は、また、庶民院の

公共会計委員会（PAC）の精査をうける。NAO の場合と同様に、PAC は電子政府あるいは最近数

年の特定 IT プロジェクトに関連するいくつかのレポートを発行してきた。 

 

データ保護 

情報監督官 

情報監督官は、独立した監督機関であり、データ保護／プライバシー並びに情報の自由の分野で

の立法の強制実行と監督を担当する。監督官が負う一連の任務には、良好な情報の取扱いの推進

や個人データの収集と処理に関するデータ管理員の実務規準の推奨も含んでいる。情報監督官は

議会に対して直接報告する。 

 

地方の電子政府（イングランド） 
戦略 

1. 副首相室（ODPM） 

ODPM は地域と地方の行政に根幹的責任を負っており、英国政府と権限委譲を受けた自治体との

間の関係を管理している。この室は、地方機関における電子サービス配信の全ての側面を担当し
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ており、地方自治体のオンライン資金やパスファインダー・イニシャチブも対象としている。こ

こはある範囲の他の組織とも協働してきており、2002 年 11 月に開始された地方自治体のための

電子政府戦略も展開している。この戦略は、全ての地方機関の便益のために、証明されたコスト

効果のある標準的な製品、サービスと実施ロードマップを展開するために、とりわけ、一連の国

家プロジェクトを通して数人のパートナーをグループ化して実施されている。 

調整 

副首相室（ODPM） 

ODPM は、地方自治体オンライン・プログラム評議会を主宰して、地方の電子政府のための努力

を調整している。他のメンバー組織には、電子政府ユニット（eGU）、政府商務室（OGC）、改 善

開発局（IDeA）、地方自治体協会（LGA）、情報テクノロジー・マネジメント協会（SOCITM）、地

方機関最高責任者・上級管理者協会（SOLACE）も含んでいる。 

実施 

地方議会 

イングランドの全ての地方議会は、2001 年以来これまで、2005 年までの電子サービス配信の未来

像と計画を定める「電子政府実施体制（IEG）」説明書を毎年作成し ODPM に提出するように要請

されてきた。ODPM は、政府の要求条件に適合する IEG を提出してきたそれら地方議会に追加の

資金を提供している。2004 年 4 月に、ODPM は、一連の優先権分担方式による電子政府の実施と

IEG 資本交付金の使用に焦点をあてる手段として「地方電子政府のための優先成果報告書」を発

行した。 

支援 

1. 副首相室（ODPM） 

2. 電子政府ユニット（eGU） 

3. 地方電子政府のための国家プロジェクト 

4. 改善開発局（IDeA） 

IDeA は、自主的持続性維持のための改良を促進し支援するために地方自治体によりそれ自身のた

めに設立された機関である。この機関は、電子政府を含めた、限定された数の基本的改善開発に

焦点をあてている。IDeA は全国規模で活動しており、地方電子政府の実施のために支援を提供し、

地方機関が進捗を調整分担することを可能にすることを目指している。特に、地方機関が情報を

分担しサービスを共同化することを可能にし、地方の電子政府（この中に地方自治体の全国的調

達システムである「IDeA マーケット」がある）を支援するために必要なインフラを構築する一連

の国家プロジェクトを先導している。IDeA はまた地方自治体の利益を中央の行政、納入業者や他

の分野の関係者を使って擁護している。 

5. IT マネジメント協会（SOCITM） 

SOCITM は、公共部門で働く ICT マネージャーのための専門職協会である。550 の異なる組織か

ら 1450 を超える会員を擁しており、これら会員は基本的には地方機関に属している者だけではな

く、警察、消防、住宅機関やその他の地方で提供される公共サービスに属している者もいる。

SOCITM は ICT の最良実務の推進、利用と発展のためのフォーラムを提供している。この組織は
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地方機関に対する ICT と電子政府に関する研究、助言と指導の重要な提供機関である。 

6. 地方自治体協会（LGA） 

LGA はイングランドとウェールズの総数 500 に僅か足りない数の全ての地方機関を代表している。

その目的は、議会が運営される方針、行政と財政的な相互関係がその目的を確実に支えるように、

公共サービスを改善し行政と共に歩む動きの中心に、地方議会を据えることである。LGA は、ふ

さわしいサービスをそのコミュニティーに提供するべく設定された大きな課題をこなすための地

方機関の努力を支援し、そして、このような未来像を作り上げる上で電子政府が演じる役割を大

いに強調している。 

7. 地方機関最高責任者・上級管理者協会（SOLACE） 

SOLACE は、英国全土の地方機関で働く上級戦術マネージャーを代表する組織である。この協会

は、効果的な地方行政を促進し、そのメンバーのために専門知識の発展を図っている。SOLACE

は、ODPM 電子政府プログラム評議会にも SOLACE は代表を送っている。 

検査／保証 

会計検査委員会 

会計検査委員会は、独立した、どの部局にも属さない公共機関であり、保健省およびウェールズ

の場合にはその議会と共に副首相室をスポンサーとする。委員会は、地方機関によって地方で提

供される公共サービスに公共の資金が経済的、効率的且つ効果的に使用されるように確保するこ

とに責任を負う。会計検査委員会は、地方機関の電子政府に関する努力体制を検査するプロジェ

クトを運用している。 

地域の電子政府（スコットランド、ウェールズと北アイルランド） 
スコットランド、ウェールズと北アイルランドの権限委譲を受けた行政機構は、自らの電子政府

戦略を策定し実施している。 

北アイルランド 

北アイルランド電子政府ユニット 

北アイルランドの電子政府ユニットは、北アイルランドでの電子政府について促進、モニターと

報告の責任を負っている。第一大臣と副第一大臣のオフィスの一部は、提供されるサービスの質

を改善し、その費用を軽減するために、北アイルランドの公共サービスでの ICT の使用を奨励、

支援している。 

スコットランド 

21 世紀政府ユニット 

スコットランド行政部は、電子媒体で提供できる可能性がある全ての行政サービスを 2005 年まで

にオンラインで利用できるようにするという英国全体の目標を承認してきた。この行政部はまた

市民のニーズに従ってスコットランドの公共分野全体にわたるサービス提供に係わることを約束

している。21 世紀政府ユニットの電子政府チームの作業は、多様なチャンネルを通して公共サー

ビスをより良く提供すること、並びに、相互運用性や認証といった根本的技術問題に取組むこと

に焦点をあてている。このチームはまたテクノロジーの新たな革新的な利用の推進、そして、ス

コットランドの公共分野での電子サービスの提供の進捗状況のベンチマーク・チェックにも関与

している。「オープン・スコットランド」は、スコットランド行政部の 21 世紀政府ユニットが開始し
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た際立った標語活動である。 

ウェールズ 
ウェールズ議会は、2001 年 7 月に、ウェールズを情報時代（Cymru Ar-lein／より良いウェールズ

のためのオンライン）に先導する戦略を発表した。情報時代諮問グループ（IAAG）は、公共、民

間とボランティアの分野の代表者で構成されており、情報社会戦略の展開においてウェールズの

議会担当大臣と国民議会電子大臣に諮問を行うために形成されてきた。その要をなす責任は、ICT

を利用して市民のニーズを満足させるように構築された第一級の公共サービスを提供し、そして、

公共面での方針の開発と形成において市民と実業界のより積極的な関与を確保することである。 



 

参 1-2-63 

（９）スペイン 

 
電子政府戦略 
スペイン政府の現在の電子政府戦略は、2004 年 9 月に発表された「公共行政のテクノロジー現代化

計画 2004-2007」、別名「プラン・コネクタ」に説明されている。 

プラン・コネクタは、スペインの中央政府が提供するサービスの質を改善し、そして、新たなテ

クノロジーを導入し、官僚方式を薄め、手続きを簡素化し、不当な遅延をなくすることによりそ

れを市民と実業界により近づけることを意図している。 

この計画の要となる使命は、電子政府、処理方法の再設計、行政内部での調整と協力、市民への

多数チャンネルでのサービス提供および公務員の訓練を基にして公共行政を現代化するのを助け

ることである。 

この使命を達成するために、一纏めの目標が詳細に定められており、その目標は具体的で、数量

化測定ができ、現実的であり、実行可能であり、期限も制限されている。それら 11 項目の目標

は以下の通りである。 

1. 順番待ち列をなくしあるいは減少させる。 

2. ペーパー文書をなくしあるいは減少させる。 

3. 電子行政の開発と推進 

4. 電子調達の開発と推進 

5. 電子ヨーロッパ 2005 ベンチマーク・ランキングでのスペインの地位の向上 

6. 電子署名の広い普及 

7. 行政手続きのための処理時間の短縮 

8. 公共行政機構の内部と相互間での相互運用性の改善 

9. アプリケーションとソリューションの再使用 

10. 公共行政機構での通信の改善 

11. 公務員の訓練 

これら目標を達成するために、プラン・コネクタは中央政府、自治共同体、地方機関および行政

と連絡・通信する場合の会社に関する一連の測定方法を規定している。この計画には 2007 年まで

に EUR8,400 万の予算が予定されており、根幹的 5 分野の 43 件のプロジェクト（「メタプロジェク

ト」）に使われることになっている。 

 

1. セルティフィカ（2000-2005） 
この計画は、公共行政機構と市民との間での電子対話を支える情報システムを開発することを目的

とする。一つの要の目標は、一定のサービスの提供のために公共機関が市民に現在要求している

書面証明書の 80％を廃止することである。それに代わるのは、行政機構間のデータの安全な交換

のための電子システムを開発して発行される法律的に有効な電子証明書である。市民が多数の組

織に書類を繰り返し提出する必要性はこれによりなくなってしまうであろう。電子証明書に転換

することに加えて、この分野での要のプロジェクトには、住所変更通知のための総合オンライン・

サービスの立上げ、並びに、公共行政機構が市民や実業界に電子媒体により正式の通知を連絡で
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きるように設計された安全な電子通知サービスの更なる開発を含んでいる。 

 

2. eDNI（2004-2005） 
電子式国籍識別書類（e-ID カード）が実施され、現在のものに代わることになろう。この eID カ

ードは、電子署名を組込むことになり、電子書類や契約書にデジタル方式で署名すること、そし

て、デジタル環境で市民を識別し認証することを可能にしてくれよう。特定プロジェクトには、

電子署名を有効化する共有プラットフォームの開発と単独のサインオンと時間スタンプのための

インフラの開発、証明機関の認定および e-ID カードの配布も含んでいる。 

 

3. シウダダノ.ES（2004-2005） 
行政機構を市民により近づけるために、新たな市民用玄関サイトを立上げるであろう。この玄関

サイトは、対話式サービスとトランザクションのサービスおよび公共行政機構との通信のための

一連の新たなサービスにアクセスを提供するであろう。要のプロジェクトには以下の項目も含ん

でいる－電子式公共部門情報の開発、一元化された情報管理組織、交付金や助成金の統一的管理、

公共組織へ接続する支払ゲートウェイの設立、市民のための単一行政窓口センターの開設および

公務員の玄関サイトの更なる開発。 

 

4. シンプリフィカ（2004-2007） 
公共行政体制の簡素化と合理化。その視点は、費用、サービス処理と提供時間の節減である。要

のプロジェクトには、以下の項目も含んでいる－電子調達の開発、地理情報システムの開発、ヒ

ューマン・リソース情報システムの開発、中央、地域と地方の行政機構をリンクする行政イント

ラネットの完成および電子行政の観察システムの開発。 

 

5. マップ.ES（2004-2007） 
公共行政省の IT インフラの改善。国の行政のウェブページの一元化と改良。要のプロジェクトに

は以下の項目を含む－同省の多目的サービス組合せネットワークの実施、ビデオ会議の実施、内

部処理での電子署名の利用および同省の電子学習の開発。 

 

プラン・コネクタ実施のための基本原則は以下の通りである－行政の適法性、効率、生産性、セ

キュリティーおよびデータを所有するためのアクセスの保証。価値の向上には以下の対象を含む

－当局に代わる対話と参加、多様性の尊重、不十分なリソースしかない行政部門への支援、革新

の推進、変更に躊躇しないこと、質の保証、卓越性のための研究、柔軟性と対応性、明快さと透

明性。プラン・コネクタは、2004 年 11 月に公共行政省が発表した「優れた行政のための基本戒

律」の一つの要の要素として含められているものであり、その実施を支援すべきである。この基

本戒律は、日常の業務において公共行政を指導すべき所定セットのルールによって構成されてい

る。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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電子政府関連法規 
電子政府に関する立法 
現在のところ、スペインには電子政府を網羅する立法はない。然しながら、たくさんの命令がこ

の国の電子政府開発の一般的側面を規制している。特に、国家行政における電子とテレマテック

の技法の使用に関する王令 ree 263/1996、1996 年 2 月 16 日（テレマテック台帳と通知および電子

証明書の使用に関する王令 209/2003、2003 年 2 月 21 日、により修正された）並びに電子行政の

担当組織に関する王令 589/2005、2005 年 5 月 20 日がそれに該当する。 

 

情報の自由に関する立法 

公共行政ルールに関する法律（1992） 

公共行政ルールに関する法律、1992 年 11 月、はスペイン国民による行政記録と文書へのアクセ

スにていて規定する。この法律はまた行政手続きにおける個人のアクセスについてのルールも含

んでいる。アクセスに関する規定は、1990 年 EU の環境情報へのアクセスに関する指令を実行す

るために含められた。対象となる文書は完成されたファイルの一部でなければならない。機関は

3 ヶ月以内に対応しなければならない。公共の利益あるいは第三者の利益が非開示によってより

良く達成される場合または開示要請が公共サービスの運営の有効性に影響を与える場合には、文

書開示を差し控えることができる。当該文書が憲法上の責任に関連する政府の行為、国家の防衛

あるいは国家の安全保障、捜査、事業上もしくは産業上の秘密または金銭証券に言及する場合に

は、アクセスを拒絶することができる。個人情報を含む文書へのアクセスは、当該書類中に名前

を表示された者だけに限定される。また、機密情報、健康に関する情報、統計、行政事務台帳と

中央台帳を含めて他の法律および歴史的保管文書に関する法律により保護される情報については

制限がある。アクセス否認については行政上の異議申立てができる。オンブズマンもまた法律違

反の事例を見直すことができる。 

 

データ保護／プライバシーに関する立法 

個人データの保護に関する法律（1999） 

個人データの保護に関する基本法 15/1999、1999 年 12 月 13 日は、スペイン法を EU のデータ保護

指令（1995/46/EC）と沿うようにした。それは公共と民間の部門による個人データの取扱いを規

制する。この法律は、公共機関と民間機関が保持している当該個人に関する記録に市民がアクセ

スし、修正することができる権利を確立している。個人情報は、当該個人の同意を得た場合だけ、

それを収集した目的だけのために使用あるいは第三者へ開示することができる。要注意のデータ

については更なる保護がある。この法律はデータ保護局により強行される。 

 

電子商取引に関する立法 

情報社会サービスと電子商取引に関する法律（2002） 

情報社会サービスと電子商取引に関する法律 34/2002、2002 年 7 月 11 日は、EU の電子商取引に

関する指令（2000/31/EC）を実施するものである。 
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電子通信に関する立法 

電子通信法（2003） 

総合電気通信法 32/2003、2003 年 11 月 3 日は、新たな EU の電子通信のための規制枠組みをスペ

イン法に導入するものである。導入は、2004 年 12 月に新たな電子通信市場に関する規則が採択

されて完了した。 

 

電子署名に関する立法 

電子署名法（2003） 

電子署名に関する法律 59/2003、2003 年 12 月 19 日は、デジタル署名に関する 1999 年王令に取っ

て代わるものである。この法律は、電子署名のための共同体枠組みに関するヨーロッパ指令

1999/93/EC を導入するものであり、電子商取引と電子政府のためにデジタル署名の広範な使用を

目指す eGovernment を推進することを目指している。その他の規定の中でこの法律は関連概

念と用語を明らかにし、法人のためにデジタル署名を導入し、証明業界での自主規制を推進し、

国民の電子 ID カードの今後の展開のための法的枠組みを設定している。 

 

電子調達に関する立法 

公共調達における電子的手段の使用に関する命令（2005） 

省令 EHA/1307/2005、2005 年 4 月 29 日は、中央行政の調達プロセスにおいて電子的手段の使用を

規制する。この省令は、2000 年公共行政契約に関する法律および 2001 年公共行政契約の一般規

則を修正するものであり、公共調達に関する EU の新たな指令（2004/17/EC および 2004/18/EC）

の電子調達規定を実行するものである。 

 

公共部門情報の再使用 
公共部門の情報の再使用に関する EU 指令をスペイン法で実施するための作業は進行中である。

法律の草案は、関係する省の代表者により構成される作業グループにより作成されつつあり、そ

の完成は 2005 年になると予想される。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電子政府関連組織 
国家の電子政府 
方針／戦略 

1. 公共行政省 

公共行政省は、スペインの中央国家行政における電子政府の開発と実施の舵取りに責任を負う。

その任務は、同省の公共行政官房の行政近代化長官によって遂行される。 

2. 電子行政上級協議会 

電子行政上級協議会は、電子政府管理枠組みを再構築する 2005 年 5 月 20 日の王令によって新設

された。これまでの「情報科学および電子行政推進のための上級協議会」に取って代わるもので
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ある。この協議会は、全ての省と中央行政部の上級代表者で構成される省間組織であり、公共行

政省により主宰される。その任務はスペインの中央行政のための電子政府戦略と方針の作成と展

開である。 

 

調整 

1. 電子行政上級協議会 

電子行政上級協議会は、中央政府全体での電子政府の先導、調整とモニターを担当する。 

2. 電子行政省委員会 

電子行政省委員会は、電子政府の管理枠組みを再構築する王令、2005 年 5 月 20 日によって新設

されたものであり、異なる省の間での ICT と電子政府の開発の調整を担当する。王令の規定によ

ると、全ての省は ICT と電子政府についての年間複数回にわたり戦略的部門計画を作成し実施し

なければならないであろう。 

 

実施 

1. 公共行政省。部門間のプロジェクトとインフラ・プロジェクトを担当。 

2. 内務省。電子 ID カードのプロジェクトを担当。 

3. それぞれの政府省と局。部門のプロジェクトを担当。 

 

支援 

1. 電子行政上級協議会 

2. 情報社会展開部長 

商務・工業・観光省の電気通信・情報社会事務局の一部 

3. Red.es 

Red.es は国が所有する会社であり、その任務は公共部門を含めてスペインでの情報と通信テクノ

ロジーの利用を奨励、支援、モニターすることである。とりわけ、Red.es は電気通信と情報社会

の監視機構を維持しており、中央と地方の行政機構に諮問業務と支援業務を提供する。 

4. ASTIC 

ASTIC は国家行政機構の IT マネージャーの専門職協会である。行政の電子政府プロジェクトの開

発と実施に関して協会の会員に対して支援と情報サービスを提供する。 

 

検査／保証 

監査裁判所 

監査裁判所は、公共資金の回収と使用をコントロールする任務を付託されている。この監査機能

に加えて、物品、金銭あるいは公共の動産に責任を付託され者が負う会計責任を訴追する司法権

機能を有している。 

 

データ保護 
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データ保護局 

スペインのデータ保護局は、中央行政機構によるだけではなく民間分野にもよるデータ保護立法

の遵守と実行をコントロールすることを担当する。 

 

地域と地方の電子政府 
戦略 
自治共同体と地方自治体 

調整 
情報が入手できない。 

実施 
自治共同体と地方自治体 

支援 
地方レベル： スペイン地方自治体・州連合会と Red.es 

検査／保証 
地域レベル： 地域監査事務所 

 

電子政府基盤 
玄関サイト 

アドミニストラシオン.es 

玄関サイトであるアドミニストラシオン.es は、2001 年 9 月に立上げられ 2003 年 5 月に改造され

たもので、市民や実業界にとっての公共情報とサービスのためだけではなく、公共行政のガイド

と公共機関の案内板としてのオンライン玄関を提供している。2003 年 10 月以来、それは公共行

政機構が通知を市民や実業界へ電子通信できるように設計され、セキュアな電子通知サービスへ

のアクセスを提供している。2004－2007 年の期間にわたる電子政府展開のための「プラン・コネ

クタ」の一部として、スペイン政府は行政を市民により近づけることを目指した新たな電子政府

玄関サイトであるシウダダノ.es（「市 民.es」）を立上げる意向である。この新たな玄関サイトは、

対話サービストとトランザクション・サービスおよび公共行政機構との通信のための一連の新た

なサービスへのアクセスを提供することになろう。 

 

ネットワーク 

政府のイントラネット 

スペイン政府のイントラネットは、公共行政省が統括しており、16 の省、17 の地域自治体および

多数の地方自治体を相互接続している。この IP 方式のバックボーンの設計、アーキテクチャー、

テクノロジーとセキュリティーは EU のパン・ヨーロッパ TESTA ネットワークと非常に良く似て

いる。この政府イントラネットのマスタープランは、2000 年に作成され、イントラネットのバッ

クボーンの実施は TESTA II ネットワークをベースにして 2002 年に開始された。 

 

電子識別インフラ 
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スペイン政府は、公共証明局（CERtificación Española あるいは CERES）を設立しており、国立貨

幣・印紙製造局（国立造幣局）が運営している。この局が電子行政取引に使用するデジタル証明

を発行している。政府は、2006 年の時点で電子署名を入れた電子カードを発行することを計画し

ている。スペインの電子 ID カードは、電子文書や契約にデジタル署名をすることを可能にし、セ

キュアなデジタル環境で市民を認証することができるようになろう。この電子 ID カードはまたバ

イオメトリック識別子を含むであろう。この方式は数段階にわたって実施されることになってお

り、パイロット試験は 2006 年初めに行われ、全国への配布は 2007 年遅くあるいは 2008 年始めに

始まることになっている。電子 ID 省間委員会がこのプロジェクトを推進させる任務を負っており、

電子 ID の裏付けを得た最初の電子サービスを詳しく定め、コミュニケーション・キャンペーンを

組織し、ユーザーへの技術支援を提供している。内務省と国家警察がプロジェクトの展開を担当

する。 

 

電子調達インフラ 

集中調達システム 

集中調達システムは、経済財務省の世襲財産理事会の調達担当小委員会が開発し運営している。

このシステムは、多数の公共機関が利用する一般物品と役務の目録についてアクセスを提供して

くれる。それは、中央、地域と地方の行政機構が、ログインと先進型電子署名を使って何れのも

コンピューターからオンライン方式で購入するために利用できるようになっている。更に、この

システムは如何なる時点でも注文された物品と役務の進展状況についての画像を提供することが

できる。現在のところ、2,200 の公共機関がこのシステムへのアクセスを有しており、それにより

実業界がオンラインで入札（招請）に対応することもできるようになっている。入札者はその物

品／役務の説明を簡単に修正しあるいは金額、製品などを追加できるように、その目録にアクセ

スを有している。 

 

知識経営のインフラ 
スペインには現在のところ中央ナレッジ・マネジメントのインフラは存在しない。 



参考資料 1-3．EU 諸国の電子政府への取組状況（その２） 

出典：「An overview of the eGovernment situation in Europe」（2005 年版） epractice,eu（European 

Communities） をもとに、次世代電子商取引推進協議会 (ECOM)にて和訳。 
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（１）ベルギー 

 

ベルギーの概要 

電子政府の歴史 

電子政府の戦略 

電子政府の法的枠組み 

電子政府の関係者 

電子政府の重要人物 

電子政府のインフラストラクチャ 

国民に対する電子政府のサービス 

企業に対する電子政府のサービス 

2005 年 6 月 

免責条項 

本書はすべてを網羅することを目的とはしていない。その目的はベルギーにおける電子政府の一

般的状況を説明することである。あらゆる点で正確を期してはいるが、本書に含まれる情報は単

なる指標であって、間違いに対する責任は負わない。本書が提供する情報の利用に関して、欧州

委員会および委員会のために行動するいかなる人物もその利用に対して責任を負わない。 

© European Communities 2005 
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ベルギーの概要 

基本データおよび指標 

面積： 30,518 km2 

基本データ 

人口： 10,309,725 人 

首都： ブリュッセル 

言語： フランス語（40%）、オランダ語（60%）、ドイツ語 

通貨： ユーロ 

失業率： 7.3% 

国内総生産（GDP）： 2,614 億 3,000 万ユーロ 

一人当たり GDP： 2 万 5,270 ユーロ（推定） 

成長率： 0.7%（推定） 

インフレーション： 1.6% 

債務対 GDP 比率： 105.3% 

歳入不足対 GDP 比： 0.1% 

出典：ヨーロッパ統計局 2002 年資料 

ベルギーは連邦制立憲君主国で、行政権および立法権は連邦政府、3 地域（フランドル、ワロ

ン、ブリュッセル）および 3 共同体（フラマン語共同体、フランス語共同体およびドイツ語共同

体）に分けられている。地域は市町村計画、自然保護、住居問題、治水政策、環境、経済、エネ

ルギー政策、地方自治体、雇用政策、公共事業および運輸などの地域問題の管轄権を有する。共

同体は個人的な問題（保健、福祉）、文化問題、教育訓練、共同体と地域との間の協力関係を管

轄する。それぞれの地域および共同体は、管轄権を持つ分野における独自の立法権および行政権

を有し、独自の議会および政府を持ってこれらの権限を行使する。しかし、フラマン語地域およ

び共同体は行政権および立法権を合体し、単一のフラマン議会、単一のフラマン政府、単一の行

政組織となり、共同体と地域の問題に対処している。 

政治構造 

連邦分野の管轄権については、立法権は下院（Chamber of Representative）および上院

（Senate）で構成されている上下両院が有する。下院は比例代表制による直接普通選挙によって

選出された 150 名の議員によって構成され、その任期は 4 年である。上院は 71 名の議員（直接

普通選挙によって選出された 40 名と間接的に選出された 31 名）で構成されており、その任期は

4 年である。 
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連邦レベルでの行政権は連邦政府の管轄であり、連邦政府は首相を首長とし、連立政権の政党か

ら選出された大臣および政務次官（副大臣）で構成されている。大臣は 15 名に限られており、

議席を持たない。大臣は政府の行政部門の長である。 

ベルギーは世襲制立憲君主国である。国王は元首で、儀式的、象徴的役割を担う。国王の政治上

の役割は、選挙後または内閣の辞職後に新内閣を作るための政治指導者を指名し、大臣を公式に

任命することである。 

現在のベルギー憲法は 1993 年に制定された。 

ベルギーは 1967 年に発足した欧州共同体の創設メンバーである。 

現在の国家元首：アルベール 2 世国王（1993 年 8 月即位） 

現在の首相：ギー・ヴェルホフスタット（1999 年 7 月就任） 

コンピュータ利用率： %（年） 

情報社会の指標 

個人によるインターネット利用率： %（年） 

従業員 10 名以上の企業によるインターネット利用率： 92%（2003 年） 

ブロードバンド接続利用率： 家庭  %、企業 51%（2003 年） 

物品またはサービス（株取引・金融サービスを除く）の購入・注文を目的とした個人によるイン

ターネット利用率： %（年） 

インターネットを通じて購買を行ったことのある企業： 20%（2002 年） 

インターネットを通じて注文を受けたことのある企業： 15%（2002 年） 

公共機関との情報交換を目的とした個人によるインターネット利用率： 情報の取得  %、書類

の取得  %、記入済み書類の返送  %（年） 

公共機関との情報交換を目的とした企業によるインターネット利用率： 情報の取得 59%、書類

の取得  40%、記入済み書類の返送  24%（2003 年） 

出典： 欧州統計局資料 
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電子政府の歴史 

主な発展および重要な出来事（新しい順） 

 

最新の発展については、電子政府ニュース － ベルギーを参照されたい。 

ベルギー政府は電子政府相互運用性枠組みである BELGIF（ベルギー政府相互運用性枠組み）を

発表し、公共機関が使用すべきオープン標準の 1 回目のリストを公開した。BELGIF は連邦政府

と連合体（地域と共同体）の協力による共同プロジェクトの結果である。その目的は国および欧

州レベルでの相互運用性を促進し、オープン標準の利用を推進するという 2004 年 6 月の連邦政

府の決定を実行することである。 

2005 年 5 月 2 日 

ベルギー閣僚会議は、国家プロジェクトである電子裁判プロジェクト Phenix の法的基盤を整備

するための法案を承認した。この法案は、裁判所および他の司法機関や担当者が電子的方法で公

文書のやり取りをできるようにする明確な法的枠組みを構築することを目的としている。Phenix

は「電子ファイル」という概念に基づくものである。各「電子ファイル」は司法手続きの開始時

にそれぞれ作成され、その司法手続きが変化するに従い、裁判所、警察、弁護士、関係者などに

よって徐々に充実したものになる。このシステムによって、司法手続きの管理が容易になり、弁

護士やその顧客が簡便な方法で手続きを取ることができるようになり、電子決済も可能になる。 

2005 年 3 月 18 日 

ベルギー政府は、国民および企業を対象とした所得税の申告および徴収を処理する総合システム

（STIR/GSBI - Système de Traitement Intégré Impôts et le Recouvrement/Geïntegreerde Systeem 

Belastingen en Invordering）の導入のための第一段階の契約を締結した。このプロジェクトは、税

務管理をできるだけ効率化するために、納税者のデータを「簡易国庫口座」に一元化するもので

ある。このシステムは全税務管理プロセス、たとえば計算、申請、登録、徴収、早期払い、管

理、支払い請求などをすべてカバーしている。 

2005 年 3 月 16 日 

ベルギーの法律および判例法にオンラインでアクセスできるようにする Crossroad Bank of 

Legislation が発足。 

2005 年 3 月 8 日 
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政府は、あらゆる保健および医療関連の情報およびサービスを単一のポータルを通じてオンライ

ンで提供することを目的とした総合プラットフォームである Be-Health の開発を承認した。この

ポータルは医療従事者、一般大衆および政府に次のようなサービスを提供する。すなわち、国民

に対しては医療関連の情報および助言、医療従事者間および国民と医療機関および医療組織との

間の安全な電子通信、医療関連データの収集（たとえば医療費、統計等）のサービスを提供す

る。このプロジェクトは、他の電子政府の開発物やインフラストラクチャ（たとえば、連邦イン

トラネット、電子 ID カード）を大々的に利用するため、予算としてはわずか 180 万ユーロが計

上されているに過ぎない。 

2004 年 12 月 16 日 

ベルギー政府は「Fed-e-View」調査の結果を発表し、連邦政府の ICT 使用の全容を示した。こ

の調査では、120 項目のコンピュータ化指標について連邦政府の 46 の公共機関を調査し、その

結果を 5 つのカテゴリ（戦略、財務、組織、人材、技術）に分け、さらに 21 の「一般」指標に

分類して連邦電子政府の全体像を描くことができるようにした。Fed-e-View 調査は連邦政府全体

のみならず個々の部門に対する電子政府の目的と活動を精緻なものするのに役立てることを目的

として作成されており、進展状況を評価するために定期的に行われる。第 2 回調査は 2005 年末

に行われる予定である。 

2004 年 12 月 16 日 

ベルギー政府は、国際民間航空機関（ICAO）の勧告に従って電子パスポートを発行し始めた世

界で最初の国として世界第一位の地位を獲得した。ベルギーの多くの都市および領事館では、マ

イクロチップに保存されているパスポート保持者の顔の画像を含むバイオメトリック（身体的な

特徴を記録した）パスポートを発行し始めている。指紋は、関連法が欧州で施行され次第、後日

追加されることになっている。 

2004 年 11 月 15 日 

ベルギー政府は、連邦公共機関によるオープン標準の利用状況に関する白書を発表した。この白

書は、連邦政府によるオープン標準およびオープン仕様の利用に関する多くのガイドラインや勧

告を示しており、連邦政府の管理部門の統合を推進し、その情報システムの相互運用性を促進

し、国民や企業との情報の電子的交換を容易にすることを目的としている。 

2004 年 10 月 6 日 
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電子 ID カードを普及させるための法的根拠を設定するという勅令が発表され、電子 ID カードが

大々的に展開される道が開かれた。この法的根拠が設定されることによって、ベルギーは全国民

に対して電子 ID カードを発行する欧州で最初の国となる。今後 3 年から 5 年にわたって、ベル

ギー国民にほぼ 1,000 万枚の ID カードが発行される予定である。ベルギーの地方自治体は 2009

年末までに新しい ID に変更する手続きを完成しなければならない。 

2004 年 9 月 15 日 

ベルギーの登録有権者の約 44%に当たる 320 万人の有権者は、欧州および地域の選挙で電子投票

を行った。過去のコンピュータを利用した選挙の場合同様、電子投票は、カード読み取り機、ス

クリーンおよび光学ペンなどのコンピュータ機器で構成されているシステムを使用して、投票所

だけで行われた。 

2004 年 6 月 13 日 

ベルギー政府は第一世代の電子 ID ツールキットを発表した。このツールキットは、国民が自分

の電子 ID カードの内容を読み取ることができ、プログラマに電子 ID アプリケーションを開発す

る手段を与えることができるように設計されている。このツールキットは IT 開発業者のみなら

ず、カード保持者を対象としたものであり、「eID Shop」からオンラインで買い物をするのに利

用することができる。 

2004 年 5 月 18 日 

ベルギー政府はバイオメトリック・パスポート・プログラムを発表した。個人的な ID データと

バイオメトリック情報を内蔵した非接触型マイクロチップを含む未来型のパスポートの配布は

2005 年に開始されると思われる。 

2004 年 5 月 17 日 

ベルギー連邦政府、地域政府および共同体政府は、政府の全レベルに存在する官僚的形式主義や

煩雑な手続きに対処するために、「Kafka」と呼ばれる共同イニシアティブを発足させた。国民に

対して、2004 年 3 月末までに、複雑な書類や重複する処理、一貫性のない手続きに関する意見

を Web サイト Kafka.be またはフリーダイヤル電話で連絡するよう奨励している。 

2003 年 12 月 10 日 
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統合企業登録である Crossroads Bank for Enterprises が発足した。それぞれの登録企業には独自

の ID 番号が割り振られ、中央データベースに保存されている情報にリンクされている。この独

自の ID は集中管理され、ベルギー・ミドルウェア・プラットフォーム（ユニバーサル・メッ

セージング・エンジン－UME）を通じて行政機関との情報交換の基本キーとして利用される。

この中央データベースによって、企業は同一の情報を複数の政府機関に提供する必要がなくな

り、政府機関はそれぞれのサービスを同時に企業に提供できるようになる。企業登録などのデー

タ入力は分散されており、企業に対してワンストップ・ショップ・サービスを行う民間部門「イ

ニシエイタ」に権限が委譲されている。 

2003 年 7 月 1 日 

320 万人のベルギー国民は総選挙の際に電子投票を行った。320 万人というのは全有権者の 44%

に当たり、一国の有権者数に対する割合としては世界最大の電子投票の利用となった。 

2003 年 5 月 18 日 

ベルギーのオンライン納税申告アプリケーションである Tax-on-web を発表。このサービスに

よって、個々の納税者は自分の所得税額を計算し、データをオンラインで確認して保存し、申告

を電子的に行い、国税庁からの受領書を電子的に受け取ることができる。オンラインのヘルプ・

システムも利用可能で、これによって納税申告のさまざまな処理を行うことができる。 

2003 年 4 月 9 日 

ベルギー電子 ID カードの正式施行。このカードは 3 カ月の試行期間として最初に 11 箇所の地方

自治体に導入され、今後 5 年間にわたってベルギーのすべての地方自治体に導入される。電子

ID カードを取得するために、住民はそれぞれ約 10 ユーロを支払わなければならないが、この ID

カードは仮想世界のみならず、実世界でのサービスにアクセスする場合の ID としても利用する

ことができる。このカードには、現在の紙の ID カードと同じデータが含まれ、さらに 2 種類の

電子署名（ひとつは所持者の身元を証明し、もうひとつは電子文書への署名に使用する）が含ま

れている。したがって、このカードは電子政府のサービスにアクセスする際の主たる ID および

認証ツールとなる。 

2003 年 3 月 31 日 

国民や企業、公務員にとって、公共サービスへの新しい唯一のエントリ・ポイントである連邦政

府のポータル Blegium.be が発足。 

2002 年 11 月 27 日 
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EU および欧州委員会のベルギー代表は電子政府に関する初めての閣僚レベルの会議「立案から

施行まで」をブリュッセルにおいて開催した。この会議において、閣僚宣言の採択が決定され

た。 

2001 年 11 月 29～30 日 

連邦政府総合計画局が「電子政府：ベルギーにおける電子政府を目指して」を発表。この報告書

はすでに認知されているいくつかの電子政府先進国と比較して、ベルギーの進捗状況を調査した

ものであった（英語版は 2002 年 8 月に発行された）。 

2001 年 8 月 10 日 

電子署名および電子証明サービスに関する法律の採択。電子署名が手書きの署名と同等の法的価

値を持つことになった。 

2001 年 7 月 9 日 

ICT 連邦公共サービス局（FEDICT）を創設。この組織は 2000 年に任命された連邦 ICT マネー

ジャに代わる新しい組織である。この組織の責任は電子政府の共通の戦略を策定することであ

り、この戦略を首尾一貫して確実に実行し、その実行に携わる連邦政府の部門および機関を支援

し、この共通の戦略の実行に必要な政府間にまたがる標準、枠組み、プロジェクトおよびサービ

スを開発することである。 

2001 年 5 月 11 日 

電子政府サービスのための共通のプラットフォームの開発に関する連邦政府、地域および共同体

の間の協力同意書に署名。このプラットフォームは、公共行政機関間の電子通信、国民および企

業との電子通信を可能にし、支援することを目的としている。この合意書は、同一のナビゲー

ション構造を用いて、計画通りの電子サービスを共同で提供するために協力し合うことを確約し

ている。関係者は同一の ID キーを漸次使用し、独特のデータ収集原則（国民や企業に対して同

じ情報を二度要求しない）を適用することにも同意している。 

2001 年 3 月 23 日 

ベルギー上院の内政・行政問題委員会は、ベルギーにおける電子政府の初めての議院調査である

「連邦、州、地方自治体レベルでの電子政府」を発行した。 

2001 年 1 月 16 日 
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政府は電子政府サービスの安全保護のために、電子 ID カードの導入および公開鍵インフラスト

ラクチャ（PKI）の開発を発表した。政府は認証サービスを提供せず、民間企業に任せることに

なる。 

2002 年 11 月 22 日 

政府は、通信省が作成した「情報社会の発展のためのファイブ・スター・プラン」を承認した。

このプランは、電子政府、アクセスおよびスキル、電子インフラストラクチャ、知識および革

新、適切な立法という 5 本の柱をベースとしたものである。 

2000 年 10 月 17 日 

閣僚会議は、ベルギーの司法手続きの近代化に ICT を利用することを目的とした電子裁判プログ

ラムを承認した。 

2000 年 6 月 30 日 

閣僚会議は、国民および企業に対する公共サービスのワンストップ・ショップとなる連邦電子政

府ポータルの開発を承認した。閣僚会議はまた、さまざまな政府部門や機関がケースワークに必

要なデータや情報の交換ができ、連邦政府のイントラネットである Fedenet を通じてアクセスで

きるようにする IT システムの開発も承認した。 

2000 年 2 月 18 日 

連邦 ICT マネージャが任命された。その使命は連邦行政に必要な ICT の共通戦略とアーキテク

チャを設計することである。 

2000 年 2 月 4 日 

閣僚会議は、情報社会の発展の障害となるものを特定し、その排除に必要な法的、技術的、組織

的措置を講ずる責任を負う専門家諮問グループである、情報社会諮問委員会の創設を承認した。

この委員会は産業界や学界に加えてさまざまな行政機関からの代表者で構成されている。 

1999 年 10 月 22 日 

閣僚会議は、「コペルニクス改革」と呼ばれる、連邦行政にかかわる大胆かつ広範な改革の 4 の

戦略的枢軸を採択した。4 の戦略的枢軸とは、(1) 連邦行政をより明快にし、柔軟性を持たせ、

1999 年 10 月 1 日 
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効率を改善するために、その組織構造を徹底的に再構築すること、(2) パフォーマンスや能率、

柔軟性、モチベーションの改善を目的とした人的資源の新しい管理方針を設定すること、(3) ICT

の利用の向上と改善によって政府機関間のコミュニケーションを改善すること、(4) 新しい管理

手法と報告手段を伴う行政の簡素化に対して新たにコミットすることである。 

1999 年 6 月の総選挙後、新たに任命された政府は「21 世紀への道」と題する連邦政府の政策声

明書を発表した。この声明書は、行政の近代化に対する政府のコミットメントを強調し、ICT の

利用の向上と改善によって国民および企業へのアクセスを改善するとしている。この声明書は連

邦レベルでのベルギーにおける電子政府の正式な政治的な意味での発足である。 

1999 年 7 月 28 日 

行政手続きの簡素化に関連するイニシアティブを奨励し、調整する責任を担う行政簡素化機関を

設立。さらに具体的に言うと、この機関は企業、特に中小企業および自営業に対する行政手続き

を簡素化する責任を負っている。 

1998 年 12 月 23 日 

ベルギー連邦政府のイントラネットである Fedenet の導入。その目的は連邦政府機関および部門

間の安全な e メールおよび情報の交換機能を提供することである。 

1997 年 11 月 28 日 
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電子政府の戦略 

主な戦略的目的と原則 

ベルギーの電子政府戦略は、単一の仮想行政機関を創設し、同時にすべての政府機関および行政

組織の専門性と能力を尊重することを目的としている。 

その目的は、公共サービスの提供をスピードアップし、利便性を改善し、制約を排除し、より開

かれた形にすることによって、国民および企業に提供する公共サービスを改善することである。

その目的を達成する基本原則は、現実の行政構造とは関係なくユーザのニーズに基づいて提供

サービスを設定すること、複数の行政機関が絡む場合に、すべての行政手続きをコンピュータで

処理できるようにすること、ユーザに対して同一のデータを何回も要求することを回避するこ

と、行政手続きを簡素化して、国民や企業に対する繁文縟礼の負担を削減すること、政府内部で

データおよび情報を共有し、交換することである。 

これらの目的を達成するために、ベルギーの電子政府政策は下記の 4 つの主要な戦略的枢軸を有

している。 

1. ユーザのニーズおよび生活上の出来事に基づいて、提供するサービスを改善し、統合するこ

と

2. 組織上の境界線や行政上の階層を越えて統合サービスを提供するために、

。 

すべての行政機関

が協力し合うこと 。連邦政府、地域政府、地方自治体によって 2001 年 3 月に署名された協

力合意書

3. 国民および企業に対する

によって、この協力の枠組みが設定されている。特に、政府の全部門は同一の標準

および同一のIDインフラストラクチャを使用することにコミットしている。 

行政手続きの簡素化

4. 

。そのためには、政府の部門間および機関間

のデータおよび情報の交換と共有を促進しなければならない。 

管理部門の統合および個人データの保護

電子政府サービスにすべての人々がアクセスすることができ、情報格差を拡大しないことを確実

にするために、政府は国民がインターネットを使用できるように訓練して、使用することを奨励

する戦略を作成し、民間企業または任意団体が付加価値のある公共サービスを提供することに

よって仲介者となることを奨励している。 

。特定のデータを最も頻繁に必要とする政府部門

または政府機関は、そのデータを必要とする他の政府機関から信頼できる情報源として信頼

され、データの保持に責任を負うことになる。他の行政機関とのデータの交換はユニバーサ

ル・メッセージング・エンジン（UME）を通じて行われるが、そうした行政機関は現行法

に従い、目的と適切性という原則を尊重しなければならない。データ保護委員会はこのプロ

セスをモニターし、管理する。 
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電子政府の法的枠組み 

電子政府の展開に影響を与える主な法律 

現在、ベルギーには電子政府に関する特別な法律は存在しない。 

電子政府の法律 

情報の自由に関する法律 

公共部門が保管する文書に対するアクセス権はベルギー憲法第 32 条によって保証されている。

ベルギー憲法は、法律または法令あるいは第 134.39 条の規則によって定められている事例およ

び条件に該当しない限り、いかなる政府文書であれ、それを閲覧し、コピーする権利をすべての

人に与えるように、1993 年に改正された。この憲法上の権利は、連邦政府公共機関が保存して

いる行政文書へのアクセス権に関する 1994 年の法律によって連邦レベルで施行されている。こ

の法律によって、各人は連邦政府機関が保管しているどのような文書に対するアクセスでも書面

により申請することができ、その文書には裁判所のファイルの文書も含まれている。この法律に

は文書の説明を求める権利も含まれている。政府機関は直ちに回答する義務があり、万一請求が

遅れたり拒否されたりした場合は、30 日以内に回答しなければならない。決定には上告に関す

る情報や調査書類を扱った担当者の名前が含まれていなければならない。1997 年の法律は州や

地方自治体に対する同じ種類の透明性遵守義務を備えている。 

行政文書へのアクセス権に関する法律（1994 年） 

データ保護・プライバシ法 

私生活の保護に関する法律

この法律は、データ保護に関する欧州指令 95/46/EC に基づく 1998 年 12 月 11 日の法律によって

改定された。改定法は 2001 年 9 月 1 日に発効した。 

（1992 年 12 月 8 日） 

電子商取引立法 

電子商取引法

情報社会サービスの法的側面に関する 2 つの法律が 2003 年 3 月 11 日に採択され、2003 年 3 月

17 日にベルギー官報（「モニター」）に発表された。これらの法律は電子商取引の発展に必要な

基本的概念、たとえば電子的に締結された契約の法的地位を規定している。これらの法律は

「EU 電子商取引指令」（域内市場、特に電子商取引における情報社会サービスの法的側面に関す

る 2000/31/EC 指令）をベルギーの法律として取り入れたものである。 

（2003 年 3 月 11 日） 
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電子通信に対する新しい EU の規制枠組みはベルギーにまだ持ち込まれていない。電子通信法の

草案は閣僚会議で採択され、議会に提出されている。 

電子通信法 

電子署名・電子ID法 

電子署名および認証サービスに関する法律（2001 年 7 月 9 日） 

裁判および裁判外の手続きに電子署名を使用することに関する法律

電子署名の共同体枠組みに関する 1999 年 12 月 13 日の欧州指令を国内法としたこれら 2 つの法

律は、ベルギーの民法および裁判法のいくつかの項目を大幅に改正することになった。これらの

法律によって電子署名および電子署名された文書は法的価値を与えられ、認証サービスに対する

法的枠組みが設定された。電子 ID カードの利用に対する法的枠組みは、一連の勅令および省令

によって定められた。たとえば、電子 ID カードの法的枠組みに関しては 2003 年 3 月 25 日の勅

令であり、電子 ID カードの形式については 2003 年 3 月 26 日の省令、電子 ID カードの普及に関

しては 2004 年 9 月 1 日の勅令である。 

（2000 年 10 月 20 日） 

電子調達法 

電子調達に関する勅令

この勅令によって、公的調達手続きのすべて、または一部に電子的方法を利用することが正式に

認められた。この勅令には通信に関する規則が含まれ、データの保存を規制しているが、電子競

売などの特定の手順については触れていない。したがって、ベルギー政府機関は当面、電子競売

を利用する権限を持たない。 

（2004 年 2 月 18 日） 

ベルギーには現在、公的部門情報（PSI）の再利用に関する特別な法律はない。PSI の再利用に関

する欧州指令 2003/98/EC の導入は補足の特別法としてのみならず、連邦法、地域および共同体

指令という方法によって行われる。行政文書の透明性に関する連邦法の改定など、法的手段を講

ずるために部門間にまたがる作業グループが連邦レベルで結成された。部門間にまたがる作業グ

ループは、PSI の再利用に関する指令の草案を作成するために、フランドル地域に設立されてい

る。他の地域（ワロンおよび首都ブリュッセル）および地方自治体（フランス語圏およびドイツ

語圏）はそれぞれ独自の法律を採択することになるであろう。 

公共部門の情報の再利用に関する法律 



 参 1-3-14 

電子政府の関係者 

主な責務および責任 

国家電子政府 

2003 年 5 月に行われた連邦選挙の結果誕生した新ベルギー政府において、電子政府および連邦

政府内の IT 開発担当政務次官が新たに任命された。この政務次官は予算・公益事業大臣を補佐

し、電子政府の政策・戦略の政治的責任を負う。この政務次官は、共通の電子政府戦略を策定

し、この政策の整合性と均質性を確保する責任を負う連邦公共サービス ICT（FEDICT）を監督

する。連邦政府の現在の IT 開発担当政務次官はペーテル・ヴァンヴェルトーヴェンである。 

政策・戦略 

国のコンピュータ化担当政務次官 

FEDICT の責務は電子政府の戦略を設定するばかりでなく、連邦政府内でのこの戦略の実行を調

整する責任も負っている。FEDICT は、政府の各部門がそのプロジェクトを策定して開始する手

助けをし、実行を支援する。FEDICT は国家基盤そのものの一部、たとえば連邦ポータル

Belgium.be、ネットワーク FedMAN（連邦首都圏ネットワーク）、ユニバーサル・メッセージン

グ・エンジン（UME）ミドルウェアなどを開発し、実行し、維持する責任も負っている。

FEDICT の現長官はジャン・デプレストである。 

調整 

連邦公共サービスICT（FEDICT） 

1. 

実行 

FEDICT：

2. 

 共通インフラストラクチャ（たとえば連邦ポータルBelgium.be、FedMANネット

ワーク、ユニバーサル・メッセージング・エンジン・ミドルウェア）の一部要素を担当。 

すべての連邦部門および機関： 個々のプロジェクトまたは共同プロジェクトを担当。 

1. 

支援 

FEDICT 

FEDICTは公共部門のすべての事業体を支援し、そのICTプロジェクトを援助する。 
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2. 行政の簡素化担当機関

3. 

 

この政府機関は、政府部門および組織が内部および外部の行政手続きを簡素化する作業を支

援する。 

社会保障のクロスロード・バンク

4. 

 

この組織は社会部門における電子政府を実施し、調整し、支援する。特にこの組織は、社会

保障のすべての公共機関における統合サービスの実行を支援する。 

BELNET 

連邦科学政策局の一部である政府機関BELNETは、ベルギーの教育施設、研究センター、行

政機関の 55 万人を超えるエンド・ユーザに対して非常に高速（最高 2.5 ギガビット/秒）の

安全なインターネット・アクセスを提供する。特にBELNETは連邦ネットワークFedMAN

（連邦首都圏ネットワーク）の運営責任を負っている。 

監査部はベルギー議会のひとつの組織である。この組織は連邦、地域、共同体、州およびそれら

に依存する公共サービス機関の予算、経理、財務を外部から監査する。したがって、この組織は

ICT および電子政府に関連するプロジェクトを監査することができる。連邦レベルでは、これら

のプロジェクトは下院の一般・内政問題および行政事務委員会、および上院の内政・行政問題委

員会によって査察される場合もある。 

監査・保証 

監査部 

データ保護委員会は、プライバシやデータ保護に関する適切な立法行為をモニターし、これらの

問題に関して政府機関に助言を与える。 

データ保護 

データ保護委員会 

1. 

その他 

連邦計画局（FPB） 

FPBは経済政策や社会経済政策、環境政策の問題に関する研究および調査を行う責務を負う

公共機関である。そのために、FPBはデータを収集して分析し、予測される変化を探求し、

他の選択肢を特定し、政策の影響を評価し、提案をまとめる。政府、議会、ソーシャル・

パートナ、国内・国際機関はこの組織の科学的専門知識を利用することができる。この組織

の作業領域のひとつはICT政策であり、これには電子政府が含まれている。 
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2. インターネットの権利の監視グループ

地域政府および地方自治体の電子政府 

 

インターネットの権利の監視グループは経済・科学研究省が創設した組織である。その責務

は、新しい技術が経済や社会、政治に与える影響に関して政府に助言することである。この

組織はまた、すべての国民および企業がICT関連問題に関して自由に意見を述べ、その権利

と義務に関する情報を受け取ることができるようにする。 

戦略 

ベルギーの地域における電子政府の政治的責任は 3 つの地域、すなわちフランドル地域、ワロン

地域、ブリュッセル地域の首相が直接負っている。ワロン・ブリュッセル・フランス語共同体

は、ベルギーのフランス語共同体の教育および文化政策を担当し、ドイツ語共同体と共に、一部

のサービスのコンピュータ化に努力している。フラマン語共同体の政府は 1980 年にフランドル

地域の政府と合体した。 

地域政府および地方自治体 

地域の電子政府の作業は地域政府によって設立された専門組織またはグループによって調整され

ている。すなわち、フランドルでは電子政府調整チーム（CORVE）、ワロンでは電子行政・簡素

化組織（EASI-WAL）、ブ リュッセル地域ではインフォマティックス・センターである。 

調整 

上記の調整グループは地域の電子政府の実現で指導的役割を演じている。フランドル、ワロン、

ブリュッセルの各地域政府はその ICT プロジェクトの実行責任を負っている。 

実行 

上記の調整グループは、電子政府プロジェクトに関して、各地域政府を支援し、助言するばかり

でなく、その地域の地方自治体に対しても同様のことを行う。ワロン地域はワロン電気通信機関

も設立し、同地域内の ICT の展開を奨励し、ワロン政府および地方自治体に対して運用上の支援

および専門的支援を与える責任を持たせている。 

支援 
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監査局は、地域や共同体、州（ただし、地方自治体ではない）の予算や経理、財務を外部から監

督する。したがって、この組織は ICT および電子政府に関連するプロジェクトを精査することが

できる。これらのプロジェクトは、3 つの地域の議会（フランドル議会、ワロン議会、ブリュッ

セル議会）、さらにはフランス語、ドイツ語共同体の共同体議会の監査を受けることもある（フ

ランドルの場合は、地域と共同体の両方に対して単一の議会である）。 

監査・保証 
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電子政府の重要人物 

電子政府の主要意思決定者および高官 

電子政府担当大臣（連邦政府） 

氏名：

職位： 国家コンピュータ化担当政務次官 

 ペーテル・ヴァンヴェルトーヴェン 

写真： 

連絡先： 1, rue Marie-Thérèse 

1000 Brussels  

Belgium  

Tel.: + 32 2 212 92 03  

E-mail: info@e-gov.be 

（すなわち、電子政府機関・理事会の議長） 

電子政府議長（連邦政府） 

氏名： ジャン・デプレセット 

職位： Fedict（連邦 ICT 公共サービス）議長 

写真： 

連絡先： 1/3, rue Marie-Thérèse 

1000 Brussels 

Belgium 

Tel.: + 32 2 212 96 00 

E-mail: info@fedict.be 
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氏名： ゲール・ブルジョワ 

電子政府担当大臣（フランドル） 

職位： 行政・外交政策、メディア、観光担当のフランドル大臣 

写真： 

連絡先： Alhambragebouw  

Emile Jacqmainlaan 20  

1000 Brussels  

Belgium  

Tel.: +32-2-552 70 00  

E-mail: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 

氏名： ゲール・マリール 

電子政府議長（フランドル） 

職位： プロジェクト・リーダ、フランドル電子政府の調整グループ（CORVE） 

写真： なし 

連絡先： Coördinatiecel Vlaams E-Government  

Boudewijngebouw 6B45  

Boudewijnlaan 30  

1000 Brussels  

Belgium  

Tel.: +32 2 553 00 29  

E-mail: egovernment@vlaanderen.be 

氏名： ジーン・クロード・ヴァン・カウベンベルゲ 

電子政府担当大臣（ワロン） 

職位： ワロン地域首相 

写真： 

連絡先： Rue Mazy, 25-27  

5100 Namur  
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Belgium  

Tel.: +32 081/33.12.11  

E-mail: vancau@gov.wallonie.be 

電子政府議長（ワロン） 

氏名： ベアトリス・ヴァン・バステレール 

職位： Wall-On-Line・電子政府グループ・プロジェクト・マネージャ、ワロン政府 

写真： 

連絡先： Projet Wall-On-Line - Cellule eGov  

Région wallonne  

Place de la Wallonie, 1 - Bâtiment II  

5100 Jambes (Namur) 

Belgium  

Tel.: + 32 81/333 148  

E-mail: 

注： 2005 年 4 月 28 日、ワロン政府は新しい電子行政簡素化組織（EASI-WAL）の創設を発表

した。この組織は Wall-On-Line グループおよび行政簡素化組織の責務を引き継ぐ。この新組織の

経営陣の任命は現在進行中である。 

info-egov@mrw.wallonie.be 

電子政府担当大臣（ブリュッセル地域） 

指名： ギー・ヴァンヘンゲル 

職位： 財務、予算、対外関係、地域IT担当ブリュッセル首都地域大臣 

写真： 

連絡先： Avenue des Arts 9  

1210 Brussels  

Belgium  

Tel.: +32.2 209.28.11  

E-mail: info@vanhengel.irisnet.be 
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電子政府議長（ブリュッセル地域） 

氏名： ハーヴェ・フイリエン 

職位： 情報技術センター部長、ブリュッセル地域 

写真： 

連絡先： CIRB-CIBG  

Avenue des Arts 21  

1000 Brussels  

Belgium  

Tel.: + 32 2 282 47 70  

E-mail: information@cirb.irisnet.be 

他の主要電子政府高官 

氏名： フランク・ロベン 

職位： 社会保障クロスロード・バンク部長 

写真： 

連絡先： Contact details:  

KSZ-BCSS  

Chaussée Saint-Pierre 375  

1040 Brussels  

Belgium  

Tel.: + 32-2-741 84 02  

E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be 
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電子政府のインフラストラクチャ 

電子政府のインフラストラクチャの主要構成要素 

 

2002 年 11 月に発足した連邦政府のポータル Belgium.be はベルギー連邦政府の公式サイトであ

り、同時に国民や企業、公務員に対する情報およびサービスへの唯一のエントリ・ポイントを提

供する電子政府のポータルである。 

ポータル 

Belgium.be 

ネットワーク 

FedMAN はブリュッセルの 15 の連邦政府省庁と政府サービス庁舎を接続する首都圏ネットワー

クである。FedMAN は 6 万人の公務員に対して共有高速ネットワーク（155Mbps のブロードバン

ド接続）と電子政府の業務を支援する数多くの関連サービスを提供している。この共有ネット

ワークによって、効率的で、安全性の高い連邦政府庁舎間の通信が可能になっている。FedMAN

はベルギー国立研究ネットワーク（BELNET）の協力の下、シスコ・システムとテリンダスに

よって構築された。FedMAN は 2002 年 9 月に運用が始まり、速度や安全性、機能の面で不十分

とされていた従来の連邦政府ネットワーク Fedenet に取って代わったネットワークである。 

FedMAN 

ベルギーは電子 ID カード・プロジェクトを 2000 年に発足させた。このカードはパイロット・プ

ロジェクトとして 11 の地方自治体で 2003 年 3 月に正式に導入された。約 7 万枚のカードを成功

裏に試験配布した後、2004 年 9 月に大規模な配布が開始された。ベルギーの残りの 578 の地方

自治体は 2009 年末までにこのカードの配布を完了しなければならない。そのときまでに、すべ

てのベルギー国民は電子 ID カードを所持することを義務付けられている。 

電子ID 

電子IDカード 

現在ベルギーには中央統合電子調達プラットフォームまたはポータルがない。電子共同公共調達

（JEPP）という電子入札ポータルは 2002 年 11 月に導入されたが、これはベルギー連邦政府が入

札を呼びかける電子出版に用いているツールである。当初、連邦防衛大臣だけが JEPP で入札を

公開したが、他の連邦組織もそれにならい始め、現在ではすべての連邦政府組織が JEPP で入札

電子調達インフラストラクチャ 
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を公募している。このポータルの利用は 2005 年に非政府部門にも公開される予定である（しか

し、一部の地域政府および地方自治体、たとえばワロンは、独自の電子入札ポータルを開発し

た）。JEPP システムによって、公共機関が応札を作成し、政府発行組織に電子的に提出すること

ができ、一方政府は公共機関に対して入札や契約、他の書類、たとえば解説会議の議事録や技術

解説を通知することができる。このポータルによって、企業は入札案件および関連書類を検索し

て閲覧し、新規案件の e メールによる案内を予約することができる。電子調達の発表段階だけを

カバーする JEPP 電子入札ポータルはより広範な電子共同公共調達プログラムの一部である。こ

のプログラムの他の部分は、電子カタログや入札の電子提出など、その後の電子調達の段階を

扱っている。すべてのプロジェクトは、連邦政府公共サービス ICT（FEDICT）の協力の下、連

邦政府共同電子調達運営グループの責任によって開発されている。地方自治体などすべての公共

団体は電子共同公共調達プログラムの枠組みで開発されたアプリケーションを使用することがで

きる。 

電子共同体は、連邦政府の電子政府ポータル Belgium.be を通じて、2003 年 4 月に公務員がアク

セスできるようになったグループウェア・アプリケーションである。このプロジェクトの目的は

部門間にまたがる専門ネットワーク内で、通信や協力、知識の管理と共有を可能にすることであ

る。このシステムの機能は以下のとおりである。 

知識管理インフラストラクチャ 

電子共同体 

文書管理、簡単かつ高度な検索機能、コンテンツ管理、共同作業ツール。現在 20 を超える電子

共同体が存在し、これらの電子共同体は部門横断的（人的資源マネージャや Web マスタ、ICT マ

ネージャなどを共有）なものか、公共機関（保健省、社会保障省、連邦食物連鎖安全局など）独

自のものか、そのどちらかである。 
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国民に対する電子政府のサービス 

国民に対する電子サービスの利用可能性および高度化 

このセクションの情報は、2001 年 3 月に EU 評議会が採択した 20 の基本公共サービス（国民向

けが 12 件、企業向けが 8 件）の共通リストおよび電子ヨーロッパ・ベンチマーキング作業にお

けるオンラインによる利用可能性および高度化のレベルを評価するために用いた方法に基づいて

いる（電子ヨーロッパのベンチマーキング作業については電子政府指標を参照）。 

国民向けの 12 件のサービスは以下のとおりである。 

1. 所得税申告書 

2. 職業安定所による仕事探し 

3. 社会保険負担 

4. 個人用文書 

5. 自動車登録 

6. 建築許可申請 

7. 警察への被害届 

8. 公立図書館 

9. 証明書（出生、結婚）の申請および発行 

10. 高等教育への入学 

11. 転居通知（住所変更） 

12. 保健関連サービス（たとえば病院の予約） 

個々のサービスに関しては、そのサービスにおいて可能な最終的段階を基準にしてすでに到達し

ている高度化レベルを示している。 

 第 1 段階 － 情報：公共サービスに関するオンライン情報 

 第 2 段階 － 相互運用性：書類のダウンロード 

 第 3 段階 － 双方向性相互運用：認証を含む書類の処理 

 第 4 段階 － トランザクション：あらゆる事例の処理、意思決定および送信（支払い） 

1. 所得税：（申告、調査通知） 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－財務 

Webサイト： Tax-on-Web 

高度化レベル： 4/4 

解説： Tax-on-webによって、ベルギー居住者は納税申告をオンラインで行うことがで

きる。このシステムはベルギーの一部の納税者（ほとんどの場合、被雇用者お
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よび年金受給者）だけを対象として 2003 年に導入されて以来、拡張されてき

た。このアプリケーションによって、納税者は所得税額を計算し、データをオ

ンラインで確認して保存し、申告書を電子的に提出し、税務署から受領書を受

け取ることができる。オンライン・ヘルプ・システムによって、納税者は納税

申告のさまざまな処理を実行することができる。 

2. 職業安定所による就職サービス 

担当： 地域政府、地域雇用局 

Webサイト： FOREM（ワロン）、VDAB（フランドル）、ORBEM-BGDA（ブリュッセル地域） 

高度化レベル： 3/3 

解説： 地域雇用局のWebサイトによって、ユーザは自分の履歴書をオンラインで掲載

し、求人広告を検索して閲覧し、求人企業や組織の情報や職業訓練プログラム

に関する情報を取得することができる。連邦雇用局（ONEM-RVA

3. 社会保障給付金 

）は仕事を

探している人に情報を提供するが、仕事検索サービスは提供していない。 

a. 失業給付金 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－社会保障 

Webサイト： Social Security Portal 

高度化レベル： 2/4 

説明： 失業給付金に関する情報。登録は失業給付金支払い担当組織、すなわち公共団

体CAPAC-HVW（失業給付金支払い補助基金）または公認労働組合（CSC-

ACV、FGTB-ABVVおよびCGSLB-ACLVB

b. 家族手当 

）に自ら出向いて行わなければなら

ない。これらのWebサイトでは登録用紙がダウンロードできる。 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－社会保障 

Webサイト： National Office for Family Allowances for Employed Workers（ONAFTS-RKW） 

高度化レベル： 2/4 

解説： 情報および書式のダウンロード。就労労働者の家族手当担当局（ONAFTS-

RKW）の仕事は 120 万を超える世帯に対する年間約 38 億ユーロの家族手当給

付の管理である。この給付金は受益者に対して家族手当基金から支払われる
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が、この基金は非営利団体か、特定の業界（たとえばダイヤモンド業界、内陸

水路運輸業界など）の法人格を有する公共機関である。ほとんどの基金は独自

のWebサイトを持ち、中には電子サービスを提供しているものもある。 

c. 医療費（償還または直接決済） 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－社会保障 

Webサイト： National Institute of Medical and Invalidity Insurance（RIZIV-INAMI） 

高度化レベル： 2/4 

解説： 医療・傷病保険局（RIZIV-INAMI）のWebサイトは医療費の償還に関する情報

を提供している。ベルギーはスマート社会保険カード（SISカード）を導入し

た最初の国のひとつである。このカードによって、一部の医療費は直接決済す

ることができるが、他の費用は強制的・補足的個人社会保険によって償還され

る。これらの社会保険企業は独自のWebサイトを持っており、中には電子サー

ビスを提供しているものもある。このプログラムは社会保障のクロスロード・

バンク

d. 奨学金 

によって管理されている。 

担当： 共同体政府：フラマン語共同体大臣、フランス語共同体政府、ドイツ語共同体

政府 

Webサイト： Scholarships（フラマン語共同体）、Student Loans and Allowances（フランス語共

同体）、Student Loans and Allowances（ドイツ語共同体） 

高度化レベル： 1-2/4（共同体によって異なる） 

解説：

4. 個人的文書（パスポートおよび運転免許証） 

 この奨学金のWebサイト（フラマン語共同体）は情報およびダウンロードでき

る書式を提供しているが、他のWebサイトは情報提供のみである。 

a. パスポート 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－外務 

Webサイト： Belgian Passports 

高度化レベル： 1/3 

解説： 情報のみ。パスポートの申請はそれぞれの手続きによって、地方自治体によっ

て処理されている。 
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b. 運転免許証 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－移動および運輸 

Webサイト： Driving Licence 

高度化レベル： 1/3 

解説：

5. 自動車登録（新規、中古および輸入車） 

 情報のみ。運転免許証の申請および更新は独自の手続きによって、地方自治体

によって処理されている。 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－移動および運輸、自動車登録局 

Webサイト： WebDIV 

高度化レベル： 4/4 

解説：

6. 建築・計画許可申請書 

 WebDIVは 2003 年 7 月に導入され、これによって自動車の登録がインターネッ

トを通じてできるようになった。このWebサイトは時間を節減し、自動車登録

時に発生する間違いを減らすように設計されている。オンライン登録申請書は

公認代理店である保険会社またはブローカによってのみ可能である（保険加入

が自動車登録の前提条件である）。申請者は、自動車登録が正しく完了したと

いう確認書を受け取り、コピーを作成するために割り当てられたナンバー・プ

レートを直ちに知ることができ、翌日にナンバー・プレートおよび登録証明書

を受け取ることができる（申請が午後 2 時前に行われた場合）。2004 年には 25

万台を超える自動車がオンラインで登録されたが、これは全登録車数の 16.2%

に相当する。 

担当： 地域・地方政府および地方自治体 

Webサイト： なし 

高度化レベル： 0-4/4（地方自治体によって異なる） 

解説：

7. 警察への被害届（たとえば盗難の場合） 

 建築許可に関しては、各地域はそれぞれ独自の法律がある。申請書はそれぞれ

の地方自治体独自の方法で管理されている。 

担当： 中央政府（連邦）、連邦および地域警察 
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Webサイト： Police 

高度化レベル： 1/3 

解説：

8. 公立図書館（カタログおよび検索ツールの利用可能性） 

 情報のみ。オンラインでの被害届の提出は不可能。 

担当： 共同体政府：フラマン語共同体大臣、フランス語共同体政府、ドイツ語共同体

政府 

Webサイト： Bibnet（フラマン語共同体）、Public Libraries（フランス語共同体）、MediaDG

（ドイツ語共同体） 

高度化レベル： 2-3/3（共同体によって異なる） 

解説：

9. 証明書（出生、結婚）：申請および発行 

 フラマン語およびドイツ語図書館では情報およびオンライン・カタログを提

供。フランス語共同体図書館の場合は情報のみ。 

担当： 地方政府（地方自治体）、ブリュッセル地域の地域政府との連携 

Webサイト： なし 

高度化レベル： 1-3/3（地方自治体によって異なる） 

解説： 証明書の申請は個々の地方自治体が取り扱う。連邦ポータルBelgium.beによっ

て、これらの証明書の取得のための手続きに関する一般的情報にアクセスする

ことができる。ブリュッセル地域では、電子署名を利用することができる安全

な電子カウンタ

10. 高等教育・大学への入学 

・システムによって、国民は安全に証明書（出生、結婚、死

亡、居住、国籍など）の申請をオンラインで行い、料金を支払うことができ

る。支払いは 10 枚の証明書を 1 セットとして一括して行うことができる。こ

のシステムはブリュッセル地域のコンピュータ・センター（CIRB）によって

提供されており、現在ブリュッセル地域の 19 の地方自治体のうち 5 の自治体

に利用されている。 

担当： 共同体政府：フラマン語共同体の大臣、フランス語共同体政府、ドイツ語共同

体政府 

Webサイト： Higher Education （フランドル） 、 Higher Education （フランス語共同

体）、Education（ドイツ語共同体） 
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高度化レベル： 1/4 

解説：

11. 転居通知（住所変更） 

 情報のみ 

担当： 地方政府、地方自治体 

Webサイト： なし 

高度化レベル： 1-2/3（地方自治体によって異なる） 

解説： 連邦政府のポータルは住所変更通知

12. 保健関連サービス（別の病院でのサービスの利用可能性に関する双方向の助言。病院の予

約） 

に関する情報を提供している。住所変更通

知はそれぞれの地方自治体によって扱われている。 

担当： 中央政府（連邦）および地域政府 

Webサイト： Federal Public Service Health, Food Security and Environment 

高度化レベル： 1/4 

解説： 連邦公共サービス保健・食品安全および環境のWebサイトは保健関連の施設お

よび問題に関する情報を提供している。2004 年 12 月に、政府はすべての保健

および医療に関連する情報およびサービスを単一のポータルによってオンライ

ンで提供することを目的とした統合プラットフォームである Be-Healthの開発

を承認した。このポータルは医療の専門家、一般大衆、および政府に対して

サービスを提供し、国民に対しては医療関連の情報と助言を与え、医療専門家

間および国民と医療施設および医療組織の間の安全な電子通信を提供し、医療

関連データ（たとえば支出、統計など）の収集を行っている。 
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企業に対する電子政府のサービス 

企業に対する電子サービスの利用可能性と高度化レベル 

このセクションの情報は、2001 年 3 月に EU 評議会が採択した 20 の基本公共サービス（国民向

けが 12 件、企業向けが 8 件）の共通リストおよび電子ヨーロッパのベンチマーキング作業にお

けるオンラインによる利用可能性および高度化のレベルを評価するために用いた方法に基づいて

いる（電子ヨーロッパのベンチマーキング作業については電子政府指標を参照）。 

企業に対する 8 のサービスは以下のとおりである。 

1. 被雇用者に対する社会的貢献 

2. 法人税：申請、通知 

3. 付加価値税（VAT）：申請、通知 

4. 新会社の登録 

5. 統計局へのデータの提出 

6. 関税の申告 

7. 環境関連の許可 

8. 公共調達 

個々のサービスに関しては、そのサービスにおいて可能な最終的段階を基準にしてすでに到達し

ている高度化レベルを示している。 

 第 1 段階 － 情報：公共サービスに関するオンライン情報 

 第 2 段階 － 相互運用性：書類のダウンロード 

 第 3 段階 － 双方向性相互運用：認証を含む書類の処理 

 第 4 段階 － トランザクション：あらゆる事例の処理、決定および送信（支払い） 

1. 被雇用者に対する社会的貢献 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－社会保障 

Webサイト： Social Security Portal 

高度化レベル： 4/4 

解説： ベルギーの企業またはその代表者は、社会保障ポータルを通じてアプリケー

ションからアプリケーションへ、またはオンラインで 18 の電子的トランザク

ションを行うことができる。2003 年 1 月 1 日以来、すべてのベルギーの企業

経営者は四半期ごとの賃金および労働時間の明細を社会保障局に電子的に提出

しなければならない。権限を有するすべての社会保障機関は提出されたデータ

にアクセスすることができる。 
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2. 法人税：申請、通知 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－財務 

Webサイト： Finance Portal 

高度化レベル： 4/4 

解説： 情報および電子署名が可能で、電子的に提出することができる「インテリジェ

ントな」書式（Finform

3. 付加価値税（VAT）：申請、通知 

申請書） 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－財務 

Webサイト： InterVAT 

高度化レベル： 4/4 

解説： InterVATによって、VATの申告書を電子的に提出することができる。EdiVAT

4. 新会社の登録 

と

いうもうひとつのアプリケーションによって、EDI（電子データ交換）による

提出が可能である。 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－経済、SME、自営業およびエネルギー 

Webサイト： Crossroads Bank for Enterprises 

高度化レベル： 3/4 

解説：

5. 統計局へのデータの提出 

 2003 年 7 月 1 日以来、連邦公共サービス－司法省によって管理されていた商

業登録の代わりにクロスロード・バンク・フォー・エンタープライズ、および

企業に対してワンストップ・サービスを提供する一連の 10 エンタープライ

ズ・カウンタが用いられるようになった。これらのエンタープライズ・カウン

タは公認の民間組織によって運用されている（たとえば、商工会議所）。その

ほとんどは会社の登録をオンラインでできるようにしている。 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－経済、SME、自営業およびエネル

ギー、統計部 

Webサイト： Statistics Belgium 

高度化レベル： 3/3 
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解説：

6. 関税の申告 

 企業および公共機関は統計的データを電子的に伝送することができる。 

担当： 中央政府（連邦）、連邦公共サービス－財務、関税および消費税管理局 

Webサイト： Customs and Excise 

高度化レベル： 4/4 

解説： ベルギーでは、SADBEL（Système Automatisé de Dédouanement pour la BElgique 

et le Luxembourg）という電子関税申告システムが 1982 年以来稼動している。

このシステムによって、企業はモデムまたは電話線を使用して関税・消費税管

理局の中央コンピュータに直接接続して申請書を提出することができる。2006

年 1 月 1 日に、このシステムの代わりに、ペーパーレス・カスタムズ・アン

ド・エクササイズという新しいWebベースのアプリケーションが導入される予

定である。2008 年には電子申請が義務付けられる。関税・消費税管理局

はWEB-N.C.T.S.

7. 環境関連の許可（報告を含む） 

というWebベースのアプリケーションも開発しており、これは

EUの新しいコンピュータによる輸送システム（NCTS）に基づいて輸送業務を

管理するためのものである。 

担当： 地域政府および地方政府（地方自治体） 

Webサイト： Flemish Environment Agency（フランドル）、Walloon Environment Portal（ワロ

ン）、Brussels Institute for Management of the Environment（ブリュッセル地域） 

高度化レベル： 2-3/4（地域によって異なる） 

解説：

8. 公共調達 

 地域のWebサイトは情報および許可申請の書式をオンラインで提供している。

申請書は地方自治体によって処理される。 

担当： 中央政府（連邦）連邦公共サービス－司法省、官報局長（Belgian Monitor）、

司法的判断の掲示（BDA） 

Webサイト： Joint Electronic Public Procurement（JEPP） 

高度化レベル： 3/4 
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解説： 連邦政府の公共入札の電子的普及のための電子的入札ポータル。連邦公共サー

ビス－司法省はまた、連邦公共サービスICTおよび防衛省と協同で、完全な電

子調達システムの開発

 

を行っている。 
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（２）ドイツ 

 

ドイツの概要 

電子政府の歴史 

電子政府の戦略 

電子政府の法的枠組み 

電子政府の関係者 

電子政府の重要人物 

電子政府のインフラストラクチャ 

国民に対する電子政府のサービス 

企業に対する電子政府のサービス 

2005 年 6 月 

免責条項 

本書はすべてを網羅することを目的とはしていない。その目的はドイツにおける電子政府の一般

的状況を説明することである。あらゆる点で正確を期してはいるが、本書に含まれる情報は単な

る指標であって、間違いに対する責任は負わない。本書が提供する情報の利用に関して、欧州委

員会および委員会のために行動するいかなる人物もその利用に対して責任を負わない。 

© European Communities 2005 
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ドイツの概要 

基本データおよび指標 

面積： 357,020 km2 

基本データ 

人口： 8,217 万 8,000 人  

首都： ベルリン  

言語： ドイツ語  

通貨： ユーロ  

失業率： 8.2%  

国内総生産（GDP）： 2 兆 1,000 億ユーロ  

一人当たり GDP： 2 万 5,560 ユーロ  

成長率： 0.2%  

インフレーション： 1.3%  

債務対 GDP 比率： 60.8%  

歳入不足対 GDP 比： -3.6%  

出典：ヨーロッパ統計局 2002 年資料 

ドイツは連邦共和国で、1990 年の再統一後は 16 の州、つまり「ラント」で構成され、そのひと

つは首都ベルリンである。これらのラントは独自の立法組織と行政組織を持つ。 

政治構造 

連邦レベルでは、立法権は異なる権限を持つ二院で構成されている議会が有する。下院（Federal 

Diet つまり Bundestag）の議員は 4 年ごとに直接選挙で選出されるが、その選出方式は多数決と

比例代表制の組み合わせである。議員数は、政党が選挙区で補足議席を獲得するため選挙のたび

に異なるが、現在は 662 名である（328 名は小選挙区から直接選出され、334 名は各州の政党の

選挙名簿によって、比例代表となるように選出されている）。比例代表の議席を得るためには、

政党は国民投票の最低 5%、または小選挙区で 3 議席を獲得しなければならない。上院（Federal 

Council つまり Bundesrat）は 69 名の議員で、州の人口に比例して州政府によって指名される。 

国家元首は大統領で任期は 5 年、連邦代表者会議（Bundestag の代表者とラントの議会の代表者

で構成される会議）で選出される。行政権は連邦政府の手にあり、連邦政府は下院

（Bundestag）によって指名され、その首班は首相である。 

ドイツ連邦共和国の憲法（基本法つまり Grundgesetz）は 1949 年 5 月 23 日に制定された。この

憲法は 1990 年 8 月 31 日の統一条約および 1990 年 9 月 23 日の連邦法令によって改定された。 
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ドイツは 1967 年の欧州共同体の創設メンバーであった。 

現在の国家元首：ホルスト・ケーラー大統領（2004 年 7 月 1 日就任） 

現在の首相：ゲアハルト・シュレーダー首相（1998 年 10 月 27 日就任） 

コンピュータ利用率： 63%（2002 年） 

情報社会の指標 

個人によるインターネット利用率： 54%（2003 年） 

従業員 10 名以上の企業によるインターネット利用率： 95%（2003 年） 

ブロードバンド接続利用率： 家庭 9%、企業 46%（2003 年） 

物品またはサービス（株取引・金融サービスを除く）の購入・注文を目的とした個人によるイン

ターネット利用率： 22%（2003 年） 

インターネットを通じて購買を行ったことのある企業： 11%（2002 年） 

インターネットを通じて注文を受けたことのある企業： 9%（2002 年） 

公共機関との情報交換を目的とした個人によるインターネット利用率： 情報の取得 23%、書

類の取得 12%、記入済み書類の返送 7%（2003 年） 

公共機関との情報交換を目的とした企業によるインターネット利用率： 情報の取得 31%、書

類の取得 28%、記入済み書類の返送 14%（2003 年） 

出典：欧州統計局資料  
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電子政府の歴史 

主な発展および重要な出来事（新しい順） 

最近の発展については、電子政府ニュース － ドイツを参照されたい。 

ドイツ連邦内務大臣オットー・シーリーは、2005 年 11 月から段階的に発行されるドイツの未来

のバイオメトリック・パスポートを発表した。「電子パス」という新しいドイツの旅券には、第

一段階として所持者の氏名や誕生日、それに顔のデジタル映像などのような個人情報を含んだ埋

込み型無線 ID（RFID）チップが内蔵されている。2007 年 3 月からの第二段階では、このチップ

には所持者の右と左の人差し指の指紋も保存されることになっている。 

2005 年 6 月 1 日 

連邦政府はオープン・ソース・ソフトウェア（OSS）コンピテンス・センターを発足させた。そ

の目的は、ドイツの公的部門における OSS の利用に関する最優良事例を広めやすくすることで

ある。 

2005 年 3 月 13 日 

ドイツ政府は共通の「電子カード」戦略を発表した。その目的は、国民の ID、社会保障情報、

健康保険サービスの分野の多くの電子政府スマート・カード・イニシアティブに共通の戦略的枠

組みを与えるためである。この共通戦略によって、社会保障や納税手続きの分野で重要なデータ

ベースやサービスにアクセスできるばかりでなく、（電子健康保険カード、電子 ID カード、ジョ

ブ・カードのような）異なる連邦電子カード・イニシアティブを整合させることができる。何よ

りも、共通戦略によって、トランザクションとして処理できる電子政府サービスの開発および利

用を進め、効率の改善とコストの削減を最大化するための共通の標準を規定することができる。

この戦略は、将来の電子健康保険カードおよび電子 ID カードは単一で万能型の書類にまとめる

ことができ、それを使用すれば国民は簡単に電子サービスにアクセスすることができるようにな

ることも予測している。 

2005 年 3 月 9 日 

連邦議会は電子ファイル管理法を採択した。これはドイツの裁判官が裁判関連のファイルや文書

を電子的に処理することができ、ドイツにおけるペーパーレスの司法システムの実現への道を開

くために作成されたものである。 

2005 年 2 月 25 日 
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ドイツ政府は、IT プロジェクト管理の新しい手続きモデルとして V-Modell XT を採択した。この

新しいモデルはプロジェクト開発の特定の段階で行うべき活動を詳細に規定し、同時に達成すべ

き結果を細かく示している。このモデルはまた、プロジェクトに参画している一人ひとりのメン

バーの責務を明確に記録しており、プロジェクト・マネージャや他のスタッフが IT システムの

成功の一助となるように設計されている。 

2005 年 2 月 4 日 

ドイツの大型商用車用のハイテク道路通行料徴収システムである Toll Collect はドイツの高速道

路全体に成功裏に導入された。Toll Collect は「フリーフロー・システム」で、車を止めたり、減

速したりすることなく通行料を計算する。その通行料自動計算システムは移動通信と衛星測位

（GPS）の技術を組み合わせたものを利用している。 

2005 年 1 月 1 日 

ドイツの電子健康保険カードがラインラント・パラチネート州に初めてテストケースとして導入

され、試験段階に入った。このカードは 2006 年 1 月 1 日に全国に導入されるが、それに先立

ち、追加試験が 2005 年に行われることになっている。約 8,000 万の国民のためにカードを作成

して配布するのは物流上大変な作業であり、そのため、新システムへの移行はいくつかの段階を

経て行われる。 

2004 年 11 月 29 日 

MEDIA@Komm-Transfer プロジェクトが導入された。その目的は、ドイツの地方自治体および

地域政府のために移植可能な電子政府ソリューションを特定して開発することである。このプロ

ジェクトは地域および地方レベルで統合電子政府サービスの開発を促進するプロジェクトであ

り、 20 の「移植可能な地方自治体」で開発され、試験されることになっている。

MEDIA@Komm-Transfer は、1998 年に導入され、地方自治体用に 300 を超える電子ソリューショ

ンが 3 モデル地域で開発され、試験された従来の MEDIA@Komm イニシアティブの後継であ

る。MEDIA@Komm はまた、電子政府データ交換 OSCI（オンライン・サービス・コンピュー

タ・インターフェース）用の標準の開発にも役立つ。 

2004 年 3 月 19 日 

眼球の虹彩の模様のスキャンによるバイオメトリック国境管理システムの試作版をフランクフル

ト空港に導入した。 

2004 年 2 月 13 日 
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ドイツ連邦行政裁判所は BundOnline 2005 電子決済プラットフォームを使用した初めての連邦

政府機関となった。集中電子決済プラットフォームは BundOnline 2005 の導入にとって、重要か

つ基本的なインフラストラクチャの構成要素のひとつである。このプラットフォームは連邦政府

の決済手順および外部のトランザクション処理業者（クレジット・カード会社など）とのイン

ターフェースをとることができるため、ドイツの大半の電子政府のトランザクションとして処理

できるサービスに統合することができ、統合することによって、政府機関にとって時間の節約と

開発コストの節減につながる。 

2004 年 1 月 

ドイツ連邦情報安全保護機関（BSI）は「バリアフリー電子政府」を発表した。これは電子政府

の Web サイトおよびアプリケーションに、身体に障害を持つ人も含めて、すべてのユーザがア

クセスできるようにする手引書である。 

2003 年 12 月 19 日 

ドイツ政府はその電子政府知識管理 Web サイトを再導入した。このサイトは電子政府プロジェ

クトの立案および導入に携わる連邦、州、地方のプロジェクト・チームの参考になる情報を提供

するために作成されたものである。 

2003 年 12 月 15 日 

ドイツ連邦政府は BundOnline 2005 の年次報告書および第三次導入計画を承認した。この報告

書および計画は、連邦政府全体にわたって BundOnline が着実に導入されていることを示してい

る。2005 年までに電子的伝送機能を持たなければならないとされたサービスの半数以上がすで

にオンラインで利用可能である（449 サービス中 248 サービスで、1 年前より 100 サービス増加

している）。同じ会議で、政府は公共調達を最大限活用するプログラムも採択したが、このプロ

グラムは、すべての連邦機関は 2005 年末までに電子調達に切り替えることを規定している。 

2003 年 12 月 10 日 

情報通信技術分野でのドイツの力をさらに発展させることを目的とした新しい情報社会アクショ

ン・プランである「情報社会ドイツ 2006」が発足した。電子政府の分野における最優先課題

は、電子署名を用いてトランザクションとして処理できる公共サービスをオンラインで提供する

安全なインフラストラクチャを構築し、国民が 2005 年には納税申告をオンラインで行うことが

できるようにし、2005 年末までにすべての政府関連の調達をオンラインで行い、2006 年には雇

用サービスにスマート「JobCard」を導入することである。 

2003 年 12 月 3 日 
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ドイツ連邦労働局は「スーパー雇用ポータル」Arbeitsagentur.de を導入した。このポータルは政

府の雇用関連の目的を達成させるもので、雇用関連の目的は職業訓練および就職市場における需

要と供給を結びつけ、その透明性を高めることである。このポータルは求人や就職希望者のデー

タベースにアクセスできるようになっており、就職希望者が就職機会をこれまでより簡単に探す

ことができる革新的なマッチング・アプリケーションを備えている。労働局のスタッフだけがア

クセスできるもうひとつの高度な機能は、インターネットを巡回して求人広告を集めてくる

「ジョブ・ロボット」である。 

2003 年 12 月 1 日 

「ガバメント・サイト・ビルダ」をベースとした初めての Web サイトが導入された。ガバメン

ト・サイト・ビルダは新しいコンテンツ管理システム（CMS）で、政府全体の標準になるもので

ある。これは、BundOnline 2005 イニシアティブの一部として導入されつつある全国電子政府イ

ンフラストラクチャの「基本構成要素」のひとつである。この標準ソリューションはすべての連

邦政府機関が無料で利用することができるが、カスタマイズされたアップグレード版は有料であ

る。 

2003 年 11 月 11 日 

ドイツ政府は、連邦政府内の電子通信の安全性を確保するために、Governikus システムを採用

した。Governikus は、ブレーメン市の電子政府プログラムの枠組みの中（「ブレーメン・オンラ

イン・サービス」プロジェクト）で開発された安全なミドルウェア・プラットフォームである。

連邦政府は「仮想郵便局」の主要構成要素として Governikus を採用し、全連邦政府行政機関に展

開し、そうすることによって、電子政府サービスを提供するに際し、公共機関内、公共機関間と

関連外部組織との安全で、追跡調査が可能な、機密を保持できる通信を確保できると思われる。 

2003 年 9 月 25 日 

ドイツ政府はソフトウェア移行プロジェクトの手引書を発行した。この手引書は公共機関におけ

る多種多様なソフトウェアの利用への道を開くことを目的としている。 

2003 年 7 月 10 日 

ドイツのゲアハルト・シュレーダー首相、連邦（Länder）政府の首班およびドイツの地方自治体

の代表者評議会は、Deutschland-Online（ドイツのオンライン）と題する全国共通の電子政府戦

略に同意した。Deutschland Online は政府の全階層（連邦政府、州政府、地方自治体）を共同事

2003 年 6 月 26 日 
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業に関わらせることになるため、Deutschland Online はドイツにおける電子政府の重大な障害と

して特定されている異なる階層間の協調態勢の欠如を克服しなければならない。 

ミュンヘン市議会はその 1 万 4,000 台のワークステーションをオープン・ソースの基本ソフト

ウェアであるリナックスとオープン・ソースのオフィス・スイートに移行することを議決した。

この移行は欧州の公共部門ではこれまでで最大規模のものである。 

2003 年 5 月 28 日 

内務大臣はマイクロソフトとの使用許諾契約に署名した。これによって、すべての公共部門は有

利な条件で同社のソフトウェア製品を購入およびリースすることができる。この契約によって、

連邦政府、州政府、地方自治体は相当な金額を節約できると思われる。 

2003 年 4 月 10 日 

政府および経済界における電子署名の現在の使用状況に基づいて電子署名の標準を確立するため

に、電子署名に関する官民の提携関係が政府と多くの民間部門の企業（銀行、IT サービス企業

など）との間で結ばれた。 

2003 年 4 月 3 日 

ドイツ連邦政府は「官僚主義一掃イニシアティブ（Initiative Bürokratieabbau）」を開始した。この

イニシアティブは 5 の重要分野、すなわち労働市場と自営業、中小企業と民間部門、研究と技

術、市民社会とボランティア活動、企業と個人に対する政府のサービスにおける官僚的形式主義

を一掃することによって、企業に対するドイツの魅力を高めることを目的としたものである。 

2003 年 2 月 26 日 

行政手続法の条項の改正に関する第三法が施行された。この法律によって、電子署名の普及の妨

げとなるすべての法的障害が排除され、電子署名には公共機関とのやり取りにおいて手書きの署

名と同一の法的地位が与えられた。 

2003 年 2 月 
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電子政府イニシアティブの導入計画の最新情報と共に、BundOnline 2005 の年次報告書が連邦内

閣に提出された。この報告書によると、2002 年の導入計画に盛り込まれた目標は達成され、連

邦政府の 160 を超えるサービスが現在インターネットで供給されている。 

2002 年 12 月 11 日 

連邦電子政府のポータルはドイツの諸都市および多くの地方自治体の情報およびサービスにリン

クされ、質的に向上した。そのため、このポータルは単一の共通インターネット・プラット

フォームでドイツのすべての政府機関をカバーしている。 

2002 年 8 月 6 日 

身体障害者がインターネットを通じて公的情報に完全にアクセスできるようにする新しい法的規

制が施行された。この新しい規制によって、連邦政府の公共機関は既存のインターネットを再設

計することになる。身体障害者専用の連邦政府の Web サイトは 2003 年末までに再設計されなけ

ればならない。その他の既存の Web サイトは 2005 年末までにこの新しい標準に準拠しなければ

ならない。 

2002 年 7 月 24 日 

ドイツの電子政府の相互運用性枠組みである SAGA（電子政府アプリケーションの標準とアーキ

テクチャ）が採択された。SAGA は電子政府イニシアティブ BundOnline 2005 の導入のための技

術標準を詳述している。 

2002 年 6 月 5 日 

連邦政府のオットー・シーリー内務大臣は、ドイツの公共機関においてオープン・ソースの基本

オペレーティングシステムおよびソフトウェアを奨励する件に関し、IBM と協力合意書に署名し

た。この合意書によって、ドイツ政府、州政府、地方自治体はリナックス基本オペレーティング

システムをベースとしたソフトウェアを割引価格で取得できるようになる。 

2002 年 6 月 3 日 

連邦政府の電子調達プラットフォームが導入された。このプラットフォームは、政府機関が一連

の事前に締結した包括的契約に基づいて、物品やサービスを電子的に調達することができ、費用

のかかる入札の場を設けなくでもよい仮想市場である。またこのシステムによって、入札者はイ

ンターネットを通じて完全かつ拘束的に直接、入札することができる。このシステムは連邦内務

2002 年 5 月 3 日 
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省調達局が運用していたプログラム「公共調達オンライン（Öffentlicher Eink@uf Online）の産物

である。 

電子政府のポータル Bund.de 上にオンライン・フォーム・センターを開設した。このフォーム・

センターを通じて、項目別、政府機関別に分類された約 1,000 の公式書類に一括してアクセスす

ることができる。このシステムは、ユーザが担当政府機関を知らなくても、関連書類を見つけ出

すことができるように設計されている。 

2002 年 3 月 13 日 

政府は「連邦政府との電子的な、合法的な、ビジネス上のトランザクションの安全性に関する決

議」を採択した。この決議は、電子署名の導入ならびにオンライン通信の認証およびエンコード

のための戦略、標準および枠組みを設定するためのものである。特にこの決議は、全連邦政府機

関（20 万人を超えるスタッフ）に電子署名を導入しようとするものである。 

2002 年 1 月 22 日 

連邦内務省（BMI）は最高情報責任者室を設置した。この新しい部署は、IT 政策および戦略、IT

管理および IT 安全保護に関する連邦内務省の業務を共同で担当する。この部署は、BundOnline 

2005 プロジェクト・グループ、連邦政府の IT 調整諮問機関（KBSt）、連邦情報安全保護機関

（BSI）を傘下においている。 

2002 年 1 月 7 日 

BundOnline 2005 導入計画が発表された。この計画はインターネットによる供与に適している

376 の連邦行政サービスを一覧表にまとめ、これらのサービスのひとつひとつが 2005 年までに

オンライン化される日程を設定している。この計画は、376 のサービスを 2005 年末までにオン

ライン化するには総額 16 億 5,000 万ユーロが必要と予測しており、情報技術に対する年間 12 億

ユーロという連邦予算の大幅な再配分が必要となる。 

2001 年 11 月 14 日 

連邦情報安全保護機関（BSI）は、電子政府の発展の全容を示す参考文献であり、その情報が集

中的に保管されている文書として作成された電子政府マニュアルを発行した。組織的問題および

技術的問題ばかりでなく、IT の安全保護が特に強調されている。BSI の電子政府マニュアルの内

容は引き続き追加され、更新されているが、決して強制的なものではなく、単なる推奨である。

2001 年 5 月 14 日 
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同じ日に、ゲアハルト・シュレーダー首相はドイツにおける電子政府のビジョンを発表した。こ

のビジョンは「親の州」から「パートナの州」への移行を可能にし、政府を反応の早い、効率の

よいものにしながらも、中央集権化に対する連邦憲法の予防措置を存続させることを意図したも

のである。 

政府の情報およびサービスのポータル Bund.de が導入された。このポータルは連邦政府のオン

ライン・サービスに一括アクセスできるようになっている。 

2001 年 3 月 

ドイツのゲアハルト・シュレーダー首相は、連邦政府の電子政府プログラムである

BundOnline2005 を発表した。その目的は、2005 年末までにすべての連邦公共サービスを電子的

に提供できるようにすることである。このイニシアティブは「インターネットをすべての人に－

情報社会への道の 10 段階」プログラムの一部である。 

2000 年 9 月 18 日 

1996 年に創立されたフォーラム・インフォ 2000 に続くものとして、新しい情報社会フォーラム

が創設された。このフォーラムのメンバーは産業界や社会のさまざまな部門の専門家である。 

1999 年 12 月 

政府は、政府の近代化のための広範囲にわたるプログラムである近代国家－近代政府プログラム

を採択した。 

1999 年 12 月 1 日 

連邦の情報社会アクション・プログラム「21 世紀の情報社会における革新と職務」を発表し

た。ICT の利用による国家近代化の促進はこの計画の 4 つの戦略的枢軸のひとつである。 

1999 年 11 月 

D21 イニシアティブ（21 世紀のドイツ）が発表された。このイニシアティブは産業社会から情

報社会への転換を助長することを目的とした民間部門のイニシアティブである。産業界の全分野

が参加している。諮問委員会が設立され、そのメンバーは政界、経済界、官界からの 49 名の名

1999 年 7 月 
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だたる有識者で、その中には数人の大臣も含まれており、ゲアハルト・シュレーダー首相の指揮

下に置かれている。 

地域の電子政府ソリューションの開発を目的とした MEDIA@Komm プロジェクトが連邦政府の

資金援助を得て発足した。提案を求めた後、電子署名を利用して革新的で安全な電子政府アプリ

ケーションを開発する地域として、3 のモデル地域が選出された。 

1998 年 3 月 

情報通信サービス法（「マルチメディア法」という名のほうが有名）が施行された。この法律

は、電子情報通信サービス（電子署名、テレサービスなど）のさまざまな利用法に対する均一な

経済的条件を設定することを目的とした広範囲にわたる一連の法律である。 

1997 年 8 月 1 日 

フォーラム・インフォ 2000 が創立された。このフォーラムはさまざまな産業や組織から集めら

れた約 180 名の人々で構成され、情報社会問題を検討し、諮問するフォーラムである。 

1996 年 10 月 

インフォ 2000 が発表された。情報社会へ至るドイツの道筋を示しており、情報社会に向けた政

府の最初のアクション・プランである。ICT によって公共機関を変化させることがこの計画の重

要な部分であり、スリムな、国民中心の政府を作ることを目的としている。 

1996 年 2 月 
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電子政府の戦略 

主な戦略的目的と原則 

BundOnline 2005  

ドイツ連邦政府の電子政府戦略は BundOnline 2005 イニシアティブに規定されており、このイ

ニシアティブは 2000 年 9 月 18 日にゲアハルト・シュレーダー首相によって導入された。

BundOnline 2005 の最も重要な目的は、2005 年までに電子的に提供できる連邦政府のすべての

サービスをオンラインで利用できるようにすることである。 

BundOnline 2005 は、ドイツの情報社会の発展を目指す連邦政府の政策の重要要素である。この

イニシアティブの目的は、国民、産業界、学界さらには他の機関が連邦政府のサービスをより簡

単に、迅速に、コスト効率よく利用できるようにすることである。それによって、政治や行政に

対する国民の満足度を高め、ドイツの工業的地位を高めることが期待されている。 

BundOnline 2005 は行政の近代化に対する政府の政策のひとつの重要な要素でもある。一貫性の

ある電子政府プロジェクトはまさに、公共行政機関の業務を近代化する大きな起動力となる。そ

のため、BundOnline 2005 は連邦政府の構造と行政を簡素化することを目的としている。 

BundOnline 2005 はまた、州政府のパフォーマンスを犠牲にすることなく、経費を削減すること

によって、連邦政府の予算全体に対して大いに貢献するであろう。 

BundOnline 2005 は連邦政府を近代的な、サービスの提供を中心業務とした企業とみなしてい

る。その焦点は初めから終わりまで、外部のユーザ（国民、企業、学界または他の行政機関）に

提供するサービスに置かれている。このアプローチは、過去によく用いられた概念、すなわち単

一の段階という概念（たとえば、オンライン登録、e メールによる連絡など）または技術面に重

点を置いたプロジェクトに代わる手法である。作業の主たる対象となっているのは顧客およびそ

のニーズであって、特定の技術の適用だけではない。そのため、行政の近代化に対する

BundOnline 2005 の重要性が強く打ち出される。そのためには、プロセス・レベルで始まる先進

的な再構築作業とそれを支える訓練によって補われなければならない。 

連邦政府は BundOnline 2005 電子政府イニシアティブの導入計画の草案作りを、下記の点を視野

に入れて作成するように連邦内務省に命じた。 

・ オンラインで提供する連邦政府のサービスの一覧表を作成し、優先順位を付け、予定表を作

成すること 

・ 連邦政府のサービスのオンライン化に必要な相互運用性の政策、技術的標準、組織上の要件

を規定すること 
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・ 連邦行政機関すべてが使用するために開発しなければならない重要な構成要素を規定するこ

と 

・ BundOnline 2005 を 2002 年から 2005 年にかけて導入するために必要な経費を決定すること 

・ この計画を成功裏に導入するために必要な協力態勢のメカニズムを規定すること 

・ BundOnline 2005 の導入のための法的要件を規定し、適切な立法作業の計画を立てること 

BundOnline 導入計画の第一稿は 2001 年 12 月に提出された。この導入計画は、連邦政府の連邦内

務省によって年次報告書という形で、つまり 2002 年度報告書、2003 年度報告書、2004 年度報告

書として毎年更新される。 

Deutschland-Online  

BundOnline 2005 イニシアティブは連邦政府の電子政府の開発に政策の枠組みを与えているが、

電子政府はその連邦レベルのみで達成できるわけではない。優れた電子政府を実現するには、政

府のあらゆるレベルで行政プロセスの総合的な統合と最適化が必要である。 

ここで障害となるのは、連邦政府、16 の州政府、300 を超える地域政府、1 万 3,000 をはるかに

超えるドイツの地方自治体の持つ異質な IT 環境である。同じ目的のために、別々の政府が異な

る IT アプリケーションを開発してきた。連邦政府、州政府および地方自治体は、統合が極めて

困難な 7,000 を越える Web サイトを運用している。連邦政府、州政府および地方自治体の間の一

貫性のある電子的プロセスは規則どころか、依然として例外ばかりである。IT に対するばらば

らな公的投資は最適に行われているとはいえない。このようなばらばらの状態をそのままにして

おけば、費用のかかる、切り離された、重複した技術ソリューションとプロセスを生み出してし

まう可能性がある。 

このようなリスクを回避し、連邦政府、州政府および地方自治体の間に適切な協調関係と協力関

係を育むために、統合電子政府のための Deutschland - Online 共同戦略が 2003 年に提言され

た。このパートナーシップは 2003 年 3 月にオットー・シーリー連邦内務大臣によって初めて提

案され、2003 年 6 月 26 日にゲアハルト・シュレーダー連邦首相および州政府首班の同意を得

た。地方自治体は代表者評議会を通じてこの同意に加わった。 

Deutschland-Online 戦略には政府のすべての階層間の協力態勢を実現する枠組みが盛り込まれて

いる。このパートナーシップは下記の 5 の優先事項に基づいている。 

・ 国民および企業に対する統合電子サービスの開発： 

国民および企業は政府の各階層にまたがる最も重要なサービスをオンラインで利用すること

ができる。たとえば、記録簿の照会（商業登記、連邦中央犯罪記録簿）、国民の記録簿およ
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び既婚未婚の登録、公式統計、自動車登録、連邦教育支援条例、失業、社会福祉支援などの

分野は優先順位の高いモデル・プロジェクトとみなされている。 

・ インターネット・ポータルの相互接続：電子政府のサービスへのアクセスはインターネッ

ト・ポータルの必要な相互接続を実現することによって改善される。 

・ 共通インフラストラクチャの開発：データの交換を円滑に行い、平行開発を回避するため

に、共同電子政府インフラストラクチャを構築して、開発する。 

・ 共通標準の開発：連邦政府、州政府および地方自治体は電子政府用のデータ・モデルやプロ

セス・モデルのみならず、共同標準を作成する。 

・ 経験および知識の移転：

Deutschland-Online 戦略は連邦制度の長所を利用している。一方、パートナの中には「一部のも

のをすべてのものに」という原則に基づいて、モデル・ソリューションに関して先行している

パートナもいる。他のパートナもこうした開発物を協調的アプローチにより、中央政府の官僚主

義に煩わされることなく利用するという意味において、その恩恵を受けるべきである。一方、適

切なプロジェクトは協力して遂行される。連邦政府、州政府および地方自治体は共同のビジネ

ス・モデルを開発する。このモデルは、連邦政府、州政府および地方自治体によって開発された

電子政府アプリケーションを他の地域政府や地方自治体が利用できるように提供するために用い

られる。 

連邦政府、州政府および地方自治体の間の電子政府ソリューション

の移転は改善され、ノウハウは格段に増加され、平行開発は回避される。 

Deutschland-Online 導入の政治的調整は、連邦政府およびラント政府の電子政府担当政務次官の

作業グループによって実行される。この作業グループには地方自治体の全国評議会も参加し、政

府首班に毎年報告する。 
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電子政府の法的枠組み 

電子政府の発展に影響を与える主な法律 

現在、ドイツには電子政府全般にわたる法律は存在しない。 

電子政府の法律 

現在、ドイツには情報の自由（FOI）に関する法律は存在しない。欧州連合内では、現在ドイ

ツ、キプロス、マルタおよびルクセンブルグだけが FOI 法を持っていない。ドイツの FOI 法の

提案は早くも 1998 年に発表されたが、連立政権内の政治的不合意により何回か拒否された。し

かし、2004 年 12 月 17 日に、ドイツ議会は新しい FOI 法の第一読会を行った。提案されたこの

法律が成立した場合には、国民は連邦政府の情報にアクセスする一般的権利を持つことになる。

この法律の草案は、情報に対する「法的関与を実証」せずに、誰でも公式文書を要求することが

できると記している。この提案は、政府機関に多くの項目をオンラインで公開しなければならな

いとする「インターネット条項」も含んでいるが、情報は「遅滞なく」請求者に提供されなけれ

ばならないと記している。しかし、複雑な照会に関しては 2 カ月の猶予期間が適用されている。 

情報の自由に関する法律 

ドイツには欧州連合で最も厳格なデータ保護法がある。世界で初めてのデータ保護法は 1970 年

にヘッセン州で承認された。1977 年に連邦データ保護法が施行され、この法律は 1990 年に別の

法律に取り替えられ、1994 年および 1997 年に改正された。最終の改定は 2002 年 8 月に行わ

れ、ドイツの法律と EU データ保護指令（95/46/EC）との整合が図られた。この法律の一般的目

的は「個人的データの取り扱いによる人格権の侵害から個人を保護する」ための法律である。こ

の法律は、連邦政府、州政府（州法がない限り）および非公的機関によって収集される個人デー

タの収集、処理および利用を規制している。ただし、これは政府や機関がデータを商業目的や専

門的な目的のために処理および利用する場合である。 

データ保護・プライバシ法 

連邦データ保護法（1990 年） 

2001 年 12 月 14 日の電子商取引の枠組みに関する法令は EU の電子商取引指令（2000/31/EC）を

ドイツの法律に取り込んだものである。この法令によって、1997 年の電気通信サービス法およ

び電気通信サービス・データ保護法（両法律とも 1997 年 8 月 1 日の情報通信サービス法の一部

として採択された）、さらにはドイツ民法の項目の一部も改正された。 

電子商取引法 

電子商取引法（2001 年）  
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ドイツは、電子通信に関する EU の新しい規制的枠組みのほとんどを 2004 年 6 月 22 日の電気通

信法として取り入れた。この法律の取り入れは厳しい第 2 回目の立法審議を経て完了すると思わ

れる。 

電子通信法 

電子通信法（2004 年） 

ドイツの電子署名法は 2001 年 5 月 22 日に発効した。この法律は EU 指令 1999/93/EC を電子署名

に関する共同体枠組みに取り込んだもので、1997 年 8 月 1 日の情報通信サービス法の一部とし

て採択されていた従来のデジタル署名法に代わるものである。この法律は電子署名の利用に必要

な安全なインフラストラクチャを規定しており、電子署名は手書きの署名と同一の法的地位を与

えられている。この法律は、デジタル署名の作成に用いられる技術的構成要素に対する最低必要

条件のみならず、認証機関に対する基本的要件と責任を規定した 2001 年 11 月 16 日の「電子署

名に関する条例」によって補足されている。 

電子署名法 

電子署名法（2001 年） 

電子調達に関する従来の条項を含む EU の新しい公共調達指令（2004/17/EC および 2004/18/EC）

は 2005 年末までにドイツ法に導入されると思われる。データの保存は国法ですでに規定されて

いる。新しい EU 指令によって、ドイツは契約当事者である政府機関が電子競売（雇用契約は除

外される可能性がある）や動的購買システムを利用することを認めると思われる。 

電子調達法 

公共部門の情報の再利用に関する EU 指令（2003/98/EC）をドイツ法に取り入れる作業が進んで

いる。情報再利用法の草案が関係官庁の代表者で構成された作業グループによってすでに作成さ

れており、現在、議会の審議にかけられている。施行は 2005 年になると思われる。 

公共部門の情報の再利用 
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電子政府の関係者 

主な責務および責任 

国家電子政府 

ドイツの電子政府の戦略・政策の責任は連邦内務省が負っている。内務省は 2002 年に IT ディレ

クタ室を設立した。この IT ディレクタ室は、IT 政策と戦略、IT 管理および IT 安全保護に関す

る連邦内務大臣の仕事をまとめる部署である。IT ディレクタ室は BundOnline 2005 プロジェク

ト・グループ、連邦政府の IT 調整諮問機関（KBSt）、連邦情報安全保護機関（BSI）、ID および

旅券のバイオメトリ・プロジェクト担当チームを傘下においている。 

政策・戦略 

連邦内務省 

連邦政府は内務省内に BundOnline 2005 プロジェクト・グループを結成した。このグループの責

任は BundOnline 2005 の導入計画の草案作成に当たり連邦省庁間の協力態勢を構築し、導入計画

の実行と監視作業を調整することである。連邦政府の IT 調整諮問機関（KBSt）もまた重要な調

整役を演じる。 

調整 

連邦内務省 

実行 

1. ドイツ連邦行政局（BVA） 

ドイツ連邦行政局はドイツの中央公共サービス機関である。同局はすべての連邦省庁のため

に 100 を超えるさまざまな作業を行っている。たとえば、政府のポータルBund.deまたはコ

ンテンツ・マネージメント・システム・ガバメント・サイト・ビルダ（Content Management 

System Government Site Builder）などのドイツの電子政府インフラストラクチャの構成要素

の一部を開発している。 

2. 連邦政府の連邦IT調整諮問機関（KBSt） 

3. 政府の省庁および機関 

政府の省庁および機関はそれぞれの部門のICTプロジェクトの遂行責任を負っている。 
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支援 

1. 連邦内務省 

連邦内務省のBundOnline 2005 プロジェクト・グループは、BundOnline 2005 イニシアティブ

の戦略的計画の立案、調整、実行の面で連邦省庁や政府機関を支援する。 

2. 連邦政府の連邦IT調整諮問機関（KBSt） 

KBStはIT戦略に関して連邦機関に助言を与え、IT戦略に関する勧告やそのような戦略の実行

の方法論的ガイドラインを発行する。KBStはまた、ソフトウェア・アーキテクチャおよび

その標準化の問題およびインターフェースの規定も取り扱う。 

3. 連邦情報安全保護機関（BSI） 

連邦情報安全保護局はドイツ政府の中央IT安全保護サービスの提供者である。その主要業務

のひとつはITの安全保護に関して連邦機関をサポートすることである。 

連邦監査部長は連邦公共行政効率化委員長も兼任する。委員長は連邦政府の効率を向上させるた

めに、提案、勧告、報告、意見を具申する。委員長は要請に応じて議会に対しても意見を具申す

る。 

監査・保証 

連邦監査部 

連邦データ保護委員会は、データ保護法の遵守という点において、すべての連邦機関の監査・管

理責任を負う。 

データ保護 

連邦データ保護委員会 

地域政府および地方自治体の電子政府 

それぞれの州政府および地方自治体はその電子政府戦略・政策の責任を負う。しかし、2003 年

に、Deutschland-Online という統合電子政府の共同戦略が連邦政府、州政府および地方自治体の

間で合意された。 

戦略 
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Deutschland-Online の導入の政治的調整は連邦政府および州政府の電子政府担当政務次官の作業

グループによって行われる。この作業グループには地方自治体の全国評議会も参加しており、そ

れぞれの政府の首班に毎年報告する。技術的な調整は連邦、ラント、地域レベルでデータ自動処

理協力委員会（KoobA ADV）によって行われる。この委員会は電子政府作業グループおよび電

子政府プロジェクト室の支援を受ける。 

調整 

それぞれの州政府および地方自治体はその電子政府プロジェクトの実行に責任を負っている。

Deutschland-Online 戦略の下で、いくつかの主要プロジェクトが「一部のものをすべてのもの

に」という原則に基づいて行政グループによって開発されており、この原則によって、すべての

行政グループは調整された方法で開発を行う。 

実行 

支援 

1. 連邦内務省 

2. 連邦政府の連邦IT調整諮問機関（KBSt） 

3. 連邦情報安全保護機関（BSI） 

4. MEDIA@Komm-Transfer  
2004 年 3 月に発足したMEDIA@Komm-Transferプロジェクトは、ドイツの地方自治体および

州政府に移植できる電子政府ソリューションを特定し、開発することを目的としている。こ

のプロジェクトは州および地方のレベルで統合電子政府サービスの開発を奨励するプロジェ

クトである。すなわち、試験的な「移植可能な地方自治体」での開発および試験を奨励する

プログラムである。MEDIA@Komm-Transferは従来のMEDIA@Kommイニシアティブに代わ

るもので、1998 年に導入され、このイニシアティブの下で、3 モデル地域で 300 を超える地

方自治体向け電子ソリューションが開発され、試験された。MEDIA@Kommはまた、電子政

府データ交換OSCI（オンライン・サービス・コンピュータ・インターフェース）用の標準

の開発にも役立った。 

州（ラント）の経理部 

監査・保証 
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州（ラント）のデータ保護委員会 

データ保護 
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電子政府の重要人物 

電子政府の主要意思決定者および高官 

氏名： オットー・シーリー 

電子政府担当大臣 

職位： 連邦内務大臣 

写真： 

連絡先： Bundesministerium des Innern  

Alt Moabit 101 D  

10559 Berlin  

Germany  

Tel.: +49 (0 18 88) 6 81 0  

E-mail: 

氏名： ゲトリック・ウィーバー 

poststelle@bmi.bund.de 

職位： 連邦内務省政務次官 

写真： 

連絡先： Bundesministerium des Innern  

Alt Moabit 101 D  

10559 Berlin  

Germany  

Tel.: +49 (0 18 88) 6 81 0  

E-mail: poststelle@bmi.bund.de 

（すなわち、電子政府機関・理事会の長） 

電子政府の首班 

氏名： マーチン・シャルブルック 

職位： IT ディレクタ（最高情報責任者）、連邦内務省 

写真： 
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連絡先： Bundesministerium des Innern  

Alt Moabit 101 D  

10559 Berlin  

Germany  

Tel.: +49 (0 18 88) 6 81 0  

E-mail: poststelle@bmi.bund.de 

氏名： ウド・ヘルムブレヒト博士 

他の電子政府の高官 

職位： 連邦情報安全保護局（BSI）の局長 

写真：  

連絡先： Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik  

Godesberger Allee 185-189  

53175 Bonn  

Germany  

Tel.: +49 (0) 228 9582-0  

E-mail: egov@bsi.bund.de 
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電子政府のインフラストラクチャ 

電子政府のインフラストラクチャの主要構成要素 

Bund.de はドイツの電子政府のサービスのポータルで、連邦行政機関および連邦政府が提供する

オンライン・サービスへの集中アクセス・ポイントで、同時にドイツの州政府および地方自治体

へのエントリ・ポイントでもある。特にこのポータルは、担当省庁を知らなくても適切な行政書

類を見つけることができるオンライン・フォーム・センターへアクセスできるようになってい

る。フォーム・センターの管理は BundOnline 2005 イニシアティブの一部として開発されたイン

フラストラクチャの構成要素の一部であるフォーム・サーバに依存している。Bund.de は国民お

よび企業のニーズにより適切に対応するために、最近再設計された。 

ポータル 

Bund.de  

連邦省庁間の内部連絡をサポートするインフラストラクチャがベルリン・ボン情報ネットワーク

（IVBB）であり、ドイツ議会および連邦政府がボンからベルリンに移転した 1990 年代に構築さ

れた。その目的は、依然として大多数の連邦政府職員が残っているボンとベルリンとの間で分割

された業務を、電子情報、通信、トランザクションなどのサービスをサポートする近代的で安全

なネットワークでサポートすることである。IVBB は主要な連邦政府機関に集中方式のインター

ネット・アクセスおよびネットワーク・サービス（WWW、FTP、e メールなど）を提供してい

る。IVBB は IVBB イントラネットへのアクセス機能も備えており、このイントラネットは部門

のイントラネットとインターネットの間の中間レベルを形成して、ディレクトリ（住所、電話、

ファックス、e メールなど）、専用データベース、IT 関連の情報、検索エンジン、連邦省庁の図

書館などへアクセスできるようにしている。IVBB ネットワークは BundOnline 2005 イニシア

ティブの枠組みの中で行政の近代化の柱となっている。IVBB は現在、連邦政府情報ネットワー

ク（IVBV）に更新されつつあり、この IVBV は全国に散在するすべての連邦省庁を安全な、ク

ローズド・ネットワークに接続している。IVBV は 3 層で構成されている。すなわち、IVBV

サービス、IVBV ネットワーク・インフラストラクチャ（連邦政府ネットワーク－BVN）および

IVBV イントラネットである。 

ネットワーク 

ベルリン・ボン情報ネットワーク（IVBB） 

ドイツには現在、集中方式の電子 ID インフラストラクチャは存在しない。しかし、電子 ID カー

ド・プロジェクトはすでに発足しており、電子サービス・カードの試験が 2002 年に何回か行わ

れた。ドイツの電子 ID カード（Digitale Personalausweis）には、チップ・カードに内蔵されてい

電子IDインフラストラクチャ 
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る電子署名およびバイオメトリック ID が含まれている。2005 年 3 月に、連邦政府は共通の「電

子カード」戦略を発表した。この戦略は、現在ドイツで行われているさまざまな電子カード・プ

ロジェクト、たとえば電子健康保険カード、電子 ID カード、ジョブ・カードなどに共通の戦略

的枠組みを与えることを目的としている。電子 ID カードの導入については、詳細な計画や予定

表はまだ公表されていない。 

2002 年 5 月に導入された連邦政府の電子調達プラットフォームによって、政府機関は入札を電

子的に発表し、連絡することができ、入札者は入札を完全かつ拘束的にインターネットを通じて

行うことができる。このシステムは連邦内務省調達局が運用していた「公共調達オンライン

（Öffentlicher Eink@uf Online）」プログラムの産物であり、このプログラムはまた、政府機関が

一連の事前に締結した包括的契約に基づいて、物品やサービスを電子的に調達することができ、

費用のかかる入札の場を設けなくてもよい電子カタログで構成されている。e-Vergabe プラット

フォーム以外にも、すべての公共入札は公共契約の官報（Bundesausschreibungsblatt）にオンライ

ンで公表される。 

電子調達インフラストラクチャ 

連邦電子調達プラットフォーム（E-Vergabe） 

ドイツには現在、集中型の知識管理インフラストラクチャは存在しない。しかし、多くの知識

ツール、たとえばクローズド・ユーザ・グループまたは連邦図書館のポータルが連邦政府情報

ネットワーク（IVBB/IVBV）を通じて利用可能であり、この IVBB/IVBV によって連邦政府職員

は連邦イントラネットを通じて連邦機関の書類にアクセスすることができる。さらに、連邦や

州、地方自治体のプロジェクト・チームの電子政府プロジェクトの立案や導入を支援するため

に、特別な電子政府知識管理 Web サイトが開設されている。 

知識管理インフラストラクチャ 
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国民に対する電子政府のサービス 

国民に対する電子サービスの利用可能性および高度化 

このセクションの情報は、2001 年 3 月に EU 評議会が採択した 20 の基本公共サービス（国民向

けが 12 件、企業向けが 8 件）の共通リストおよび電子ヨーロッパ・ベンチマーキング作業にお

けるオンラインによる利用可能性および高度化のレベルを評価するために用いた方法に基づいて

いる（電子ヨーロッパのベンチマーキング作業については電子政府指標を参照）。 

国民向けの 12 件のサービスは以下のとおりである。 

1. 所得税申告書 

2. 職業安定所による仕事探し 

3. 社会保険負担 

4. 個人用文書 

5. 自動車登録 

6. 建築許可申請 

7. 警察への被害届 

8. 公立図書館 

9. 証明書（出生、結婚）の申請および発行 

10. 高等教育への入学 

11. 転居通知（住所変更） 

12. 保健関連サービス（たとえば病院の予約） 

個々のサービスに関しては、そのサービスにおいて可能な最終的段階を基準にして、すでに到達

している高度化レベルを示している。 

 第 1 段階：情報：公共サービスに関するオンライン情報 

 第 2 段階：相互運用性：書類のダウンロード 

 第 3 段階：双方向性相互運用：認証を含む書類の処理 

 第 4 段階：トランザクション：あらゆる事例の処理、意思決定および送信（支払い） 

1. 所得税：（申告、調査通知） 

担当： 中央政府（連邦政府）・地域（州）政府 

Webサイト： ELSTER - Electronic Tax Return 

高度化レベル： 4/4 

解説： ELSTERというWebサイトによって、所得税の申告および税額通知をオンライ

ンで伝送することができる。申告した納税額は国税庁が発行した電子調査と自
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動的に照合され、国税庁の数字との差異があるかどうか、またある場合はどの

箇所にあるかが直ちに判明する。ドイツでは、税の徴収は連邦の管轄である

が、実際にはドイツの 16 の州が個々に管理している。ELSTERプロジェクト

は他のすべての州のために、ババリアというひとつの州で開発された。このプ

ログラムのカーネルはドイツ市場の約 250 の税金ソフトウェア開発業者にも無

料で配布されている。 

2. 職業安定所による就職サービス 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦労働局 

Webサイト： Arbeitsagentur 

高度化レベル： 3/3 

解説：

3. 社会保障給付金 

 雇用ポータルの目的は、訓練・職業市場の需要と供給を結びつけ、その透明性

を高めることである。このポータルは求人や就職希望者のデータベースにアク

セスできるようになっており、就職希望者が就職機会をこれまでより簡単に探

すことができる革新的なマッチング・アプリケーションを備えている。労働局

のスタッフだけがアクセスできるもうひとつの高度な機能は、インターネット

を巡回して求人広告を集めてくる「ジョブ・ロボット」である。 

a. 失業給付金 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦労働局 

Webサイト： Unemployment pay II  

高度化レベル： 2/4 

解説：

b. 家族手当 

 情報および書式のダウンロード。この書類は画面上で作成してから印刷し、労

働局へ送達または伝送する。2005 年 1 月 1 日に、失業給付金と長期福祉給付

金という二重構造のシステムの代わりに、労働市場の「ハーツIV（Hartz IV）」

改革の一部として単一の定額支払いシステムが導入された。この新しいシステ

ムは「失業給付金II」（Arbeitslosengeldes II - AlG II）として知られているが、

その目的は受け取る給付金の額を削減することによって長期間失業状態にいる

人を労働市場に復帰させ、提示された職に就くようにさせることである。 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦労働局 
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Webサイト： Child Allowances information  

高度化レベル： 2/4 

解説：

c. 医療費（償還または直接決済） 

 情報および書式のダウンロード。児童手当（Kindergeld）は税金の還付として

18 才までの児童に認められている。これは、児童が自立するまで収入には税

金がかからないという憲法上の規則を遵守するためである。この金額を超えて

給付される児童手当は家族を援助するために支払われる。請求は地域の雇用機

関の家族給付金部（Familienkasse）または公務員のための行政機関の家族給付

金部によって処理される。 

担当： なし 

Webサイト： なし 

高度化レベル： なし 

解説： このサービスはドイツには該当しない。公共保健サービスでは、治療が行われ

た時点で無料であり、公共保健サービスに入らない費用は償還されない。連邦

被雇用者保険協会（BfA）

d. 奨学金 

のWebサイトは強制健康保険スキームに関する情報

を提供している。 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦教育研究省および連邦行政局（BVA） 

Webサイト： BAföG Online  

高度化レベル： 2/4 

解説： 情報および書式のダウンロード。ドイツでは、学生はBAföGという政府奨学金

の受給資格を持っている。このBAföGは奨学金と長期低利率のローンに二等分

されている。学生の受け取る総額は両親の収入に応じて減少する。BAföGの

ローン部分は、後日、たとえば学生が卒業したときに返済しなければならな

い。このスキームは連邦政府（80%）とラント（20%）が所有する銀行である

再建金融機関（Kreditanstalt fuer Wiederaufbau - KfW）と協力して、連邦行政局

（BVA）が運用している。2000 年 11 月以降、ローンを電子的に返済するため

に、BAföG Online

4. 個人的文書（パスポートおよび運転免許証） 

 Webサイトでオンライン・サービスが利用できるようになっ

ている。 

a. パスポート 
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担当： 中央政府（連邦政府）、連邦外務省 

Webサイト： Passport application 

高度化レベル： 2/3 

解説：

b. 運転免許証 

 情報および画面上で作成できるオンライン・フォーム。作成した申請書は地方

自治体に、ドイツ国外に住む申請者はドイツ領事サービスに提出しなければな

らない。 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦運輸局（KBA） 

Webサイト： Federal Motor Transport Authority（KBA）  

高度化レベル： 1/3 

解説：

5. 自動車登録（新規、中古および輸入車） 

 情報のみ 

担当： 地方自治体 

Webサイト：  

高度化レベル： 1/4 

解説：

6. 建築・計画許可申請書 

 自動車登録サービスは地方自治体が取り扱い、一部の地方自治体はWebサイト

で関連情報を提供している。 

担当： 地域政府 

Webサイト：  

高度化レベル： 1/4 

解説：

7. 警察への被害届（たとえば盗難の場合） 

 建築・計画許可サービスは地域（州）政府が取り扱い、州によってはオンライ

ン・リクエスト・システムを導入している。 

担当： 中央政府（連邦政府）・地域（州）政府 

Webサイト： German Police 
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高度化レベル： 3/3 

解説：

8. 公立図書館（カタログおよび検索ツールの利用可能性） 

 Webベースのオンライン被害届サービスは 2004 年に導入され、ドイツ国民は

被害の少ない事件はインターネットを通じて警察に届けることができるように

なった。 

担当： 中央政府（連邦政府）・地域（州）政府・地方自治体 

Webサイト：  

高度化レベル： 1/3 

9. 証明書（出生、結婚）：申請および発行 

解説： 

担当： 地方自治体 

高度化レベル： 1/3 

Webサイト： 

解説：

10. 高等教育・大学への入学 

 住民登録サービスおよびその証明書は地方自治体が担当し、ほとんどの地方自

治体はWebサイトで関連情報を提供している。 

担当： 中央政府（連邦政府）、大学進学割付本部（ZVS） 

Webサイト： Central Office for the Allocation of University Places（ZVS） 

高度化レベル： 3/4 

解説：

11. 転居通知（住所変更） 

 情報およびオンライン申請システム 

担当： 地方自治体 

Webサイト： 

高度化レベル： 1/3 

解説： 住所変更通知は地方自治体が取り扱う。ほとんどの地方自治体は関連情報をそ

のWebサイトで提供している。 
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12. 保健関連サービス（別の病院でのサービスの利用可能性に関する双方向の助言。病院の予

約） 

担当： 中央政府（連邦政府）・州政府 

Webサイト： 

高度化レベル： 0/4 

解説： なし 
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企業に対する電子政府のサービス 

企業に対する電子サービスの利用可能性と高度化レベル 

このセクションの情報は、2001 年 3 月に EU 評議会が採択した 20 の基本公共サービス（国民向

けが 12 件、企業向けが 8 件）の共通リストおよび電子ヨーロッパのベンチマーキング作業にお

けるオンラインによる利用可能性および高度化のレベルを評価するために用いた方法に基づいて

いる（電子ヨーロッパのベンチマーキング作業については電子政府指標を参照）。 

企業に対する 8 のサービスは以下のとおりである。 

1. 被雇用者に対する社会的貢献 

2. 法人税：申請、通知 

3. 付加価値税（VAT）：申請、通知 

4. 新会社の登録 

5. 統計局へのデータの提出 

6. 関税の申告 

7. 環境関連の許可 

8. 公共調達 

個々のサービスに関しては、そのサービスにおいて可能な最終的段階を基準にしてすでに到達し

ている高度化レベルを示している。 

 第 1 段階：情報：公共サービスに関するオンライン情報 

 第 2 段階：相互運用性：書類のダウンロード 

 第 3 段階：双方向性相互運用：認証を含む書類の処理 

 第 4 段階：トランザクション：あらゆる事例の処理、意思決定および送信（支払い） 

1. 被雇用者に対する社会的貢献 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦被雇用者保険協会－BFA 

Webサイト： Federal Insurance Institution for Employees - BFA  

高度化レベル： 4/4 

解説：

2. 法人税：申請、通知 

 情報、書式のダウンロードおよびデジタル証明書を利用した電子サービス 

担当： 中央政府（連邦政府）、地域（州）政府 
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Webサイト： ELSTER - Electronic Tax Return  

高度化レベル： 4/4 

解説：

3. 付加価値税（VAT）：申請、通知 

 ELSTERによって、法人の納税申告および税金の通知をオンラインで伝送する

ことができる。 

担当： 中央政府（連邦政府）、地域（州）政府 

Webサイト： ELSTER - Electronic Tax Return  

高度化レベル： 4/4 

解説：

4. 新会社の登録 

 ELSTERによって、付加価値税をオンラインで伝送することができる。 

担当： 地域政府 

Webサイト： Commerce Register 

高度化レベル： 1/4 

解説：

5. 統計局へのデータの提出 

 情報のみ。会社の登録サービスは地方裁判所が取り扱う。 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦統計局 

Webサイト： w3stat 

高度化レベル： 3/3 

解説：

6. 関税の申告 

 W3Statシステムは 2000 年初頭に導入され、これによって企業は通常の情報を

インターネット経由で連邦統計局に送ることができる。 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦関税管理局 

Webサイト： Federal Customs Administration 

高度化レベル： 4/4 
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解説：

7. 環境関連の許可（報告を含む） 

 情報、書式および税関業務の電子サービス。オンライン税関申告（IZA）サー

ビスは、基本的な税関業務の電子適用業務、処理、決済、書類の保管用の

ATLASシステムをベースにして 2002 年 10 月に導入された。 

担当： 中央政府（連邦政府）、連邦環境・自然保護・原子力安全省 

Webサイト： Federal Ministry for Environment, Nature Protection and Nuclear Safety and Federal 

Environmental Agency  

高度化レベル： 1/4 

解説：

8. 公共調達 

 情報のみ 

担当： 中央政府、内務省、連邦調達局 

Webサイト： e-Procurement Platform 

高度化レベル： 4/4 

解説： 連邦政府の電子調達プラットフォームは 2002 年 5 月に導入され、これによっ

て政府機関は入札を電子的に発表して連絡することができるようになり、入札

者はその入札を完全に、拘束的にインターネットを通じて伝送できるように

なった。このシステムは連邦内務省調達局が運用していた「公共調達オンライ

ン（Öffentlicher Eink@uf Online）」プログラムの産物であり、このプログラム

はまた、政府機関が一連の事前に締結した包括的契約に基づいて、物品やサー

ビスを電子的に調達することができ、費用のかかる入札の場を設ける必要のな

い電子カタログで構成されている。 
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（３）イタリア 

 

イタリアの概要 

電子政府の歴史 

電子政府の戦略 

電子政府の法的枠組み 

電子政府の関係者 

電子政府の重要人物 

電子政府のインフラストラクチャ 

国民に対する電子政府のサービス 

企業に対する電子政府のサービス 

2005 年 6 月 

免責条項 

本書はすべてを網羅することを目的とはしていない。その目的はイタリアにおける電子政府の一

般的状況を説明することである。あらゆる点で正確を期してはいるが、本書に含まれる情報は単

なる指標であって、間違いに対する責任は負わない。本書が提供する情報の利用に関して、欧州

委員会および委員会のために行動するいかなる人物もその利用に対して責任を負わない。 

© European Communities 2005 
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国の概要 

基本データおよび指標 

面積： 301,333 km2 

基本データ 

人口： 57,844,017 人 

首都： ローマ 

言語： イタリア語（地域により、フランス語およびドイツ語） 

通貨： ユーロ 

失業率： 9% 

国内総生産（GDP）： 1 兆 2600 億ユーロ 

一人当たり GDP： 21,690 ユーロ 

成長率： 0.4% 

インフレーション： 2.6% 

債務対 GDP 比率： -2.3% 

歳入不足対 GDP 比： 106.7% 

出典： ヨーロッパ統計局 2002 年資料 

イタリアは、（従来の王制を廃止した国民投票後）1946 年 6 月 2 日より議会共和国である。 

政治構造 

立法権は、下院議員（630 議席）と上院議員（315 議席）で構成される二院制議会が有する。両

院とも任期は 5 年で、小選挙区比例代表並立制で選任される。地区議会代表は、普通直接選挙で

選ばれ、有資格者は、選挙日に満 25 歳の有権者である。上院議員は、満 25 歳以上の有権者が普

通直接選挙により選び、有資格者は満 40 歳以上である。 

国家元首は、議会（両院議員）と 20 州それぞれ 3 名の代表者が選任する任期 7 年の共和国大統

領である。大統領は、限られているものの非常に象徴的な役割を果たす。大統領は、十分な資金

調達がなされていないまたは合憲的ではないとみなす場合は法律を阻止する権限を有し、また重

大局面において議会を解散することができる。行政権は、首相（イタリアでは、閣議の議長とい

う）および共同で閣議を構成する大臣で構成される内閣が行使する。大統領は首相を任命し、そ

の助言に従い他の大臣を任命する。内閣は、両議院の信任が必要で、議会に対して説明責任を負

う。首相は、内閣の全般的な方針を実施し、これに対して責任を負う。首相は、全般的な方針お

よび施政方針を統一し、大臣の活動を促進および調整する。 
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イタリアには 20 州あり、そのうちの 5 州が特別自治法に準拠しており、103 県、8,101 市町村か

ら構成されている。州は国と共に、国法にゆだねられている基本原則を除く競合的立法事項につ

いて立法権を有する。州は、国法に明示的にゆだねられていない事項に関して独占的な立法権を

有する。市町村および県は、自らに割り当てられた職務の組織および実施に関する規制権限を有

する。 

内閣により促進され、現在議会で検討中の憲法改正により、州の権限は著しく拡大されることが

意図されている。 

イタリア共和国憲法は、1947 年 12 月 22 日に可決され、1948 年 1 月 1 日に施行された。以来、

13 度の改正が行われた。 

イタリアは、1967 年に発足した欧州共同体の創設メンバーである。 

現在の国家元首：カルロ・アゼリオ・チャンピ大統領（1999 年 5 月 13 日就任） 

現在の首相：シルヴィオ・ベルルスコーニ首相（2001 年 6 月 10 日就任） 

コンピュータ利用率： 37%（2002） 

情報社会の指標 

個人によるインターネット利用率： 29%（2003） 

従業員 10 名以上の企業によるインターネット利用率： 83%（2003） 

ブロードバンド接続利用率： 家庭  %、企業 33%（2003） 

商品またはサービス（株取引・金融サービスを除く）の購入・注文を目的とした個人によるイン

ターネット利用率： %（年） 

インターネットを通じて購買を行ったことのある企業： 3%（2002） 

インターネットを通じて注文を受けたことのある企業： 2%（2002） 

公共機関との情報交換を目的とした個人によるインターネット利用率： 情報の取得  %、書類

の取得  %、記入済み書類の返送  %（年） 

公共機関との情報交換を目的とした企業によるインターネット利用率： 情報の取得 68%、書

類の取得 53%、記入済み書類の返送 35%（2003） 

出典： 欧州統計局資料 
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電子政府の歴史 

主な発展および重要な出来事（新しい順） 

最新の発展については、電子政府ニュース － イタリアを参照されたい。 

2005 年末までに紙の ID 文書を廃止し、これに代わって電子 ID カードを発行することを定めた

法律第 43／2005 号の可決。2006 年 1 月 1 日の時点で、イタリアで新たに発行されるすべての ID

文書は電子形態となる。 

2005 年 3 月 31 日 

イタリアのビジネス・ポータル Impresa.gov.it の正式な開始。会社および事業家向けのすべての

電子政府サービスへの唯一のアクセス・ポイントとなることを目指している。数回のクリックだ

けで、ユーザは中央政府、州、県および住民 25,000 名以上の市町村、ならびに高地の当局、地

方保健当局および商工会議所を含むその他の多くの団体がオンラインで提供するすべての情報お

よびサービスにアクセスすることができる。このポータルは、長期間の試験段階を経た後に開始

されたが、その間、6 州の登録ユーザのみが双方向サービスを利用することができた。 

2005 年 3 月 10 日 

「電子行政法」に関する政令の採択。この法は、電子政府の発展および効率的かつ利用しやすい

行政の導入を目指した明確な法的枠組みを定めることを目的としている。また公的部門における

ICT の利用を促進するための多くの規則、義務、勧告および目標を盛り込んでいる。「文化の違

い」や「旧式の基準」等、電子政府の更なる発展を妨げる障害を取り除くことを目的としてい

る。この法は、2006 年 1 月 1 日施行予定である。 

2005 年 3 月 7 日 

2005 年の操作優先順位を定めた行政のデジタル化に関するガイドラインに関する新たな指令の

採択。 

2005 年 1 月 4 日 

イタリアの電子健康カードの導入。電子健康カードは、電子処方せんと併せて、イタリアの国家

電子保健プログラムの重要な要素であり、医療専門家の間の情報伝達を改善し、より良いサービ

2005 年 1 月 1 日 
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スを患者に提供する一方で、公衆衛生に要する費用を管理することを目的としている。このカー

ドには、チップではなく磁気ストライプが含まれており、裏面ではヨーロッパの電子健康保険

カードの情報を扱っている。 

行政における IT 国家センター（CNIPA）とイタリア国営放送 RAI との間で締結された契約は、

デジタルテレビ電子政府のポータルの発展のための道を開くものであった。「 Italia Utile」

（「Useful Italy」）DTV ポータルは、ウェブベースの電子政府ポータルである Italia.gov.it を通じて

提供される公開情報およびサービスを地上波デジタルテレビを通じて提供するものである。 

2004 年 12 月 2 日 

イタリア政府は、公的部門の団体に対して、電子政府プロジェクトへのバイオメトリック技術の

統合に関する有益な情報を提供することを目的としたバイオメトリック・ガイドラインを発行し

た。 

2004 年 10 月 27 日 

イタリア政府は、公的部門全体におけるデジタル通信および相互接続を可能とする重要なネット

ワークおよび情報伝達基盤である「公共接続システム」の創設計画を承認した。新たなシステム

は、全国的な行政機関を相互に接続するブロードバンド・ネットワークである現在の行政統一

ネットワーク（RUPA）に代わるものであり、機能を改善し、良質かつ安全な基準を定めるもの

である。 

2004 年 5 月 14 日 

情報社会に関する閣僚委員会は、中央行政の事務管理部門の改革に関する戦略計画を承認した。

この戦略計画は、2000 万ユーロの投資に相当し、中央行政の運営費用において年間 7 億 5000 万

ユーロの費用削減の達成に貢献することが予想される。このように予想される費用削減は、事務

管理プロセスの合理化および管理最適化、情報通信技術（ICT）の利用改善、電子決済の一般

化、職員および能力管理の中央化を通じて達成されることになっている。 

2004 年 4 月 12 日 

登録された電子メールに書留郵便と同じ法的地位を与えることとする指令が閣僚会議により採択

された。この指令は、行政における電子メールの利用を促進することを意図している。 

2004 年 3 月 25 日 
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閣議は、電子政府サービスにアクセスするためにスマート・カードであるナショナル・サービ

ス・カード（CNS）の導入に関する指令を採択した。特別な読み取り装置に挿入すると、CNS

カードはオンラインで所有者を特定し、公的機関との相互交流が可能となる。CNS により、電

子的公共サービスを安全に利用するために電子 ID カードを所有しなくても、あるいはまだ所有

していなくても良いということになる。電子 ID カードとは対照的に、CNS は、「身分の証明」

とはならないため、法的な身分証明文書とはならない。 

2004 年 2 月 20 日 

イタリア政府およびイタリア市町村全国協会（ANCI）は、国内の地方電子政府の発展を促進お

よび調整する責任を負う新たな機関である技術革新委員会を創設した。 

2004 年 1 月 15 日 

IT プロトコルとして知られる「行政の透明性およびドキュメント・フローの管理」に関する指令

が発効された。このプロトコルは、デジタル時代への移行中にイタリアの公的部門を指導し、従

来の事務処理環境を廃止し、費用削減を強化し、行政の透明性を高めることを目的としている。

今後は、すべての政府文書の管理および保管は、電子的に処理されることになる。政府事務局に

提出される用紙も電子文書に変換されるため、電子形式での内部配布および処理が可能となる。

更に、国の電子政府戦略に従い、このプロトコルは、政府事務局間の文書交換における電子署名

の使用を保証するものである。 

2004 年 1 月 1 日 

2004 年の操作優先順位を定めた行政のデジタル化に関するガイドラインに関する新たな指令の

採択。 

2003 年 12 月 18 日 

イタリア議会は、身体障害者向けの情報通信技術（ICT）へのアクセスを促進することを目的と

した法律を全会一致で承認した。とりわけ、新たな法律は、すべてのイタリア政府機関に対し

て、ウェブサイト全体を身体障害者にアクセス可能とするよう命じるものとなる。 

2003 年 12 月 17 日 

技術開発大臣は、イタリア行政内および行政間のすべての通信は 2006 年までにすべて電子的に

行われるようになると発表した。この革新的な方針は、ペーパーレスの情報通信管理に移行する

2003 年 11 月 22 日 
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ことで、内部通信の効率性とスピードを高めることを目的とした将来の指令によって正式なもの

となることになっている。 

公的部門機関によるソフトウェアの開発、取得および再利用に関する規則および基準を定め、固

有のソリューションの代わりとなるオープンソース・ソフトウェアを検討するよう公的部門機関

に正式に勧告する省令（「指令」）の採択。この命令は、2002 年 10 月に創設され、2003 年 6 月に

報告書を発表したオープンソース・ソフトウェアに関する専門委員会の作業および勧告に基づい

たものである。 

2003 年 10 月 29 日 

技術開発大臣は、イタリアの電子政府プログラムの第二段階の開始を発表した。この第二段階の

目的は、手続き、サービスおよび管理の根本的な改革に基づく広範囲に渡る公的部門の再構築を

行うことであり、効率性および費用削減の点で多大な利益につながるものであった。この第二段

階は、国、州、県および市町村の政府全層の貢献を必要としている。これは中央政府が充当する

合計 2 億 950 万ユーロを受け取り、さらに地方および EU 基金で補われる。 

2003 年 8 月 14 日 

行政情報技術局（AIPA）は、新たな組織である行政における IT 国家センター（CNIPA）に引き

継がれた。新たな機関は、技術開発大臣が考案した電子政府計画の実施に対する責任を負ってい

る。また、活動を停止していた国家ネットワーク技術センターを吸収した。 

2003 年 7 月 30 日 

情報社会に関する閣僚委員会は、デジタルテレビを通じた電子サービスの提供計画を承認した。

ここには、デジタル地上波テレビを通じて中央および地方の電子政府サービスを提供する 1000

万ユーロの試験的プロジェクトの開始が含まれる。 

2003 年 7 月 29 日 

イタリア政府は、欧州委員会と共に、コモで第 2 回電子政府に関する欧州閣僚会議を開催した。 

2003 年 7 月 7～8 日 
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行政におけるオープンソース・ソフトウェアの使用に関する専門委員会の報告書の発表。この報

告書では、行政におけるオープンソース・ソフトウェアの使用拡大が勧告されているが、こうし

たソフトウェアの採択は常に徹底的な費用便益分析を基準とするよう記載されている。 

2003 年 6 月 12 日 

イタリア政府は、イタリア地域全体に配布されるカードの相互運用を保証する独自の新基準を採

択するために、9 つのスマートカード・プロバイダーとの間で契約を締結した。この動きでは、

電子 ID カードの普及を後押しし、電子政府サービスの利用機会を増やすことが意図されてい

る。 

2003 年 5 月 13 日 

電子政府の発展ならびに国家政府、州および地方機関の間の調整に関する「共通の観点」を定め

た報告書「効率的な連邦主義のための電子政府」の発表。 

2003 年 4 月 

情報社会に関する閣僚委員会は、総額 1 億 6100 万ユーロを費やして、イタリアをオンライン化

するための 10 件の新たな優先的な改革プロジェクトを承認した。こうしたプロジェクトの大半

は、イタリアと外国の使節とを接続するための国際的なブロードバンド・ネットワークの創設、

ビジネス・サービス・ポータルの創設、国民と企業による双方向の電子政府サービスの使用拡大

を推奨するための措置等に関連した電子政府に関するものであった。 

2003 年 3 月 18 日 

内閣は、電子署名の実施および調整に関する規則を定めた大統領令を承認した。この規則は、イ

タリアにおける電子署名の使用に関する法的枠組みを完全なものとしている。 

2003 年 1 月 31 日 

2003 年の操作優先順位を定めた行政のデジタル化に関するガイドラインに関する新たな指令の

採択。 

2002 年 12 月 20 日 
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政府により、IT プロトコルとして知られる「行政の透明性およびドキュメント・フローの管理」

に関する指令が採択された。その目的は、電子文書の幅広い使用および国民や企業に対するサー

ビスのオンラインでの提供を促進することであった。すべての中央政府機関は、2004 年 1 月 1

日までにこのプロトコルを採択および実施するよう求められた。 

2002 年 12 月 6 日 

政府は、電子政府の開発においてオープンソースの潜在的な役割を評価するために行政における

オープンソース・ソフトウェアの使用に関する専門委員会を任命した。 

2002 年 11 月 8 日 

3 億 6000 万ユーロ以上の投資に相当する 138 の州および地方の電子政府プロジェクトが選択さ

れ、最高 1 億 2000 万ユーロまで（1 プロジェクト当たりに想定される費用の 50%まで）中央政

府から資金を受けられるようになった。更に、3 億 9000 万ユーロの投資に相当するプロジェク

トに対して、2003 年初頭に 1 億 3000 万ユーロが充当されることになった。 

2002 年 10 月 30 日 

行政における ICT セキュリティに関する国家技術委員会の設立。この委員会は、電子セキュリ

ティの専門家で構成され、国家の電子セキュリティに関する戦略および行動計画を策定する責任

を負う。 

2002 年 10 月 16 日 

「情報社会の発展に関する政府ガイドライン」の発表。 

2002 年 6 月 

国民向け国家電子政府ポータルである Italia.gov.it の開始。 

2002 年 6 月 1 日 

イタリア政府は国際連合と共に、パレルモにおいて、発展途上国における電子政府プロジェクト

の設計および実施に基づく技術的な協力を促進することを目的とした「発展のための電子政府」

に関する国際会議を組織した。 

2002 年 4 月 10～11 日 
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技術開発大臣および全 19 州と 2 つの特別自治州の知事が共同で、「電子政府および情報社会に関

する州能力センター」のネットワークを設けることに合意した。 

2002 年 3 月 

情報社会に関する閣僚委員会は、行政のデジタル化に関するガイドラインを承認し、また議会終

了（2006 年）までに 10 の戦略的電子政府目標が達成されることを支持した。例えば、重要なす

べての公共サービスのオンライン提供、3000 万枚以上の電子 ID カードの配布、商品およびサー

ビス購入の 50%を電子調達で達成すること、E ラーニングの発展等があった。 

2002 年 2 月 13 日 

技術開発大臣は、2002 年度の優先順位を定めた行政のデジタル化に関するガイドラインを発表

し、全国的な電子政府の進捗状況について評価および検討するために「州への視察」を開始し

た。 

2001 年 12 月 

イタリアは、ジェノバで G8 サミットを開催し、ここで世界的な情報格差を縮めるための行動計

画が合意された。この計画は、民主主義を再構築するための手段および発展途上国における法律

の役割として、電子政府を使用するイニシアティブの発展を推奨するものであった。イタリア

は、発展途上国または移行国における電子政府プロジェクトの実施を援助することを意図した

「発展のための電子政府」開始を発表した。 

2001 年 7 月 

新たなイタリア政府は、政治的なリーダリップを取りかつ国の電子政策に関して責任を負う技術

開発大臣を任命した。大臣は、内閣を一部構成する技術開発庁の代表である。 

2001 年 7 月 

イタリア政府は OECD と共に、ナポリにおいて、これまでで最も注目度の高い電子政府に関す

るイベントである電子政府に関する世界的フォーラムを開催した。最初のイタリアの電子 ID

カードは、会議中に提示された。 

2001 年 3 月 15～17 日 
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閣議は、UMTS ライセンス（第 3 世代携帯電話）の売却から電子政府行動計画の資金提供まで、

8 兆リラ（4 億 1000 万ユーロ）を充当する計画を承認した。 

2001 年 1 月 25 日 

政府は、2000～2002 年度電子政府行動計画を採択した。この計画は、4 億ユーロの資金を受

け、新経済のための行動計画の目標を達成するために計画された電子政府行動の詳細を定めたも

のであった。重要な優先事項には、すべての公共機関を公的部門のネットワークに接続するこ

と、電子 ID カードを開発すること、電子署名を使用することが含まれていた。 

2000 年 6 月 23 日 

イタリア政府は、電子政府をアクションの優先分野として特定する新経済に関する行動計画を承

認した。 

2000 年 6 月 16 日 

州および地方機関は、情報社会フォーラムに協力するよう求められた。トリノに地方機関調整セ

ンターが設立された。 

1999 年 4 月 

政府は、直接首相に報告を行う情報社会に関する閣僚委員会、情報社会フォーラム、省庁間研究

およびワーキング・グループの 3 機関で構成される情報社会に関する新たな組織的構造を設け

た。情報社会の発展に関する新たな行動計画を策定する任務を負っているこれら 3 機関を支援す

るために、首相事務局において常設のタスクフォースが創設された。 

1999 年 2 月～3 月 

情報社会フォーラムは、「イタリアにおける情報社会の促進：参照案」と題する文書を提示し

た。この文書は、公共政策および省庁の活動を奨励するための一般的なガイドラインを定めたも

のであった。公共サービスにおける ICT の使用は、重要な優先事項の 1 つであると特定された。 

1997 年 6 月 

行政に対してネットワーク・サービスおよびサポートを提供する国家ネットワーク技術センター

（RUPA）の創設。 

1997 年 5 月 
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国家の役割を交代し、さまざまな権限を州、県および市町村に分散することを特に目的とした広

範囲に渡る行政改革（いわゆる「バッサニーニ改革」）の開始。 

1997 年 

複数の省庁の代表者で構成される情報社会フォーラムの設立。このフォーラムの目的は、情報社

会の発展に向けたイニシアティブを促進し、良好な規制枠組みの構築を支援することであった。 

1996 年 9 月 

イタリア初の情報社会政策文書である「情報社会の発展に関する政策」の発表。この文書は、欧

州連合および G7 内で、国際的に合意されたガイドラインおよび方針に従っていた。 

1995 年 

行政における情報技術局（AIPA）の創設。 

1993 年 
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電子政府の戦略 

主な戦略的目標と原則 

戦略的参照モデル 

政府は、利用者（国民または企業）のニーズを満たすよう行政を改革し、近代的なサービスを提

供し、アクセスや相互交流の使いやすさを保証する一方で、「公的」価値を生み出すことを意図

している。 

国営や情報の効率性および透明性を保証することは、とりわけ、イタリアの技術革新や競争力に

とって重要な要素である。この電子政府のモデルの構築は、さまざまな基本的機能の効率的かつ

安全な提供を保証する近代的な「有効的」インフラストラクチャに基づいている。 

電子政府体制の進展とともに、意思決定、e-デモクラシーの革新的モデルに向けた画期的な発展

への国民の関与および参加を促進するための強力な手段となる。 

こうした進展は、主要なすべての移行において重要な要素である法律、資金調達、組織、手続き

上の問題、およびとりわけ人材等、すべての要素を調整することによってのみ可能となる。 

このモデルの範囲内で、電子政府は、革新的段階の第一歩であり、すべての公共機関が最大限可

能な注意を払って国民や企業を「顧客」として対応する方向に向けた広範囲に及ぶ移行の一環で

ある。「顧客」という概念は、政府省庁が利潤を追求する機関になるということではなく、その

目標は、利用者のニーズを満たすサービスを提供するということである。サービス利用者の満足

度は、サービスの質を評価するための重要な測定手段である。「顧客」である国民には外国在住

のイタリア国民を含まなければならないということを強調しなければならず、この場合、近代的

な技術は重要な役割を果たす。 

リアルタイムでこの概念を実施するために、技術開発庁は、次の 6 つの重要な要素で構成される

電子政府の戦略的参照モデルを策定した。 

1. サービス提供 

2. 

－ 利用者である顧客（国民および企業）に対して、画期的な方法で質の高い

一連のサービスが提供される。発展に向けた努力を集中させるために、利用者向けのさまざ

まな優先的サービスは、デジタル化のイニシアティブに導入するものとして特定された。こ

うしたサービスは、複数の政府省庁が関与している場合でも、統合されたアクセス・ポイン

トを通じて提供される。つまり、複雑な行政体制は利用者には見えないということである。 

デジタル身分証明  － 電子IDカード、ナショナル・サービス・カードおよび電子署名を採

択した利用者の身分証明および安全な署名に関する技術。 



参 1-3-81 

3. アクセス・チャンネル 

4. 

－ インターネット、コールセンター、コールフォン、第三者のネッ

トワーク等、サービスにアクセスするための多様な革新的チャンネル。 

サービス提供機関

5. 

 － サービス・プロバイダーのための効率的かつ低費用の事務管理運

営。 

相互運用および協力

6. 

 － 外部世界との効率的かつ透明な通信を可能とする省庁間のイン

ターフェース基準を定める。 

通信基盤 －

こうした要素に加えて、現在利用可能な技術は、内部政府手続（商品やサービスの調達等）の効

率性を高め、その技能やノウハウを高めることで内部の人材を利用するために使用することも可

能である。 

 すべての政府省庁をつなぐ通信基盤。 

政策 

技術開発庁の電子政府政策は、2002 年 6 月に発表された情報社会の発展に関する政府ガイドラ

インで定義されていた。 

本文書において、すべての要素の発展を調整・一貫させるために、政府省庁へのイニシアティブ

と国全体のイニシアティブとの調和を図る。 

ガイドラインは、2002 年 2 月に情報社会に関する閣僚委員会により設けられた議会（2001～

2006 年）の電子政府に関する 10 種の目標達成を予想している。こうした目標は、公的サービス

のオンライン提供、内部の効率性、人材開発、透明性および質に関わるマクロ分野に関連してい

る。 

国民および企業に対する電子サービス 

1. すべての優先サービスをオンラインで提供する。 

2. 300 万枚の電子 ID カードおよびナショナル・サービス・カードを配布する。 

3. 2003 年末までに 100 万の電子署名を配布する。 

行政運営の効率性 

4. 公的調達の 50%を電子的に行う予定である。 

5. 行政間のすべての内部通信を E メールで行う。 
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6. すべての支払請求および注文を電子的に管理する。 

人材の安定政策 

7. 日常業務に ICT を使用するすべての公務員は公認の訓練を受ける。 

8. すべての公務訓練の 3 分の 1 は E ラーニングを通じて行われる。 

透明性 

9. すべての行政事務局の 3 分の 2 は、利用者が電子サービスにアクセスするための端末を備える。 

質 

10. 直接サービスを提供するすべての行政事務局は、顧客が満足する情報システムを備える。 

こうした目標は主に、中央政府省庁が関与するが、地方の電子政府へのイニシアティブの枠組み

の範囲内で実施する県および地方自治体のガイドラインとすることができる。 

こうした 10 個の目標を達成するために、明確な行動の優先順位を定めた年間ガイドラインが毎

年定められた（2002、2003、2004 および 2005 年）。こうした年間ガイドは、短期間での結果達

成を促進し、進行中の改革の認知度を高め、すべての政府省庁との活動の好循環をもたらすこと

を目的としている。 
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電子政府の法的枠組み 

電子政府の発展に影響を与える主要な法律 

電子政府法 

電子行政法

2005 年 3 月 7 日に政令として採択され、2005 年 5 月 16 日にイタリア官報で発表された電子行政

法は、電子政府の発展および効率的かつ利用しやすい行政の実現に向けた明確な法的枠組みを定

めることを目的としている。また公的部門における ICT の利用を促進するための多くの規則、義

務、勧告および目標を盛り込んでおり、「文化の違い」や「旧式の基準」等、電子政府の更なる

発展を妨げる障害を排除することを目的としている。とりわけ、法案は、行政に対して、国民や

企業の生活を楽にするために電子的な方法を用いて関連情報を行政間で共有すること、総合的な

組織図、E メール名簿、e-サービスのリスト、用紙のダウンロードを可能にすること、行政手続

きに関する詳細事項を含む最小限のコンテンツおよびサービスをウェブサイト上で提供するこ

と、文書や情報の交換に E メールを利用すること、国民や企業からのオンライン支払を承認する

こと、オンライン・サービスへのアクセスを認める標準的な方法として電子 ID カードやナショ

ナル・サービス・カードを使用することを命じている。この法律は、国民および企業に対して、

利用者との日常の関係において電子的な方法を用いるよう行政機関に要求する権利を与えてい

る。この法は、2006 年 1 月 1 日施行予定である。 

（2005 年） 

情報公開法 

行政手続きおよび行政文書へのアクセスに関する法律

1990 年 8 月 7 日法第 241/90 号第 V 章は、行政文書への限定されたアクセス権について定めてい

る。この法律には、情報要求者が「法律に関わる状況において保護手段に対して関心」を持たな

ければならないと記載されている。また「特別自治体を含む国の行政機関、公共団体、公共サー

ビスの提供者ならびに保証人や監督機関」に適用される。公共機関は、30 日以内に対応しなけ

ればならないが、「行政活動の実施を妨げる、あるいは著しく阻害する」ことになる場合は発行

を遅らせることができる。情報は、a) セキュリティ、国防および国際関係、b) 金銭および外国

為替方針、c) 治安、犯罪予防および抑止、d) 第三者のプライバシーに関連している場合は発行

を差し控えることができる。地域の行政裁判所に対して訴えることができ、その決定は、国家評

議会に上訴することができる。この法律により、首相事務局下に行政文書へのアクセスに関する

委員会が創設された。この委員会は、年次報告書を発行し、国家の安全保障の対象となるものを

除くすべての文書を要求することができる。委員会はまた、政府全体の情報要求のデータベース

を運営・分析する任務を負っている。 

（1990） 
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データ保護・プライバシーに関する法律 

データ保護法

データ保護法は、2003 年 6 月 30 日に政令として採択され、2004 年 1 月 1 日に発効したが、旧

データ保護法（法律第 675/1996 号）ならびにその他の多くの法律や規則の規定に取って代わる

ものである。つまり、イタリアのデータ保護法を更新し、完全なものとし、統合するという意味

であり、重要な技術革新を導入し、欧州規則、特に指令 95/46/EC（データ保護指令）および

2002/58/EC（プライバシーおよび電子通信に関する指令）に国内法を合致させるものである。 

（2003 年） 

電子商取引法 

電子商取引に関する政令

2003 年 4 月 9 日付政令第 70 号は、2003 年 5 月 14 日に発効し、EU の電子商取引指令

（2000/31/EC）に代わるものである。 

（2003 年） 

e-コミュニケーションに関する法律 

電子通信法

電子通信法は、2003 年 7 月 31 日に政令として採択され、2003 年 9 月 16 日に発効した。これ

は、電子通信に関する EU の新たな規制枠組みの指令のうち 4 つに代わるものであり、e-プライ

バシー指令はデータ保護法に置き換えられる。 

（2003 年） 

電子署名に関する法律 

電子署名に関する政令

イタリアは、電子署名に十分な法的価値をいち早く見出した EU 諸国の 1 つである。行政の簡易

化に関する 1997 年 3 月 15 日付法律第 59 号は、第 15 条で、行政手続きにおいて電子的手段の使

用は法的に有効であると定めており、また電子署名や電子文書の使用に関する規則は、一連の

1997 年から 2001 年の間に採択された大統領令および省令で詳細に記載されていた。2002 年 2 月

15 日付政令は、電子署名規則を EU の電子署名指令（1999/93.EC）と整合させるものである。 

（2002 年） 

電子調達に関する法律 

電子調達指令

2002 年 4 月 4 日付大統領令第 101 号は、商品やサービスの取得における行政のテレマティック

手段の使用の基準および様式に関する規則を定めている。この指令は、公的調達プロセスにおけ

るさまざまな分野の電子的手段の使用について取り上げている。例えば、通信、データ保存、な

らびに電子オークション、電子カタログおよびマーケットプレイス等の特定の手続の利用に適用

される規則である。その他の分野については、最新の電子署名や認証メールに関する技術規則で

（2002 年） 
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ある行政文書に関する共和国大統領令第 445/2000 号に従っている。EU の新たな公的調達指令

（2004/17/EC および 2004/18/EC）は、電子調達に関する規定を含め、2005 年に実施される予定

である。 

イタリア法に公的部門の情報の再利用に関する EU 指令を導入するための作業が行われている。

行政における IT 国家センター（CNIPA）は既に、この指令の差し替えに向けて準備し、その効

果的な実施を促進するために必要な活動を調査するために作業委員会を設けている。 

公的部門の情報の再利用 
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電子政府の関係者 

主な責務および責任 

国家電子政府 

技術開発大臣は、2001 年 7 月、イタリア政府の電子政策に関して、リーダーシップを取り、責

任を引き受けるために任命された。大臣は、内閣の一部（首相事務局）を構成する庁の代表であ

る。このリーダーシップが非常に高い政治的レベルにおいて支持および支援されていることを保

証するために、情報社会に関する閣僚委員会は、戦略的な要処置限界値を考案あるいは承認する

ために設けられ、複数の上級大臣が参加し、技術開発大臣が議長を務める。 

政策および戦略 

技術開発庁 

1. 

調整 

技術開発庁 

技術開発庁は、イタリアの中央行政における電子政府の実施調整を保証する責任を負う。こ

の調整業務は、情報社会に関する閣僚委員会

2. 

により引き継がれ、同委員会はさまざまな政府

省庁や機関の活動を調整する。 

行政におけるIT国家センター（CNIPA） 

行政における情報技術国家センター（Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione - CNIPA）は、2003 年 7 月に創設された。同センターは、1993 年に創設さ

れた機関である行政におけるIT局（AIPA）に代わるものであった。CNIPAは、内閣の直接的

な権限の下に置かれており、技術開発大臣が考案する公的部門の情報技術の分野における政

策実施に対して責任を負う。各中央行政において、ICTシステムを担当する高官は、ICT事

項に関するCNIPAの正式な支持対象である。こうした全高官のネットワークは、イタリア中

央行政においてICTの発展を調整・改善するための重要な資産であり、ICT活動を適切に透

明化するものである。 

1. 国家電子政府のインフラ・プロジェクトについては

実行 

2. 省庁のプロジェクトについては

行政におけるIT国家センター（CNIPA） 

政府省庁および機関 
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1. 

支援 

2. 

技術開発庁 

3. 

行政におけるIT国家センター（CNIPA） 

4. 

公務員庁 

Formez 

Formezは、国（公務員庁を通じて）および複数の地方自治体協会が設立した非営利協会であ

り、その目的は、公的部門の職員に対して、特に近代化やICT関連プログラムに関する訓練

を含む、訓練サービスを開発・提供することである。 

イタリア会計裁判所の役割は、国家財政を保護し、司法命令の尊重を保証することである。この

裁判所は、監査機能および管轄機能の 2 つの機能を通じてこうした 2 つの目的を達成する。イタ

リア憲法第 100 条に従い、この裁判所は、政府活動の適法性の「推測的」監査、および国家予算

管理の「事後」監査を行う責任を負う。また、法律により定められる場合および状況において、

国が資金提供する機関の財政監督に参加する。 

監査・保証 

会計裁判所 

データ保護検査官（Garante Privacy）は、データ保護法の適用を監督・執行する責任を負う。 

データ保護 

データ保護に関する検査官 

地域政府および地方自治体の電子政府 

技術開発大臣は、イタリアの地域・地方機関と協力して、電子政府に対する共通の戦略的観点を

考案することを約束した。この戦略および政府の全層に伴う協力は、2003 年 4 月に発表された

「効率的な連邦主義のための電子政府」と題する文書に定められている。 

戦略 

技術開発庁 
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調整 

技術開発庁 

すべての県・地方自治体 

実行 

1. 

支援 

2. 

技術開発庁 

3. 

行政におけるIT国家センター（CNIPA） 

4. 

Formez 

電子政府に関する県能力センター 

5. 

県能力センターは、2002 年 3 月、中央政府と全 19 県および 2 つの特別自治体の知事の合意

により設立された。これは、地域内にある地方の公的部門機関に対して、技術援助、情報お

よび訓練活動を提供する専門家ネットワークを構成している。また、電子政府を実施し、IT

システムを改善し、事務管理手続とサービス提供網の両方を認識するにあたって、県・地方

自治体を支援する。19 のセンターが現在運営されており、全国に約 100 名の職員がいる

（そのうちの 40 名は技術開発庁が提供したコンサルタントである）。その他の 25 名は、

ローマの中央調整事務局に勤務している。その職務は、ネットワークを管理・開発し、なら

びに知識管理、効率的な共同作業および専門知識の交換を促進することである。 

6. 

イタリア県連合（UPI） 

7. 

イタリア市町村全国協会（ANCI） 

Ancitel 
Antitelは、イタリア市町村全国協会（ANCI）により 1987 年に設立された会社であり、イタ

リアの市町村および地方機関に技術改革と近代化をもたらすことに専念している。現在、

ANCIの主要サービス・プロバイダーとなっており、市町村への新たな情報・通信技術の導

入を支援および促進している。 

監査・保証 

会計裁判所 － 県部門 
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電子政府の重要人物 

電子政府の主要意思決定者および高官 

氏名： ルーチョ・スタンカ 

電子政府担当大臣 

職位： 技術開発大臣 

写真： 

連絡先： 技術開発大臣 

Via Isonzo, 21b 

00198 Rome 

Italy 

Tel.: +39 6 84563002 

E-mail: L.Stanca@governo.it 

（すなわち、電子政府機関・理事会の長） 

電子政府の首班 

氏名： リビオ・ゾッフォリ 

職位： 行政における IT 国家センター（CNIPA）長 

写真： 

連絡先： CNIPA 

Via Isonzo 21/B 

00198 Rome 

Italy 

Tel.: +39 6 85264206 

E-mail: 

氏名： カルロ・ドルタ 

segreteriapresidente@cnipa.it 

職位： 行政における IT 国家センター（CNIPA）事務局長 

写真： なし 
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連絡先： CNIPA 

Via Isonzo, 21/B 

00198 Rome 

Tel.: +39 6 852641 

E-mail: segreteriadirettore@cnipa.it 
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電子政府のインフラストラクチャ 

電子政府のインフラストラクチャの主要構成要素 

Italia.gov.it は、2002 年に開始された国民向けの電子政府のポータルである。別のポータルである

Impresa.gov.it.は、企業向けのオンライン・サービスのために構築され、2005 年初頭に完全に開

始された。 

ポータル 

Italia.gov.it 

RUPA（Rete unitaria della Pubblica Amministrazione）は、全国的なすべての行政機関を相互接続す

るブロードバンド・ネットワークである。今後数年間で、質と安全基準を高めた現在開発中の公

共接続システム（Sistema Pubblico di Connettività）に置き換えられることになっている。 

ネットワーク 

行政統一ネットワーク（RUPA） 

イタリアの電子 ID カード（CIE）は、2001 年に開始された。2003 年と 2004 年の 2 つの実験段階

が成功した後、カードは現在、全国に普及し、満 15 歳以上の申請者に配布されている。2005 年

3 月に採択された法律は、2005 年末までに紙の ID 文書を終了させることを定めている。2006 年

1 月 1 日付で、新たに発行されるすべての ID 文書は電子的なものとなる。最終的な目標は、年

間 800 万枚のペースで、5 年間に渡り 4000 万枚の紙の ID 文書を交換することである。イタリア

の電子 ID カードには、旅券としてカードを使用するために、マイクロチップ、光メモリおよび

ICAO 機械判読可能なゾーンが組み込まれている。カードには、所有者の財務番号、血液型、指

紋のスキャン等、一連の個人情報が含まれている。個人情報、バイオメトリック・キーおよび電

子署名は、このカードだけに保存されている。データ保護法に従い、このデータは、中央データ

ベースには保存されず、所有者が PIN コードを挿入することで許可を与えた場合に限り発行およ

び使用することができる。カード所有者の指紋テンプレートは、マイクロチップと光メモリの両

方に保存されており、指紋の復元は認められない。国民が、電子 ID カードが幅広く普及する前

であっても電子政府サービスに安全にアクセスすることができるよう、イタリア政府は更に、国

民をオンラインで安全に特定できるスマートカード、ナショナル・サービス・カード（CNS）を

開発した。電子 ID カードとは対照的に、CNS は、「身分証明書」とはならないため、法的な身

分証明文書あるいは旅券とはならない。 

電子IDインフラストラクチャ 

電子IDカード 
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ポータル Acquisti in Rete（オンライン公的調達）は、財務省が所有する会社であり、IT および電

子調達プロジェクトに関する政府内部のコンサルタントとして行動する CONSIP により運営さ

れ、十分に機能する電子調達プラットフォームへのアクセスを認めている。電子調達プラット

フォームの目的は、公的調達および効率性を改善することである。このプラットフォームは、公

的電子調達用として電子ショップ、オンライン逆オークションおよびマーケットプレイスの 3 種

類の主要なツールの使用を促進している。さらに、このプラットフォームは、電子調達活動に関

する情報、ならびに電子調達に関するニュースレター、最優良事例およびコミュニティを提供し

ている。このシステムは、中央行政および地方行政が使用することができる。 

電子調達インフラストラクチャ 

Acquisti in Rete 

イタリアにおいては現在、知識管理に関する中央のインフラは存在しない。 

知識管理インフラストラクチャ 



参 1-3-93 

国民に対する電子政府のサービス 

国民に対する電子サービスの利用可能性および高度な知識 

このセクションの情報は、2001 年 3 月に EU 評議会が採択した 20 の基本公共サービス（国民向

けが 12 件、企業向けが 8 件）の共通リストおよび電子ヨーロッパ・ベンチマーキング作業にお

けるオンラインによる利用可能性および高度化のレベルを評価するために用いた方法に基づいて

いる（電子ヨーロッパのベンチマーキング作業については電子政府指標を参照）。 

国民向けの 12 件のサービスは以下のとおりである。 

1. 所得税申告書 

2. 職業安定所による仕事探し 

3. 社会保険負担 

4. 個人用文書 

5. 自動車登録 

6. 建築許可申請 

7. 警察への被害届 

8. 公立図書館 

9. 証明書（出生、結婚）の申請および発行 

10. 高等教育への入学 

11. 転居通知（住所変更） 

12. 保健関連サービス（たとえば病院の予約） 

個々のサービスに関しては、そのサービスにおいて可能な最終的段階を基準にして、すでに到達

している高度化レベルを示している。 

 第 1 段階：情報：公共サービスに関するオンライン情報 

 第 2 段階：相互運用性：書類のダウンロード 

 第 3 段階：双方向性相互運用：認証を含む書類の処理 

 第 4 段階：トランザクション：あらゆる事例の処理、意思決定および送信（支払い） 

1. 所得税（申告、調査通知） 

担当： 中央政府、税務当局（Agenzia delle entrate） 

Webサイト： Fisco Online 

高度化レベル： 4/4 

解説： Fisco Onlineサービスにより、利用者は、所得税の申告および支払をオンライ

ンで行うことができる。 
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2. 職業安定所による就職サービス 

担当： 県および市町村 

Webサイト：  

高度化レベル： 2/3 

解説：

3. 社会保障給付金 

 求人検索サービスに対する責任は現在、中央レベル（労働省）から県および市

町村に分散されている。求人は地方の労働事務局（Centri per l’impiego）が管

理している。イタリア政府は現在、労働関係ポータル（Borsa del lavoro 

online）を開発中である。このポータルは、労働情報システム（Servizio 

informativo del Lavoro - SIL）をベースとして、民間と公共の労働市場関係者を

つなぐものであり、またオンラインの求人サービスを提供する。 

a. 失業給付金 

担当： 中央政府、国立社会保障研究所（INPS） 

Webサイト： Modulistica 

高度化レベル： 4/4 

解説： 利用者は、情報

b. 家族手当 

を取得し、オンラインで失業保険書類をダウンロード、記入お

よび提出することができる。 

担当： 中央政府、国立社会保障研究所（INPS） 

Webサイト： Modulistica 

高度化レベル： 3/4 

解説： イタリアでは労働者は、雇用者に対して直接児童手当申請書を提出する（書類

はINPSのウェブサイトで入手可能である）。雇用者は、利用可能なオンライ

ン・サービス

c. 医療費（償還または直接決済） 

を用いて、INPSに対して要請書を提出する。INPSは、児童手当

を雇用者に対して支払い、雇用者は該当する労働者の給与にこれを直接含め

る。 

担当： なし 

Webサイト： なし 
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高度化レベル： なし 

解説： 

d. 奨学金 

このサービスは、イタリアには該当しない。国民は、医療費の払戻請求をする

必要はない。国民保健サービス（SSN）は、県が管理し、交付の時点で無料で

ある。国民は、状況によっては、払戻不可能な医療機関（病院、地方の健康機

関、薬局等）の会計で直接治療費（券）を支払うことがある。 

担当： 県政府 

Webサイト： 

高度化レベル： 2/4 

解説： 

4. 個人的文書（パスポートおよび運転免許証） 

奨学金は、地方大学の学生に関して、学習する権利に関する県組織（Aziende 

regionali per il diritto allo studio）により管理されている。ダウンロード可能な

書類やその他のサービスは、大学のウェブサイトから入手可能である。 

a. パスポート 

担当： 中央政府、内務省、国家警察 

Webサイト： パスポート情報 

高度化レベル： 2/3 

解説： 

b. 運転免許証 

パスポート申請手続きに関する情報および画面上で記入可能な請求書のダウン

ロード。書類の提出およびパスポートの交付は、地方の警察署で行われる。 

担当： 中央政府、経済基盤交通省 

Webサイト： 運転免許証情報 

高度化レベル： 2/3 

解説： 

5. 自動車登録（新規、中古および輸入車） 

情報および書類のダウンロード運転免許証の請求および交付は、経済基盤交通

省の地方事務局で行われる。 

担当： なし 
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Webサイト： なし 

高度化レベル： なし 

解説： 

6. 建築・計画許可申請書 

このサービスは、イタリアには該当しない。車両登録は、プライベート・ネッ

トワークで交通省および公共車両登録機関（PRA）に接続された自動車ディー

ラーが直接行う。ネットワークには、全国で約 6000 のデスク・ポイントが含

まれる。すべてのデスク・ポイントは、統一されたオンライン・アクセス・ポ

イント（Sportello telematico cooperante）により車両登録手続に接続されてい

る。 

担当： 地方政府 

Webサイト： 

高度化レベル： 1/4 

解説： 

7. 警察への被害届（たとえば盗難の場合） 

申請書および要請書は地方機関が扱う。市町村の中には、ウェブサイト上で建

設申請手続きに関する情報を提供しているところもある。 

担当： 中央政府、内務省（国家警察）および国防省（国防省警察） 

Webサイト： Denuncia vi@ Web:国家警察および国防省警察 

高度化レベル： 3/3 

解説： 

8. 公立図書館（カタログおよび検索ツールの利用可能性） 

犯罪報告サービスであるDenuncia vi@ Web（「Report a crime vi@ the web」）に

より、国民は、紛失品または盗難品をオンラインで届け出ることができる。現

在、多くの地域で試験的に運営されており、徐々に全国に広める予定である。

このサービスの目的は、犯罪報告の申請手続きを簡素化し、警察の勤務が国民

のニーズに適合するようにすることである。 

担当： 中央政府、文化遺産省 

Webサイト： Internet Culturale 

高度化レベル： 3/3 

解説： 2005 年に開始された「Cultural Internet」ポータルでは、利用者は、単一の統合

されたプラットフォームを通じて、2,300 軒のイタリア図書館のカタログにア
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クセスすることができ、合わせて約 1500 万の文書が提供されている。利用者

は、カタログを検索し、リアルタイムで特定の文書が利用可能であるかを調

べ、図書館に関する情報を取得し、電子的に予約することができる。このサー

ビスは、イタリア文化遺産省が県や大学と協力して運営するネットワークであ

る国家図書館サービス（Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN）に基づいてい

る。このポータルは、イタリア電子図書館および観光ネットワーク促進の枠組

みの中で開発されたものである。500 の図書館の 350,000 件の文書へのオンラ

イン・アクセスを提供するために、学校の図書館についても同様のプロジェク

トが開発中である。 

9. 証明書（出生、結婚）：申請および発行 

担当： 地方政府 

Webサイト： 

高度化レベル： 1/3 

解説： 

10. 高等教育・大学への入学 

国の電子サービス戦略は、国民と政府の関係において証明書の使用を減らすこ

とを目的としている。2000 年指令（DPR 445/2000）は、行政手続きに証明書

は必要なくなると定めており、国民に対して正式な証明書に代わる自作の宣言

書（autocertificazione）を使用する可能性を認めている。各行政は、国民が該

当する地方行政（市町村）に直接宣言するデータを照合することができる。 

担当： 中央政府および県政府 

Webサイト： UNIverso 

高度化レベル： 3/4 

解説： 

11. 転居通知（住所変更） 

UNIverso（Towards University）ウェブサイトへの事前登録に関する情報および

オンライン申請システムは、教育省および大学協会CINECAにより提供されて

いる。登録手続は、各大学が管理している。 

担当： 地方政府 

Webサイト： 

高度化レベル： 1/3 
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解説： 

12. 保健関連サービス（別の病院でのサービスの利用可能性に関する双方向の助言。病院の予

約） 

住所変更届出は、各地方機関が処理する。 

担当： 中央政府（保健省）および県政府 

Webサイト： InfoSalute 

高度化レベル： 1/4 

解説： 医療サービスは、県の責任下にあるが、中央政府（保健省）が資金提供を行っ

ている。治療予約は、直接地方の医療機関（Aziende sanitarie locali - ASL）およ

び病院が管理する。国民は、電話やインターネットを通じて、地方の総合予約

センター（Centri unificati di prenotazione - CUP）を利用できる。 
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企業に対する電子政府のサービス 

企業に対する電子サービスの利用可能性と高度化レベル 

このセクションの情報は、2001 年 3 月に EU 評議会が採択した 20 の基本公共サービス（国民向

けが 12 件、企業向けが 8 件）の共通リストおよび電子ヨーロッパのベンチマーキング作業にお

けるオンラインによる利用可能性および高度化のレベルを評価するために用いた方法に基づいて

いる（電子ヨーロッパのベンチマーキング作業については電子政府指標を参照）。 

企業に対する 8 のサービスは以下のとおりである。 

1. 被雇用者に対する社会的貢献 

2. 法人税：申請、通知 

3. 付加価値税（VAT）：申請、通知 

4. 新会社の登録 

5. 統計局へのデータの提出 

6. 関税の申告 

7. 環境関連の許可 

8. 公共調達 

個々のサービスに関しては、そのサービスにおいて可能な最終的段階を基準にしてすでに到達し

ている高度化レベルを示している。 

 第 1 段階：情報：公共サービスに関するオンライン情報 

 第 2 段階：相互運用性：書類のダウンロード 

 第 3 段階：双方向性相互運用：認証を含む書類の処理 

 第 4 段階：トランザクション：あらゆる事例の処理、意思決定および送信（支払い） 

1. 被雇用者に対する社会的貢献 

担当： 中央政府、国立社会保障研究所（INPS） 

Webサイト： 従業員に対する社会負担 

高度化レベル： 4/4 

解説： 

2. 法人税：申請、通知 

従業員に対する負担金のオンライン提出および支払（Invio DM10） 

担当： 中央政府、税務当局（Agenzia delle entrate） 
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Webサイト： Fisco Online 

高度化レベル： 4/4 

解説： 

3. 付加価値税（VAT）：申請、通知 

企業および専門家に対するオンライン情報およびサービス（法人税の申告およ

び支払を含む） 

担当： 中央政府、税務当局（Agenzia delle entrate） 

Webサイト： Fisco Online 

高度化レベル： 4/4 

解説： 

4. 新会社の登録 

オンラインでの付加価値税の申告および支払 

担当： 商業会議所 

Webサイト： Web Telemaco 

高度化レベル： 4/4 

解説： 

5. 統計局へのデータの提出 

商業会議所は、イタリアの企業登録に対する責任を負う。申請書「Telemaco」

は、電子署名および電子支払システムを利用して、イタリア企業登録所への組

織の登録手続を行うために電子的申請を使用している。さらに、経営状況（住

所、残高等）の変更に関する通信を認めており、オンラインで進捗状況を確認

する可能性や電子登録のための分割払いを認めている。 

担当： 中央政府、国家統計局（ISTAT） 

Webサイト： InData 

高度化レベル： 3/3 

解説： ISTATのウェブサイトは、統計的アンケート用紙をダウンロードすることがで

きる。さらに、InDataウェブサイトは、オンラインで統計データを収集するこ

とを認めている。このウェブサイトでは、電子的に商業部門における主な経済

指標に関するデータを提出することができる。 
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6. 関税の申告 

担当： 中央政府、経済財政省、税関 

Webサイト： オンライン税関サービス 

高度化レベル： 4/4 

解説： 

7. 環境関連の許可（報告を含む） 

税関運営に関するすべて取引可能なオンライン・システム 

担当： 地方政府 

Webサイト： 

高度化レベル： 1/4 

解説： 

8. 公共調達 

環境関連許可は、さまざまな行政が管理する。大半の市町村は、環境関連許可

を含む、事業活動に関するすべての許可要請を行うための統一されたアクセ

ス・ポイント（Sportello unico delle attività produttive - SUAP、またはSportello 

unico delle imprese - SUI）を設けている。 

担当： 中央政府、財務省、CONSIP 

Webサイト： Acquisti in Rete 

高度化レベル： 4/4 

解説： ポータルAcquisti in Rete（オンライン公的調達）は、財務省が所有する会社で

あり、ITおよび電子調達プロジェクトに関する政府内部のコンサルタントとし

て行動するCONSIP

 

により運営され、十分に機能する電子調達プラットフォー

ムへのアクセスを認めている。電子調達プラットフォームの目的は、公的調達

および効率性を改善することである。このプラットフォームは、公的電子調達

用として電子ショップ、オンライン逆オークションおよびマーケットプレイス

の 3 種類の主要なツールの使用を促進している。さらに、このプラットフォー

ムは、電子調達活動に関する情報、ならびに電子調達に関するニュースレ

ター、最優良事例およびコミュニティを提供している。このシステムは、中央

行政および地方行政が使用することができる。 



参考資料 1-4．EU 諸国の電子政府への取組状況（その３） 

出典：「An overview of the eGovernment situation in Europe」（2007 年版） epractice,eu（European 

Communities） をもとに和訳。 
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（１）スウェーデン 

 

■ 電子政府戦略 

電子政府に関するスウェーデン・モデル… 

スウェーデンは「全体的情報社会」となる最初の国になりたいと願っている。このような IT 方針

の目標はスウェーデン議会により 2000 年に採択された。それ以来、スウェーデン政府の優先任務

は IT への国民の信頼を高め、ユーザーのスキル向上を助け、そして、IT サービスへの参加を推し

進めることであった。 

公共情報とサービスは、できる限り、週 7 日 1 日 24 時間、電子媒体で利用できるようにすべきで

ある。これは、スウェーデン政府が 24 時間公共行政―スウェーデンの電子政府モデル―を展開す

るための方針目標である。このモデルは行動計画「民主主義体制での公共行政」の中で規定され

ている。 

もう一つの大きな目標は、方針や意思決定のプロセスにおける透明性と市民の参加を高めること

により民主主義を強固にすることである。 

電子政府が提供する新たな機会から除外される市民がでないように、ニーズと条件の違いを考慮

しなければならない。市民が異なるサービス・チャンネル―インターネット、対面方式や電話―

から選択できるように、マルチチャンネル的アプローチを提供すべきである。ウェッブサイトは、

あらゆる人々のアクセスを促進するような設計と言葉を使うようにしなければならない。市民に

焦点をあてた公共行政は、異なる行政機関と行政のレベルとの間の緊密な協力の上に築かなけれ

ばならない。24/7 機関コンセプトに沿って、行政機関相互間あるいは他の公共機関相互間の責任

の境界とは無関係に 24/7 サービスの提供が行われなければならない。 

スウェーデンにとって一新された電子政府ビジョンは、「優れた行政に向けて市民の権利を尊重し、

事業化を奨励し、有能な公務員を惹き付けるような、世界で最もシンプルで効率的な電子政府と

電子ガバナンス」を作るということである。そのビジョンは、従来の「全体的情報社会」という

ビジョンをより具体的にするものである。 

24 時間公共行政の実施… 

実現のための戦略はスウェーデンの公共行政の分散化モデルを基にしている。 

スウェーデンには、方針策定を担当する小数の省および相対的な自律性を持っており、行政方針

の実行に責任を負うたくさんの機関とがある。 

政府が目標を設定し、資源を配分し、管理者を指名し、そして、その成果を追跡し評価するとい

う性能管理システムによって機関は管理されている。 

望ましいサービスと成果を作り出すために資源を如何に利用するかを決定するに際して、公共の

機関はこのように実質的自由を与えられている。 

この「軽いタッチ」戦略に沿って、電子政府の場合には、優先的目標の設定、法的障壁のような

障壁の除去および指針や方策を提供してこれら機関を支援し、そして、電子政府のために必要な

共通のインフラの確保といった面での政府の役割は限定されてきた。 

これら機関がその顧客のニーズについて最適の知識を有していることから、24 時間公共行政の展
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開の主たる責任はこれら機関に委ねなければならない。しかしながら、ネットワークに組込まれ

た機関を基にした共同化サービスに必要な共通ルール、インフラと基本的機能を設定するために

はより調整された行動が必要となる。このことが市民に焦点をあてた効率的な行政の最終目標で

ある。 

政府も、今後数年の間に 24 時間公共行政の展開を 1 段づつ押上げるために更なる対策をとること

を約束した。それら対策の一部は以下の通りである。 

□ 機関の電子サービス展開のためにより明確な目標を設定する。 

□ 市民と企業に大きな便益となるが、分離された機関には費用効果がないような電子サービス

の展開を鼓舞する。 

□ 公共行政組織内部と顧客との間の十分に機能する電子通信のために必要となる、最小限の拘

束力あるルールと規準を決定する。 

□ 異なる公共機関の間の通信と協力のための共通インフラとして基本インフラの支援セットを

提供する。 

□ 公共電子サービスの展開において国、地域と地方自治体の間の協力を深める。 

□ 公共行政の異なる部分が提供する全ての電子情報とサービスに対して―生活事象と事業状況

を基にした―共通の入口点とガイドを提供する。 

 

スウェーデンの電子政府に関する活動は、2006 年 1 月 1 日の「行政開発機関－Verva」の設立を以

って連携を深めることになった。 

この機関は、スウェーデンの公共行政を現代化しようとする試みの必須の部分であり、いくつか

の以下のような根幹的領域の公共行政の発展に貢献することなる。 

□ 電子政府。24/7 機関のためのスウェーデン国家指針についての責任を含んでいる。

（Statskontoret に代わる公共マネジメント機関） 

□ 情報と通信に関するテクノロジーの分野での公共調達の調整（ICT） 

□ 組織的展開と品質管理 

□ 事例を収集し、最良の実務についての知識を創る。 

□ 訓練と教育 

現代的電子政府のための行動計画 

2008 年 1 月になって、地方自治体と金融市場担当大臣のマット・オデルは、公共機関の理事達と

行政の同僚達とのキックオフ会議において新たなスウェーデンの現代的電子政府のための行動計

画を発表した。 

その書類は、2010 年までの優先順位別の方針分野を取上げ、それに責任を担う行政部分だけでは

なく、市や町と地域（州（又は郡）議会）との間での必要な協力も指摘した。 

この行動計画の一次的目標は、スウェーデンが「世界で最もシンプルな行政機構」を有して 2010

年までに電子政府の分野で再び先駆的地位をとることである。言い換えると、行政は出来だけ多

くのことに対して可能な限りシンプルであるべきである。 

現代的な技法とその他の特別な手法の助けを借りて、行政は、現在、市民と企業のニーズから発

生する一つの事務管理体制を創設することを意図している。この新たな電子政府に関する行動計
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画は、24時間公共行政戦略の実施の間に看取されてきた幾つかの不備を繕うことを意図している。 

同行動計画には、市民や企業と当局との連絡窓口のための法律的、技術的と経済的な条件を改善

することを目指す多数の行動分野を含んでいる。 

とりわけ、当局の情報処理はより効率的にされ、情報のセキュリティーは高まり、事例処理と調

達のための自動 IT 支援体制も導入されるであろう。 

公共行政は、可能な限り、オープンな規準を使用するものとし、同行政は単独のプラットフォー

ムと解法上で自らを従属的立場から一段一段解き放つようにする必要がある。 

Verva の継続的活動の多くは、その行動計画において例えば以下のように説明されている。 

□ 安全な電子通信と保護された／効率的な情報交換。例えば電子証明書の発行。 

□ 情報へのアクセスの簡略化 

□ IT 標準化と共通のデマンド仕様 

□ 事例の自動処理 

□ 安全な通信と文書化に関する共通の行政的インターフェイス 

□ アクセスし易さと便利さ 

注： 本レポートの編集時点（2008 年 1 月）、電子政府展開のための行動計画はスウェーデン語

でしか利用できない。 

電子ヘルスのための国家戦略… 

2006 年春に、電子ヘルスに関する国のハイレベルのグループ―保健社会関係省、スウェーデン地

方当局・地域協議会、保健・厚生省、医療製品機関、スウェーデン製薬国営公社（Apoteket AB）

およびケア・リンクの代表者達で構成するグループ―は、電子ヘルスに関する国家的戦略につい

て合意した。 

その戦略採択の前には、スウェーデンの電子ヘルス解法は、国と地域当局（地方）との間の協調

的任意取極めを通して展開されていた。 

同戦略は、ヘルスケア分野での ICT 開発に関する国家的協調のための一連の基本原理を設定して

いる。戦略はまずヘルスケアを支援し改善するために電子ヘルスをどのように利用すべきかにつ

いて共通的ビジョンを設定する。 

 

スウェーデンの電子ヘルスのビジョンは以下のように要約される。 

□ 市民、患者と親族は、ヘルスケア、健康問題や個人的健康状態についての包括的情報に素早く、

難なくアクセスすることができよう。これらの人々は、質の優れたサービスを利用でき、それぞ

れの能力と環境に応じたケアと処置に積極的に係わることになろう。 

□ 保健と高齢者ケアの専門職は、患者の安全を保証する効率的な相互利用性のある電子ヘルス解

法にアクセスでき、それら専門職が日々の任務を遂行するのをより容易にしてくれであろう。 

□ ケアの提供に責任を負う当局とその他の組織は、患者の安全と質の面での懸念をフォローアッ

プし、管理機能とリソース配分を支援するために適切な ICT ベースのツールを得ることになろう。 

 

共同で引受ける仕事は、以下の目標を持った 6 項目の行動分野に分類されている。 

□ 法律と規則を ICT の拡大利用に適合するようにする。 
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□ 共通の情報構築体を創設する。 

□ 共通のテクニカルなインフラを創設する。 

□ 相互利用性があり支えとなるような ICT システムを促進する。 

□ 組織的壁を越えた情報アクセスを促進する。 

□ 情報とサービスを市民が容易にアクセスできるようにする。 

 

最初の 3 項目の行動分野は、ヘルスと高齢者ケアにおける ICT にとってのより良い基本的条件を

整えることに関係する。最後の 3 項目は患者のニーズに合せた電子ヘルス解法の改善とニーズへ

の適応に関することである。 

教育、研修と研究面でのイニシアティブは、これら全ての分野に決定的重要性を有する。 

この戦略には参加した関係者の約束も含まれているし、変更のプロセスと方向性を示すべく、地

方的運営戦略の策定を奨励している。 

上記のような焦点分野にどのようにして進行させていくかについての詳細を提供するために、

2007 年 3 月にあるレポートの発行が予定されていた。また、この戦略には実行計画が続くであろ

うし、その適用の間に認識された問題点はおそらく今後の戦略更新で検討されるであろう。その

関連作業は、電子ヘルスのハイレベル・グループが引受けることになる。 

■ 電子政府の法的枠組み 

電子政府に関する立法… 

スウェーデンには、目下のところ、全般的な電子政府に関する立法は存在しない。電子政府活動

は、公共行政、公共登録やデータのセキュリティに関する一般的法律と条例によて規制されてい

る。 

情報の自由に関する立法… 

報道の自由に関する法律 

スウェーデンは、1766 年に情報の自由（報道の自由法）に関する立法を導入した世界で最初の国

である。その法律は 1949 年に見直しが行われ、1998 年に最後の改正が行われた。公式法令集の

「公共の性質」に関するﾁｬﾌﾟﾀｰ 2 は、「あらゆるスウェーデン臣民は公式書類に自由にアクセスす

ることができるものとする」と規定されている。公共当局は、公式書類の開示要求があれば直ち

にそれに対応しなければならない。その要求はどのような形でもよいし、匿名も可能である。各

当局は、全ての公式書類の登録台帳を保存しておく必要があり、大部分の索引は公開されて利用

できるようになっている。現在では登録台帳を電子的に利用できるようにしようとする動きもあ

る。 

公式書類へのアクセスを否認する公共当局による決定は、内部での異議申立てができることにな

っている。その決定は、一般行政裁判所へ提訴することができ、最終的には最高行政裁判所まで

上訴することができる。 

異議申立ては議会のオンブズマンへも行うことができ、オンブズマンは調査をして拘束力のない

決定を行うことができる。 
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データの保護／プライバシーに関する立法… 

個人データ法 

個人データ法は 1998 年 10 月 24 日に発効し、1973 年からのスウェーデン・データ法に取って代

わることになった。個人データ法は、スウェーデン法を EU データ保護指令 95/46/EC の要求条件

に適合させるようにするために採用された。同 EC 指令は、個人データの処理において個人の尊

厳を侵害するのを防止することを目指すものである。 

個人データ法は、個人データの処理に関して一定の根本的要求条件を掲げている。これら要求条

件がとりわけ求めているのは、個人データは特定の、明確に定められた、正当な目的のためにだ

け処理することができる、ということである。これらの要求条件がいったん満足されると、登録

された個人が免除付きで（例えば、個人データの監査官による公式権限の行使あるいは法的義務

の履行）自らの同意を与える場合にだけ、個人データを処理することができる。 

電子商取引に関する立法… 

電子商取引およびその他の情報社会サービスに関する法律 

この法律は 2002 年に制定され、情報社会サービスの一定の法的側面に関する EU 指令 2000/31/EC

特に電子商取引（「電子商取引に関する指令」）を導入するものである。サービスの提供者からそ

の顧客に対する義務およびオンラインで提供された情報の処理を規定する。 

電子通信に関する立法… 

電子通信に関する法律 

電子通信のための EU 規制枠に基づいて、この電子通信に関する法律は 2003 年 7 月 25 日に発効

した。この法律の目的は、競争を促進することにより市民と公共当局とに安全で効率的な電子通

信へのアクセスを与えることである。このような電子通信は、伝送サービス、価格と質の選択の

点で可能な限りそれに値するものであるべきである。これらの面で、スウェーデンは国際的発展

の最前線にいる筈である。電子通信は、持続性があり且つ有用なものであり、将来のニーズに対

応するものであるべきである。この法律のもう一つの目的は、電子通信サービスがあらゆる地域

の市民に利用できるように確保することである。 

電子署名に関する立法… 

適格性認定電子署名に関する法律 

この法律は、電子署名のための社会枠組みに関する EU 指令（1999/93/EC）を実施するものであ

り、2000 年 11 月にスウェーデン議会の投票を経て、2001 年 1 月 1 日に発効したものである。 

この法律は、欧州指令に定められた電子署名の定義をそのまま字義通りに転換するものではない。 

どちらかと言うと、スウェーデンの電子署名は、認証と整合性の両方の要求条件を含んでいる。

電子署名は、実際のところ、「電子形態のデータが他の電子データに添付されあるいは論理的に結

合されたものであり、その内容は自ら申出る発行者から発生しており改変されていないことを検

証するために使用される」と定義されている。 

先進的で適格性のある電子署名の定義にかなうように、その内容は欧州指令の定義と要求条件に

基づいている。実際のところ、この法律は「適格性を認定された電子署名」を適格性認定証明書

に基づき、保護機能のある署名創作装置によって作り出された先進的電子署名として定義してい
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る。 

このことは、そのような適格性認定電子署名を提供するある証明機構（「CA」）があるだけである

ことを意味する。 

更に、この法律は次のように定める－法律あるいは規則に手書き署名の要件を含んでいる場合で

あって、そのような署名を電子媒体手段によって満足させることができるときには、適格性認定

署名はその要件を充足しているものと看做す。更に、通信が行政当局との間あるいは当局相互間

である場合には、「一般的」電子署名の使用に、同法による追加要求条件が適用される。 

電子政府サービスにおいて電子署名を使用する法的根拠は、全ての電子政府イニシアティブに適

用される包括的規定より導くことはできず、それぞれの適用分野について求めなければならない。

電子署名を拡充するために利用される立法は、通常、どの電子署名を使用すべきかを指定するそ

れぞれの当局の規則によって補完されている。最後に、適格性認定電子署名に関する法律は、電

子署名一般を扱っており、電子 ID に具体的に言及している訳ではない。 

電子調達に関する立法… 

公共調達に関する法律 

公共調達に関する法律は、1992 年に制定され、それ以降数回変更されており、既に公共調達手続

きにおける電子媒体手段の利用について部分的に次のような側面を規制している―電子通信に適

用するルール、セキュリティに関するデータの記憶と利用（電子署名など）。 

新たな EU 公共調達指令（2004/17/EC と 2004/18/EC）を実行する新たな公共調達立法を準備する

ために専門家委員会が任命された。同委員会は、レポート（SOU 2006:28）を発行したが、そのレ

ポートはそれを基にした法案作り作業に先立って、現在検討されているところである。それに基

づく変更は 2008 年中に立法化される見通しである。電子調達規定としてかなうように、同レポー

トは、ダイナミックな購入システムと電子競売の両方をスウェーデンの法体系に取入れるように

提案している。委員会はまた、中央購入組織の潜在的重要性について更なる調査を行うように推

奨している。 

2007 年 9 月 1 日以来、スウェーデン競争管理局は、同法に関する情報と法律の監視に責任を負っ

てきた。同局は、これまで公共調達庁（NOU）に委ねられていた任務を引取ってきた。 

公共分野情報（PSI）の再利用… 

スウェーデンでは、公共分野情報の再利用に関する EU 指令（2003/98/EC）を、幾つかの法律の

立法的変更をいう手段によって全面的に導入することを通知した。その対象となる法律は以下の

通りである－報道の自由に関する王令、秘密に関する法律、行政手続き法、政府機関と行政施設

に関する王令など。従って、新たな立法は採択されていない。 

 

■ 電子政府の関連組織 

国の電子政府… 

方針／戦略 

財務省 

財務省、特に地方自治体と金融市場担当大臣が、スウェーデンの電子政府に関して政治的責任を
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負っている。 

調整 

Verva―スウェーデン行政開発機関 

Verva は 2006 年 1 月に設立されており、スウェーデンの中央行政の開発を調整する責任を負って

おり、政府の中央諮問機関の一つである。 

公共行政の開発分野の専門機関として、この機関は幾つかの基幹分野に介入する。この機関は特

に国の電子政府のイニシアティブ、市民と当局をつなぐ戦略および情報と通信テクノロジー（ICT）

の分野での公共調達を統括し調整している。 

Verva は、また、国の機関のための電子政府の分野で強制的指示を発し、そして、市や町と地方の

ために自発的指針を発することを委ねられてきている。 

その他に、スウェーデン政府は Verva に対して新たな電子サービスの利用とスウェーデン電子 ID

（電子嫡出認定）の利用を活発化させる任務を与えてきた。 

実施 

個々の行政部局と組織 

中央政府の部局（小さな方針策定省）と機関（つまり行政機関）が、それぞれの専門分野内での

省庁電子政府プロジェクトの実施を担当している。 

スウェーデンの公共機関は、望ましいサービスと成果を作り出すためにそのリソースをどのよう

に利用するかを決定するにあたり実質的な自由を認められてきたために、高いレベルでの管理上

の自律性を活用している。 

支援 

スウェーデン・パブリック・マネジメント機関（Statskontoret） 

スウェーデン・パブリック・マネジメント機関は、スウェーデンの行政開発機関である Verva の

前任機関であった。情報と通信の分野での公共調達と行政機関のための枠組み合意を含めた

Statskontoret のいくつかの責任分野が、Verva が 2006 年 1 月に設立された際に、Verva へ引継がれ

た。 

Statskontoret は、ICT の利用を介して公共行政の現代化を助ける目的で IT 分野において政府と行

政組織を支援する任務を委ねられている。この点で、Statskontoret は、政府の要請を受けて検討と

評定を行っている。 

Verva―スウェーデン行政開発機関 

この機関に特別に与えられた任務は、人的資源の開発と戦略的な人的資源のマネジメントがある

がそれだけではなく、行政機構相互間の調整もまた含まれている。 

国家郵政通信機関 

国家郵政通信機関（PTS）の使命は、スウェーデンのあらゆる人が効率的で、手軽で、安全な通

信サービスにアクセスできるように確保することである。PTS は、公共の組織であり工業・雇用・

通信省に報告義務を負っており、政府が任命する評議会により管理されている。PTS はまた国民

に対して認定証明書を発行するスウェーデン監視当局でもある。然しながら、現在のところスウ



 

参 1-4-8 

ェーデンにおいて認定証明書は発行されておらず、そのような証明書の発行主体は PTS に登録さ

れていない。 

監査／保証 

スウェーデン国家監査院 

スウェーデン国家監査院が負っている 2 つの主要な任務は、行政機関の会計と管理の恒例監査（財

務監査）を行うこと並びに行政運用の効果と効率（功績監査）を行うことである。 

データ保護 

スウェーデン・データ検査庁 

データ検査庁は、情報社会において新規テクノロジーの利用を不必要に妨害せずあるいは複雑に

せずして個人のプライバシーを保護する役割を委ねられている。 

 

地域と地方の電子政府… 

戦略 

州議会と市や町 

地方自治行政の原則に沿って、地域と地方の行政イニシアティブは、それぞれの地域と地方の州

議会と市や町によって主導されている。 

調整 

州議会と市や町 

地域と地方の電子政府イニシアティブは、それぞれの地域と地方の州議会と市や町によって調整

されている。 

実施 

州議会と市や町 

地域と地方の電子政府イニシアティブは、それぞれの地域と地方の州議会と市や町によって実施

されている。 

支援 

スウェーデン地方当局と地域の協議会（SALAR） 

2007 年 3 月 27 日以来、スウェーデン地方当局協議会（SALA）並びにスウェーデン州議会連合会

（FCC）は、新たな共同連合体―スウェーデン地方当局と地域の連合会（SALAR）―を結成した。

SALAR は、スウェーデンの 290 の地方当局、18 の州議会と 2 つの地域の行政、専門職と雇用主

関連同業者を代表している。この連合体は、地方自治行政を促進し強化し、且つ、その構成員の

仕事に可能な最適の条件を作り出すことに奮闘している。 

Verva―スウェーデン行政開発機関 

Verva は、地域レベルと地方レベルでの支援任務を果たしている。 

例えば、この機関は「電子社会と組織」というプロジェクトを立ち上げたが、そこで Verva とそ

のプロジェクト・パートナーは市や町レベルの組織が利用することができる電子サービスを展開
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することになっている。更に、Verva は現在では国、州議会と市や町レベルの当局に ID 検証のた

めの財政融資を申出ている。このようにして、これから始まろうとしている電子サービスを展開

させてきた当局は、電子 ID の検証のために自由なアクセスを提供してくれる 1 年間の「スタート・

パッケージ」を Verva に申し込むことができるようになっている。 

監査／保証 

専門職の監査人 

スウェーデンの州議会と地方議会は、政治上の監査人を選定し、同監査人は監査活動を行うため

に外部の専門職の監査人を雇う責任を負っている。 

 

■ 電子政府のインフラ 

玄関サイト… 

Sverige.se 

2004 年 10 月に立ち上がった電子政府の玄関サイト「Sverige.se」はそれまでの SverigeDirekt.se ウ

ェブサイトに取って代ることになった。SverigeDirekt は単なる公共機関のディレクトリーに過ぎ

なかったが、この新たな玄関サイトは目的ベースのものである。 

然しながら、それは公共分野への単独の入口点とすることだけを意図したものではなく、オリエ

ンテーション指向の玄関サイトの役割を果たすことを意図したものである。 

Sverige.se は以下へのリンクを提供してくれる： 

□ オンラインで提供されるサービス（例えば、国の登録証明書、電話方式金額の比較あるいは

所得税申告の送付） 

□ 特定分野での情報とサービス（例えば、仕事、家族計画と年金計画） 

□ 市や町、州議会、スウェーデン議会、政府、当局、社会保険事務所、大学、EU およびその他

へリンクしその詳細に至る。 

□ スウェーデンの公共分の全てのウェブサイトの検索エンジン 

 

2008 年 1 月 1 日より、スウェーデンの行政開発機関（Verva）は「sverige.se」を運用するのを停止

した。その役割は別の組織へ引渡されたものではなかった。従って、このウェブ玄関サイトは 2008

年 3 月の始めに閉鎖されるであろう。 

ネットワーク… 

スウェーデン政府のセキュア・イントラネット（SGSI） 

SGSI は、国内のスウェーデンの機関相互間だけでなく、EU 加盟国と EU 機関の間を TESTA を介

してつなぐ安全な通信のためのイントラネット・サービスである。TESTA は欧州の公共行政機関

の間の安全な情報交換のための EEC 自身の非公開 IP ベースのネットワークである。SGSI は IP サ

ービスであり、解法されたインターネットと直接接続を持たない仮想の非公開ネットワークであ

る。 

Verva が展開しているセキュリティ目標によると、SGSI は認定を受けてきた国家機関が使用する

ことができるものである。そのセキュリティ目標は、運営管理、組織、IT 運営と SGSI のアクセ



 

参 1-4-10 

ス可能性を定義している。SGSI に接続する機関のパネルが、どの機関が認定を受けるかを承認す

る、つまり、SGSI 内部で通信する可能性を持っていることになろう。 

認定が意味するところは、EU 委員会のセキュリティ規則が「UE 拘束（Restreint UE）」と分類し

た事案に応じた機密情報だけを TESTA へ転送し、機関へ接続することができるということである。 

SGSI は、警察と司法機関との間の通信も可能にしているために、TESTA 交通チャンネルよりよ

り幅広い機能を有している。このネットワークはまたスウェーデンの行政機関相互間の国家的危

機の場合の通信での重要性が今後増大してくるものと予想されている。 

電子識別と電子認証… 

「公式の電子 ID カード」 

2005 年 10 月 1 日、スウェーデン政府は生物学的測定データを取入れた「公式」電子 ID カードを

導入した。この新たな「国の ID カード」（nationellt identitetskort）は強制的なものではなく、従前

の ID カードに代わるものではない。 

このカードは識別と市民権の証拠として使用できるものであり、（欧州の）シェンゲン・エリア内

で有効な旅行書類となるものである。それは生物学的測定書類としての ICAO 基準に適合してお

り、パスポート事務所が発行し、生物学的測定パスポートの場合と同じ納入先が製造している。

所持人のデジタル画像を収めているコンタクトレス・チップの外に、そのカードには将来に電子

政府サービスに安全にアクセスするために使用することができる従来型のチップもまた収めてい

る。 

非公式電子 ID カードおよびソフトウェアベースの電子 ID。現在までのところ、スウェーデン市

民は、スウェーデン郵政が発行した非公式の電子 ID カードおよび BankID（最大規模のスウェー

デンの複数銀行が開発した）と SteriaeID のようなソフトウェアベースの電子 ID を、一定の電子

政府サービスへアクセスするために使用することができる。 

2006 年 11 月になって、ほぼ 300 万枚のそのような電子 ID が発行された。スウェーデンでのその

ような電子 ID の推定利用量としては、100 万人前後が 1 ヶ月について 250 万回程度電子政府と市

場の他のサービスの両方の取引（認証と署名の両方を含む）を行っている。 

スウェーデン個人識別番号（スウェーデン市民としてのユニークな識別番号）を有している身体

を有する個人は電子 ID を得ることができる。この数は、電子 ID とそのマイクロチップに表れて

いる。法人もまた電子 ID を利用することができる。この場合、2 つのタイプの証明書が問題とな

ってくる。つまり、認証用のサーバーと署名用のスタンプ証明である。証明書の方は、当該組織

の名前とその組織番号を含んでおり、また URL も含めることができる。組織証明書を申請する連

絡係員は当該組織のために署名することを承認された個人からこの目的のための承認を受けなけ

ればならない。 

更に、Steria が最近になってスウェーデンでの新たなタイプの電子 ID、つまり個人的使用のため

の組織の証明書を導入した。このタイプの証明書には組織の番号、商号と当該個人の名前と役割

を含んでいる。注目に値するのは、この組織用の電子 ID の何れも感知可能な情報と考えられる個

人識別番号を含んでいない。 

電子 ID はスマートカードおよびハードディスクに記憶されたファイルとして両方の形で存在す

る。一部の発行者は一方だけあるいは他方だけを提供するが、ある発行者はこの電子 ID のフォー
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ムを選択するオプションを与える。電子 ID は 2 つの方法で発行されている。ユーザーのインター

ネット銀行に要請してログオンして（このようにその銀行により識別されて）ダウンロードする

方法あるいはインターネット上で電子 ID を申請する方法である。電子 ID がスマートカードによ

って発行される場合には、それをインターネット銀行経由で申請した後に、ユーザーは銀行ある

いは郵便局で有形の ID を提示してその電子 ID をもらう必要がある。 

電子 ID を異なる提供者が発行する場合には、電子サービスを提供する当局はユーザーを認証し電

子署名を検証することができなければならず、同時に、取消しチェックもできなければならず、

それも異なる電子 ID 提供に対して異なる方法が利用できなければならない。この問題は、証明付

きソフトウェア（köparprogramvara）を利用して処理することができる。 

このソフトウェアを介して、電子サービスは、電子 ID 提供者の環境がどのようなものであるかと

は無関係に、認証、電子署名と取消しチェックを処理することができる。公共当局にとってもう

一つの代案は「インフラ・サービス」（Infratjänsten）を利用することであり、それによって当局が

インフラ・サービス枠組み協定の下で全ての電子 ID 提供者との間で電子 ID を検証するために当

該サービス提供者と連絡できるようになる。 

いくつかの電子政府のアプリケーションとサービスは、電子 ID の利用を必要とする。その中には

以下の項目がある－オンラインでの所得税申告と税金あるいは VAT 申告書の提出；スウェーデン

社会保険機関が交付する親に関するサービス；新設会社の会社登記事務所への登記。 

運転免許証の申請と更新および車両の登録と無登録。スウェーデンの電子 ID はますます有名にな

ってきつつあり、ユーザーを認証しユーザーが電子政府への申請において電子方式で署名するた

めの「正にその」手段として確立されつつある。電子サービスが新しくなるほどに、サービスを

利用するための申請にはユーザーに電子 ID を取得するように必要とする傾向が大きくなってい

る。2006 年 6 月に、スウェーデン電子 ID（e-legitimation）の利用を鼓舞するために政府は Verva

にその任務を託した。 

生物学的測定パスポート 

2005 年 10 月、スウェーデンは、国際民間航空組織（ICAO）が推奨する基準に適合する生物学的

測定パスポートの発行を開始する欧州で 2 番目の国となった。 

この電子パスポートには、所持人のデジタル写真と個人情報を含んだポリカーボネイト・データ

頁に埋め込まれた RFID（無線周波数識別）マイクロチップがついている。 

電子調達… 

民間所有・運営の玄関サイト 

スウェーデン政府は、中央電子公共調達を意図的に民間運営者に委ねているために、その玄関サ

イトを実施していない。その代わりに、いくつかの民間所有・運営の玄関サイトが存在しており、

その中の一部は公共調達に集中している（例えば Opic や Allego）。 

公共調達情報玄関サイト 

スウェーデン国財務管理当局が維持している玄関サイトは、Verva（スウェーデン行政開発機関）

が集中的に獲得した幾つかの異なる枠組み協定上で情報データベースとして運用されており、国

の当局、行政機関、地域と市や町が利用できるようになっている。当局は、ある枠組み協定につ
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いて必要な情報を見つけるためにこの情報玄関サイトを利用することができ、他方、調達手続き

はその当局自身がその後を（電子手段あるいは従来の方法で）処理することなる。 

加えて、Verva が率いる作業グループがあり、そのグループは公共部門での電子調達の利用を改善

する作業をしている。このグループは、公共調達に関する EU 指令について知らせ、電子調達の

ための技術的とセキュリティ上の解決策に関する要望と要求条件を展開し、そして、電子調達利

用の改善が公共分野にもたらす結末を評価する必要がある。 

電子インボイスのインフラ 

スウェーデン国財務管理当局は、電子インボイスのためのインフラの調達に関する作業を先導し

て、諸機関を支援している。 

スウェーデン政府は 2006 年 12 月に、2008 年 7 月から全ての国家機関は全ての入金インボイスと

支払インボイスを電子的に処理する必要があると、声明した。 

公共分野での電子インボイス処理の基準が、提言されており、そして、2007 年 1 月 12 日に、Verva

は規則を発してスウェーデンの国家機関は電子インボイスの処理にあたっては業界への一面対応

（SFTI）基本インボイス仕様に適合させるように要求している。 

その規則はまた、諸機関は電子インボイスを適切な方法で変換する搬送方法を選択するように述

べている。 

知識経営… 

共同利用のためのプラットフォーム 

現在のところ、中央知識経営のインフラはスウェーデンには存在していない。然しながら、地方

当局はそれ自身の「共同利用のためのプラットフォーム」を持っており、その目的は市や町での

電子政府の発展のために最良の実務を交換しそれを促進することとしている。現在、30 の市や町

が協働しており、5 件のパイロット・プロジェクトが進行中であり、それにより市や町の電子サ

ービスのために共通のシステム・アーキクテクチャー、技術プラットフォームや基本機能を確認

し設計し導入しつつある。 

電子ヘルス… 

Sjunet 

2002 年以来、全ての病院と一次医療センターは、Sjunet を介して共同電気通信ネットワークで接

続されてきた。そのネットワークは、組織 Carelink によって統括されており、ヘルスケアに専念

している。 

このネットワークはまた州議会と地域、薬局やいくつかの他のヘルスケア企業をまとめてリンク

している。現在のところ、それは全て 80 の公共病院、800 の一次医療センター、950 の薬局と多

数の民間ヘルスケア組織をつないでいる。 

Sjunet は、インターネットとは別の光ファイバー・ネットワークであり、イメージを含む、安全

で信頼できる極秘データの交換を可能にしている。それはまたビデオ会議の利用可能性を取り入

れている。 

その他の特徴としては、オーダーエントリ、全国電話台帳、知識データベース、臨床治療計画と

遠隔診断サービス（この診断サービスの一部は現在のところ準備段階にある）を含んでいる。Sjunet
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のスケラビリティーは、新たな医療機関や組織を接続することを簡単にしている。 

Sjunet がサポートする異なる電子サービスには、急速且つ着実に拡大している電子処方箋システ

ムも含んでいる。この電子処方箋の利用度は 2006 年 4 月には 55％に達した。電子処方システム

は、処方におうじて売られる薬剤の全国データベースを付け加えるよう Apoteket AB により更に

発展されつつある。電子医薬は 100 以上のアプリケーションで試験及び／又は利用されてきたし、

病院の 75％以上がその電子薬剤アプリケーションを試験したかあるいは既に使いつつある。 

Sjunet は、2003 年に欧州電子ヘルス賞を受賞した。 

 

■ 市民のための電子政府サービス 

この章の情報は、2007 年 9 月に発行された Capgemini の年次報告書「ユーザーのチャレンジ―オ

ンライン公共サービス提供のベンチマーク評価」に従って、20 項目の基本的公共サービスについ

ての共通リスト並びにオンラインの利用度と展開の精巧さを評価するために利用される先進的方

法論に基づいている。 

市民のための 12 項目のサービスは以下の通りである。 

1. 所得税：申告、査定通知 

2. 労務事務所による仕事検索サービス 

3. 社会保障給付 

4. 個人的な証書：パスポートと運転免許証 

5. 自動車登録（新車、中古車、輸入車） 

6. 建築許可の申請 

7. 警察への届出（例えば、窃盗事件） 

8. 公共図書館（目録や検索ツールの利用可能度） 

9. 証明書（誕生と結婚）：申請と交付 

10. 高等教育／大学での入学申込み 

11. 移動通知（住所変更） 

12. 健康関連のサービス（異なる病院でのサービスの利用可能性について対話式の助言；病院の

予約） 

 

それぞれのサービスについて、得られた展開の洗練さの段階を、当該サービスの場合の可能な最

大段階に照らして表示する。 

□ 段階 1－情報 

□ 段階 2－1 方向対話（ダウンロード可能なフォーム） 

□ 段階 3－2 方向対話（電子フォーム） 

□ 段階 4－トランザクション（完全電子化で事案を処理） 

□ 段階 5－パーソナル化（先行対策をとり、自動化） 

1. 所得税：申告と査定通知 

担当：中央政府、スウェーデン国税局 

ウェブサイト：http://www.skatteverket.se/ 
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展開段階： 5/5 

内容：十分に機能化されたオンラインでの提出、査定と支払いのシステム。大部分のスウェーデ

ンの納税者は、税務申告書の予め記入済みで計算済みのフォームを手にし、それをオンラインで

「ソフト電子 ID」（PIN とパスワードは国税局より送られる）を提出するかあるいは国税局の電話

サービスを使いもしくは SMS を介して単純に確認する。 

より複雑な所得宣誓となる市民は、電子 ID（スウェーデン郵政あるいは主要なスウェーデンの銀

行より提供される）を持っている場合には、電子的方法でその申告書を提出することもできる。 

2. 労務事務所による仕事検索サービス 

担当：中央政府、スウェーデン労働市場管理局 

ウェブサイト：http://www.arms.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：十分に機能化された仕事検索設備。求職者は希望内容をブラウズし、その履歴書を提出し、

雇用主は希望内容を提出し、求職者の履歴書をブラウズする。 

3. 社会保障給付 

a. 失業給付 

担当：中央政府、失業保険基金 

ウェブサイト：http://www.samorg.org/ 

展開段階： 4-5/5（社会保障給付に関連する平均的手続き展開段階レベル） 

内容：スウェーデンの失業保険計画には次の 2 つの構成要素がある－ALFA 基金が統括する全て

の労働者のための固定基本給付、および、非政府管掌、非営利の失業保険基金が統括する任意の

所得関連給付。スウェーデンには 37 の基金があり、時として労働者組合とリンクしており、その

数は 380 万となっている（被雇用者と自営業労働者を含む）。大部分の基金はオンラインでの申請

システムと給付カードシステムを有している。 

b. 児童手当て 

担当：スウェーデン社会保険機関 

ウェブサイト：http://www.forakringskassan.se/privatpers/ 

展開段階： 4-5/5（社会保障給付に関連する平均的手続き展開段階レベル） 

内容：スウェーデンの児童手当は、自動化された社会保障サービスの良い例である。子供が生ま

れ国の住民登録台帳に登録されると、社会保険機関はその親に児童手当を自動的に支払う。 

c. 医療費用（払戻しあるいは直接支払い） 

担当：スウェーデン社会保険機関 

ウェブサイト：http://www.forakringskassan.se/privatpers/ 

展開段階： 4-5/5（社会保障給付に関連する平均的手続き展開段階レベル） 

内容：全てのスウェーデンの市民は自動的に、医療費用を含む、国の健康保険の対象となる。患

者は保健医療処置の全額を支払うのではなく、給付の対象とならない患者費用だけを負担する。

社会保険機関は、その残額について保健医療の専門家に対して直接に補償支払いを行う。 

d. 学生交付金 

担当：中央政府、スウェーデン国家学生支援局 
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ウェブサイト：http://www.csn.se/ 

展開段階： 4-5/5（社会保障給付に関連する平均的手続き展開段階レベル） 

内容：スウェーデン国家学生支援局（CSN）は、スウェーデンの学生への資金援助－交付金と融

資－を扱う国の当局である。そのウェブサイトは、情報の提供とダウンロード用の申請書の外に

個人勘定（支払い、負債など）へのアクセスも提供している。現在ではオンライン申請システム

も実行されようとしている。 

4.  個人的な証書：パスポートと運転免許証 

a. パスポート 

担当：中央政府、国家警察局 

ウェブサイト：http://www.polisen.se/ 

展開段階： 1/4（個人証書に関連する平均的な手続き展開段階レベル） 

内容：情報のみ。申請書は地方の警察分署にて取扱う。 

b. 運転免許証 

担当：中央政府、スウェーデン道路管理局 

ウェブサイト：http://www.vv.se/ 

展開段階： 1/4（個人証書に関連する平均的な手続き展開段階レベル） 

内容：情報とダウンロードできるフォームがある。 

5. 自動車登録（新車、中古車、輸入車） 

担当：中央政府、スウェーデン道路管理局 

ウェブサイト：http://www. vv.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：提供されている電子サービスは、車両登録、車両（所有者）に関する情報、登録プレート

と証明書の注文、損害報告である。 

6. 建築許可の申請 

担当：地方自治体 

ウェブサイト：http://www.skl.se/lopsedelbanner.asp?C=24 

展開段階： 2/4 

内容：大部分の市や町が情報とダウンロード用のフォームを提供している。 

7. 警察への届出（例えば、窃盗事件） 

担当：中央政府、国家警察局 

ウェブサイト：http://www.polisen.se/ 

展開段階： 3/3 

内容：盗難事件の場合にはオンラインで事件を報告するシステムが国家警察の玄関サイトに導入

されてきた。届出フォームはスリ、盗難、詐欺あるいは紛失物に関してオンラインで記入するこ

とができるようになっている。 
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8. 公共図書館（目録や検索ツールの利用可能度） 

担当：中央政府／地方自治体 

ウェブサイト：http://www.bibliotek.se/ 

展開段階： 4/5 

内容：Bibliotek.se のウェブサイトが、スウェーデンの全ての公共図書館用の検索ツールを提供し

ている。それは LIBRIS という国の図書館システムを基にしており、書誌学的サービス、例えば検

索の便宜、目録作成や図書館相互間の貸与のようなサービスを提供している。 

9. 証明書（誕生と結婚）：申請と交付 

担当：中央政府、スウェーデン国税局 

ウェブサイト：http://www.skatteverket.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：国税局は、国の人口登録の管理を担当している。出生証明書はオンラインで請求できる。

証明書は、電子 ID を揃えたユーザーのインターネットから直接にダウンロードすることもできあ

るいは郵便でユーザーの登録住所へ送られることもできる。結婚証明書と登録されたパートナー

シップ証明書の申請フォームはオンラインで手に入るが、郵便で発送しなければならない。 

10. 高等教育／大学での入学申込み 

担当：中央政府、総合・単科大学国家管理局 

ウェブサイト：http://www.vhs.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：総合・単科大学国家管理局は、総合・単科大学での教育プログラムへの入学調整を行うこ

とを委託されている。ある大学あるいは別の高等教育機関での学生の入学申込み処理をウェブサ

イトで完全に処理することが可能である。申請人が「ペーパーワーク」で他の正式手続きを行う

必要はなくなっている。 

11. 移動通知（住所変更） 

担当：Posten（スウェーデンの郵政機関） 

ウェブサイト：http://www.adressandring.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：住所の変更と郵便の転送は、スウェーデン郵便が提供する Adressändring サービスを介して

オンラインで依頼し、支払いをすることができる。 

12.  健康関連のサービス（異なる病院でのサービスの利用可能性について対話式の助言；病院

の予約） 

担当：地方自治体 

ウェブサイト：http://www.vantetider.se/ 

展開段階： 3/4 

内容：このオンラインサービスは、政府と（ヘルスケア・サービスに責任を負う）州議会によっ

て開発されたものであり、それぞれ異なる病院での治療の待ち時間に関する情報を提供するもの

である。大部分の地域機関は、患者に対して健康に関する助言を E メールで尋ねる機会を提供し
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ている。地域の一部の保健センターもまた予約とその取消しをオンラインで受け付けている。ス

トックホルムの州議会はヘルスケア指導サービス http://www.vardguiden.se を提供しており、それ

により患者に以下のことを行えるようにしている－病気の処方箋あるいは証明書の更新、医師と

の予約、患者記録からの抜粋の取得、医療上の助言を得ること。このシステムを使用するために

は、患者には電子 ID が必要でありあるいは社会保障コードを得る必要がある。 

 

■ 事業のための電子政府サービス 

この章の情報は、2007 年 9 月に発行された Capgemini の年次報告書「ユーザーのチャレンジ―オ

ンライン公共サービス提供のベンチマーク評価」に従って、20 項目の基本的公共サービスについ

ての共通リスト並びにオンラインの利用度と展開の精巧さのレベルを評価するために利用される

先進的方法論に基づいている。 

事業のための８項目のサービスは以下の通りである。 

1. 従業員のための社会保障負担 

2. 法人税：申告と通知 

3. 付加価値税：申告と通知 

4. 新設会社の登記 

5. 統計事務所へのデータの提出 

6. 税関申告 

7. 環境関連の許可（報告を含む） 

8. 公共調達 

 

それぞれのサービスについて、得られた展開の精巧さの段階を、当該サービスの場合の可能な最

大段階に照らして表示する。 

□ 段階 1－情報 

□ 段階 2－1 方向対話（ダウンロード可能なフォーム） 

□ 段階 3－2 方向対話（電子フォーム） 

□ 段階 4－トランザクション（完全電子化で事案を処理） 

□ 段階 5－パーソナル化（先行対策をとり、自動化） 

1. 従業員のための社会保障負担 

担当：中央政府、スウェーデン国税局 

ウェブサイト：http://www.skatteverket.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：税金と社会保障負担金のオンラインでの提出申請とオンラインでの支払いシステム 

2． 法人税：申告と通知 

担当：中央政府、スウェーデン国税局 

ウェブサイト：http://www.skatteverket.se/ 

展開段階： 4/4 
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内容：法人税のオンラインでの提出申請とオンラインでの支払いシステム 

3． 付加価値税：申告と通知 

担当：中央政府、スウェーデン国税局 

ウェブサイト：http://www.skatteverket.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：付加価値税のオンラインでの提出申請とオンラインでの支払いシステム 

4． 新設会社の登記 

担当：中央政府、スウェーデン会社登記局 

ウェブサイト：http://www.foretagsregistreing.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：スウェーデン会社登記局と国税局からの共同オンラインサービス。登記フォームは、記載

の上、電子識別と共に電子方式で送信することができる。 

5． 統計事務所へのデータの提出 

担当：中央政府、統計本部スウェーデン 

ウェブサイト：http://www.scb.se/ 

展開段階：5/5 

内容：すでに税務所管事務所へ申告された会社収入に関するデータは、更に別途に統計事務所へ

再提出する必要はない。同様に、社会保障や雇用の所管事務所へすでに提出された従業員に関連

するデータは自動的に統計目的のために回送される。従って、事業主はデータを再提出する必要

はない。 

6． 税関申告 

担当：中央政府、スウェーデン税関 

ウェブサイト：http://www.tullverket.se/ 

展開段階： 4/4 

内容：「バーチャル税関事務所」が幅広い電子サービスを提供する。とりわけ、輸出のための電子

利用助成金、輸出入を始めたい小規模事業のための電子サービス、通関用のウェブ・フォームや

その他認定事項がある。 

7． 環境関連の許可（報告を含む） 

担当：中央政府 

ウェブサイト：http://www.skl.se/lopsedelbanner.asp?C=24 

展開段階： 2/5 

内容：大部分の市や町は環境関連用のフォームをオンラインで提供しているが、ペーパーの形で

提出する必要がある。環境保護局もまた関連情報を提供している。 

8． 公共調達 

担当：中央政府、スウェーデン国家財政管理機構および公共調達局 

ウェブサイト：http://www.avropa.nu/ 
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展開段階： 3/4 

内容：スウェーデン国家財政管理機構が維持する玄関サイトが、入札と入札手順に関する情報を

納入者および当局（政府機関、地域と市や町）に提供している。書類やフォームはダウンロード

して得られる。スウェーデン政府は、中央での電子公共調達取引プラットフォームを実施してこ

なかったが、それは意図的に民間の運営者の手に委ねられているからである。いくつかの民間所

有・運営の玄関サイトがその代わりに存在しており、その中の一部のものは公共調達に集中して

いる（例えば Opic や Allego など）。 
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（２）デンマーク 

 

電子政府戦略 

 

最新のデンマークの電子政府戦略は、「優れたデジタルサービス、効率の向上、コラボレーション

強化をめざして」という題名で、2007 年－2010 年の期間を対象にしている。2007 年 6 月に発表

されたが、これは以前の 2 つの電子政府戦略による経験に基づいて構築されている、すなわち： 

 

□「電子政府をめざして：デンマークの公共部門の展望と戦略」(2001 年－2004 年)は、主として、

地方自治体、地域および国レベルの行政の間での合同デジタル化協力の開始と、電子政府へのデ

ンマークのアプローチの背後にある基本概念を表明していた。 

 

□「潜在能力の実現」(2004 年－2006 年)は、公共部門内部のデジタル化の開発にはずみをつけた。 

 

長年にわたり、デジタル化は公共部門全体で公共サービスを提供する自然な一部になり、市民、

企業および公共部門間の通信の大部分が電子的に行われている。 

 

この進展の結果として、継続的努力を新しい課題と調整して、ますますデジタル化する社会の中

で生まれる新しい可能性を探求する必要がある。これを背景として、2007 年－2010 年のデンマー

ク政府電子政府戦略は、目標レベルを上げて市民サービスの開発と公共部門間の結束のための新

しい基準を設定している。 

 

この新しい戦略では、あらゆるレベルの政府の協力が改善され緊密なものになる。具体的なデジ

タル化対策の実現の個別公共当局への定着が引続き行われる。公共団体は、行政から市民中心サ

ービスへの資源の移転を可能にするコヒーシブ・デジタル・ソリューションを導入すべきである。

この観点から、戦略は相互に作用する 3 つの最優先分野に焦点を当てている： 

 

□ 優れたデジタルサービス 

□ 効率性増大を促進するデジタル化 

□ デジタルコヒージョン(digital cohesion)を創出する強いコラボレーション 

 

優れたデジタルサービス 

 

□ デジタル化は、公共サービスを市民と企業が容易にアクセスできるものにしなければならな

い。通信は、都合の良いときにいつでもデジタルで行われ、有益で目的にかなっていると市民と

企業に認められるような方法で行われる。この目標が満たされるのは、市民と企業がいつでも可

能なときに自分自身でサービスを利用して自分の案件を追跡できるときである。2008 年－2012 年

の期間中に、市民ポータルと企業ポータルが、市民/企業と公共当局の間の全ての未処理取引を総
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括する、改良された・市民中心の・個性化された公共部門へのアプローチの枠組を形成する。こ

の観点から、市民ポータルは、市民のための共通公共デジタルサービスチャンネルとして、全て

の当局が適用可能なデジタルサービスの政府横断的な基準と原則を開発するための枠組を形成す

る。2012 年には、関連する全てのデジタル・セルフサービス・ソリューションが市民ポータルに

完全に統合されなければならない。 

 

同様に、2009 年には、企業が全ての中央と地方の政府の企業向けのデジタル報告ソリューション

に 1 回の電子署名のサインオンを通じてビジネスポータル経由でアクセスできるようになり、

2010 年には、企業報告の 75%が電子的に行われるようになる。 

 

合同政府協力運営委員会(STS)の後援の下でオンラインのセルフサービスを使って直接解決のシ

ェアを増進させる方法についての行動計画が策定される予定である。 

 

またアクセシビリティも市民/企業と公共部門間の柔軟なコミュニケーションによって強化され

る。 

 

コミュニケーションは、ユーザーの日常生活とコミュニケーションパターンをターゲットにする。

たとえば、2008 年から、市民と企業は公共部門とのアポイントについてモバイルテキストメッセ

ージリマインダーを受け取ることができるようになる。 

 

その上、たとえば、公共部門におけるオープン規格の強制使用に関連する強制アクセシビリティ

要件の導入によって、ウェブサイトとサービスのアクセシビリティがさらに推進される。 

 

□ センターにおける市民と企業へのコヒーシブサービス 

 

地方自治体の市民サービスセンターと横断的な市民ポータルと企業ポータルは、市民中心と企業

中心のサービスの提供において極めて重要な役割を果たしている。デンマーク電子政府戦略の中

心的な目的は、両方のポータルをさらに展開して、それらを市民/企業と公共部門の間の中心的連

絡ポイントにすることである。 

 

ユーザーの問題解決の中心にユーザーを据えるために、遅くとも 2009 年までに、全ての主要サー

ビス分野において(｢My Home｣と｢My Children｣などの)デジタル市民クラスターが開発される。さ

らに、デジタル地図が 2008 年に市民ポータルと企業ポータルの両方に提供され、それによってユ

ーザーは、視覚的サービスを受けられ、当局全体のデータへのアクセスが促進される。コヒーシ

ブサービスの提供に必要な条件は、当局全体のデータのアクセシビリティと関係する行政階層

(administrative tiers)である。ターゲット業務は、データの利用を向上し、事案処理を合理化し、当

局間の情報のデジタル交換を確保するために実行される。その目的は、可能な限り、市民と企業

の公共部門への提供を 1 度だけにすることである。 
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公共部門(および各階層の当局)は、部門全体を通じてデータをリサイクルする準備を行う予定であ

る。この点に関しては、共通の公共主要データを抽出するために良好なアクセスを用意しなけれ

ばならない。それにはさらに公共データの統一性と透明性を確保するために政府横断的な基準に

関して統合する取り組みが必要になる。 

 

□ 市民と企業とのコミュニケーションの焦点とターゲット 

 

可能な限り、市民と企業は、公共部門との最初の接触において明確な説明または各事案の解決を

経験しなければならない。さらに、公共部門にとって最も低廉なチャンネルを利用するようにユ

ーザーを動機づける必要がある。 

 

この観点から、特に多くのトランザクションがある分野にとって重要なのは、様々なチャンネル

(インターネット、電話、物理的会合)によるサービス提供の目的を明確化することである。 

 

可能な限りデジタルチャンネルの使用拡大を促進するために、公共部門は市民との間では 2012 年

までに、企業との間では 2012 年から電子的に文書コミュニケーションを行うことができるように

協力しなければならない。 

 

もう一つのターゲットは、2010 年から市民と企業が公共部門からの全てのコミュニケーションを

市民ポータルと企業ポータル上のデジタル文書ボックスで受け取ることを選択できるようにする

ことである。 

 

市民と企業への公共サービス提供のデザインについての新しい政府横断戦略(いわゆる、｢チャン

ネル戦略｣)が策定されており、その狙いはサービス提供の最も効率の良い方法を明確に定めるこ

とである。この戦略の不可欠の要素は、公共部門への主要ゲートウェイとしての地方自治体の展

望である。 

 

さらに、IT を装備したグループに対して電子的セルフサービスソリューションを強制する可能性

が、企業向けサービス(たとえば、新会社情報の登録、有限会社の設立など)と市民向けサービス(た

とえば、奨学金の申請)のいくつかの分野において調査される。 

 

□ ユーザードリブンのビジネス開発 

 

公共デジタルソリューションの開発においては、ユーザーのニーズと希望を最大限考慮すべきで

ある。公共当局は、デジタルサービスの開発に市民と企業を参加させるモデルにアクセスできる

ようになる。 

 

□ 公共部門における安全でセキュアなデータ処理 
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デンマークの福祉社会の現在の急激なデジタル化に伴って、デンマーク公共部門への市民と企業

の信頼を維持し、拡大することがきわめて重要である。したがって、安全とセキュリティの問題

が、わが国の電子政府戦略の中枢部分を引続き構成することになる。 

 

新しい政策を実施するに当り、データ処理実務を支配する規則が必須の前提条件としての守秘性

を市民に提供する必要があることに変わりはなく、同時に、IT セキュリティを取扱う共同規格

(DS484)が公共部門全体に普及される予定である。 

 

もう一つの目的は、改善・改良されたユーザーフレンドリーな電子署名のソリューションを広め

ることである。遅くとも 2009 年までに市民と企業が自己認証をユーザーが必要とする全てのソリ

ューションにおいて電子署名を使用できるようになる予定である。 

 

さらに、2009 年には、データのアクセスまたは処理に対する電子的同意を登録するための国家規

格および/またはソリューションが導入される予定である。 

 

それに加えて、公共部門の電子ファイルと文書管理システムの中の自らのファイルの概容を市民

と企業に提供するソリューションが 2010 年に導入予定である。 

 

最後に、公共行政の展開におけるプライバシーの配慮を引続き推進することを目指した政府横断

的作業グループが設置される予定である。 

 

効率性増大を促進するデジタル化 

 

□ 行政から市民中心のケアとサービスに 

 

この戦略の必須の目標は、公共行政を引続きさらに効率的なものにして、人員集約的サービス分

野を良好に組織するための基礎を提供し、それによって公共部門職員の時間の大部分を市民中心

サービスに当てることができるようにすることである。デジタル化プロジェクトが、資源を解放

して公共部門の日常業務の簡素化を助けることが経験上明らかになっている。 

 

したがって、可能な限り、多くの行政プロセスを自動化し、合理化するための準備がなされる。

当局が必要な情報を受け取ると同時に、できる限り速やかに、より多くの市民と企業の問合せが

電子的に処理される。それと平行して、より高度の共有デジタルソリューションが行政プロセス

に適用可能かどうかについての調査が実施される予定である。 

 

□ 組織変更 

 

効率的なデジタル化は、バリューフォーマネーを大きくするための基礎を作るものであるが、絶

え間ない管理上の注意を必要とする。したがって、ターゲット管理が全ての行政レベルで行われ、
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デジタル化が、中央レベルでの将来の合理化戦略の新しい最低要件になる。 

 

□ 効率のゲインが定量化され文書化されなければならない 

 

デンマーク電子政府戦略の重要なポイントは、目標を設定して、良好に文書化された影響評価と

プロジェクト管理手法の組織的な利用を通じてデジタル化をフォローアップすることである。戦

略の中心的部分として、プロジェクト管理の知識と組織的なビジネスケース方法論が普及される。 

 

デジタルコヒージョンを創出する強いコラボレーション 

 

□ 共通の方向性がより多くの共同決定を要求する 

 

公共部門を特徴づける高度の複雑さとモジュール式 IT アーキテクチャのニーズのために、当局が

デジタル化の概容をつかむことがますます重要になっている。したがって、コヒージョンを確保

するために、どのサービスとプロセスをデジタル化することが最も有益化、あるいはどのソリュ

ーションが様々なレベルで再利用できるかという決定が、拘束力のなる集合的フォーラムによっ

て行われる。 

 

□ 個人ドメイン分野がデジタル化の基礎を形づくる 

 

デジタル化は、関連する拘束力のある共同決定と政府、地域および地方自治体レベルで分散化さ

れた自己決定の間の正しいバランスに基づいていなければならない。基本原則は、デジタル化の

タスクと責任をできる限り個人に近づけることである。拘束力を高めた協力のための基礎は、デ

ジタル化委員会になり、これは個人ドメイン分野の中に設置される。 

 

ドメインとは、公共部門のよく定義された大きな分野を意味し、そこでは市民と企業に関連して

実行されるタスクが当局の各段階にまたがる複数の当局によって遂行される。 

 

このドメインは、一つまたはそれ以上の省庁の部分、あるいは地方自治体または地域サイドの当

局の部分からも構成される。ドメインの例は、健康分野、児童分野、Geodata(地球データ)分野な

どである。 

 

個人デジタル化委員会は、問題のドメイン分野におけるサービスの生産と意思決定に関与する当

局のレベルに関わりなく主要利害関係者によって代表される。個人ドメイン分野の中で、行動計

画が作成され、それによって調整された効率的なターゲットデジタル開発を確保する。 

 

個人ドメインと国家レベルの間のリンクは、個別ドメインについての行動計画を表現して、それ

を公共部門のデジタル化のための全体的戦略の枠組の中で実施することによって達成される。さ

らに、部門のデータ標準化委員会と IT アーキテクチャ委員会とも連携する。 
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地方自治体と地域の経済界との毎年の交渉に関連して、デンマーク政府、地方政府デンマーク

(LGDK)とデンマーク地域連合(Danish Regions)は、関連分野の新しいドメイン委員会を設置してそ

のドメインにおける実行計画作成の優先順位を決める方法について決定する。戦略期間(2007 年－

2010 年)の間に、いくつかのドメイン委員会が任命されて各分野のデジタル化、チャンネル戦略お

よび標準化の責任を負う。 

 

国家レベルでは、合同政府協力運営委員会(STS)が調整に貢献し、個人ドメインと国家レベルの間

のリンクは、個別ドメインの行動計画を表現し、公共部門をデジタル化するための全体的戦略の

枠組の中でそれらを実施することによって達成される。 

 

□ 公共部門 IT システムは、同じ言語で話さなければならない(相互接続性) 

 

公共部門は、分野横断的プロジェクトと全般的共同政策の両方の形成を通じて IT 開発を整理して

調整する。その狙いは、開発コスト削減を続け、データ再利用の範囲を増進することである。最

終的には、これは公共 IT システムが｢話し合う｣ことができるようにすることを促進する。 

 

新しい分野横断的デジタルソリューションが共通公共ポータルで実用に供されるときには、個別

当局は、統一された要件と勧告のセットを遵守することがさらに強制される。遅くとも 2009 年 1

月には、全ての公共当局のための共通公共 IT アーキテクチャ文書が作成される予定である。共同

の枠組には、アーキテクチャの方法、基準およびセキュリティ方針の使用が含まれる。 

 

公共部門で使用されるソフトウェアのオープン規格を使用するというデンマーク議会の決定に続

いて、もう一つの優先分野は、関連オープン規格の開発によるステップの中に強制的オープン規

格を導入することを継続的に保証することである。強制的オープン規格の最初のセットは、2008

年 1 月 1 日に運用される予定である。 

 

追加目標は、公共団体と市民および企業の間の、また公共団体間で交換される全てのデジタル情

報が可能な限りオープン規格に基づくことである。 

 

さらに、より効率的な公共部門は、公共部門のサービス、プロセスおよび IT ソリューションに対

する戦略的な概容を作り出し開発するためにエンタープライズ・アーキテクチャ・アプローチに

基づいて開発を行わなければならない。アーキテクチャ作業は、部分的には個別システム間のリ

ンク(相互接続性)に重点を置き、部分的にはデジタルサービスの改善、公共団体間のデータの再利

用、合理化および経済性の観点から、共同ソリューション、枠組条件およびモジュールに対する

開放性を明確化することになる。 

 

近年の経験(例、eDays、eInvoicing、EasyAccount)は、このような政策によって相当な節約と品質

改善が保証されることを示している。 
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□ 共同開発には共同運用が必要になる 

 

行政と市民および企業のためのサービスが当局全体で緊密に相互接続される場合は、分野横断的

コミュニティの規格とサービスの開発、実施および運用を取扱うことが得策になる。それには、

関係する当局の間での責任と役割の明確な配分が必要になる。 

 

2007 年中に、公共部門を横断する協調的 IT 運用ソリューションを設定するためのガイドライン

が策定される予定である。 

 

さらに、認証と認可のための共同ソリューションが実施され、市民と企業があらゆる関連公共サ

ービスに容易かつセキュアなアクセスを得ることが可能になり、公共部門職員の他の当局のシス

テムへのアクセスを管理することが容易になる。 

 

電子政府の法的枠組 

 

電子政府の法制化 

 

現在、デンマークには、特別な電子政府の立法は存在しない 

 

情報の自由の法制化 

 

公共行政ファイルの閲覧についての法律 

 

他の北欧諸国と同様に、デンマークは、情報へのアクセスに関する長い歴史を持っている。1865

年まで遡るが、法律は、訴訟の敗訴当事者に行政ファイルを見ることを許していた。情報へのア

クセスに関する最初の総合的(ただし、限定付き)法律は、1964 年に採択され、1970 年の行政ファ

イルの中の文書への公衆のアクセスに関する法律は、包括的な情報の自由の制度を作り出した。 

 

政府記録へのアクセスは、現在では、1970年法に代わって 1985年公共行政ファイルアクセス法(EN

バージョン)が適用される。この法律は、｢誰でも｣行政ファイルの中の文書を要求することを認め

ている。当局は、要請に対してできる限り速やかに対応しなければならず、それが 10 日以上かか

る場合は対応が遅れる理由と回答予定日を要請者に告知しなければならない。 

 

この法律は、裁判所または立法者には適用されない。すなわち、刑事裁判または議会提出前の法

案の原案に関する文書は適用除外となる。また、国家安全保障と国土防衛、外交方針の保護、法

執行、税務および公共の財政上の利害に関する必要な情報を含む文書についても非開示が認めら

れている。EU 文書に関する適用除外は、1991 年に解除された。また、この法律は 2000 年に修正

されて、政府職員に関する一部データへのアクセスは制限されている。 
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非開示の場合に不服のある人は、議会オンブズマンに申し立てをすることができる。議会オンブ

ズマンは、決定を再審査して、その文書を公表すべきか、あるいは当局がその決定の正当な理由

をよく説明するかのいずれかを勧告する拘束力のない意見を発行することができる。 

 

政府は、この法律を再検討して法律改正を準備する委員会を設置している。それは、新しい技術

の影響、他の法律の役割、政府省庁の再構築の影響ならびに独立監督機関の必要性を考慮する。 

 

データ保護/プライバシー立法 

 

個人データ処理に関する法律 

 

この法律は、2000 年 7 月 1 日に発効し、個人データの処理とそのようなデータの自由な移動に関

する個人の保護についての欧州指令 95/46/EC を実施するものである。また、この法律は、個人が

公共団体および民間団体が保有する個人自らの記録にアクセスすることを認めている。それは、

Datatilsynet(データ保護機関)によって執行されている。 

 

公共部門による個人情報の処理を規制する他の法律には、1985 年公共行政法、1985 年広報・情報

自由法、1992 年公共記録法および 2000 年国家登記法が含まれる。これらの法律は、基本的なデ

ータ保護原則を定めて、どのデータを公衆に提供するべきか、何を秘密に保持するべきかを定め

ている。 

 

電気通信市場における競争条件と消費者の利益に関する法律 

 

2003 年 6 月に、電気通信市場における競争条件と消費者の利益に関する法律の修正が採択された

が、これは｢プライバシーと電子通信｣に関する欧州指令 2002/58/EC を実施するためであった。こ

の国内法への移行は、スパムに関するデンマークの法的データ保護の枠組の変更を意味していた。

この指令のために今後は、自分の住所を既に企業に提示した人々は、これまでデンマークの立法

では認めていなかった｢同様のサービス｣についての宣伝のスパムにさらされる可能性がある。 

 

電子商取引の法制化 

 

情報社会サービスと電子商取引に関する法律 

 

別名｢eコマース法｣(No.227)として知られるこの 2002年 4月 22日付の法律は、域内市場における、

特に電子商取引における情報社会サービスの特定の法的側面に関する 2000年 6 月 8 日付の欧州指

令 2000/31/EC を実施するものである。 

 

電子通信の法制化 
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電気通信市場における競争条件と消費者の利益に関する法律 

 

この法律は、2003 年 7 月 25 日に発効され、電子通信に関する EU 規制枠組の大部分を移行してい

る。 

 

電子署名の法制化 

 

電子署名に関する法律 

 

この法律は、2000 年 10 月に発効し、電子署名の共同体枠組に関する EU 指令(1999/93/EC)を実施

するものである。 

 

デンマーク法に基づく先進的な｢適格な｣電子署名の定義は、欧州指令の定義に極めて近いもので

ある。デンマーク法の下では、法人に対しては先進的な｢適格な｣電子署名を発行することはでき

ない。デンマーク政府は、それによって全ての市民が大半の公共部門と民間部門のトランザクシ

ョンのために十分なセキュリティを備えた無料ソフトウェアによる電子署名(OCES－電子サービ

スのための公的証明)を受け取る予定である正式なデジタル署名制度を制定した。 

 

電子調達の法制化 

 

公共工事契約、公共供給契約および公共サービス契約の発注の手続に関する政府命令 

 

2004 年 9 月 16 日に採択されたこの政府命令(No.936)は、水道、エネルギー、交通および郵便サー

ビス部門の運営団体の調達手続を調整する付属 EU 指令 2004/17/EC(いわゆるユーティリティ指

令)を組み込むものである。それによってユーティリティ指令は実際にデンマークの立法を構成し

ている。 

 

注意：この 2 つの調達指令は、どちらも 2005 年 1 月 1 日からデンマークで実際に用いられてきた。

これらの新しい規定の一部、たとえば、枠組契約、集中購入、電子オークション(e オークション)

と競争的対話に関する規定は加盟国で強制力を持たない。これは、各加盟国がこれらの規則を国

内法に実施するかどうかを決定しなければならないことを意味している。デンマークは、全ての

新規調達手続と手段に一つだけ制限を加えてアクセスを提供することを選択した。公共工事契約

の分野では、e オークションは使用できない－それは主として建築プロセスの細分化のリスクを

防止するためである。 

 

公共部門情報(PSI)の再利用 

 

公共部門情報の再利用に関する法律 
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2005 年 6 月 24 日付の公共部門情報(PSI)に関する法律は、公共部門情報の再利用に関する EU 指

令 2003/98/EC を実施するものである。デンマークは、PSI 指令の完全な移行を通知した。この法

律の EN バージョンが入手可能である。 

 

電子政府の当事者 

 

国の電子政府 

 

政策/戦略 

 

合同政府協力運営委員会(STS) 

 

2005 年 12 月に、合同政府協力運営委員会は、デンマークの電子政府に関する中心的意思決定団

体として従来の｢合同委員会｣に取って代わった。 

 

この運営委員会は、4 つの省(財務省、科学技術省、経済産業省、内務保健省)の事務次官と、地方

政府デンマーク(LGDK)の総裁とデンマーク地域連合の総裁から構成される。 

 

財務省が主宰し、我国の電子政府戦略/政策の共同責任を負い、デンマーク政府、LGDK およびデ

ンマーク地域連合に報告する。 

 

デジタルタスクフォース 

 

デジタルタスクフォースは、プロジェクトベースの組織単位で財務省に所在し、政府職員、LGDK

およびデンマーク地域連合の職員から構成される。STS の事務局として活動し関係当事者との協

力を背景として意思決定の基礎を準備する。 

 

2006 年 1 月 1 日から、デジタルタスクフォースは、財務省の部局である行政政策センター(APC)

の一部になっている。このタスクフォースと APC は、共同ウェブサイト http://modernisering.dk/

を共有しており、これは公共管理、電子政府その他の分野における公共部門のために作られた知

識センターの機能を果たしている。 

 

調整 

 

合同政府協力運営委員会(STS) 

 

合同政府協力運営委員会が政府横断的デジタル化施策を調整する責任を負う 
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STS が調整中の優先分野は以下の通りである： 

 

□ プロセス：共同プロセスは、公共部門全体にわたる標準化された形式で実施されなければな

らない。たとえば、eInvoicing、Easy Account など。 

 

□ たとえば、eIncome の実施に関連するデジタル化プロジェクトの拡張としてのルールの簡素

化； 

 

□ ソリューション：合同 IT ソリューションが公共部門全般に提供されなければならない。たと

えば、データへのセキュアなアクセスを保証するための全国的認可および認証システム； 

 

□ 市民が提供されるソリューションを実際に使用することを保証するためのインセンティブ； 

 

□ オープン規格、共同の方式、要件および勧告に基づいた公共部門におけるエンタープライズ

アーキテクチャアプローチ； 

 

□ インフラストラクチャ：セキュアで信頼できるデータの交換と新しいソリューションおよび

プロセスの迅速な創造のためのオープン規格。これにデータ交換フォーマットについての共同の

方式、要件および勧告が追加される； 

 

□ セキュリティ：たとえば、電子署名に関連するセキュリティ。 

 

デジタルタスクフォース 

 

デジタルタスクフォースは、STS の調整ミッションを支援し、それによってあらゆるレベルの公

共部門におけるデジタル化プロセスの調整と協力の触媒として機能する。デジタルタスクフォー

スは、いくつかの部門横断プロジェクトを開始し、施策のビジネスサイドの注力を続けており、

ビジネスプロセスの再エンジニアリングとリソースの再配備によって改善された効率的な公共サ

ービス、価値の創造またはコスト削減がもたらされる可能性がある機会を明確化している。 

 

実施 

 

科学技術省 

 

科学技術省は、IT 政策とインフラストラクチャの開発を主導している。 

 

同省は、その IT 政策センターを通じて、また IT 電気通信庁を通じてそれを実施している。IT 電

気通信庁は、政府の公共主要インフラ(PKI)と市民ポータルなどの電子政府環境の特有の要素の実

施の責任を負っている。 
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デジタルタスクフォース 

 

デジタルタスクフォースは、電子政府の分野で採択された、いくつかのプロジェクトの実施を推

進している。 

 

運営委員会の役割に沿って、プロジェクトは、特に電子プロセス政府の必要条件の提供、個別機

関におけるデジタル化に従事する公共職員のツールと知識の開発、および移行プロセスの中心的

領域における部門横断的協力の開始への貢献(サービスコミュニティ)を中心に展開している。 

 

政府省庁および機関 

 

個別政府省庁・機関は、その個別能力分野の中での電子政府省庁プロジェクトと全体的な国家電

子政府戦略を遵守するドメイン分野(児童、保健など)別の政府横断的な省レベルで決定された個別

行動計画を実施している。 

 

サポート 

 

IT 電気通信庁 

 

IT 電気通信庁は、デジタル・セルフサービスシステムの確立を通じて公共行政の効率を強化する

デンマーク国家の取り組みのサポートにおいて中心的役割を果たしている。 

 

これを背景として、この機関は、ベストプラクティスのセンターとして機能し、デジタル行政に

おける知識の収集と普及および経験の共有を行っている。さらに、同機関は、公共ウェブサイト

についてのベンチマーキングを提供してその品質を評価している。また、IT およびテレコム機関

は、プロトコル、インタフェースおよび通信規格についての開発業務を管理している。 

 

IT 電気通信庁の目標は、以下の通りである：デンマークが世界クラスの電子インフラを取得でき

るように支援する；市民ができる限り最善の方法でそのようなインフラを使用するために必要な

スキルを身につけることができるようにする；このインフラをセキュアで市民にとって安全なも

のにする；最後に、それによって提供されるコンテンツが有用で有益なものであるように保証す

る。 

 

政府管理庁 

 

財務省の一部である政府管理庁は、中央政府の効率的管理の保証に貢献することを目指している。

その目的は、費用効率の良い信頼できる創造力のある政府機関の中に、会計、財務管理、支払管

理および行政プロセスのデジタル化の分野における中央政府機関への IT システムのサプライヤ
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ーとアドバイザーを開発することである。 

 

電子政府の分野においては、政府管理庁は、特に、公共電子調達プラットフォーム DOIP におけ

る国の利益を調整している。 

 

監査/保証 

 

デンマーク会計検査院 

 

デンマーク会計検査院は、国の会計を監査して、政府資金が議会の決定に従って管理されている

かどうかを調査することを主務とする公共機関である。会計検査院は、｢良好な公共監査慣行｣の

原則に従って財務監査と業績監査の両方を実行している。 

 

デンマーク議会の公共会計委員会 

 

議会の公共会計委員会は、中央政府の会計が正確であるかどうかを審査するとともに会計発表の

対象となる取引が、承認された予算配分、法律その他の規制ならびに協定と慣例的基準を遵守し

ているかどうかを審査する。さらに、同委員会は、会計によってカバーされる資金の管理と活動

の運営に健全な財政管理が適用されていたかどうかを評価する。 

 

同委員会は、その業務の基礎として会計検査院長官報告を利用して自らの報告書を議会に提出す

る。政府は、同委員会の勧告に対して回答しなければならない。 

 

データ保護 

 

デンマークデータ保護庁 

 

デンマークデータ保護庁は、個人データ処理に関する法律(2000 年 5 月 31 日付法律 429 号)が適用

されるデータの処理に対する監視を行う。同庁は、主として公共当局もしくは民間の個人からの

問合せに基づいて特殊ケースを取扱うか、あるいは独自の方針に基づいて同庁が取上げたケース

を取扱う。 

 

地域および地方の電子政府 

 

政策/戦略 

 

個別地方自治体と地域 

 

デンマークの地方自治体は、その活動分野におけるデジタル化の優先順位を決めるための地方の
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枠組を決定するデジタル戦略を立案し、デジタル施策が市民と企業への影響が最も直接的である

ソリューションを作り出すようにする。デンマークの地方自治体はまた、地域のデジタル化目的

を決定する。 

 

調整 

 

合同政府協力運営委員会(STS) 

 

デジタルタスクフォースの支援を受けて、合同政府協力運営委員会は、あらゆるレベルの政府に

わたる政府横断的デジタル化施策を調整する責任を負う。 

 

実施 

 

個別地方自治体および地域 

 

地方政府改革(2007 年 1 月)に従って、98 の新しい地方自治体が市民サービス提供に関連する大半

の業務を取扱う責任を負う。これらの業務には以下が含まれる：社会サービス、児童福祉、小学

校、高齢者福祉、医療(病院と健康保険を除く)、雇用、税務サービス、文化、環境および計画立案。

5 つの新しいデンマークの地域は、病院医療と健康保険、社会問題、地域開発およびビジネス、

慣行、交通および環境の調整の責任を負う。 

 

さらに、地方自治体と地域の団体は、全体的な国家的電子政府戦略を遵守して、以前に政府横断

的レベルと各省レベルでドメイン分野(児童、保健など)別に表現された個別実行計画を実施する。 

 

サポート 

 

IT 電気通信庁(National IT and Telecom Agency) 

 

同庁は、ベストプラクティスのセンターとして機能し、デジタル行政の知識を収集して普及し、

デジタル行政の経験を共有する。さらに、同庁は、公共ウェブサイトのベンチマーキングを提供

して、その品質を評価する。IT 電気通信庁はまた、プロトコル、インタフェースおよび通信規格

についての開発業務を管理する。 

 

地方政府デンマーク 

 

地方政府デンマーク(Local Government Denmark)は、全国地方当局(地方自治体(communes))連合で

ある。地方政府デンマークの使命は、地方当局の共通の利害を守り、諮問サービスによって個別

自治体を援助して、地方当局に最新の関連情報が提供されるように保証することである。地方政

府デンマークの総裁は、合同政府協力運営委員会(STS)のメンバーである。 
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デンマーク地域連合 

 

デンマーク地域連合(Danish Regions)は、全国州議会連合である。デンマークの地方自治体と同様

にデンマークの地域もまた、全国州議会連合の総裁が合同政府協力運営委員会(STS)において代表

を務めている。 

 

KMD－Kommunedata 

 

KMDは、地方自治体の IT部門メンバーの合併によって 1972年に設立された会社である。同社は、

地方政府デンマークとデンマーク地域連合を通じてデンマークの地方当局と地域当局によって所

有され、彼らに IT の専門知識、システムおよびサービスを提供している。 

 

電子政府インフラストラクチャ 

 

ポータル 

 

市民ポータル－borger.dk 

 

2007 年 1 月 1 日に開設された borger.dk は、市民向けの電子政府ポータルである。これは以前の

｢danmark.dk｣と｢netborger.dk｣(以前の地方電子政府サービスポータル)の合併によって誕生した。こ

のプラットフォームは、国と地方の当局の協力によって運営されている。｢borger.dk｣は、現在で

は、どの公共当局から発しているかに関わらず、市民への公共部門情報とサービスの唯一のイン

ターネットエントリーポイントである。 

 

市民ポータルは、公共当局に関する情報とともにサービス統合の｢ガラスプレート｣モデルに従っ

て市民のための共通公共 e サービスチャンネル、すなわち、集中的な全体像を持つ分散サービス

を提供している。このポータルの特徴は、市民がより効率的な方法で公共部門とのコミュニケー

ションを管理できるような一連の｢セルフサービス｣セクションである。 

 

30 の必須地方自治体、地域および国の e サービスは、2008 年までに市民ポータルに完全統合され

る予定である。もう一つのターゲットは、全ての公共部門団体が市民向けのデジタル情報および

サービスを遅くとも 2012 年までにこのポータルに統合することである。 

 

borger.dk は、全ての当局に適用可能なデジタルサービスの政府横断的規格と原則を開発するため

の枠組を形成している。この観点から、共通のサービス指向型アーキテクチャと共有コンポーネ

ントをベースにした次世代の borger.dk が現在開発中である。次世代ポータルの他の機能としては、

デンマーク市民全員が全ての主要サービス分野におけるデジタルクラスター(｢MyHome｣と

｢MyChildren｣など)へのアクセスと市民個人のウェブページ(｢My page｣)へのアクセスを 2012 年ま
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でに含む予定である。 

 

このポータルの第 2 版は、2008 年に開設される予定である。それは市民への個性化されたサービ

スを提供するために電子署名を使用する。 

 

企業ポータル－virk.dk 

 

virk.dk ポータルは、企業向けの共通公共 e サービスチャンネルであり、企業はこれによって公共

部門への報告を処理して、公共サービスについての関連情報を得ることができる。virk.dk は、担

当行政機関を問わずに、会社と行政の利益になるいくつかの完全なデジタルソリューションを提

供する。このポータルには、200 以上の電子書式(eForms)が収録されており、その一部は記入して

から OCES 署名によって署名することができる。 

 

企業ポータルの新しい改善されたバージョンが 2008 年前半に開設される予定である。 

 

さらに、企業は、2009 年には 1 回のデジタル署名のサインオンによってあらゆる中央および地方

政府のデジタル報告ソリューションにアクセスできるようになる。2010 年の目標は、企業報告の

75%が電子的に実行されることである。 

 

ネットワーク 

 

現在、デンマークには政府規模のデータネットワークは存在しない。 

 

電子身分証明/電子認証 

 

正式なデジタル署名 

 

デンマーク政府は、電子政府サービスの受容を加速することを目指して、全ての市民にユーザー

認証の手段として無料の電子署名を発行する大胆な計画を開始した。このスキームを通じて、デ

ンマーク市民には大半の公共部門と民間部門のトランザクションのために十分なセキュリティを

提供する無料のソフトウェアベースの電子署名(OCES－電子サービスのための公共証明)が発行

される。2003 年初めに開始されたこのスキームの目標は、4 年後に 130 万の電子署名を配布して、

最終的には全てのデンマーク国民にデジタル署名を提供することである。正式なデンマークの電

子署名の有効期間は最高 4 年間になる。 

 

多くの電子政府の申請とサービスが正式なデジタル署名を使用している。その中には次のような

ものがある：市民ポータル(Borger.dk);企業向け電子政府ポータル(Virk.dk)；ETHICS 電子入札シス

テム；オンライン会社登記申請または会社情報変更申請(Webreg.dk)；国民医療ポータル

(Sundhed.dk)；付加価値税その他の税金の企業申告または支払のためのポータル(TastSelv 
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Erhverv)；個人所得税申告ポータル(TastSelv Borger)；各市民と企業が公共機関からの支払を受け取

るための強制的銀行口座(｢Nemkonto｣)；公共当局と企業が市民/消費者に文書を提供できるセキュ

アな電子文書アーカイブ(｢e-Boks｣)。正式な電子署名を使用するサービスの全リストは、ウェブサ

イト www.digitalsignatur.dk で公表されている。 

 

当面のところ、そのようなニーズが生じていないことが明らかであるので、デンマークでは適格

電子署名(すなわち、適格な証明書に基づく、セキュアな署名作成装置によって作成される先進的

な電子署名)は提供されていないことに注意すること。 

 

さらに、人々が(適格電子署名ではなく)OCES 署名を取得するために本人が自分自身の身分証明を

する必要がないという事実は、電子政府申請または OCES 書名を用いたその他の申請の既知の濫

用をもたらしてはいない。将来、電子政府申請がより複雑で重要なタイプのトランザクションに

使用されるときには、この事情が変わると考えられる。現時点では、デンマーク CPR(全てのデン

マーク市民の氏名、住所および登録番号の情報を収録した全国登録台帳)番号を持つ個人だけが

OCES 個人電子署名を持つことができ、その理由は登録と身元確認プロセスが CPR 登録台帳に基

づいているからである。同じ理由のために、デンマーク中央企業登記簿に登録された企業だけが

OCES 従業員証明および/または企業証明を持つことができる。技術に関する限りは、OCES スキ

ームは国際規格に基づいており、したがって、国境を越えるインタラクションのためにアップグ

レードすることができる。証明保持者のユニークな身元確認には課題が残されている。 

 

これまでのところ、カードベースの電子的身分証明を導入する計画は企てられていない。 

 

第 2 の｢eDay｣と定められた 2005 年 2 月 1 日から全ての公共行政は、電子署名とセキュアな e-メー

ルを使用することが可能であり、全ての市民が政府機関とセキュアな方法で電子的に通信するこ

とができる。 

 

電子パスポート 

 

デンマーク国家警察は、2006 年 10 月に電子パスポートの発給を開始した。デジタルセキュリテ

ィ企業 Gemalto から提供されるこうした新しいセキュアな電子パスポートには、ポリカーボネー

ト製のデータページが備えられ、その中には高度にセキュアなオペレーティングシステムを実行

する非接触型マイクロプロセッサチップが内蔵されている。このチップは、表紙にあらかじめレ

ーザー彫刻された情報アイデンティティを装備するだけではなく、パスポート保有者のデジタル

化された写真も収録している。 

 

電子調達 

 

公共調達ポータル－DOIP 
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デンマーク公共調達ポータル(DOIP)は、民間および公共の購入者とそのサプライヤーがアクセス

することができ、その機能、インタフェース、セキュリティおよびトランザクション費用が公共

部門によって規制される電子市場である。2002 年 1 月 3 日に開設された同ポータルは、ヨーロッ

パで最初の公共調達ポータルであった。 

 

官民両部門間の緊密な協力によって生まれた DOIP は、Oracle エクスチェンジソフトウェアをベ

ースにしたウェブベースのシステムである。最新バージョンでは、電子オークション、電子カタ

ログおよびバックオフィスシステムとの統合をサポートしている。 

 

このポータルは、Maersk Data、Danske Bank、Post Denmark および電話会社 TDC によって設立さ

れ所有される｢gatetrade.net｣によって運営されている。政府管理庁がこのポータルにおける国の利

益を調整している。 

 

全ての公共団体が DOIP を使用するように勧告されているが、強制ではない。一部の地域と地方

の当局は、民間市場を利用しており、国有企業 National Procurement Ltd.(SKI)もまたよりシンプル

な電子入札ソリューションシステム(ETHICS、NetIndkøb および Netkatalog)を設置している。 

 

2005 年 2 月 1 日に、デンマークは公共団体とそのサプライヤーの両方にそれを義務づけることに

よって電子請求を一般化した最初の国になった。 

 

その日以降は、デンマークの公共当局は請求書を電子的フォーマットだけで発行し、そのサプラ

イヤーからの電子請求書を受け入れなければならない。 

 

デンマークは、英国の協力の下で、他にスウェーデン、ノルウェー、アイスランドおよびフィン

ランドから構成される国家グループによる施策である｢北欧サブセット｣(NES)の活動的なメンバ

ーであり、この施策の目的は、メンバー間の電子調達の共通プラットフォームの相互運用性と確

立を促進することである。2007 年 1 月には、参加国は電子調達規格 UBL2.0 の共通実施について

合意した。また、NES は、統一欧州電子調達規格を欧州行動計画 i2010 に設定された目標を達成

するための手段として見ているので、したがって、他の欧州諸国にこの協力関係に加わって、こ

の規格を実施して全 EU 加盟国で使用することを奨励している。デンマークにおいては、2004 年

1 月から公共行政への請求書送付のために UBL が義務づけられている。 

 

知識管理インフラストラクチャ 

 

OIOXML 

 

デンマークの公共部門は、政府で使用されるデータの標準化の表現として、共通 XML dialect を開

発して維持している。 
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2000 年に開始されたプロジェクトは、分散的なコンセンサスベースのコラボレーションとして組

織され、そこでは国レベルと地方レベルの様々な当局が各自のデータの標準化について個別に責

任を負い、その一方で、OIO データ標準化委員会が規格のできる限り最高の品質を保証するため

に、その結果生じる標準化されたフォーマットを承認する。 

 

現在、2000 以上の承認されたデータ要素仕様が存在し、その数は急速に増えている。 

 

全ての OIOXML 仕様は、InfostructureBase を通じて公開されているので、その結果、法的または

財政的な制約を受けずに全ての用途にオープンに提供されている。 

 

InfostructureBase(ISB) 

 

OIO の InfostructureBase は、情報社会のコラボレーションツールであり、官民両部門のデータ交換

規格についての情報の中心的なリポジトリである。これは、2003 年 3 月に開設され、デンマーク

科学技術庁によって設置された。 

 

デンマークの電子政府プロジェクトの一環として、ISB は、電子政府のアーキテクチャの戦略的

要素である。 

 

主な目的と価値は、協力、ビジネスリエンジニアリングおよび関連サービスの調整を含む公共お

よび民間のサービス提供に関連するデータの交換と再利用をサポートすることである。その内容

の重要な部分は、デンマーク電子政府 IT アーキテクチャ委員会および XML 委員会によって承認

された規格である。 

 

InfostructureBase には、以下の 4 つのセクションが含まれている： 

 

□ 標準化施策とコミュニティに関する情報を提供するインフォサイト； 

 

□ 公共および民間の組織からのビジネスプロセス説明、データモデル説明、インターフェース

説明、複雑な XML スキーマとスキーマフラグメント(情報オブジェクト)を収録した国際規格リポ

ジトリ； 

 

□ XML、ウェブサービスその他の関連 SOA 問題に関する議論のためのフォーラム； 

 

□ サービスに関する情報を集録した UDDI リポジトリ。 

また InfostructureBase は、デンマーク公共部門以外のユーザーにも役に立つように考えられており、

デンマークおよびデンマーク以外のユーザーの公共および民間の全ての用途に開放されている。 

 

その他のインフラストラクチャ 
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国民保健ポータル－Sundhed.dk 

 

国民電子保健ポータルは、共同ポータルであり、公共のセキュアなインターネットベースのソリ

ューションであり、全てのデンマーク医療サービスに関する情報の収集と提供およびアクセスを

行う。インターネット上に医療部門全体を終結し、デンマークの医療部門の中心的登録およびソ

リューションの一部の統合を行うことによって、このポータルは共通のインフラをサポートする

とともに、市民と医療専門家が出会って効率的に情報を交換するための快適な場を提供している。 

 

市民は、自分の電子署名を通じて各自の個人的な保健ページにアクセスできる。特に利用可能な

市民サービスには次のようなものがある：電子的に予約を入れること、自分の医療記録の閲覧、

処方箋の更新、通院予約カレンダーなど。 

 

このポータルは、個別の各病院に保管されている全ての電子患者記録を集約する。 

 

医療専門家は、国内の大部分の病院と研究所から最新の患者情報に容易にアクセスして、他の専

門家と情報を交換できる。患者の個人データへのアクセスには、特別なセキュリティ証明書が必

要である。 

 

デンマークの電子保健ポータルは、継続的に開発中であるが、国家的医療情報交換分野において

デンマークを世界の先進国にすることに貢献しており、最近では、デンマークは新しい標準化さ

れた電子保健記録システムの実験場に選ばれている。 

 

2006 年 5 月には、125 万人以上のデンマーク市民の電子患者ファイルが、このポータルで管理さ

れ、3500 以上の公共医療組織・機関が、このシステムに接続されていた。これは、ほぼ全ての病

院と診療所、全ての薬局、16 社の健康保険会社と医療専門職および研究所全体の 70%以上であっ

た。このポータルは、主要なサービスプロバイダーになっており、全ての処方箋の約 73%と診断

結果の 82%が sundhed.dk を通じて提出される。 

 

合同電子文書管理システム(FESD) 

 

2004 年初めに、デンマーク当局は、合同電子文書管理システム(FESD)と呼ばれる政府規模の電子

文書管理システムを提供するベンダーを任命した。このプロジェクトは、デンマーク中央政府、

デンマーク地域連合、地方政府デンマークおよび 3 社のベンダー(Software Innovation、CSC および

Accenture)の間で締結された枠組契約を通じて遂行される予定である。 

 

FESD プロジェクトの目的は、完全なデジタル手続の導入を公共団体に促すことによって品質と

生産性の成果を増大させることである。したがって、効率の向上という明確な目的をもって有効

にプロジェクトを管理し、作業プロセスを改革することが FESD プロジェクトを実施する柱にな
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る。言い換えれば、FESD プロジェクトの全体的な目的は、より多くの公共組織がデジタル化し

て、その結果、効率向上と品質向上の両面で利益を生むことである。内部的には、日常業務を簡

便かつ簡素化して効率的にするとともに、職員、業務プロセスおよび IT システムの間の協力を改

善することを目指す一方で、外部的には、市民、企業およびその他の当局と協力して行政の電子

的な基礎を確立することを目指している。この外部目的では、通信と情報、事案および文書の交

換にかなり重点が置かれる。 

 

e-Boks 

 

2001 年に導入された e-Boks サービスの目的は、銀行取引明細書、保険証券、給料明細および行政

からの正式書類などの｢窓付き封筒｣を、セキュアな電子メールボックスに送付されて保管される

電子文書に置き換えることである。 

 

文書は、ウェブサイト www.e-boks.dk を通じてアーカイブされる。言い換えれば、インターネッ

トアクセスによって全てのコンピュータから文書をアーカイブすることができる。 

 

企業と公共当局が e-Boksシステム使用のための登録料と各文書が送付されるときの手数料を支払

う。それにかかる全体的費用は、物理的に手紙を送る費用よりも安上がりである。市民にとって

はこのサービスは無料である。 

 

導入以来、e-Boks はきわめて好評であり、デンマークの 271 の地方自治体のうち 260 がこのサー

ビスを利用し、2005 年にはデンマーク国民 550 万人のうち 50 万人以上が e-Boks を持っている。

e-Boks にはそれぞれ、デンマーク国民一人ひとりの生涯個人識別番号がつけられているので、こ

のシステムはきわめて厳格なデータ保護規則に従わなければならない。しかし、装置のセキュリ

ティとプライバシーについては若干の懸念が存在する。 

 

NemKonto 

 

デンマークの全ての市民と企業は、｢NemKonto Easy Account｣を持つことが義務づけられている。

これは、市民/企業がすでに保有していて、自分の NemKonto Easy Account として指定する普通銀

行口座である。 

 

公共機関からのすべての支払は、簡易口座システム(EAS)を通じてこの口座に直接振りこまれる。

EAS は、口座番号と社会保障番号または企業番号のデータベースである。公共機関が市民または

企業に支払をするときには、社会保障番号または企業番号に対して支払が行われる。それから支

払は機関の支払システムから EAS に移動して、EAS が口座番号を付加して機関の銀行に移ってか

ら、さらに市民/企業の銀行口座に移動する。このようにして、全ての公共支払は銀行口座に電子

的に行われて、小切手や現金支払は行われない。 
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市民と公共機関のための簡易口座は、オンライン(www.nemkonto.dk で)によって、指定、変更また

は削除することができる。正しいユーザープロフィールを持つ公共機関の職員は、ウェブサイト

にログオンして支払いを停止したり、または自らの機関が行った支払いを調査することができる。

OCES 署名を用いてウェブサイトにログオンすることによってアクセスすることができる。 

 

市民向け電子政府サービス 

 

本セクションの情報は、20 の基本的公共サービスの共通リストと、それらのオンライン可用性と

洗練度のレベルを評価するために用いられた強化された方法論に基づいており、2007 年 9 月付の

Capgemini による年次報告書｢ユーザーの課題－オンライン公共サービスの供給のベンチマーキン

グ｣に準拠した。 

 

市民向けの 12 のサービスは以下の通りである： 

 

1. 所得税：申告、査定の通知 

2. 労働局による求職調査サービス 

3. 社会保障給付 

4. 個人的書類：パスポートと運転免許証 

5. 車両登録(新車、中古車、輸入車) 

6. 建築許可の申請 

7. 警察への届出(たとえば、盗難にあった場合) 

8. 公共図書館(目録、検索ツールの提供) 

9. 証明書(出生と婚姻)：要請と交付 

10. 高等教育/大学への学籍登録 

11. 転居の届出(住所変更) 

12. 保健関連サービス(各種病院のサービス利用可能性についての双方向アドバイス；病院の予約) 

 

各サービスについて、そのサービスの可能な最高ステージに関して到達した洗練度ステージが示

される。 

 

□ ステージ 1 － 情報 

□ ステージ 2 － 一方向インタラクション(ダウンロード可能なフォーム) 

□ ステージ 3 － 両方向インタラクション(電子的フォーム) 

□ ステージ 4 － トランザクション(完全に電子的な案件処理) 

□ ステージ 5 － 個人化(先行的、自動化) 

 

1. 所得税：申告、査定の通知 

 

責任：中央政府、国税省、税関、税務局 
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ウェブサイト：http//www.toldskat.dk/; http://tastselv.skat.dk/ 

 

洗練度ステージ：5/5 

 

説明： デンマークでは、納税申告書の記入がほぼ完全に自動化されている。大半の情報は、市

民 ID 番号を用いて関連する情報源(例、雇用者、銀行、住宅ローン会社等)から電子的に

収集される。この情報は、毎年 4 月に市民全員に自動的に送付される納税申告書原案に

記入されている。 

 

申告書原案に変更を入れたい市民は、正式な電子署名またはそれ以外の PIN コードベースの身分

証明システムを用いてオンラインでそれを実行することができる。 

 

それ以外の場合は、何もしないことによって申告書原案を承諾することになる。 

 

2. 労働局による求職サーチサービス 

 

責任：中央政府、デンマーク雇用サービス 

 

ウェブサイト：http://www.jobnet.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/4 

 

説明： ユーザーは、求職データベースにアクセスして地域別に検索を実行できる。また、CV

バンク、職業プロフィール、個人的広告、情報および求職サーチについてのアドバイス

などへのアクセスが提供される。 

 

3. 社会保障給付 

 

a. 失業給付 

 

責任：中央政府、国家労働総局(National Directorate of Labour)、認可された失業給付基金 

 

ウェブサイト：http://www.ak-samvirke.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/5(社会保障給付に関する手続の平均的な洗練度レベル) 

 

説明： デンマークの失業保険は、民間の失業保険基金(Arbejdsløshedskasser)によって管理される

自発的な制度である。国内には 32 の認可された基金がある。各基金は、独自のオンライ
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ン情報とサービスのセットを提供し、基金の大半は、加入者がインターネット経由で登

録し、補償金を申請し、個人データを管理できるようにしている。 

 

b. 児童手当 

 

責任：地方政府 

 

ウェブサイト：N/A 

 

洗練度ステージ：4/5(社会保障給付に関する手続の平均的な洗練度レベル) 

 

説明： 家族援助(親の収入とは無関係に 18 歳未満の各児童への手当)が、国民登録台帳に登録さ

れた全ての家族に支給される。この援助は、自動的に支払われ申請する必要はない。他

のタイプの児童援助(片親の子供、双子、三つ子、退職者の子供への援助)も利用するこ

とができ、様々な地方自治体の社会サービスによって管理され、支給されるが、申請し

た場合に限られる。 

 

c. 医療費(払い戻しまたは直接決済) 

 

責任：地域政府 

 

ウェブサイト：N/A 

 

洗練度ステージ：4/5(社会保障給付に関する手続の平均的な洗練度レベル) 

 

説明： デンマークの居住者(および国民登録台帳の登録者)は、公共医療を受ける権利があり、

申請する必要なしに国民健康保険カード(sygesikringskort)を受け取る。この公共健康保険

は、無償で、または割引によって一連の治療と医療へのアクセス(直接決済)を付与し、

それ以上の払い戻しはない。保健サービスは、郡によって管理され、郡が保健カードを

発行し、病院を運営して一般開業医、専門医および歯科医と支払についての契約を結ぶ。 

 

d. 奨学金 

 

責任：中央政府、国家教育助成貸与計画庁 

 

ウェブサイト：http://www.su.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/5(社会保障給付に関する手続の平均的な洗練度レベル) 
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説明： 完全な双方向サービス。学生は、システムに登録して ID とパスワードを受け取る。それ

から学生は、所望するタイプの学習と学校/大学に関する情報を提出して、奨学金とロー

ンの受給資格をチェックし申請書を提出して、その申請の状況をチェックすることがで

きる。バックオフィスシステムは、必要な確認データを収集して、全ての情報が正確な

場合は、奨学金/ローンを学生の銀行口座に電子的に振り込む。助成貸与計画庁への大半

の通信は、この双方向サービスを通じて行われる。政府管理庁の奨学金局によって、学

生ローンを返済する人のために特別なウェブサイト(www.studielaan.dk)が設置されてい

る。このサイトによってユーザーは、自分が受け取った金額と返済しなければならない

金額と返済時期をチェックすることができる。また、インターネットを介して学生ロー

ンを返済することもできる。 

 

4. 個人的書類：パスポートと運転免許証 

 

a. パスポート 

 

責任：地方政府 

 

ウェブサイト：http://www.borger.dk 

 

洗練度ステージ：2/4(個人的書類に関する手続の平均的な洗練度レベル) 

 

説明： 情報とフォームをダウンロードする。パスポート申請は、地方自治体によって処理され

る。 

 

b. 運転免許証 

 

責任：地方政府 

 

ウェブサイト：http://www.borger.dk 

 

洗練度ステージ：2/4(個人的書類に関する手続の平均的な洗練度レベル) 

 

説明： 情報とフォームをダウンロードする。運転免許証の申請と更新は、地方自治体によって

処理される。 

 

5. 車両登録(新車、中古車、輸入車) 

 

責任：中央政府、デンマーク警察 
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ウェブサイト：http://www.politi.dk/da/borgerservice/nummerpladerogregistrering/ 

 

洗練度ステージ：2/4 

 

説明： 車両登録申請は、地方警察支署で処理される。デンマーク政府は、電子自動車登録シス

テムを設置する計画の概要をまとめ、2008 年までに実施する予定である。現在は、車両

登録はデジタル化の程度が低く、何枚もの書式による手続で、本人が車両登録事務所に

出向くことが義務づけられているという特徴がある。新しいソリューションは、民間デ

ィーラーと車両検査会社が車両とナンバープレートを電子的に登録するためのアクセス

を提供する予定である。 

 

6. 建築許可の申請 

 

責任：地方政府 

 

ウェブサイト：http://www.borger.dk/ 

 

洗練度ステージ：2-3/4 

 

説明： 一般的情報と建築許可申請フォームを市民ポータル borger.dkと一部の地方自治体のホー

ムページからダウンロードすることができる。 

 

7. 警察への届出(たとえば、盗難にあった場合) 

 

責任：中央政府、デンマーク警察 

 

ウェブサイト：http://www.politi.dk/ 

 

洗練度ステージ：3/3 

 

説明： デンマーク警察は、2005 年 4 月に、｢バーチャル警察署｣と名づけられてリニューアルさ

れたウェブサイトをスタートした。この新しいウェブサイトによって、市民はいくつか

の犯罪と違法行為をオンラインで届け出ることが可能になった。 

 

8. 公共図書館(目録、検索ツールの提供) 

 

責任：中央政府、デンマーク全国図書庁(Biblioteksstyrelsen) 

 

ウェブサイト：http://bibliotek.dk/ 



 

参 1-4-46 

 

洗練度ステージ：5/5 

 

説明： デンマークで出版された全ての図書とデンマーク公共図書館に保管されている全ての図

書のオンライン目録。市民は、(たとえ、その図書館に所望する図書がない場合でも)地

元の図書館で図書のリクエストをすることができる。 

 

9. 証明書(出生と婚姻)：要請と交付 

 

責任：地方政府 

 

ウェブサイト：N/A 

 

洗練度ステージ：3/4 

 

説明： 証明書の要請は、個別地方自治体によって処理され、地方自治体の大半は、そのウェブ

サイト上で情報提供とフォームのダウンロードを行う。こうした要請への回答は、デン

マーク全住民の登録台帳であるデンマーク中央個人登録台帳(CPR)に基づいている。 

 

10. 高等教育/大学への学籍登録 

 

責任：中央政府、高等教育機関 

 

ウェブサイト：http://www.optagelse.dk/ 

 

洗練度ステージ：3/4 

 

説明： Optagelse.dk は、デンマークの高等教育への学籍登録の全ての申請を調整する集中的サー

ビスである。デンマークの学生は、自らの電子署名を使ってオンラインで申請書を提出

することができる。電子署名を持たない学生は、申請書フォームをダウンロードしてそ

れをプリントし、紙の上でそれに記入し、関連する文書の複写を添えてそれを送付する

ことができる。学籍登録そのものは、依然として個別大学およびその他高等教育機関に

よって管理される。デンマークの高等教育に関する情報は、ウェブサイト UG.dk で提供

されている。 

 

11. 転居の届出(住所変更) 

 

責任：中央政府、内務保険省、市民登録局 
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ウェブサイト：http://www.cpr.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/4 

 

説明： デンマークの市民と居住者は、中央人口登録台帳の中の自分の記録にアクセスして、自

分の住所を含めて修正することができる。ユーザーは、自分が住んでいる地方自治体の

国民登録局に登録しなければならない。 

 

12. 保健関連サービス(各種病院のサービス利用可能性についての双方向アドバイス；病院の予

約) 

 

責任：中央政府、内務保険省と地域政府 

 

ウェブサイト：http://www.sundhed.dk/ 

 

洗練度ステージ：1/4 

 

説明： 国民保健ポータルは、市民と医療専門家に健康関連の情報とサービスのワンストップシ

ョップを提供することを目指している。今では、これは市民のためのいくつかの双方向

トランザクションサービスの入口になっており、サービスには次のようなものがある：

一般開業医に電子的に予約すること、医療サービスの予約を見ること、受診前の確認状

を受け取ること、セキュアな e-メールを医療当局に送信すること、薬の処方箋を更新す

ること。このサイトでは、ユーザーは、電子署名を使って自分自身のページを登録して

作成することができる。アクセス可能な個人データには、使用される医薬品が含まれ、

2005 年 9 月からは、1977 年以降の病院での診断と治療が含まれる。また、このポータル

では、診断と治療に関して医師の間で情報を電子的に交換することができる。このポー

タルは継続的に開発中である。 

 

企業向け電子政府サービス 

 

本セクションの情報は、20 の基本的公共サービスの共通リストと、それらのオンライン可用性と

洗練度のレベルを評価するために用いられた強化された方法論に基づいており、2007 年 9 月付の

Capgemini による年次報告書｢ユーザーの課題－オンライン公共サービスの供給のベンチマーキン

グ｣に準拠した。 

 

企業向けの 8 つのサービスは以下の通りである： 

 

1. 被雇用者の社会保障拠出 

2. 法人税：申告、届出 
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3. VAT(付加価値税)：申告、届出 

4. 新会社の登記 

5. 統計局へのデータ提出 

6. 税関申告 

7. 環境関連の許可(報告を含む) 

8. 公共調達 

 

各サービスについて、そのサービスの可能な最高ステージに関して到達した洗練度ステージが示

される。 

 

□ ステージ 1 － 情報 

□ ステージ 2 － 一方向インタラクション(ダウンロード可能なフォーム) 

□ ステージ 3 － 両方向インタラクション(電子的フォーム) 

□ ステージ 4 － トランザクション(完全に電子的な案件処理) 

□ ステージ 5 － 個人化(先行的、自動化) 

 

1. 被雇用者の社会保険拠出 

 

責任：N/A 

 

ウェブサイト：N/A 

 

洗練度ステージ：N/A 

 

説明： デンマークでは被雇用者の社会保障拠出は存在せず、社会保障システムは完全に税金に

よってまかなわれている。 

 

2. 法人税：申告、届出 

 

責任：中央政府、国税省、税関、税務局 

 

ウェブサイト：http://www.toldskat.dk/; http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=199611 

 

洗練度ステージ：4/4 

 

説明： 完全にトランザクションによる法人税の申告と支払のシステム。 

 

3. VAT(付加価値税)：申告、届出 
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責任：中央政府、国税省、税関、税務局 

 

ウェブサイト：http://www.toldskat.dk/; http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=199611 

 

洗練度ステージ：4/4 

 

説明： 完全にトランザクションによる VAT の申告と支払のシステム。 

 

4. 新会社の登記 

 

責任：中央政府、デンマーク商業会社庁 

 

ウェブサイト：http://www.eogs.dk/; http://www.webreg-portal.dk/home.asp 

 

洗練度ステージ：4/4 

 

説明： デンマーク商業会社庁が、デンマークにおける会社登記サービスを管理し、オンライン

で登記サービスを提供している。会社の詳細は、デンマークの全ての企業に関する主要

データを収録した新しい中央登記簿である中央企業登記簿(CVR)に保管される。また、

Webreg ポータルでは、新会社のオンライン登記と会社情報の変更を行うことができる。 

 

5. 統計局へのデータ提出 

 

責任：中央政府、デンマーク中央統計局(デンマーク統計局) 

 

ウェブサイト：http://www.dst.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/5 

 

説明： 2002 年以降、デンマークの会社と公共当局は、特に、デンマーク商業会社庁と中央税関

と税務局の協力によって開始された新しい賃金・給与プロジェクトを通じて賃金と給与

の情報を電子的にデンマーク統計局に提出することが可能になった。 

 

6. 税関申告 

 

責任：中央政府、国税省、税関、税務局 

 

ウェブサイト：http://www.toldskat.dk/ 
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洗練度ステージ：2/4 

 

説明： デンマーク税関局は、ウェブベースの電子税関システムを実施し、輸入のための｢ジャス

ト・イン・タイム｣手続をサポートすると同時にコントロールレベルを高めている。会社

と貿易業者は、インターネットと電子データ交換(EDI)の両方を通じて申告システムにア

クセスすることができる。 

 

7. 環境関連の許可(報告を含む) 

 

責任：中央政府、環境省、デンマーク環境庁 

 

ウェブサイト：http://www.mst.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/5 

 

説明： 情報と申請ファームをダウンロードする。フォームに記入して、電子署名を使ってそれ

をオンラインで提出して関連する支払をすることができる。 

 

8. 公共調達 

 

責任：中央政府、政府管理庁 

 

ウェブサイト：http://www.doip.dk/ 

 

洗練度ステージ：4/4 

 

説明： 2002 年 1 月に開設されたデンマーク公共調達ポータルは、官民両部門の緊密な協力の結

果生まれた電子市場である。その機能性、インタフェース、セキュリティおよびトラン

ザクションのコストは公共部門によって規制されるが、このシステムは、デンマークの

大企業が所有する民間会社｢gatetrade.net｣によって運営されている。公共部門は、電子入

札、電子オークション、電子カタログおよびバックオフィスシステムとの統合をサポー

トする最新鋭の市場の恩恵を受けている。公共団体のこのポータルを使用するように勧

告されているが強制ではない。 
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（３）ノルウェー 

 

電子政府戦略 

 

国民すべての情報社会 

 

2006 年のICT（情報通信技術）政策に関する新しい白書「国民すべての情報社会」でStoltenberg1

 

政

府は新たなICT開発戦略を発表した。以前のeNorwayイニシアティブに基づく施策と目標はこの新

戦略に統合された。また新戦略では包括的デジタル化および 24 時間電子行政サービスという 2 つ

の分野が焦点になっている。 

包括的デジタル化 

 

政府が掲げる包括的デジタル化には、デジタルアクセス、ユニバーサルデザインおよびデジタル

技術という 3 つの前提条件がある。 

 

デジタルアクセスは、言うなれば誰もがたしかに高速インターネットにアクセスできるかの問題

である。住んでいる場所によって情報社会に参加できるか否かが決められるべきではない。それ

ゆえ政府は 2007 年にブロードバンド経費予算を増額する予定である。 

 

ICT ソリューションのユニバーサルデザインは、誰もが参加できるための前提条件である。政府

は公的セクターの ICT がカバーするすべての技術的ソリューションが、セルフサービス可能なコ

ンピューターソリューションのような一般向きの設計に基づくものであることをひとつの目標に

掲げている。民間セクターは後に着いてくることを期待されている。 

 

全国的なデジタル技術が不可欠である。 

 

政府はデジタル技術を重視し、現在電子ソリューションにアクセスできない高齢者や失業者など

のグループの環境整備に努めなければならないだろう。また学生や勤労者もメディアを使いこな

すためには学校や職場を通じてデジタル技術を学ぶ必要がある。ノルウェーの教育システムの中

で ICT の比重は高まるだろう。 

 

生徒や先生のすべてがコンピュータやインターネットにアクセスでき、デジタル学習リソースの

利用を拡大できることは重要な要件である。政府はノルウェーの学校が、指導・学習面で ICT 利

用の世界的パイオニアとなることを目指している。同時に、技術習得のためには他の分野にも配

慮することが重要である。ボランティア団体は、図書館や地方の労働･福祉事務所が提供している

                                                        
1 ノルウェー首相の名前 
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公共サービスと同様、重要な役割を担っている。デジタル技術は、モーターバイクや水泳のよう

な一度で全部を習得できるような技術ではない。優れたデジタルコンテンツが技術習得の鍵にな

る。それゆえ政府はこのタイプのアプローチに重点を置くことになるだろう。ノルウェー国立図

書館、ノルウェー国営放送局や他の知識･情報源にできるだけ直接アクセスすることが重要である。 

 

24 時間電子行政によるサービス改善 

 

ノルウェーは国際的には公的セクターの ICT 実践の最先端を走っている。しかし公的セクターは

広く、関係者は多い。そして関係者間の交流には改善すべき点が多い。政府機関はそれぞれ独自

の調達や内部の ICT ソリューション開発に責任を負っている。その一方で、地方自治体というセ

クターも存在する。その結果、電子サービスには協調的でないものが多い。なぜならばソリュー

ションはより広い一般的な要請を顧みることなく「地域的に」開発されてきたからである。 

 

この点に関して政府の狙いは 2 つある。一方で、利用者はオープンでアクセスしやすく分かり易

い公共セクターを提供されるべきであり、それは信頼できるセルフサービス電子ソリューション

に基づく統合された完全なデジタルサービスとなるだろう。他方、公共的福祉の観点から、また

行政的負担を減らすために、リソースは ICT によって開放されより効果的に使えるようにしなけ

ればならない。将来的には社会の発展に伴い財政が圧力を受けて調整手続きが必要になってくる

だろう。 

 

政府は組織間の協力をより一層密にした 24 時間電子行政を準備する予定である。これは公的セク

ターにおける組織的、法的ないし行政的手続きに対する挑戦となるだろう。24 時間電子行政を実

現するためには、電子セルフサービスソリューションの開発、一般的なセクター横断的ソリュー

ションの確立、公的セクターの ICT ソリューションに対するユニバーサルな構築理念の形成など

の大原則が基礎になければならない。市民や企業にとって電子サービスは、市民ウェブサイトポ

ータル”Minside”(“Mypage”)ないしは、ビジネスポータル”Altinn”(“AllInn”)からアクセスできるもの

でなければならない。 

 

政府のソフトウェア政策は、オープンスタンダードに基礎を置き、オープンソースソフトウェア

の利用を一層拡大したものになるだろう。とりわけ開かれた ICT 標準の使用は重要である。何故

ならば、企業間の相互交流が強化され、公共企業やユーザーが特定の技術やプロバイダーに組み

込まれる傾向が是正されるからである。また政府はオープンソースソフトウェアによって公共企

業がソリューションをより積極的に活用することを期待している。 

 

ノルウェーの電子政府構築のアプローチは、全体として行政構造や分権的予算責任を反映してい

る。閣僚レベルでは ICT 関連経費の額は様々で、各省庁内の責任構造の集権的/分権的な度合いに

リンクしている。各省は憲法上その分野の活動に関して議会に対して責任を負っているが、閣僚

の、管轄する諸機関に対する管理スタイル、協調アプローチなどは大きく異なっている。管轄下

の諸機関の電子政府の方向付けに関して閣僚が持っている主要ツールは年度予算の折衝手続きで
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ある。しかしながら、財務省は予算を全体的電子政府の政策目標達成のツールとして使う権限を

持っていない。 

 

公的セクターにおける電子ビジネス手続きおよび電子調達の利用のための戦略と行動 

 

戦略ペーパー「公的セクターにおける電子ビジネス手続きおよび電子調達の利用のための戦略と

行動」および電子調達ポータル eHandel.no のますますの盛況は政府の電子政府に対する前向きな

姿勢を示している。 

 

にも拘わらず、また他の北欧諸国とは対照的にノルウェーでは、市民のオンライン相談や政策立

案への参加などを改善しようという中央政府プロジェクトは少ない。大半の電子政府ウェブサイ

トティブは市民への情報提供を狙ったものであり、電子相談や電子参加ではない。大半の OECD

諸国と同じように、一見したところ ICT やインターネットの利用は増加しているにもかかわらず、

市民社会を動員することは電子政府問題ではまだ考えられていないように見える。 

 

電子政府の法的枠組み 

 

電子政府法令 

 

行政の行為を律する規制に関しては、ノルウェーの電子政府に対して障害となる規制は少ない。

政府はオンラインサービス提供の障害となる法令や規制を撤廃することによって、実施の枠組み

作りに積極的な役割を演じてきた。新しい政策分野の法的問題、たとえば電子認証のための重要

公共インフラ（PKI）は閣僚間作業部会を通じて取り組みがなされてきた。これらの構想は情報社

会のニーズを先取りしており、厳密さを失うことなしに市民やビジネスの行政的負担を軽減する

ことも狙いながら、法令の簡素化を準備している。結果としての規制環境は電子政府の行動を妨

げるものではなく逆に促進するものとなっている。全体として、いまだ完全に開発されたとは言

えないものの、法令はいまや文書と電子手続きとが公式な同一物であることを保証しているとい

える。 

 

情報の自由に関する法令 

 

憲法 

 

1814 年憲法第 100 条は 2004 年 10 月に改訂され、文書閲覧や法廷での審理や会議に参加する特別

な権利を認めている。この改訂は「表現の自由に関する政府委員会」の勧告によるものだった。

第 100 条（5）は「国民は誰でも国家や地方自治体の文書にアクセスする権利を有し、法廷や人民

によって選出された行政機関に出席する権利を有する。これに対する例外規定は、個人データ機

密保持および他の重要な理由に基づいて、法律で定めることができる。」と規定している。 
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情報の自由法 

 

1970 年 6 月 19 日付け法令第 69 号、情報の自由法は、2003 年 6 月 20 日付け法令第 45 号によって

最終改訂されているが、なんびとも公的機関が有する公式文書に対する広範なアクセス権を有し

ていることを謳っている。閲覧請求はいかなる書式でも、また匿名でもおこなうことができ、回

答は直ちにおこなわれなければならない。閲覧を拒否された場合は、上位機関に訴えることがで

き、次いで行政に関する国会オンブズマンあるいは法廷に持ち込むことができる。オンブズマン

の決定は拘束力こそないが通常は守られている。法令の最新版はおそらく PSI 指令の実施を顧慮

したものとなるだろう。 

 

データ保護/個人情報保護法令 

 

個人データ規制 

 

個人データ処理に関する規制（個人データ規制）は 2000 年 4 月 14 日付け個人データ処理に関す

る法令第 31 号（個人データ法）セクション 3,4,12,13,14,26,30,31,32,33,41,43,44,48 および 51 に基

づいて 2000 年 12 月 15 日付け国王令により規定されている。これらの条文は 2003 年 12 月 23 日

に（個人データ規制第 1798 号として）改訂されている。 

 

電子商取引法令 

 

電子商取引法 

 

ノルウェーの電子商取引法（2003 年法令第 35 号 23.5）は電子商取引に関する EU 指令（指令

2000/31/EC）を国家の法令として取り入れたものである。 

 

電子通信法令 

 

電子通信法 

 

2003 年 7 月 4 日に公布されたこの法律の狙いは、国全体のユーザーが社会のリソースを効率的に

利用して、持続的競争を維持しつつ産業の発展と革新を実現し、健全かつ妥当な価格で未来指向

の電子通信サービスを確保することにある。この法律は電子通信の送信のみならず関連するイン

フラ、サービス、機器、設備なども規制している。同時に電磁周波数スペクトルの管理や番号、

名前、住所などの管理までカバーしている。 

 



 

参 1-4-55 

行政との電子通信および行政内部における電子通信に関する規制 

 

「行政との電子通信および行政内部における電子通信に関する規制」の政府案は労働省と内閣府

が作成したものだが、2002 年 7 月 1 日に承認された。この規制によって電子通信の安全かつ効果

的な利用のための法的枠組みが出来上がった。 

 

電子署名法令 

 

電子署名法 

 

2001 年 6 月 15 日付け法律第 81 号は電子署名（電子署名法）に関するもので、個人の電子識別に

関する詳細条項を含んでおり、正規の電子署名に対して行政目的の従来の署名と同等の地位を与

えている。この法律は 2002 年 12 月 20 日付け法律第 110 号によって最終的に改定されているが、

関連する EU 指令（1999/93/EC 指令）を実施に移すためのものである。これに関連するものとし

て、「行政との電子通信および行政内部における電子通信」が準規制(sub-regulation)として存在す

る。政府は PKI に対しては実践的アプローチを取って、規制や政策的枠組みを確立し公的セクタ

ーのための一般的 PKI ソリューション導入の技術的要請を明確にしたりしてきた。政府は新技術

の利用に関しては先駆者であることを避けて Telenor 社あるいは銀行筋などの市場関係者に委ね

て、市場に出ていないソリューションの開発と供給に関してもリスクを取ることを避けてきた。 

 

一般的な PKI 仕様の開発はすでに完了しており PKI の導入は間近に迫っている。 

 

電子調達法令 

 

公的調達法 

 

2006 年 3 月、ノルウェー政府は法令パッケージ（Storting（ノルウェー議会）に対するプロポーザ

ル）を公表して、将来の公的調達に関する改定規則を提示した。行政改革省（Ministry of Government 

Administration and Reform）は当初 2007 年 1 月 1 日を実施目標日に設定した。改訂条文によると電

子調達は従来の調達に完全に替わるものとして受け入れられている。電子調達事務局は現在種々

のツールをテスト中で、電子ビジネスを促進し北欧の電子インボイス整備に協力している。新し

い条項は公的組織に、NOK100,000 以上のすべての調達契約の重要な手続きや決定を登録すること

を義務付けている。 

 

公的セクター情報（PSI）再利用 

 

ノルウェーにおける政府機関の間の協働の多くは、個人データ記録情報を互いに交換することで

ある。大きな官庁のいくつかは、大規模な中央記録簿を開発して、それを市民や企業に対するサ

ービス提供の基礎として利用している（たとえば、人口記録簿は税務監査庁（Tax Inspectorate）が
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開発し保有している）。しかしながら、ノルウェー政府にとっての前提条件および目標は、包括的

中央データ記録システムの存在であり、これら記録簿に含まれているデータをより一層利用でき

るようにすることにあった。この必要に迫られて政府は各閣僚間および各政府機関間の作業部会

を設置して、公的データの再利用、標準化、価格設定のための共通ソリューションの発見を促進

することにした。 

 

膨大な量の公的セクター情報を提供する重要なインフラは Digital Norway と呼ばれる地理データ

を中心とした協力作業の成果である。2005 年に設立されたが、これは www.geonorge.no geo-portal

や利用可能データのコンテンツ要約、このインフラがサポートするサービス、などに対する管理/

技術サポートサイトである。データはウエブマップサービスとして配信され、標準フォーマット

で利用できる。市町村や地方自治体は重要な提供者/利用者であり、企業も geo-data サービスを通

じて価値を創造することが可能である。eNorway2009 に表明されているように、政府はすべての

公的団体が geo-data に責任を持ち、主要ユーザーとしてこの全国空間データインフラ（NSDI）の

建設、運営、維持管理に協力するように希望している。 

 

公的セクター情報の再利用に関する EU 指令（PSI 指令）については、2003 年 6 月に閣僚間作業

部会が任命されて、ノルウェーの法律の下で実施するように勧告することを委任された。作業部

会は 2004 年 8 月 30 日に報告書を提出している。 

 

報告書は政府諸機関に配布され、そこで協議がおこなわれた。コメントの提出期限は 2004 年 12

月 1 日だった。作業部会の勧告や協議段階で出された意見はすべていまの情報自由法の改訂の中

で検討されることになっている。EU 指令が新しい情報自由法の中で実施されるようになることは

ほぼ確実である。その場合、特定分野の公的情報へのアクセスを規制する他の諸法令の改正が必

要になるだろう（たとえば、2003 年 5 月 9 日付け法律第 31 号環境情報関連法、1985 年 6 月 14 日

付け法律第 77 号計画/実施法、2001 年 5 月 18 日付け法律第 24 号保健データファイリングシステ

ム、1998 年 12 月 11 日付け法律第 1193 号公的アーカイブに関する規制、その他）。 

 

電子政府の関係者 

 

国家的電子政府 

 

政策/戦略 

 

行政改革省 

 

政治レベルでは行政改革省が情報技術利用の開発と協働に関する国の政策に責任を負っている。

また同省は政府がより効率的になりサービス指向になるための方策や、購買活動、電子調達につ

いても責任を負っている。 

 

http://www.geonorge.no/�
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IT 政策局（Department of IT Policy） 

 

行政改革省の下にある ICT 政策局は、情報社会に向けての総合的政策に関連する戦略と政策の開

発の取り組みに責任を負っており、そのなかには eNorway 計画も含まれている。同局はブロード

バンド普及関連の政策を管轄しており、国中どこでもブロードバンドが使えることを目指してい

る。また公的サービスへのアクセスが大きな問題になっている電子行政の開発を先導し協働する

責任を担っている。この分野では、公的ウエブポータル MinSide(My Page)の更なる開発が重要な

手段となる。目標は一般市民が利用できる開かれた行政サービスの創造にある。 

 

協働 

 

IT 政策局 

 

行政改革省のなかにある IT 政策局は、政府の IT 政策および電子行政開発と協働する任務を持っ

ている。 

 

電子政府の協働組織 

 

電子政府協働機関（KoeF）は行政改革省の下にある諮問機関であり、14 の国家機関の長と市町村

セクターの代表 2 名から構成されている。業務は公的セクター内外の電子的相互関係を促進して

ユーザー指向サービスの数と質を向上させること、情報とビジネスの開発、公的リソースの利用

増進などである。 
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実施 

 

行政サービス 

 

行政サービス（GAS）は政府機関のひとつであり、諸官庁がコンピューターシステムの運用を含

む、費用効果や共通業務に関して相乗効果をあげることを狙いとしている。同機関は行政改革省

に対して報告をおこなう。GAS は以前の電子政府ポータル Odin のプロバイダーだったが、いま

は新しい政府ポータル Government.no を所管している。 

 

サポート 

 

IT 政策局 

 

IT 政策局は個人保護に関して問題の多い ICT 安全防衛の関連業務を所管している。また同局はオ

ープンスタンダードやオープンソースコード、さらに公的セクターの ICT 共通アーキテクチャの

創造にも取り組んでいる。 

 

ノルウェー情報安全センター 

 

ノルウェー情報安全センター（NorSIS）はノルウェーの ICT 安全関連活動に責任を負っている。

センターは企業や関係機関から安全関連の事件に関する報告書を受け取るほか、ノルウェーの

ICT システム全体に対する脅威を察知するような取り組みもおこなっている。センターの設立は

2000 年 6 月の脆弱性委員会（Vulnerability Committee）の勧告に基づくもので、情報通信技術（ICT）

に対する社会の脆弱性を減殺しようとする戦略の一環である。 

 

監査/保証－地方自治体電子政府 

 

ノルウェー監査事務所（Office of the Auditor General of Norway） 

 

監査事務所はコミュニティの資源や財産が Storting（ノルウェー議会）の決定に沿って利用/管理

されることを保証しなければならない。そのため国家の経済活動のすべてを監査し、モニターし

てアドバイスする責任を持っており、財務監査、業務監査、経営管理をおこなっている。この事

務所は行政に対して独立した地位を有しており、監査/モニタリングの結果はノルウェー議会に報

告することになっている。4 年任期で選出された 5 名の監査官からなる理事会(Board)が運営して

いる。 

 

政策/戦略 

 

地方自治体 
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ノルウェーの電子政府へのアプローチは全体として分権的である。ノルウェーは 430 の市町村と

19 の郡（2007 年現在）に分けられており、それぞれが ICT 分野では独立した意思決定責任を持っ

ている。 

 

実施 

 

地方自治体 

 

地方自治体はその能力の枠内でプロジェクトを実施している。 
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データ保護サポート 

 

プライバシー保護に関する政府委員会 

 

地方自治体のノルウェー連合 

 

2007 年 5 月、政府に任命されたプライバシー保護に関する政府委員会は、技術開発の視点から個

人保護の脆弱な状態を調査して、私的個人保全の強化およびプライバシー保護に関して勧告する

ことになっている。報告書は 2008 年 12 月に提出される予定である。 

 

地方自治体のノルウェー連合（KS）はその会員たちと協力していくつかの分野で以下のような ICT

開発に貢献することを狙いとしている： 

 

☆ 市町村セクターの、中央機関やサプライヤーその他利益団体、に関する利益擁護：ノルウェ

ーデータ視察団(Norway Data Inspectorate) 

 

☆ 情報交換、ソリューションと結合ツールの統合（理想的には中央政府と共同して）のための

基準や必要な仕様の開発に対する貢献。データ視察団は独立行政組織のひとつで、データ保

護法に基づいて業務を受託している。諸組織の個人データ処理の適合性を検査したり、極秘

データの処理をライセンスによって規制したり、プライバシー保護に関するアドバイスなど

をおこなっている。 

 

☆ 市町村セクターの能力開発を支援して、プロポーザルや勧告書、ベンチマーク、ガイドライ

ンなどを作成し、体験交換ネットワークを設立している。プライバシー上訴理事会（Privacy 

Appeals Board）はノルウェーデータ視察団の決定に対する上訴組織である。プライバシー上

訴理事会はノルウェーデータ視察団の決定に対する上訴を個人データ法やほかの法律に基づ

いて検討する。 

 

KS は電子政府の共同組織に参加して、行政改革省と政治レベルないしは行政レベルで定期的に会

合を持っている。また KS は ICT 問題に関して協働している他省庁や他局のいくつかの理事会、

委員会、作業部会にも参加している。 

 

電子政府のインフラ 

 

ポータル 

 

norway.no 

 

ワンストップサービス・ポータル norway.no はノルウェーの公的セクターへの玄関口であり、2005
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年末から全市民に利用可能になった。この年以降、このポータルは行政改革省の下にある公的機

関「Norway.no」によって管理されてきた。このようなポータルの最初の概念は先ず 1999 年に政

府のプログラム「分かり易いノルウェー(“A Simpler Norway”)」の中のひとつのプロジェクトとし

て出現し、2000 年 1 月に「地方自治体のノルウェー連合」の協力を得て開始された。 

 

ポータル norway.no は 3 種類のバージョンで閲覧できる：英語および 2 種類の公式ノルウェー語文

語体－すなわち、Bokmal(全くの「文語体」)および Nynorsk(全くの「新ノルウェー語」)である。 

 

それぞれにウエブアドレス www.norway.no, www.noreg.no および www.norge.no によってアクセス

可能である。このポータルは公的セクターのなかで特定の話題（たとえば、雇用主や求職者につ

いての話題など）に関する情報を提供している。 

 

インターネットを通じての情報やサービスに加えて、norway.no では電話や、SMS,ファックス、郵

便、イーメール、チャットなどで利用できる市民のヘルプデスクが目玉になっている。このデス

クはユーザーに他の政府機関を教えることもしている。最近 norway.no は公的セクターの情報政策、

公的ウェブサイトの全国的評価、アクセス可能性ガイドラインに対する適合性の監督、公的情報

に対するカテゴリー化システム、などに関して新しい責任を与えられている。 

 

MyPage 

 

MyPage ポータルは 2006 年 12 月、Norge.no/行政改革省によって開始された。これはオープンソー

スベースのユーザー定義、ユーザー保証（user-secured）の「ワンストップショップ」ソリューシ

ョンでありシングルサインオン（SSO）が付いている。ユーザーは一箇所で個人別の公的電子サ

ービスをおこなうことができる。用意されている情報はテーマ別に整理されていてサービスはユ

ーザーのニーズに応じてグループ化されて分類されている。 

 

MyPage はノルウェー政府と市町村との両者を網羅しており、市民の公的サービスすべてをカバー

している。運用開始たった 4 ヵ月後の 2007 年 5 月には、MyPage は 40 以上の公的機関から 200

以上のサービスを市民に提供し、20 万人の市民（人口の 5%）が利用した。 

 

これまでのところ、納税カードの変更および老齢年金の予想額問い合わせの 2 つが最も利用され

ているサービスであるが、この他アドレス問い合わせや不動産/自動車の所有権問い合わせが良く

利用されている。中には自分が知らなかった不動産が判明した人もいるなど、MyPage によって今

まで公的機関が持っていた情報が修正された事例もすでに多く出ている。オンラインサービスに

よる参加を通して、MyPage ポータルは市民が自分たちについて色々な機関が持っている情報を見

ることを可能にしている。 

 

Altinn 

 

http://www.norway.no/�
http://www.noreg.no/�
http://www.norge.no/�
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税務理事会(Tax Directorate)、Bronnoysund 登録センターおよびノルウェー統計は、Accenture 社

の参加も得て、企業の報告チャンネル、Altinn(“AllIn”)を開発した。Altinn は政府機関から課され

た報告義務を軽くするために一連のサービスを提供している。これは書式や業務手順を開発し維

持するためのソリューションであると同時に企業から政府への情報の流れを滑らかにする報告ソ

リューションでもある。企業は報告する情報をインターネットのポータルウェブサイトあるいは

自分の内部情報システムまたはソフトウェアパッケージを使って Altinn にファイルする。自営業

や企業の自社報告書(self-reporting)など多くの法定報告の 80-90%はユーザーサイトシステムから

直接提出されている。これができるという事実が多分、何故「AllIn」がこのように広く利用され

ているのかの理由を説明しているといえるだろう。個人も自分の所得税を AllIn を通じて電子的に

申告することができる。 

 

Altinn は、マイクロソフト BizTalk サーバー2004 を含む統合サーバーソフトウェア、「マイクロソ

フトウィンドウズ・サーバーシステム」上に構築されている。それによって、政府機関のバック

エンドシステムと企業の第三者システムとのコミュニケーションが可能になっている。 

 

XML ベースのウェブサービスは、National Register で定義された XML Altinn インタフェース仕様

を使って、ソフトベンダーが Altinn 統合製品を生産することを可能にしている。 

 

ネットワーク 

 

ノルウェーは電気通信の、ネットワークやサービス、電子政府に適合したインフラを保有してお

り、それによって行政間のシステム相互運用やデータ交換が可能になっている。国連電気通信イ

ンフラ指数は 2005 年で 0.682 だったが、これはフィンランド(0.652)、ドイツ(0.623)、シンガポー

ル(0.645)より上位にあり、スウェーデン(0.840)、アイスランド(0.770)、米国(0.749)に続く高い数値

である（国連「世界の電子政府整備状況報告書 2005」参照）。 

 

全国保健ネットワークの事例に見られるように、いくつかの分野で政府は個別のインフラ建設を

サポートしている。このネットワークは 5 つの地域ネットワークを結んで保健/社会セクターのな

かで単一の情報交換プラットフォームを提供している。同様にしてデータ共有コミュニケーショ

ンサービスが各省をつないでいる。行政はウェブ経由で利用できる government.no ポータルを準

備し、共通アーカイブや事例処理システムなどを含むインターネットサービスを提供している。 

 

電子識別(eIdentification)/電子認証(eAuthentication) 

 

ノルウェーではすべての個人は National Register に登録すれば地方税評価事務所（likningskontor）

経由で 11 桁の個人識別番号（personnumber/fodselsnummer）を入手できる。共通 PKI 仕様の公表

（2005 年 1 月）の後には、いくつかの商業関係者は電子署名ソリューションも提供している。そ

の主なものは Telenor(携帯電話技術を利用した“Telenor Mobile Smartpay”)および銀行であり、バン

クカードやペイ・パー・サービス型の取引モデルを使っている。 
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電子調達 

 

eHandel.no 

 

電子調達ポータル/市場 eHandel.no は 2002 年 6 月から運用されていて、中央政府、地方自治体、

市町村およびそのサプライヤーに開放されている。その目的は公的セクター事業体やそのサプラ

イヤーが、相互に電子調達を利用する際に、ユーザーに優しく利用できるツールに容易にアクセ

スできるようにすることにある。実際のサービス配信と電子調達運用ツールへのアクセスは、国

際入札によって選ばれた民間オペレーターによって提供されている。 

 

eHandel.no を通じて使用する電子調達運用ソリューションは、ユーザーがウェブベースサービス

経由または内部調達システムまたはオーダー処理システムにアクセスして入手できる。レガシー

システムとの統合も、公的セクターのバイヤーおよびサプライヤーともに利用可能である。

eHandel.no サービスのオペレーターとの契約の一部として、ユーザーインプットや新しいソフト

ウェアの利用可能性に基づいて利用可能な機能は頻繁に更新されることになっている。 

 

電子調達を定めたあたらしい法律の採択に伴って、政府は 2009 年までに公的セクター調達量の

25%が完全にまたは部分的に、企業との協働によって、電子的手続きを通じた入札によっておこ

なわれると期待している。 

 

知識管理 

 

Kunnskapsnettverk.no 

 

ノルウェーの公的セクターにおける学習ネットワークと訓練コミュニティに対するサポートは

Kunnskapsnettverk.no ポータルが良い事例である。これはウェブベースのソリューションで、ノル

ウェー全国の市町村の知識普及と学習ネットワークの構築に焦点を合わせている。知識ベースと

協力環境を統合した、私的および仮想的作業空間が用意されていて、人的資源を見ることができ

アクセス可能である。このポータルは 60 以上の知識ネットワークを含んでおり、市町村や省庁の

ほか多くの政府機関の参加者たちを結び付けている。 

 

ノルウェーの全国アーカイブサービス 

 

ノルウェーの全国アーカイブサービスはデジタルアーカイブ共通の標準と仕様を備えており、今

全国のほとんどの公的組織で使用されている。しかしながら、大規模な公的 KOSTRA データベ

ースとの互換性が限られているという問題がある。 

 

市町村が国に報告する KOSTRA（市町村－国家報告）システムは 1995 年に始まり 2002 年 7 月以
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降全面的に運用されている。 

 

全国地理インフラ 

 

Norway Digital National Register ”Norway digital”はデジタル地理データの構築、維持管理、配布の

協力に関する全国的プログラムである。その目的は質の高い地理的情報の利用性を高め、幅広い

ユーザー、とりわけ公的セクターがより多く利用できるようにすることにある。幅広いノルウェ

ーの公的団体が参加を予定しており、国レベルでは省庁とその理事会、地方/市町村レベルでは全

国すべての市町村と地方の公的団体が参加を予定している。 

 

ノルウェー在住者の個人情報はすべて地方税評価事務所に集められて納税や選挙、人口動態分析

などのために利用されている。この情報は National Register (Folkeregisteret)に記録されて税務理事

会(Directorate of Taxes, Skattedirektoratet)によって監視されている。National Register の情報（たとえ

ば、個人の氏名、住所、市民権、識別番号、職業、既婚･未婚の別など）は権限のある公的機関し

かアクセスすることはできない。しかしながら、一般国民は法律目的の場合、National Register の

情報へアクセスすることを申請できる。National Register の情報へのアクセス申請書は、地方税評

価事務所および National Register 事務所で処理される。 

 

Norway digitalに参加している機関はすべて自分のデータをインフラに移送して他のパートナーが

利用できるようにしている。Norway digital は地理データを、参照データとテーマ別データの 2 つ

に分類している。参照データには地理的データ、水路、道路、その他インフラなどが網羅されて

いる。テーマ別データには国家機関や市町村、地方レベルで作られた広範な情報が含まれている。

テーマは人口動態やリスクとリスク管理、要保護地域、汚染、農業資源、森林資源などをカバー

している。 

 

公的記録の集中システム 

 

ノルウェーでは公的記録の集中化によく配慮がなされている。公的機関や地方組織が先導者とし

て信頼されている分権的アプローチによって、データベース記録に依存しているいくつかの大機

関はそれぞれの政策分野のなかで伝統的なやり方で複雑なシステムを開発してきた。システム間

の相互連携と情報交換が、個人と企業の独自の識別定義によって可能になっている。このような

やり方で情報の集中データベース化を開発した機関の事例として、税務理事会、Broonoysund 記

録センター、および環境省と法務省が開発した「ノルウェー土地情報システム」などがある。 

 

情報の配信は新しいインターネット配信技術に基づいて行われている。パートナーの間では、ウ

ェブマップサービス（WMS）によるダウンロード可能なデータが標準フォーマットで利用できる

ようになるにつれて、データベース配信に対する関心は急速に高まっている。データとともにメ

タデータも一緒に配信されている。使用されている技術は国際標準（ISO および OGC）に基づく

ものである。 
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電子政府の市民に対するサービス 

 

このセクションの情報は、20 の基本的公共サービスの共通リストおよびそれらサービスのオンラ

イン利用可能レベルと精度レベルとを予測するのに使った拡張手法に基づくものであり、2007 年

9 月に Capgemini 社が作成した年次報告書「ユーザーの挑戦：オンライン公共サービス供給の水

準」を基にしている。 

 

市民に対する 12 のサービスは以下のとおり： 

 

1. 所得税：公示、評価の通知 

2. 雇用事務所による求職サービス 

3. 社会保障手当て 

4. 個人的書類：パスポートと運転免許証 

5. 自動車登録（新車、中古車、輸入車） 

6. 建築許可申請 

7. 警察への届け出（たとえば、盗難などの場合） 

8. 公立図書館（目録の所在、検索ツール） 

9. 証明書（出産や結婚）：申請と発行 

10. 高等教育/大学への入学 

11. 転居通知（住所変更） 

12. 保健関連サービス（利用したいサービスのある病院の問い合わせや診療予約） 

 

それぞれのサービスについて、最大限可能なレベルに対する現状のサービスレベルが明示されて

いる。 

 

第 1 段階：情報 

第 2 段階：情報の一方向の流れ（ダウンロード可能な書式） 

第 3 段階：情報の双方向の流れ（電子書式） 

第 4 段階：取引（完全な電子的処理） 

第 5 段階：個人化（革新的、オートメーション化） 

 

1. 所得税：公示、評価の通知 

 

責任：税務理事会、地方税評価事務所 

 

ウェブサイト：http://www.skatteetaten.no/ 

 

精度レベル：5/5 

http://www.skatteetaten.no/�
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備考： ノルウェー税務局（Norwegian Tax Administration）別名、税務理事会(Tax Directorate)はオ

ンラインブローシャを保有しており、そのなかで納税や確定申告手続きが説明されてい

る。市民の取引は地方税評価事務所（likningskontor）を通じておこなわれている。オン

ラインサービスは Altinn ポータルを通じてもアクセスできる。 

 

2. 雇用事務所の求職サービス 

 

責任：労働 /社会統一省(Ministry of Labour and Social Inclusion)、ノルウェー労働福祉サービス（NAV） 

 

ウェブサイト：http://www.arbeidsdirektoratet.no/page?id=253  

 

精度レベル：  4/4 

 

備考： 求職オンラインサービスとして完全に機能している。空席はヨーロッパ雇用サービス

（EURES）の職業流動性ポータルで自動的に公表される。 

 

3. 社会保障手当て 

 

a. 失業手当て 

 

責任：労働/社会統一省、ノルウェー労働福祉サービス（NAV） 

 

ウェブサイト：http://www.arbeidsdirektoratet.no/page?id=1073743655 

 

精度レベル：4-5/5(社会保障手当て関連手続きの平均精度レベル) 

 

備考： 失業手当と給付の個別情報はノルウェー社会保険スキーム 2007 の説明に記載されてい

る。完全なオンライン登録であり相互交流がある。 

 

b. 児童手当て 

 

責任：労働と社会統一、ノルウェー労働福祉サービス（NAV）、ノルウェー児童、青年、家事理事

会 

 

ウェブサイト：http://www.arbeidsdirektoratet.no/page?id=250 

http://www.bufetat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.PublicOpenFolder;I 

D=232 
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精度レベル：4-5/5(社会保障手当て関連手続きの平均精度レベル) 

 

備考： ノルウェー児童、青年、家事理事会（Bufdir）は援助や支援を必要としている児童や青

年、家族に対するサービス提供に責任を負っている：たとえば、家族カウンセリング、

児童擁護施設、児童福祉、養子縁組など。父母の産休についての雇用ガイドラインに関

しては、ノルウェー労働監督庁が情報提供をおこなっている。オンライン精度は情報と

マニュアル提出のダウンロードフォームに限定されている。家族手当に関する個別情報

はノルウェー社会保険スキーム 2007 の説明に書かれている。 

 

c. 医療費（償還または直接精算） 

 

責任：ノルウェー労働福祉サービス（NAV） 

 

ウェブサイト：http://www.arbeidsdirektoratet.no/page?id=252 

 

精度レベル：N/A 

 

備考： ノルウェーではサービス評価は適用不能 

 

d. 奨学金 

 

責任：中央政府、教育省、国家教育ローン 

 

ウェブサイト：http://www.lanekassen.no 

 

精度レベル：4-5/5(社会保障手当て関連手続きの平均精度レベル) 

 

備考： 最初の申請から学生ローンや奨学金の支払までの手続きはすべて ERP(「エンタープライ

ズリソースプランニング」)プラットフォームによって電子的におこなわれている。申請

書やデータコントロール、支払などは電子的に処理されている。Altinn システムを使っ

た、PKI による電子署名によって学生は電子的にサインできる。 

 

4. 個人的書類：パスポートと運転免許証 

 

a. パスポート 

 

責任：国家警察庁、地方警察と警察署 

 

ウェブサイト：http://www.politi.no 

http://www.arbeidsdirektoratet.no/page?id=252�
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精度レベル：2-3/4（個人的書類に関連する手続きの平均精度レベル） 

 

備考： 情報と提出する印刷可能書式によって市民はパスポート取得手続きを開始できる 

 

b. 運転免許証 

 

責任：中央政府、ノルウェー公共道路局(Norwegian Public Road Directorate) 

 

ウェブサイト：http://www.vegvesen.no 

 

精度レベル：2-3/4（個人的書類に関連する手続きの平均精度レベル） 

 

備考： EEA(ヨーロッパ経済地域)発行の運転免許証を持っている人と、それ以外の地域発行の運

転免許証を持っている人とでは異なる規則が適用される。ノルウェー公共道路庁

(Norwegian Public Road Administration) (Statens Vegvesen)は「ノルウェーを走るには－その

方法」と題するパンフレットを発行した。そのなかで運転免許に関する新しい規制が説

明されている。オンライン情報とダウンロード書式はあるがオンラインによる提出はで

きない。 

 

5. 自動車登録（新車、中古車、輸入車） 

 

責任：中央政府、ノルウェー公共道路局 

 

ウェブサイト：http://www.vegvesen.no 

 

精度レベル：4/4 

 

備考： ノルウェー公共道路局は道路安全ガイドライン：「Donna Diesel-安全運転」を自分のウェ

ブサイトに公表している。ノルウェーにおける自動車運転についての詳細は近くの道路

交通サービス事務所で訊くことができる。ノルウェー税関は自動車の輸入と登録に関す

る情報を準備している。 

 

6. 建築許可申請 

 

責任：市町村 

 

ウェブサイト：http://www.norway.no/styresmakter/kvaliste.asp?id=45691, http://www.no/ 

 

http://www.vegvesen.no/�
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精度レベル：2-3/4 

 

備考： 建築許可の電子申請はノルウェーでは従来から実施されてきた。ByggSok Information 

(http://byggsok.no/)は計画や申請を作成する際に必要な情報システムである。ノルウェー

の 431 の全市町村は共同ウェブサイト上でゾーニングと建築に関する情報を公表するこ

とができる。 

 

 ByggSok Information は全体的ないしは個々の市町村別のゾーニング計画や建築申請に関

する情報を提供している。建築申請はインターネット経由で登録されている。ByggSok

は地図システムと統合されていて、統合「EDMmodelServer」によってゾーニングの規則

/規制との自動照合をおこなうこともできる。申請者は関係する事柄ごとに定められた申

請手順にしたがって案内され、手続きの最後まで教えてもらうことができる。 

 

 すべての情報が入力されると、内容がチェックされる。申請書に問題がなければ印刷さ

れ、あるいは地方自治体へ電子的に提出される。 

 

 申請書は将来より正確になり、地方自治体や申請者の時間と費用が節減されるだろう。 

 

7. 警察への届け出（たとえば、盗難などの場合） 

 

責任：国家警察庁、地方警察と警察署 

 

ウェブサイト：http://www.politi.no 

 

精度レベル：2/3 

 

備考： 手書き提出用にオンライン情報/書式がダウンロードできる 

 

8. 公立図書館（目録の所在、検索ツール） 

 

責任：参加図書館（39） 

 

ウェブサイト：http://biblioteksvar.no 

 

精度レベル：4/5 

 

備考： 地方公共図書館では、蔵書に関するデジタル参照サービス、予約、あるいは開館時間な

ど一般的問い合わせに、e-chat、e-mail、または Biblioteksvar 経由 SMS が使える。全国 39

箇所の図書館のスタッフが問い合わせに応じてくれる。 
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9. 証明書（出産や結婚）：申請と発行 

 

責任：中央政府、National Register 

 

ウェブサイト：http://www.noreg.no/ 

 

精度レベル：N/A 

 

備考： ノルウェーでは結婚しようとする場合、婚姻法に基づく資格証明が必要となる。証明は

国民（Forkeregisteret）に対して、新婦か新郎が居住する市町村の地方税評価事務所にあ

るNational Registerがおこなう。非居住者に対する証明申請はオスローにあるOffice of the 

National Register(Sentralkontor for folkeregistering)でおこなわれる。 

 

 新婦と新郎はともに、結婚の条件を満たしている証明 Q-0150 申告書式に記入しなければ

ならない。さらに結婚する二人の立会人(furlover)は Q-0151 宣言書に記入しなければなら

ない。手続きの詳細は Q-0150 書式の裏面に書かれている。これら書式および他のすべて

の必要書類は、 

 

 National Population Registry が所管する、上述した行政機関－中央でも地方でも－に提出

しなければならない。結婚の条件が満たされていれば、結婚に支障ないことを証明した

証明書が送られてくるが、この有効期間は 4 ヶ月である。出産は同様にして National 

Register に登録される。こういう手続きによって、確認作業は関係行政機関が Register に

アクセスして自動的におこなえるため証明書類は存在していない。 

 

10. 高等教育/大学への入学 

 

責任：大学/カレッジ入学サービス(UCAS-Samordna opptak) 

 

ウェブサイト：http://www.samordnaopptak.no/ 

 

精度レベル：4/4 

 

備考： オンラインで提出できる書式を用意しているが、この手続きには資格証明を手書きで記

入しなければならない。 

 

11. 転居通知（住所変更） 

 

責任：中央政府、National Register 

http://www.noreg.no/�
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ウェブサイト：http://www.noreg.no/ 

 

精度レベル：4.4 

 

備考： 住所変更は National Registry に登録しなければならないが、これは関係書式

(Flyttemeldingsskjema)に記入して地方税評価事務所(Likningskontor)へ送ればよい。ノルウ

ェー郵便サービス Norway Post へも通知する必要がある。関係あるサービスへは Altinn

ポータルを通じてアクセスできる。ノルウェー市民は国内における住所変更を完全にオ

ンラインでおこなうことが可能である。2006 年には住所変更をおこなった市民の約 28%

が Altinn 経由で電子的におこなっている。 

 

12. 保健関連サービス（利用したい医療サービスのある病院の問い合わせや診療予約） 

 

責任：中央政府、ノルウェー保健省、保健社会保障理事会 

 

ウェブサイト：http://www.shdir.no/ 

 

精度レベル：N/A 

 

備考： ノルウェー政府は患者の治療を受ける病院の選択権を改善したいと考えている。この権

利は「患者の権利法」に書かれている。法律では患者は、どの病院ないしは地域精神療

養センターで治療を受けるか選択する権利を持つ、と規定している。インターネットサ

ービス「病院の自由選択」は以下の情報とサービスを提供している： 

 

・ 公立/私立病院 

・ 選定された病院の 90 種の治療の待ち時間比較 

・ 患者の権利、法律、病院の自由選択、関連ニュース、ヘルプについての関連情報 

・ 参加病院の質の指標 

 行政や患者アドバイザーはオンライン管理ツールへのアクセスを持っている。そこ

では待ち時間や医療の質の指標、その他の事項が日ごとに更新されている。患者ア

ドバイザーは電話でも連絡できる。入院は患者アドバイザーやその主治医が決める

ことができる。 

 

電子政府の企業に対するサービス 

 

このセクションの情報は、20 の基本的公共サービスの共通リストおよびそれらサービスのオンラ

イン利用可能レベルと精度レベルとを予測するのに使った拡張手法に基づくものであり、2007 年

9 月に Capgemini 社が作成した年次報告書「ユーザーの挑戦：オンライン公共サービス供給の水準」
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を基にしている。 

 

企業に対する 8 つのサービスは以下のとおり： 

 

1．従業員に対する社会負担 

2．法人税：申告、届出 

3．VAT：申告、届出 

4．新会社の登録 

5．統計事務所へのデータ提出 

6．税関申告 

7．環境関連認可（報告書を含む） 

8．公的調達 

 

それぞれのサービスについて、最大限可能なレベルに対する現状のサービスレベルが明示されて

いる。 

 

第 1 段階：情報 

第 2 段階：情報の一方向の流れ（ダウンロード可能な書式） 

第 3 段階：情報の双方向の流れ（電子書式） 

第 4 段階：取引（完全な電子的処理） 

第 5 段階：個人化（革新的、オートメーション化） 

 

1. 従業員に対する社会負担 

 

責任：中央政府、国家保険庁、地方社会保険事務所 

 

ウェブサイト：http://app.norway.no/styresmakter/kvaliste.asp?id=45596 

 

精度レベル：4/4 

 

備考： 従業員の社会負担の申告は完全にオンラインで処理されている。 

 

2. 法人税：申告、届出 

 

責任：税務局、地方税評価事務所 

 

ウェブサイト：http://www.skatteetaten.no/ 

 

精度レベル：4/4 
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備考： ノルウェー税務局はオンラインブローシャを保有しており、そのなかで納税や確定申告

手続きが説明されている。貿易/産業省を代表する Bedin も税金に関する企業情報を提供

している。  

 オンラインサービスは完全に双方向である。 

 オンラインサービスは完全に双方向であり、Altinn ポータルを通してアクセス可能であ

る。 

 

3. VAT：申告、届出 

 

責任：税務局、地方税評価事務所 

 

ウェブサイト：http://www.skatteetaten.no/ 

 

精度レベル：4/4 

 

備考： ノルウェー税務局はオンラインブローシャを保有しており、そのなかで VAT 納付や確定

申告手続きが説明されている。貿易/産業省を代表する Bedin も税金に関する企業情報を

提供している。  

 オンラインサービスは完全に双方向であり、Altinn ポータルを通してアクセス可能であ

る。 

 

4. 新会社の登録 

 

責任：中央政府、貿易産業省 

 

ウェブサイト：http://www.regjeringen.no/en/ministries/nhd.html?id=709 

 

精度レベル：4/4 

 

備考： Bonnoysund Register は公的行政改機関であり、ノルウェーで多くの全国的な管理、情報、

登録スキームに携わり、国のコンピュータ登録を所管している。また企業登録のオンラ

イン書式を作成している。 

 

5. 統計事務所へのデータ提出 

 

責任：ノルウェー統計局 

 

ウェブサイト：http://www.ssb.no/ 

http://www.skatteetaten.no/�
http://www.regjeringen.no/en/ministries/nhd.html?id=709�
http://www.ssb.no/�


 

参 1-4-74 

 

精度レベル：3/5 

 

備考： 企業のための新しい報告チャンネル Altinn は、一連のサービスを提供して政府が要求す

る報告の負担を軽減している。企業は報告情報を、インターネットポータルを通じてあ

るいは給与財務システムや年度決算パッケージなどの自社の内部情報システムやソフト

ウェアパッケージを使用して、Altinn に提出している。 

 

6. 税関申告 

 

責任：中央政府、税関 

 

ウェブサイト：http://www.toll.no/ 

 

精度レベル：4/4 

 

備考：双方向オンラインサービス 

 

7. 環境関連認可（報告書を含む） 

 

責任：中央政府、環境省 

 

ウェブサイト：http://www.regjeringen.no/en/ministries/md.html?id=668 

 

精度レベル：2/5 

 

備考：情報と書式がダウンロードできる。 

 

8. 公的調達 

 

責任：中央政府、行政改革省、電子調達事務局 

 

ウェブサイト：http://www.ehandel.no/ 

 

精度レベル：3/4 

 

備考： 電子調達ポータルおよび政府の電子商取引のための市場が ehandel.no であり、2002 年に

開設された。その目的は、公的セクター企業やそのサプライヤーに、完全にオンライン

化されユーザーに優しく手ごろな、電子調達運用ツールを用意することにある。 

http://www.toll.no/�
http://www.regjeringen.no/en/ministries/md.html?id=668�
http://www.ehandel.no/�


参考資料 1-5．デンマークの電子政府戦略 2007-2010(抄訳) 

出典： Denmark finans ministeriet（デンマーク財務省）資料をもとに抜粋、和訳。 
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デンマークの電子政府戦略 2007-2010(抄訳) 

 
デジタル署名：公共企業体の任意の異なるブランチおよび民間会社の多くと通信する場合

に、自分を確証することで市民とビジネスが使用することができる認証制度。 
 
市民ポータル(Borger.dk)：行政組織に関係なく公共部門情報への容易なデジタルアクセス

が可能なワンストップ・ショップで、市民中心のデジタル・セルフ・サービスを提供。 
 
MyHome(MinBolig)：市民の住宅補助や税の収納など家庭生活に関するすべてのサービス

を提供する市民ポータル。 
 
MyChildren(MineBorn)：デイケア、学校、子供のヘルスケアなど、子供に関連する市民ポ

ータル・サービス。 
 
ビジネス・ポータル(Virk.dk)：ビジネス・ポータルは、行政組織に関係なくビジネス情報

やビジネスに関するワンストップ・ショップで、デジタル・セルフ・サービスを提供。 
 
e-ヘルスポータル(Sundhed.dk)：デンマークの eHealth ポータルは、すべてのヘルスケア・

サービスへのアクセスを統合した、ヘルス情報を総合的に提供するポータル。 
 
e-Income(eIndkomst)：給料、年金および社会的便益のような収入についての情報を提供す

る。公益の最新情報が獲得でき、個人データの再使用も安全に行うことができる。 
 
e-インボイス(eFaktura)：電子的な送り状を作るシステム。2005 年 2 月以来、政府組織は

サプライヤーから電子インボイスだけを受理することを要求している。 
 
イージー・アカウント(NemKonto)：イージー・アカウントは、公共機関からの支払いがす

べて直接転送される銀行口座。市民と会社はイージー・アカウントとして既存のアカウ

ントを指定している。 
 
e-day(eDag)：連邦政府、地方政府および地方自治体に対して個人情報を安全に保護するこ

とで、政府との電子的データ交換が可能な権利を提供する。市民とビジネスは、安全な

電子的データ交換を通じて当局と連絡をとることができる。 
 
電子健康記録(Elektronisk patientjournal、EPJ)：デンマークの電子健康記録プロジェク
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トは、患者記録の安全で効率的な電子の取り扱いのための包括的なシステムを作成する

ことを目指す。 
 
EasySMS(NemSMS)：医者、病院および他のエリアの公共機関や行政機関とのアポイント

メントを取り付けるための SMS サービス。 
 
公共部門電子ファイルとドキュメントの管理(FESD)：FESD は、電子ファイルとドキュメ

ント管理システムの標準化を行う政府イニシアチブ。 
 
ユーザ認可および認証管理およびコントロールシステム(Brugerrettighedsstyring)： 
データへの安全なアクセスを保証する認可および認証用の共通の公共部門システム。 

 
共同の政府の協力(STS)のための運営委員会： 

共同の政府の協力のための運営委員会は、国の電子政府戦略や政策に対する連帯責任を

持ったデンマークで電子政府のための中央の意志決定機関。 
運営委員会は、地方自治体および地方政府のディレクターに加えて、4 つの省(金融、科

学技術＆イノベーション、経済＆商務、内務および厚生)の事務次官から構成される。 
 
共有されるオブジェクト・タイプ共同作業(FOT)： 

FOT プロジェクトは地理データ収集のための標準的手法を提供。 
 

より良いデジタル・サービス、効率および共同作業 

これまで公共部門は管理を改善するためにデジタル技術を使用し、サービスは構築され、

多くの方法でこれらの努力は成功した。デジタル化は公の全体にわたる提供する公共事業

の必須の要素である。デンマークは電子政府開発で指導的地位を国際的に占めている。 
市民とビジネスおよび公共部門の間のコミュニケーションの大部分は、現在電子的に達成

された。多くのエリアでは、公共事業体がわずか数年前より、速くより効率的に伝えるサ

ービスであることを証明した。同時に、現在進行中の試みによる開発手段は、常に新しい

挑戦を伴い、デジタル化の過程で発生する新たな可能性を作っている。 
デジタル分野のローカル、全国、国際的に積んできた経験に基づいて、洗練された公共事

業を用意するために、そのようなイニシアチブを継続することが要求されている。 
2010 年に至る次の 4 年間の努力は、3 つのアーチ形を成す戦略のプライオリティ・エリア

を備えた公共部門デジタル化の国家戦略によって設計される。 
■より良いデジタル・サービス 
■デジタル化による効率化 
■デジタル化による連携の強化 
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これらの戦略は、かつての 2 つの電子政府戦略から経験に基礎を置く。 
2001-2004 の最初の電子政府戦略は、主として市のレベルと地方のレベルおよび州レベル

間の共同デジタル化協力を中心に進められた。 
2004-2006 では公共部門のバックオフィスのデジタル化構築が中心であった。 
順次新しい戦略目標は達成レベルを上げて、公共部門を横断して市民サービスおよび情報

連携の開発のために新しい標準化に向かった。 
3 つの戦略プライオリティ・エリアは、独立したテーマを持っているが、プライオリティ・

エリアはさらに相互に関係を持っている。 
この戦略が適正に実行されることで、デジタル化はより効率的に進められ、リソースをサ

ービスと品質改良の両面で提供することが可能になる。 
 
電子政府プロジェクト 

電子政府プロジェクトは、デンマークの政府と munici palities および郡の間の 2002 年のファイナンシン

グ・アグリーメントによって始められた。最初の共同の電子政府戦略は 2001 年にスタートした。 

2003 年 6 月に、デンマークの政府および市のパーティーは、2006 年の終わりまでプロジェクトを拡張す

ることを決定した。 

また、2004 年 2 月に、第 2 の電子政府戦略は始められた。 

公の近代化政策の不可欠な部分 

地方自治体の代表と同様に政府代表との共同の横断的政府協力のための運営委員会の設立 

2005 年に決定されたパーティー、および地方としてデジタル化への協定の確保 

デンマークの政府と地方自治体および電子政府プロジェクト上の地方の間の共同作業は、2008 年の融資契

約の結果 2010 年まで拡張された。 

このように、プロジェクトは現在の戦略に継続している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル化によ

る効率化 

デジタル化による 

連携の強化 

より良い 

デジタル･サービス 

３つのプライオリティ・エリア 
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プライオリティ・エリアでは、デジタル化が公共部門と併せて市民およびビジネスにそれ

が最も大きな影響を及ぼすエリアで進展するために、基本の優先順位を設定した。 
デジタル化は、市民とビジネスに、より容易にアクセス可能なサービスを公開し、かつセ

ルフ・サービスの程度を拡大させるように意図されている。 
行政組織に関係なく、個々の市民およびビジネスの日々の取引を支援するようにカスタマ

イズされ密着力があるより良いデジタル・サービスを目指す。 
同時に、市民がコミュニケーションのデジタル・チャンネルを使用して、安全性を保証し

たサービスを目指している。 
デジタル化によって行政を効率化し、人員集約的なより広範な分野（市民に焦点を置いた

ケアやサービスなど）に公共部門の人的資源を集中させる。 
公共部門は、常に根本的な社会的情勢に適合し発展していくことが求められる。 
人口統計では、労働可能年齢のデンマーク人の割合が次の戦略期間には減少すると予測し

ている。この傾向は、公共部門に様々なサービス・オプション、透明化および質的変化が

求められていることを示しており、デジタル化によるローカル・サービスの合理化が急務

であることを示している。 
公共企業体は、管理体制の変革および組織的な適応によって、デジタル化プロジェクトに

よる効果をいち早く実現するために、より系統的に作動しなければならない。 
目標は設定されるべきであり、公共部門の至る所での共通の解決策および技術基準の導入

を緊密に続けていかなければならない。 
 
OECD の推薦 

OECD は、2005 年にデンマークで電子政府の評価を行った。 

報告書では、デンマークは仕事を適切に整理する長い道のりから来たと結論を下した。 

この現在の戦略は主要な OECD の推薦に新しい答えを提示した。それは次のものを含んでいた 

より市民中心のイニシアチブのインプリメント 

デジタルと非デジタル・チャンネルの間のリンクへのより大きな焦点 

ビジネスモデルのより良い活用と IT コストの系統的なモニタリング 

強制的な技術的な政策および基準の導入、特に建築上のビジネスおよび IT、およびデータ基準 

政府間の連携に注目すること 
 
デジタル化のための強い拘束力を持った共同作業は、公共部門がそのデジタル化を組織し

開発していく上で極めて重要な要因である。 
2007 年 1 月 1 日以来デンマークの地方自治体が改良した結果、より包括的なより保持可能

な有能なユニットができあがり、これをもとにデジタル化フレームワークを構築した。 
個々の組織のデジタル化に対する責任、セクターを横切った個々の領域エリア用の新しい

共同のデジタル化ボード、組織層および全国プレーヤーの役割を規定した。さらに、公共
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部門でデジタル化努力のより系統的なフォローアップおよび共通のドキュメンテーション

を導入した。また、技術開発中のフォローアップ、共通基準のメンテナンスおよび組織お

よびその組織間のデータ・アクセスを安全に行うための基準を提供した。 
市、地方、また政府機関での共同作業や調整のために、個々の当局はイニシアチブの進行

の保証に責任を負う。 
最良なデジタル解決策で、最もコスト効率の良い開発を安全に行うために、公共部門の IT
開発のステイクホルダーの市場開拓が必要である。公共部門は IT 市場に対して相当な要求

を行うが、完全な協力または民間部門およびグローバルな IT 市場との開発のためのリンケ

ージが得られるまでは開発可能にはならない。できる限り電子政府の成長は国際市場を高

度に発展したオープンな共通の公の標準に基づくべきである。 
 
よりよいデジタル・サービス 

デジタル化は市民とビジネスに、より容易にアクセス可能なサービスを提供することで、

市民とビジネスから公共部門のデジタル・サービスは認知される。 
いつでも便利に、そして価値のあるものとして、市民とビジネスが認識し知覚を集中させ

て初めてコミュニケーションはデジタルによって行われる。 
公共部門とのデジタルによる接触をできるだけ多く提供することで、書面のコミュニケー

ションをすべてデジタルに置き換えることは可能に違いない。 
市民とビジネスの間の直接の接触をできるだけ柔軟で効率的にするために、すべてのエリ

アで根本的なビジネスプロセスを自動化もしくは単純化していく。また、可能な範囲で、

ビジネスとサービスの目的に応じてシステム同士が互いと通信することができる。 
市民ポータルおよびビジネス・ポータルは、一体化した扱いやすい方法で、多くの公共企

業体および機関のサービスおよび情報を、市民やビジネスに対して行政手続きおよびその

オプションサービスの全体的な窓口を提供する。その全体は市民ポータルに内容が集約さ

れており、個々の機関のホームページを通じて提供することができる。 
ここでは、公共部門サービス、必要条件、および個々の市民およびビジネスに利用可能な

オプションが提供される。 
2008 年から 2012 年までに、市民ポータルおよびビジネス・ポータルの両方は、多くの行

政機関と共同して、市民とビジネスの間のすべての処理に応じた公共部門へのアプローチ

および公共企業体のためのフレームワークを形成していく。 
したがってポータルは、さらに他の公的ウェブサイトに表示され統合されるポータルのた

めに開発されたサービスを可能にして、サービスに熱心なアーキテクチャーのためのレバ

レッジとして役立つ。アクセシビリティも、ビジネスと同様に公共部門と市民の間の柔軟

なコミュニケーションによって強くなっていくだろう。 
とりわけ、モバイルのテキスト・メッセージは、医者への訪問、病院予約、および公共部

門とそのユーザの間の他の適切な接触に関して導入される。 
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シングルクリックで、市民とビジネスは、公共部門から必要な情報をすべてデジタルで受

け取ることができる。 
公共機関は、ウェブサイトとサービスが皆にアクセス可能であることを保証するために特

別の責任を持っている。 
インターネットは、自分のイニシアチブ上の公共部門と通信し対話する新しい可能性を多

くのグループに提供する。さまざまな援助を必要とする人々が、公的ウェブサイトにアク

セスし、単純な援助の助けを借りてデジタル・サービスを利用することができるであろう。 
 
Borger.dk 

市民ポータル Borger.dk は市民のための共通の公のデジタル・サービス・チャンネルである。 

ポータルでのデジタル・サービスの市民ポータルおよび権威の開発の拡張で、市民は、デジタル・サービ

スの向上を経験する。 

これは、デジタル・セルフ・サービスをより魅力的・より広範囲にし、それによって、管理職員から相当

な負荷をとり地方自治体、地方および政府が結束し目標を達成することへの道を開く。 

市民ポータルはフレームワークであり、そしてよりよい横断的共同連携のための触媒、公共部門の組織間

の市民サービスを提供する。 

Virk.dk 

ビジネス・ポータル Virk.dk は共通の公共事業チャンネル。 

ここで、ビジネスは公共部門への申請届出のすべて行い、公共事業に関する関連情報を得ることができる。 

ビジネス・ポータルの目標はビジネスが速く容易に報告を行なうことを可能にすることにある。 

ビジネス・ポータルは、ビジネスにそれらの日割仕事での具体的な管理上の軽減を与えるように意図され

ている。 

これは、つまり、事業を営む上での行政手続きに要する時間を解放することになる。 

ビジネス・ポータルの新しいおよび改良版は 2008 年の初めに始められる。 
 

＜中心にある市民およびビジネスとの密着力のあるサービス＞ 
市民、およびビジネス指向のサービスは、公共部門との市民あるいはビジネスインターフ

ェースを考慮して、常に扱いやすく利用可能である必要がある。市の市民サービス・セン

ターおよび市民およびビジネス・ポータルにはこの点で重大な役割がある。 
電子政府戦略の中核目的は、市民とビジネスおよび公共部門の間の中央のコンタクト・ポ

イントにするために公的ポータルを開発することにある。 
組織および管理上の層を横断したデータのアクセシビリティは、利用者に密着力があり注

意深いサービスを届ける公共企業体の能力の第一条件である。 
プロジェクトは市民からで始められる。また、ビジネス・フローはサービス規定(データ利

用)を改善し、取り扱いケースを合理化し、既存の規則を単純化していく。 
同じ方法で、ターゲットとされた仕事は組織間のデータの交換がデジタルで導かれること
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を保証するために行われる。 
戦略目標は、可能な限り市民とビジネスが公共部門に情報を一度だけ供給することで完結

する仕組みを作ることにある。したがって、そのための準備は公共部門が組織のセクター

および層を横切ってデータを再利用するために行なわれるべきである。 
この点で、より良いアクセスのために共通の公開鍵データを提供する。これは、個人情報

の横断的利用のための均一性および透明を保証するために多くの配慮を要する。 
 
＜市民とビジネスとの集中しターゲットとされたコミュニケーション＞ 
公共企業体は、市民とビジネスと通信チャンネルを集中させるための仕組みを提供する。 
市民とビジネスは、可能な限り公共部門との接触において最も安いチャンネルを使用でき

る。様々なチャンネル(人、手紙、電話、テキスト・メッセージ、電子メール、インターネ

ット上の処理など)経由でサービス配達のための目的を識別し、規則的にコミュニケーショ

ンの様々な形式の使用を可能にすることが重要である。 
デジタル・チャンネルのできるだけ多くの使用を支援するために、公共部門は、市民との

適切なコミュニケーション手段が、遅くとも 2012 年までに実現する。 
デジタル・サービスを利用して市民とビジネスの関係を維持するために、デジタル通信の

サービスを改善し、かつユーザのその部分の新しいニーズの選択を可能にするために一定

のフォローアップを行う。 
新しい市民ポータル、ビジネス・ポータルおよび地方自治体は改良を行い、公共部門への

主な入口としての主要なコンポーネントになる。 
特定のエリアで強制的に使わせる施策も行われる。 
特に、ビジネス・エリアでは既存のアナログ・コミュニケーションの代わりに、デジタル

を用いるための手段を実行する。さらに教育の許可を申し込む場合に、デジタル・セルフ・

サービス解決策の使用が義務化することの可能性を調査し、あらゆる層に強制的にデジタ

ル通信利用の機会を与えることの可能性を調査する。 
 
＜ユーザで駆動されるサービスの開発＞ 
適切なサービスを拡大する上で最も本質的な必要要件は、市民とビジネスとの近い接触を

実現することにある。 
デジタル・サービスの 16 パーセントが、市民とビジネスと共同で現在開発されている。 
しかしながら、民間部門の革新ノウハウは、ユーザのニーズについての詳細な知識、また

望ましい利点を生み出すような仕組みを公式化するためにより活用すべきである。 
市民およびビジネスの個人・公のセクター間の様々な取引慣習を含めることで、個人のデ

ジタル・サービスはより大きく活用されていく。 
銀行業務、旅行予約、インターネット・コマースおよび交換などの民間サービスが持って

いるノウハウを、公的デジタル・サービスのために活用する余地はまだ多くある。 
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公共機関デジタルを開発する上で、それらノウハウは十分に活用されるべきである。 
これは選ばれたフォーカスグループに尋ねて、ユーザ・パネルに頼り、デジタル・サービ

スなどの開発にユーザを巻き込むことにより行うことができる。 
 
＜公共部門の安全かつ着実なデータ取り扱い＞ 
市民とビジネスは、一般にデンマークの公共部門に対して大きな信用を置いている。 
デンマークの福祉社会の現在の根本的なデジタル化において、この信頼を維持し拡張する

ことは重大である。 
情報とサービスは、誰でも有形物に対する確信を正確で、信頼できて、必要な機密性に従

うようにしておくために、アクセス可能で、安全に保護されるべきである。従って、安全

性とセキュリティ問題は、すべてデンマークのデジタル化努力の中心的存在であり続ける。 
新しいイニシアチブをインプリメントする際に、IT セキュリティ(DS 484)の扱いのための

共同の基準が全公共部門へ流布されているので、より良いデータ処理実行を管理する規則

は市民に必要な機密性を提供し続ける。 
これは、当局が市民とビジネスに効率的で洗練されたサービスを提供し続けることを可能

にする方法でインプリメントされるに違いない。 
さらに、政府の特別調査委員会が行政の開発でのプライバシーの考察を促進するために設

けられる。 
市民とビジネスの信頼は、自分のケース・ファイルへのアクセスを検査し、かつ公共部門

に関してのそれらの全レコードの概観を得ることができるサービスを提供することでさら

に支持される。 
したがって、市民とビジネスは、自分の情報がデジタルで扱われた結果を、遅滞なく見る

ことができる仕組みが提供されるであろう。 
さらに、市民とビジネスにデジタル署名が使われるために改善され、ユーザ・フレンドリ

ーな利用方法を提供し、それを公のデジタル・サービスにおいて容易に利用する仕組みを

提供する。 
2006 年ですでに公共企業体の 98 パーセントが、デジタル署名された電子メールを受け取

り送ることができた。また、2007 年中頃では 100 万を超えるデジタル署名が出された。 
 
 
個人データの処理上の行為 

個人のデータセットの処理上のデンマークの行為、外に、個人情報のデータ処理のための多くの規則、そ

の結果、市民とビジネスは、公共部門に提出された機密の個人のデータが正確に必要な機密性で扱われる

だろうと確信しているかもしれない。 

人口のパブリック・システムに対する信用の正常な根拠がまだあるように、データ処理に関する新しいデ

ジタル化イニシアチブはこれらの規則に従って公式化される。 
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機密保護基準 

公共部門の IT セキュリティを強くするために、IT 機密保護基準 DS 484 はセキュリティの研究のための

基礎に選択された。 

DS 484 は公共部門のセキュリティのレベルを強くし、組織 に公共部門デジタル化から流れるセキュリティ

様相を扱うための有効なツールを与えることに寄与した。 

 
デジタル化は高めた効率を促進する 

＜市民に焦点を置いた注意およびサービスへの管理＞ 
デンマークの公共部門は、業務取扱い効率を改善する開発する技術では世界最先端にある。 
これは、繁栄によって個人のニーズが多様になり、公共部門に対する増大する必要要求を

満たしていく上で重要である。 
デモグラフィックの開発の結果、公企業の従業員の数は今後数年上昇しない。 
本質的なゴールは行政をより効率的にし、よりよいコントロールおよび人的集約的なサー

ビスエリアの構成のために基礎を提供し続けることにある。その結果、公企業の従業員の

時間の多くは、市民に焦点を置いたサービスに費やすことができる。 
同時に、公共事業が必要となる場面は絶えず拡大している。 
デジタル化プロジェクトが人的資源を解放し、それらのワーキング・ルーチンを単純化し

たことによって、効率化の助けになった部局は多く存在する。 
それは、管理上のルーチンの多くを自動化するか単純化するために達成される。 
公共部門の内部作業プロセスのデジタル化および合理化は継続されていく。 
これには、公共部門の政治家、リーダーおよび従業員らの大きな努力が要求される。 
例えば新しい技術の開発、仕事プロセス・リストラクチャリング、そして市民、ビジネス

および公企業の従業員への効率的なコミュニケーション戦略など。 
効率的なデジタル化(それは金額に見合うより大きな価値を作る)は、管理の敏捷さを要求す

る。デジタル化は、公共団体の質および合理的な仕事遂行のための、全面的な戦略の中枢

のコンポーネントになる。 
 
新しい地方行政は、デジタル化目的をさらに引き上げる。それは、今後地方のデジタル化

および共通の公の協力への地方貢献の標準になっていく。中央集権国家では、デジタル化

は将来の合理化戦略のための重要な要求になる。 
明瞭で測定可能な目標は、適切なプロジェクト・モニタリングおよびコントロールを行な

うと同様に、デジタル化および組織間で継続した結果のための準備を進めていく。 
今日、政府当局の 77 パーセントは、過去 2 年以内に更新された IT 戦略を持っている。 
以下のデジタル化によってなされる合理化の可能性に注目することは、一般公務員に対す

る必要条件のリストの中に加えられている。 
■一定の再調整を扱うことができること 
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■公共部門の他の部分へのリンクを作成し従業員を募集するおよび保持するために 
■魅力的な仕事を提供すること。 

 
共同作業はデジタル結合を作成する 

＜共通の方向はより共同の決定を要求する＞ 
公共部門は、市民とビジネスのためのサービス数、従業員および異なる管理上のプロセス

の量の数および IT サポート・システムの高度な機能によって特徴づけられる。 
高度な機能および公共部門のモジュールの IT 支援アーキテクチャーに対する期待は、デジ

タル政府の全体像を鳥瞰できることが重要になる。 
結合を保証し、かつデジタル化努力をより良く優先的にするために、より多くの決定が、

拘束力のある集合的なフォーラムの中で下されるであろう。 
それらの決定は、より良い全体像の鳥瞰およびサービス、仕事のプロセスへのフォロー、

情報の再利用などの可用性などによって下される。 
デジタル化の根本は個々の領域エリアである。拘束力のある調整個々の領域エリア内に設

立されたデジタル化ボードによってなされる。領域ボードは、それらの領域エリア内の互

いの政府のデジタル化プロジェクトのための提案の促進に対する責任を割り付けられる。 
イニシアチブはその領域内に派生した合理化か再優先順位によって投資される。 
そのエリアは 1 つ以上の省および市・地方自治体などから成っている。 
個々の領域エリアでの行動計画は統合的かつ効率的で、目標としたデジタル開発の開発に

責任を持つ。 
個々の領域と全国レベルの間のリンクは、それぞれの領域用行動計画を明瞭に表現し、公

共部門をデジタル化するための全面的な戦略のフレームワーク内にそれらをインプリメン

トすることにより達成される。 
さらに、リンケージには、扇形のデータ標準化および IT アーキテクチャー委員会を含むそ

のエリアの、既存の調整が提供される。 
 
学際的なプライオリティ・エリアの例 

＜健康エリア＞ 

健康エリアの EPJ 委員会は、ヘルス・サービス中の電子患者記録の開発および普及を促進し、ヘルス・サ

ービスを横切ってデジタル化を強くする。 

ボードの仕事は、このようにヘルス・サービス中の IT のための新しい戦略に形を変えて、共同の標準で従

順な共同の IT アーキテクチャーおよび EPJ プラットフォームの開発を保証することにある。 

＜Geodata エリア＞ 

Geodata のためのサービス・コミュニティーは、訓練および管理上のレベルを横切って調整および密着力

のある地理的な管理上の基礎切断を保証して、デンマークで geodata の開発用のフレームワークを考案し

ている。 



 参考 1-5-11 

この共同作業の中心となる 1 つのプロジェクトは「FOT[共有されるオブジェクト・タイプ]共同作業」で、

どの中で、地方自治体および全国調査および土地台帳、デンマーク、行政に向けて、共有される地図ベー

スを生産するように共に働いている。 

2007 年には、EU が、さらに共同のヨーロッパの地理的なインフラストラクチャーの構築のためにフレー

ムワークを含んでいる指令(INSPIRE 指令)を採用した。 

この指令は、さらにデンマークで本質的な公衆データ収集のための標準になるであろう。 

＜子どものエリア＞ 

「私の子どもたち」のトピックの下では、地方自治体、地方および政府は市民ポータル上の集合的なクラ

スタとして、多くのデジタル・サービス(例えば、学校ホーム接触に向かっても学校およびデイケアの機関

に向かっても記録して)を組み立てている。 

これらのクラスタは、市民が何が定義されるのに気づくかに基づくエリア、これらのエリアをデジタル化

する公共部門のために、多くの異なる組織およびレベルから部品外注されたコンポーネントを含む。 

 
基本原理は、できるだけ個々の組織に近いデジタル化のためのタスクおよび責任を置くこ

とである。 
全国レベルでは、共同のクロス政府協力のための運営委員会(STS)が、公共部門デジタル化

の開発中の調整および共同のフレームワーク決定行う。 
また、プライオリティ・エリアも STS によって調整されている。 
e-インボイス、イージー･アカウントなどの共通のプロセスは、全公共部門を横切って標準

形の中で実行される。また、データへの安全なアクセスを保証する認証のための国民全体

の体系化のために、公共部門を横切って実施される。 
デジタル化を通じて達成された純益の組織間の不公平感はインセンティブを付与すること

で解決される。 
公的セクターでのアーキテクチャーには、オープンスタンダード、共同の方法、必要条件

および推薦に基づいて作られる。データの安全で信頼できる交換のためのオープンスタン

ダードに基づいたインフラを提供する。 
これらに加えて、データ交換フォーマット交換のための標準化規約などが提供される。 
デジタル署名などにおいて共同のセキュリティ解決策が開発されていく。 
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＜共同のクロス政府協力(STS)のための運営委員会＞ 

運営委員会は 2005 年以来存在しており、デンマークの財務省、科学技術＆革新省、経済＆商務省、内政

部および健康、LGDK およびデンマークの地方から成る。 

パーティーは、永久の次官あるいは代表者によって構成される。 

運営委員会は反対の政府のデジタル化イニシアチブの調整に責任を負う。 

運営委員会の事務局機能はデジタル特別対策本部によって提供される。 

デジタル特別対策本部は財務省にあって、政府、LGDK およびデンマークの地方に従業員を含む。 

 

＜科学技術＆革新省＞ 

デンマークの社会の一般的な情報通信技術適用を担う。 

科学技術＆革新省は、デンマークの政府の主要な知識社会になるデンマークのビジョンを支援する精巧で

創造的なやり方で、情報通信技術が開発されることを保証する。 

デンマークの政府の目標は次のもの。 

・質、将来の知識社会のためのデンマーク人 

・デンマークの貿易および産業で成長を助長する 

・公共部門を開発する 

 
＜公共部門 IT システムは同じ言語を話す＞ 
公共部門は、学際的なプロジェクトの構成および共同の一般的なイニシアチブの両方によ

って IT 開発を統制的に調整する。 
目標は、開発費を下げ、データの再使用のために範囲を促進すること。 
このことは、公的 IT システムが「ともに話すことができる」ことを保証するのを支援する

ことになる。 
公共部門でオープンスタンダードをソフトウェアに使用することがデンマーク議会で決定

し、強制的オープンスタンダードによる開発が継続的に行われている。 
今後の目標は、公共部門が市民、ビジネスおよび機関と交換するデジタル情報のすべてが

オープンスタンダードに基づくべきということである。 
より多くの公共部門サービス、プロセスおよび IT ソリューション上の戦略を生成するにあ

たり、エンタープライズアーキテクチャーのアプローチに基づかなければならない。 
個々のシステムの間のリンクに注目し、フレームワーク条件および各モジュールを、より

良いデジタル・サービス、組織間のデータの再使用、合理化および経済性の目的に照らし

合わせて構築していくことが求められている。 
したがって、適切なところならどこでも、公共部門は共同のイニシアチブおよびプロジェ

クトをインプリメントし続けるであろう。 
共同開発は共同経営を必要とする。これには十分に定義された責任分担と、組織間の役割
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の明確化が必要になる。 
 

＜オープンスタンダード＞ 

異なるサプライヤーによって供給された異なる機能を備えた IT システム間のインターコネクティビティ

を作成するための最も本質的な先行条件は、IT システムが同じオープンスタンダードに基づくことを保証

することである。 

オープンスタンダードとは以下のことを意味する: 

・スタンダードは完全に標準化された文書と公的アクセシブルを保障しなければならない 

・スタンダードは将来も経済や政治的な制約あるいは法的な制約なしに自由にインプリメントされなけ

ればならない 

・スタンダードはオープンプロセスを通じて公開フォーラムの中で維持されなければならない 

 

＜エンタープライズアーキテクチャー＞ 

業務に密着したエンタープライズアーキテクチャーは、全面的なデジタル化努力の真価を実現することが

できる格好な先行条件である。 

個々のパブリック・システム間のインターコネクティビティは、必要条件に従って個人プロジェクトを構

築することにより作成される。 

系統的な相互作用がビジネスおよび IT アーキテクチャーの構成間にさらにあるという事実は、焦点が、解

決が市民、ビジネスおよび公共企業体に見合う価値を作成するかどうかにあることを保証する。 

 



参考資料 1-6．アメリカ合衆国の電子政府戦略 
 

出典：http://www.whitehouse.gov/omb/egov/g-9-budget_highlights.html をもとに和訳。 
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アメリカ合衆国の電子政府戦略 
 
１. 概要 
 
我々は、ますます相互に接続される社会の中で生活し、インターネットは効率とカスタマーサー

ビスにおける飛躍的な改善を成し遂げている。人々は、電話とインターネットを使って 1 日 24
時間、1 週間に 7 日の年中無休のサービスを享受している。 
 
インターネットユーザー全体の 60%以上が政府のウェブサイトと対話している。電子政府は、納

税者の資金を相当額節約する一方で、市民の政府との経験に価値を付加して市民のニーズにうま

く応えている。その結果、大統領は、市民と結果に政府がさらに注力するための｢電子政府の拡大｣

を 5 部構成の管理課題にまとめた。 
 
合衆国における連邦情報技術(IT)支出は、2002 年に 480 億ドルを越え、2003 年には 520 億ドル

を越えるであろう。このレベルの IT 支出は、政府を市民中心の電子政府に変身させる巨大な機会

を提供している。実際、現在の連邦 IT 支出の相当部分がインターネット施策に振り向けられ、

22,000 を超えるウェブサイトで 3,500 万以上のウェブページをオンラインに生み出している。し

かし、過去の機関中心の IT アプローチは、政府が生産性と市民に奉仕する能力を限られたものに

している。この報告書でハイライトを当てているように、連邦政府は電子政府の使用を通じて市

民に対する業務をする方法と連邦政府が予算をチェックする方法を変革する態勢を整えている。 
 
この報告書では、電子政府のための連邦政府の行動計画を説明する。大統領の｢電子政府の拡大｣

施策の主要目標は、以下を実行することである： 
 
 市民のサービス享受と連邦政府との対話を容易にする； 
 政府の効率と有効性を改善する；および 
 政府の市民への対応を改善する。 
 
行政予算管理局(OMB)局長ミッチェル・E・ダニエルズは、大統領の電子政府施策を実施する行

動計画を特定するために省庁横断型の電子政府特別委員会(付録 A を参照)を創設した。情報技術

と電子政府担当副局長マーク・フォアマンの指揮の下に、連邦政府全体から集まった約 80 名の連

邦職員が特別委員会(付録 B を参照)を結成した。 
 
電子政府特別委員会は、連邦政府が、機関運用と IT 投資を統合する 23 の有望な全政府レベルの

施策に集中することによって今後 18～24 ヵ月かけてカスタマーサービスを著しく改善すること

ができると判断した(その後、給与台帳処理が 24 番目の電子政府施策として追加された)。これら

の施策は、運用の非効率、重複した支出と過大な書類事務を減らすことによって、数十億ドルの

節約を生み出すことが可能である。この施策は、今日の標準である日または週単位のサービスに

対して、分または時間単位でのサービスを市民に提供する。さらに、連邦機関全体で IT 支出を活

用することによって、この施策は重複投資の整理によって 10 億ドルを超える節約を可能にする。 
 
電子政府特別委員会は、電子政府と E-ビジネスの概念によって対処可能な重要な連邦パフォーマ

ンス問題を特定した。特別委員会の分析では、冗長で重複した機関活動が市民中心の電子政府を

創造する大きな障害になっていると判断した。連邦政府の中に存在する 28 のビジネスラインの

内、平均 19 の行政府省庁がそれぞれのビジネスラインを遂行していることがアセスメントによっ

て判明した(図 5.1 を参照)。一般的に、各機関は、他の省庁の重複した取り組みを考慮せずに、オ

ンラインと伝統的アプローチの両方に投資している。 
 
これはすなわち、多数の重複した報告要件を意味し、市民はサービスの探求と入手のために何千

ものウェブサイトと数十のコールセンターを渡り歩く必要がある。たとえば、経済開発補助金の

獲得を試みる地域は、1000 以上の書式を 250 以上の連邦官庁に提出することになり、それぞれの
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書式の内容はおおむね同じようなデータになる。特別委員会は、この｢ビジネスアーキテクチャ｣

問題が根本的な冗長的活動とプロセスを生み出し、その結果、市民、州政府および地方政府、企

業および連邦職員に無用な負担と費用を強いていると判断した。実際、特別委員会は、伝統的な

機関の境界を越えて協力して、市民により良く奉仕する方法を考え出すために頻繁に会合する連

邦職員のインフォーマル集団をいくつか発見した。e-メールとインタビューを通じて、特別委員

会は、多くの政府職員が日常業務の中でのチームワークを可能にする電子政府ツールの使用を望

んでいることを発見した。 
 
また、特別委員会は、連邦電子政府の取り組みを成功させるために軽減しなければならない主要

な障壁を特定した。特定された障壁は、文化、アーキテクチャ、信頼、資源および関係者の抵抗

に関係していた。これらの障壁を克服するために、いくつかのリーダーシップ行動についての勧

告が行われた。さらに、主要な障壁に対処するために、電子認証施策とエンタープライズ電子政

府アーキテクチャプロジェクトという 2 つの取り組みが追加された。 
 
 電子認証施策は、｢身元確認｣を確立するための共通のソリューションを提供することによっ

て、公衆と政府の間の電子的対話と政府全体にわたる電子的対話の広範な利用をサポートするた

めの相互信頼を構築して実現する。こうしたソリューションは、認証のセキュリティ、プライバ

シーおよび電子政府施策の電子署名ニーズに対応する。 
 
 電子政府アーキテクチャプロジェクトは、2 つの主要な平行した活動を実行する。 
 
第 1 の活動は、現在の電子政府施策のそれぞれについての連邦エンタープライズアーキテクチャ

の開発に向けてのアーキテクチャの開発と、技術ソリューションを促進するための標準的技術モ

デルの中核的セットの開発になる。第 2 の活動は、電子政府施策と冗長性の排除のための新しい

機会を特定するための連邦政府全体にわたるビジネス、およびデータアーキテクチャ情報の収集

と分析になる。最初に、この取り組みでは、国土安全保障、経済的刺激、社会サービスおよびバ

ックオフィス運営からなる 4 つの主要エリアに焦点を当てる。 
 
大統領の管理評議会は、2001 年 10 月 3 日の会議で電子政府施策と行動計画を承認した。2001
年 12 月までに機関は詳細なビジネスケースを作成し、施策の投資と実施のためのパートナーシッ

プを形成した。 
 
ビジネスケースの結果は 2003 会計年度予算に組み込まれ、機関は現在 2002 会計年度に計画され

た取り組みを 24 の電子政府施策に統合しているところである。 
 
この電子政府の取り組みに関する情報は、この報告書の電子的コピーを含めて、

http://www.firstgov.gov、http://www.whitehouse.gov/OMB、http://www.cio.gov にてインターネ

ット上で見ることができる。 
 
２. 戦略的ビジョン 
 
政府を改革するための大統領のビジョンは、｢政府は、その運営、すなわち、その業務の進め方と

奉仕対象となる人々の処遇の仕方を改革する必要がある｣と強調している。このビジョンは、以下

の 3 原則に導かれている： 
 
 市民中心であって、官僚主義中心ではないこと； 
 結果指向であること；および 
 市場ベースで積極的にイノベーションを推進すること。 
 
電子政府は、このビジョンを達成するための大統領の管理課題と業績計画(2001 年 8 月)の 5 つの

主要要素の 1 つである。電子政府は、政府との対話への今日の市民と企業の期待に応えるために

極めて重要である。それによって機関はサービスの著しい改善と運用コスト削減のために必要な
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取り組みを調整することができる。電子政府施策が有効に実施されたときは、政府との業務遂行

が容易になり、プライバシーが守られ、セキュリティが提供される。市民と企業は、オンライン

または電話によって｢合衆国政府｣を反映する 1 ヵ所のポイント・オブ・サービスを訪問すること

ができる。 
 
我々のビジョンは、連邦政府の人的資本と物理的資産を成功したオンライン運用プラクティスと

結合して、｢クリック・アンド・モルタル型[インターネットと実組織を連動させた]｣エンタープラ

イズを構築する。このビジョンの中では、組織は、市民、企業、その他の政府および連邦職員に

奉仕する。我々の目標は、インターネットを使用するときにサービスと情報に到達するまで 3 回

以上クリックすることが稀になるようにすることである。このビジョンを達成するためには、機

関がその運営を統合して単純化する必要がある。 
 
３. 戦略 
 
行政府は、市民サービスを改善して業績向上を生み出す多省庁プロジェクトを支援することによ

って電子政府戦略を前進させることを公約している。それを目標として、特別委員会は、電子政

府実施の工程表を作成した。 
 
OMB 局長ミッチェル・E・ダニエルズは、大統領の電子政府施策を実施するための行動契約を特

定するために省庁間電子政府特別委員会(付録 A を参照)を設置した。この特別委員会の目的は、

以下を実行することであった： 
 
 迅速に展開可能で最高の効果が得られる省庁横断型施策を勧告すること； 
 連邦政府が市民中心の電子政府になることを阻む主要な障壁を特定して、これらの障壁を 

克服するために必要な措置を実施すること；および 
 政府のサービスと情報の統合を提供する技術枠組を作成すること。 
 
電子政府の価値は何か？ 
 
電子政府は、市民へのサービスの質を改善する数多くの機会を提供する。 
 
市民が、現在の標準である日または週の単位ではなく、分または時間の単位でサービスや情報を

得られるようにすべきである。市民、企業および州と地方政府は、会計士と法律家を雇わなくて

も必要な報告が提出できるようにすべきである。 
 
政府職員が、民間の同じ立場の人々と同様に、容易に、効率的に、効果的に自分の仕事をするこ

とができるようにすべきである。 
 
連邦政府に著しい改善をもたらす、有効な戦略には次のようなものがある： 
 
 市民へのサービス提供の単純化； 
 政府管理の法律家の排除； 
 市民、企業、他のレベルの政府および連邦職員が、容易に情報を見つけて連邦政府からサー

ビスを受けられるようにすること； 
 冗長的なシステムの統合と廃止を通じて機関のビジネスプロセスを簡素化してコストを削減

すること； 
 大統領の管理課題のその他の要素の達成を可能にすること； 

および 
 市民のニーズへの迅速な対応を保証するために政府の運営を合理化すること。 
 これは 4 つの市民中心グループに重点を置き、それぞれがサービスの提供を転換する機会  

を提供する。 
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 個人/市民：政府対市民(G2C)；市民が高品質の政府サービスにアクセスすることを容易に  

する、見つけやすくて使いやすいワンストップ・ポイント・オブ・サービスを構築する。 
 企業：政府対企業(G2B)；冗長的なデータ収集を排除して、E-ビジネスの通信技術の活用によ

って政府による企業の負担を軽減する。 
 政府間：政府対政府(G2G)；州と地方自治体が報告要件を満たして、市民サービスにおいて  

連邦政府の完全なパートナーとして参加することを容易にし、その一方で、特に補助金につ

いての良好な業績測定ができるようにする。他のレベルの政府は、著しい管理の節約ができ

るようになり、より正確なデータがタイムリーに入手可能になるので、プログラム提供を改

善することが可能になる。 
 政府内部：内部の効率と有効性(IEE)；サプライチェーン管理、財務管理および知識管理など

の分野で業界の最善慣行を使用することにより、最新技術を活用してコストを削減し、連邦

政府機関の行政の質を高める。機関は、有効性と効率を改善して、処理の遅れをなくし、職

員の満足度と定着率を高める。 
 
４. 問題 
 
連邦政府は、情報技術への支出では世界最大であるが、生産性、品質および顧客サービスにおい

てそれに見合った改善は得られなかった。多くの企業では、テクノロジーを活用して古いビジネ

ス慣行を転換することによって大いにメリットを得ている。連邦政府が生産性の上昇を果たし得

なかったことには、少なくとも 4 つの大きな理由がある： 
 
□ プログラム性能評価：一般に機関が自らの IT システムを評価するときは、市民のニーズへの

対応の良し悪しではなく、機関のプロセスとニーズにどれほど奉仕するかを目安にしている。シ

ステムは、それがサポートするプログラムに提供する内部および外部の業績向上よりも、それが

作動する時間の割合で評価されることが多い。 
 
□ 技術の活用：1990 年代に政府機関は既存プロセスの自動化のために IT を利用して、より効

率的で有効なソリューションの創造には至らなかったが、商業的 E-ビジネスの教訓によって今で

はそれが可能になっている。 
 
□ 自動化の孤島：機関は内部ニーズに対処するシステムを購入するのが一般的で、他の機関の

システムと連動または連絡できるシステムであることは珍しい。 
 
その結果、市民はサービスを受けるためにいくつもの機関を探し回る必要があり、企業は同じ情

報を何回も提出しなければならず、機関は情報を容易に共有できないでいる。 
 
□ 変化への抵抗：予算プロセスと機関文化のために時代遅れの官僚主義的な縄張りが永続的に

存在する。予算プロセスは、省庁間 IT への投資のためのメカニズムを提供してこなかった。さら

に、機関文化と組織再編成の恐怖が、業務の統合と複数機関にわたるシステムの共同使用に対す

る抵抗を作り出している。技術投資をうまく活用するには、政府管理者が現在の仕事の進め方を

越える展望を持つ必要がある。今日の IT ソリューションは、書類事務の廃止または長年の組織の

壁を越えた活動の統合によってさらに生産的な仕事の進め方を組み込むことになる。したがって、

影響を受けるプログラムの職員を戦略的 IT 投資決定に参加させる必要がある。これらの投資は市

民と政府の両方に対する価値を明確に表現して、電子政府の成功にとって重要なプライバシーと

セキュリティを提供する有効なビジネスケースに基づく必要がある。 
 
連邦政府 IT から生産性を得ることを妨げる根本的な障壁は政府固有の変化への抵抗である。電子

政府は、IT を利用して良好な対話と調整を可能にすることによって連邦の生産性を向上する。し

かし、どの機会を実現するにも現在の官僚的な手続を大幅に変える必要がある。成功は、こうし

た変化への抵抗を打破できるかどうかにかかっている。全体的アプローチが必要であり、どの電

子政府施策にも結果指向の業績尺度、政策調整、訓練、コミュニケーションおよび組織の変化の

マイルストーン(中間目標)が含まれていなければならない。 
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５. アプローチと所見 
 
概観 
 
電子政府特別委員会は、戦略的な電子政府の機会(付録 C を参照)を収集して特定する過程で、150
人以上の上級政府職員に 71 回のインタビューを行った。さらに、主として連邦職員から送付され

た e-メールからおよそ 200 のプロジェクトが特定された。全体的所見として、機関幹部とライン

専門家が、以下を政府が実行することを望んでいることが判明した： 
 
 ウェブを利用して、給付、レクリエーションの機会および教育資料などのサービスを提供す

る； 
 情報を共有し、適切かつ可能な場合には連邦、州および地方のデータを統合する； 
 データ収集の一本化を促進し可能にする合理化されたプロセスの採用によって、企業側の負

担を軽減する； 
 運用コストを削減し、政府職員が、特に財務、人事および調達の分野における業務遂行を簡

便化するために商業的に最善の慣行を導入する；および 
 成功の尺度を定義して、成果を定期的に監視し計測する。 

 
市民が容易にサービスを受けられ、コスト削減を可能にするための重複と冗長性の低減 
 
特別委員会の最も重要な所見の 1 つは、連邦政府のエンタープライズアーキテクチャのレビュー

から得られたものである。エンタープライズアーキテクチャは、組織が人員、ビジネスプロセス、

データおよび技術を使ってその業務を遂行する方法を説明している。電子政府機会が機関の仕事

の進め方と技術利用の仕方に影響を与えるので、現在のエンタープライズアーキテクチャに対し

て特定されたプロジェクトを評価することが必要であった。この評価は、｢効率的な IT 環境の中

での中核的ビジネスプロセスの最適な遂行による機関の使命の達成への工程表｣を確立するため

に、エンタープライズアーキテクチャを用いて連邦最高情報責任者評議会のアプローチを適用し

た。特別委員会は、連邦政府が市民と接点を持つ方法、政府が遂行する機能とビジネスラインお

よび使用される主要なビジネスプロセスが何であるかを詳細に述べた連邦政府のビジネスアーキ

テクチャの明確な枠組を作り出すことによってこの評価を開始した。 
 
特別委員会の主な所見は、著しい重複と冗長性が存在し、政府の行政機関における 30 の主要機能

とビジネスラインのそれぞれを多数の機関が遂行している、ということであった。このレビュー

では、現在の連邦エンタープライズアーキテクチャを｢その名に値しないアーキテクチャ｣と明確

に特定した。最終分析によって、各ビジネスラインが(平均)19 機関によって遂行され、各機関が(平
均)17 のビジネスラインに関係していることが明らかになった(図 5.1 を参照)。特別委員会は、こ

の｢ビジネスアーキテクチャ｣の冗長性がスタッフ、IT および管理運営への過度の重複支出を生み

出していると判断した。さらに特別委員会の評価で、冗長性がサービス入手を困難にする一方で、

重複した報告と書類事務の負担を生み出していると判断された。したがって、特別委員会は、冗

長性の排除と市民がサービスを受ける簡便な方法の創造を通じて政府が市民と対話する方法を転

換する重要な機会を提供する電子政府施策に焦点を当てた。 
 
特別委員会がビジネスアーキテクチャに関係する可能性があるプロジェクトを評価したときに、

その評価は、運用を統合して機関を横断したビジネスラインの中の市民ニーズ周辺のプロセスを

単純化する機会に頂点を当てた。連邦政府の活動は、4 つの主要機能から見ることができる：政

策立案、プログラム管理、遵守および執行と内部運用およびインフラストラクチャ。政策立案活

動は一般に、プログラムと遵守努力を決定する。内部運用は、財務管理などの管理機能であり、

政策立案、プログラム管理および遵守活動を実行するために必要な日常活動をサポートする。電

子政府は、活動を合理化する機会を提供して、機関が自らの中核的能力と使命要件に集中できる

ようにすることによって生産性を向上する。電子政府施策は、不要な冗長性をなくすとともに、

プロセスの簡素化と機関の自動化の孤島を統合することによってサービスの質を改善する。 
 



参 1-6-6 

施策の優先順位の決定 
 
2 回の優先順位決定ラウンドを用いて、24 の電子政府施策が選択された。特別委員会がアーキテ

クチャ評価に対して、インタビューと e-メールから集めた 350 余りのプロジェクトを重ね合わせ

ることによって 30 の潜在的な電子政府施策が得られた。市民にとっての価値、機関の効率の改善

の可能性および 18～24 ヵ月以内の実施可能性に基づいて最も有望な施策が選ばれた。30 の施策

のそれぞれについて初期ビジネスケースが開発され、ベネフィット、コストおよびリスクの推定

が得られた。30 のうち 24 の施策は、基本的なプロセスの簡素化から有意なベネフィットがもた

らされ、30 のうち 17 は、省庁の壁を越えたインフラと運用の統合によって有意なベネフィット

がもたらされると考えられた。全体として、この 30 の施策は、大きさの単位で(たとえば、週単

位ではなく日単位で)市民への対応を改善する機会を提供している。これらの施策は、冗長な IT
投資と運用コストにおける何十億ドルという資金を活用する機会を提供する。市民、企業および

週と地方政府に対する政府の負担を 10 億ドル以上の規模で軽減できると思われる。ビジネスケー

スからのこうしたデータを用いて、各市民中心グループ(市民、企業、州と地方政府および内部の

効率および有効性)に取り組む施策とともに 20 の最も有望な施策が実施を勧告された。さらに、

保健インフォマティクスと e-バイタルの 2 つの施策が追加ビジネスケース開発のために選ばれ

た。最後に、連邦電子政府施策の全体にわたる認証セキュリティニーズに取り組むために e-認証

が選ばれた。 
 
この選択を行ったのは、OMB 局長のリーダーシップの下で大統領の管理評議会のメンバーから

構成される運営グループであった。大統領の管理評議会全員は、2001 年 10 月 3 日の会議で 23
の施策を承認した。その後、給与台帳処理が 24 番目の施策として追加された。 
 
G2C 
□ 給付、貸付金、レクリエーション施設および教育資

料などのサービスへのアクセスのためにウェブを

使用する。 
□ 主要ビジネスライン：社会サービス、レクリエーシ

ョンおよび天然資源、補助金/貸付金、税金。 

G2B 
□ 複数用途向けのデータ収集を 1 回で可能にし、重複

データを合理化するプロセスを導入することによ

って企業の負担を軽減する。 
□ 主要ビジネスライン：規制、経済開発、取引、許可

/ライセンス、補助金/貸付金、資産管理。 

G2G 
□ 連邦、州および地方のデータを共有し統合する。 
□ 主要ビジネスライン：経済開発、レクリエーション

および天然資源、公共安全、法執行、災害対応管理、

補助金/貸付金。 

IEE 
□ 政府運用における商業的な最善慣行の導入(サプラ

イチェーン管理、HR ドキュメントワークフロー)。 
□ 主要ビジネスライン：サプライチェーン管理、HR、

財務。 
 
６. 効果の高い施策の勧告と概観 
 
大統領の管理評議会は、初期ビジネスケースで特定された潜在的な価値に基づいて電子政府施策

を選択した。選択された施策は、コスト節減を生み出すか、または政府の有効性を改善しつつ市

民に最高の価値を提供する。この 24 のプロジェクトは、機関の業務プロセスと情報フローを簡素

化し、統合することによってこうした成果を達成し、市民にワンストップサービスを提供して、

何回も収集を繰り返さずに、オンラインで 1 回情報を収集してそれを再利用することを可能にす

る。 
 
新たな努力をリードする他の機関パートナーとともに管理パートナーが選ばれた。管理パートナ

ーとその機関パートナーによるその後の作業によって、より詳細なビジネスケースが得られ、現

在の関連する施策(たとえば、商務省によって主導されている国際貿易プロセス合理化施策)の上に

一般的に構築された。各施策のビジネスケースを 24 ヵ月以内に実現することを目標として、管理

パートナーはモジュールが稼動することになる 6 ヵ月単位で各施策のモジュールの配備を監督す

ることになる。 
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プロジェクトに関する追加情報は、付録 D の施策概要で見ることができる。 
 
７. 障壁と緩和戦略 
 
特別委員会は、各施策の円滑な実施を妨げる主な障壁を特定した。常在する障壁には機関文化、

連邦アーキテクチャの欠如、信頼、資源および関係者の抵抗などが含まれていた。特別委員会は、

それから運営グループと協力して障壁を克服するための措置を定義した。表 7-1 は、慢性的な各

障壁を克服するために大統領の管理評議会から追認された措置を列挙している。 
 
よく取上げられる障壁の 1 つは、十分なセキュリティとプライバシーを確保するニーズである。

電子政府戦略が成功するためには、政府プロセスおよびシステムに有効なセキュリティコントロ

ールを配備しなければならない。また電子政府は、連邦政府と共有される個人情報のプライバシ

ーも確保しなければならない。e-認証プロジェクトは、｢身元確認｣を確立する共通ソリューショ

ンを提供することによって、公衆と政府間の電子的対話と政府全体における電子的対話の広範な

利用をサポートするための相互信頼を可能にする。これは、各施策のリスクレベルとビジネスニ

ーズに適切にマッチした、安全で使いやすく一貫性のある身元確認の方法を連邦政府に提供する。

さらに、プロジェクトチームは、個人情報の共有に関するプライバシー問題に取り組む。電子政

府は、市民の個人情報を政府が注意深く取扱うという市民の信頼に依存している。機関は、電子

政府施策の中に強力なプライバシー保護を構築することに努め、OMB は、全ての機関による政

府全体のプライバシー保護に注力している。 
 
障壁 緩和 

機関文化 □ 高いレベルのリーダーシップとコミットメントを持続する。 
□ 省庁間ガバナンス構造を確立する。 
□ 省庁横断業務を優先する。 
□ 実務コミュニティーを含む省庁間ユーザー/関係者のグループを起用す

る。 

連邦アーキテクチャの欠如 □ OMB が政府全体のビジネスとデータアーキテクチャの合理化を主導す

る。 
□ OMB が省庁横断プロジェクトのためのアーキテクチャ開発を後援する。 
□ FirstGov.gov が G2C と G2B 対話のための主要なオンライン・デリバリ

ーポータルになる。 

信頼 □ e-認証を通じて電子政府施策が、全ての電子政府施策によって使用され

る安全な取引と身元確認認証を確立する。 
□ 各ビジネスプランの中にセキュリティとプライバシーの保護を組み込

む。 
□ 公衆のトレーニングとプロモーションを行う。 

資源 □ 最大の利益と市民へのインパクトがあるプログラムに資源を移動する。 
□ 直截的な尺度を設定して、実施のモニタリングに使用する 
□ 職員/請負業者の間に新たな専門知識を作り出すためにオンライントレ

ーニングを施す。 

関係者の抵抗 □ 連邦議会委員会を関与させるための総合的戦略を創出する。 
□ 多様な PMC メンバーに施策についての集団的な主張をさせる。 
□ 業績評価と省庁を越えた成功とを結びつける。 
□ 関係者に戦略を伝達する。 
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８. 実施 
 
電子政府管理行動計画 
 
現在のところ、連邦政府は、電子政府の可能性の表面をなでているに過ぎない。 
 
現在の取り組みの多くは、何十年も変わらぬ古い機関慣行をインターネットに移したに過ぎない。

その結果、22,000 を越える連邦ウェブサイトから 3500 万以上の連邦ウェブページが提供される

ことになっている。 
 
機関が、6,600 タイプの紙による取引(年間では数百万の個別取引を代表している)をオンラインに

移す方法を検討するのに 2 年間を費やしたのに、今日オンラインになったものはわずか数百であ

る。6,600 の取引に内在する冗長的で時代遅れの活動を考慮して、特別委員会は、電子政府の実

施を成功させるには、対話を大幅に合理化しなければならないことを確認した。特別委員会は、

伝統的な官僚的アプローチからの大きな変化を必要とする数百の機会を特定した。 
 
特別委員会は、機会の優先順位を決めて、連邦指導者に最大の成果をもたらす施策に資源を集中

しない限り実施の成功は困難であると判断した。その結果、選ばれた 24 の施策は、4 つの主要市

民グループ(個人、企業、政府間および政府内部)にわたる施策と資源のバランスを代表している。

これらの施策は、一連の連邦ウェブサイトの混乱を悪化させるような数十の重複した機関の電子

政府プロジェクトを統合することになる。さらに、24 の施策は、変化への抵抗を克服するために

必要な主要リーダーシップの支援を提供できる大統領の管理評議会のメンバーの優先順位を表し

ている。 
 
24 施策は、所与の市民中心的集団へのサービスを改善するための一連の施策の中のリスクを管理

するポートフォリオ管理プロセスを用いて管理される。4 つのポートフォリオとその戦略的焦点

は以下の通りである： 
 
□ 政府対市民 (G2C)施策は、給付とサービスへのワンストップのオンラインアクセス

(｢Recreation.gov｣など)のビジョンを満たす。これは、サービス提供の質と効率を改善するために

最新の関係管理ツールを取り入れるものでもある。 
 
□ 政府対企業(G2B)施策は、冗長なデータ収集をドラマチックに減らして合理化されたワンス

トップサポートを企業に提供して、E-ビジネスの言語(XML)を用いた企業とのデジタル通信を可

能にするプロセスを導入することにより企業の負担を軽減する。 
 
□ 政府対政府(G2G)施策は、IT システム（例：地理的情報など）への投資の活用を促進して、

災害対応などの重要政府活動のより良い統合を行うために、連邦、州、地方のデータの共有と統

合を可能にする。また、G2G 施策は、連邦財政支援改善法(P.L 106-107)が要求する補助金管理能

力を改善する。こうした施策は、国土安全保障のための｢垂直的｣(すなわち、政府間の)統合要件も

サポートする。 
 
□ 内部の効率と有効性(IEE)施策は、重要な政府活動、特にサプライチェーン管理、人的資本管

理、財務管理およびドキュメントワークフローに商業的最善慣行を取り入れる。 
 
全体として、これらの施策は、何十億ドルもの連邦基金を有効に使用する機会を代表しながら、

政府の対応時間を週単位から分単位に加速させる。さらに、施策は、書類事務中心の政府プロセ

スを遵守するために市民、企業、州および地方政府が現在支出している何十億ドルもの資金を節

約する機会を提供する。 
 
しかし、効用は現在のプロセスを自動化することによってではなく、政府が市民とカスタマーと

対話する方法を転換することによって生まれる。我々が内部でビジネスを行う方法を変えること
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－すなわち、最新 IT システムを利用するために業務プロセスを合理化することを通じて、はじめ

て市民は構想された転換を体験することになる。OMB は、これらの施策のための適切で公平な

実施と資源計画を確立するために主力パートナー機関と緊密に協力するつもりである。 
 
９. 変化のガバナンスと管理 
 
行動計画を実施するに当たって、日常的な管理とリーダーシップは以下によって与えられること

になる： 
 
□ 大統領の管理評議会を構成する機関の上級職員； 
 
□ IT・電子政府担当 OMB 副局長事務所とその他の OMB 職員； 
 
□ CIO、CFO および調達エグゼクティブと人的資源評議会のメンバー。 
 
電子政府の実施の成功を阻む最大の障壁の一つは、変化に対する組織の抵抗である。ロザベス・

モス・キャンターは、最近の著作｢Evolve｣の中で、組織の転換の成功について著者が述べている

ところで、E-ビジネスの失敗した中途半端な試みを｢ブルドッグに口紅を塗る｣に類すると表現し

ている。それに続けて、彼女は、｢成功にはシステマティックな変化、組織的な生活様式のシフト

が必要である｣と述べている。E-ビジネスと同様に、電子政府は、おおむね、技術が提供する可能

性を組織とプロセスが利用する方法の根本的な変化なのである。 
 
成功には、障壁を克服して必要な変更を実施するための有効なガバナンス構造が必要である。こ

れには、上級管理者による実質的で長期的なコミットメントが含まれる。行政府は、この管理コ

ミットメントを保証するために大統領の管理評議会(PMC)を用いている。 
 
PMC メンバーは、各施策についての｢マネージングパートナー｣になることを志願した。他のメン

バーもパートナーとしてこうした取り組みに参加することを志願した。マネージングパートナー

は、施策が実施されることを保証するために、プログラムオフィスを設置しており、パートナー

は施策の計画と実施のために協力する。OMB は、このプロセスを監督し、機関と協力して施策

のための十分な資金提供を行っている。したがって、OMB は、IT と電子政府担当副局長に報告

し、電子政府施策の進捗状況を監督する責任を負う 4 人のポートフォリオマネージャーを雇って

いる。 
 
また PMC は、市民中心の転換を促進するために政府機関全体の組織およびプロセスの変更にも

注力する。したがって、評議会は、連邦政府の電子政府への転換のためのガバナンスの主要構成

要素になる。 
 
この転換を助けるために、CIO 評議会は、他の連邦管理評議会からの参加を得て、4 つの市民セ

グメント、すなわち、G2C、G2B、G2G と内部の効率と有効性のそれぞれにおける電子政府に注

力するポートフォリオ運営グループを設置する。ポートフォリオ運営グループメンバーは、各施

策のプロジェクトチームを結成する機関の出身者になる。さらに、G2G 運営委員会には、公式の

州と地方政府組織からの代表が含まれる。運営委員会は、機関のプログラムマネージャーにその

施策に関して助言を行い、施策の実施を妨げる障壁を取り除く助けをする。また委員会は、それ

ぞれの対応するポートフォリオマネージャーをサポートし、監督するマネージングパートナーと

の日常的対話を通じて政府をより市民中心的なものにする責任を負う OMB 職員をサポートす

る。 
 
機関と機関横断型の電子政府の両方の進捗状況を追跡するために測定基準が使用される。 
 
大統領の管理評議会は、緊密に関与して、その定例会議において電子政府の進捗状況を追跡する。

OMB は、成功を確保するために、省庁および機関の電子政府リーダーならびにその CIO と協力
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する。各電子政府施策について進捗状況が追跡され、機関の成功と協力は大統領の管理課題スコ

アカードに記録される。 
 
 
１０. 大統領の管理課題に対する施策の関係 
 
この報告書の中で記述された電子政府特別委員会施策は、大統領の管理課題の｢電子政府拡大｣指

令に取り組むだけではなく、大統領の他の改革政策の主要実現者でもある。2002 会計年度の大統

領の管理課題 (PMA)は、http://www.firstgov.gov 、http://www.whitehouse.gov/OMB または

http://www.cio.gov で見ることができる。 
 
管理課題の他の部分を推進する施策の主要要素を以下で論じる。 
 
人的資本の戦略的管理 
 
□ 募集と採用ならびに彼らの職業調査アプローチに見合った方法で大学卒業生の採用を加速す

る(リクルートメント・ワンストップ)。 
 
□ 良好な決定を行うための時間を短縮する(全ての施策、たとえば、e-トレーニング)。 
 
□ 退職職員に関する知見を把握するために IT システムを導入する(e-レコード)。 
 
□ 貴重な訓練資金を活用して職務技能ニーズの範囲内の政府全体の能力を開発するために、e-
トレーニングを有効利用する(e-トレーニング)。 
 
□ 作業要員に関するエンタープライズ資源管理(ERP)に商業的に最善の慣行を統合する(エンタ

ープライズ HR 統合、給与台帳処理)。 
 
□ インターネットに精通した卒業生を上位の学校から募集して、職員の職務遂行を促進するHR
システムによる最新の職務環境を提供する(全ての施策)。 
 
競争調達 
 
□ 最善の商業的慣行とシステムの導入を通じて/暗黙のうちに電子政府を達成する(全ての施策、

たとえば、総合取得システム/e-契約サービス)。 
 
□ 現在内部的に遂行されている商業的活動の外部委託を促進するために IT に固有のルールに

基づいた決定システムを使用する(ビジネス・コンプライアンス・ワンストップと連邦資産売却)。 
 
財務パフォーマンスの改善 
 
□ 誤った給付と援助の支払を排除する(オンライン資格審査援助、e-バイタル、総合保健インフ

ォマティクス)。 
 
□ 正確で時宜に適った統合した財務情報を生成する(エンタープライズHR統合、給与台帳処理、

統合取得環境、e-補助金)。 
 
□ 日程表の改善：報告プロセスを再設計し、ウェブによるプロセスの使用を拡大する；年間報

告の終了を加速する；OMB と財務省の要件を遵守する機関の能力とのシステムコンプライアン

スを計測する(エンタープライズ HR 統合、e-補助金、企業向け電子タックスプロダクトの拡大)。 
 
□ 有用性の強化：財務情報と実績情報を統合する(エンタープライズ HR 統合)。 
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予算と実績の統合 
 
□ 統合された予算実績および会計情報システムをプログラムレベルで標準化し、管理のための

タイムリーなフィードバックを提供し、政府規模での見解と決定にまとめる(コンポーネントとし

てエンタープライズ HR 統合)。 
 
□ 連邦アーキテクチャ作業の中で特定される新しい施策によって電子政府施策の生産性の焦点

を改善する。 
 
 



参考資料 1-7．アジアの電子政府戦略 

出典：以下の各サイトの資料をもとに和訳。 

 

（１）韓国（e-Korea Vision 2006）  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  参 1-6-1 

http://www.ictparliament.org/CDTunisi/ict_compendium/paesi/corea/COR24.pdf 

 

（２）シンガポール  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  参 1-6-5 

http://www.igov.gov.sg/Strategic_Plans/Our_Journey.htm 

 

（３）マレーシア  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  参 1-6-14 

http://www.american.edu/initeb/ym6974a/nationalictpolicies.htm 

 

（４）香港  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  参 1-6-23 

http://www.info.gov.hk/digital21/e-gov/eng/strategy/index.htm 
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（１）韓国（e-Korea Vision 2006） 

 
・背景  
・展望：グローバル・リーダー、e-Korea  
・国家の情報化促進 
・情報インフラの推進 
・グローバルな情報社会との国際的協調関係の強化 
・実施戦略 
 
背景 

1990 年代半ば以降、韓国政府は情報社会発展のための基本計画を作成した。こうした基本

計画をもとに、政府は高度情報インフラの構築による韓国情報社会の実現に向け、さらな

る一歩を踏み出した。 
1995 年 8 月、韓国政府は情報化促進に関する枠組法案を制定し、1996 年 6 月には情報化

推進のための基本計画を制定するとともに、この基本計画で定めた目標の立案と実施にた

ずさわる国家組織が設立された。1999 年 3 月、アジア経済危機克服と韓国経済のナレッジ

ベース基盤への移行をめざし、韓国政府は新規情報社会に向けた青写真として、サイバー

コリア 21 を成立させた。 
だが、情報化に向けての実質的な活動は期待を下回った。旧態依然の慣習と情報化の重要

性に対する社会認識が不十分であったことが原因とされた。その一方で、世界経済のグロ

ーバル化、ナレッジベース社会への参入プロセスの加速化といった状況の変化により、情

報化を支持する政策決定者らがこの問題に新たに立ち向かう姿勢を見せた。 
これまでの情報化プロジェクトでの実績から考えた結果、新たな課題への対応や問題解決

と同時に、国家全体の改革を引き続き行うことが必要である。こうした状況のもと、韓国

政府は同国が 21世紀における情報社会のグローバル・リーダーへと成長することを期待し、

第 3 次情報化推進基本計画「e-KOREA VISION 2006」を樹立した。 
 
実績評価 

高度情報インフラの構築 

 
2001年末時点におけるインターネット利用者数は2,438万人（人口のおよそ52％）であり、

781 万世帯（総世帯数の 53％）がブロードバンドでインターネット・サービスにアクセス

している。 
現在、一般市民の間では固定電話のほか、携帯電話が日常的な通信手段となっている。2002
年 3 月時点での携帯電話加入者層巣は 3,031 万人であり、固定電話加入者数 2,295 万人を

上回っている。 
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情報化のレベル向上 

 
政府行政プロセス全体の情報化活動は、管理面の効率を高めただけではなく、電子政府の

確固たる基盤を確立した。 
情報技術の採用は主要産業の分野にも普及していった。金融取引や医療事業といった経済

や社会活動にも幅広く活用されている。最近ではオンラインでの金融取引の認知度が劇的

に高まり、1,131 万人のユーザーがインターネットベースの銀行サービスに加入している。

一例を挙げると、2001 年 12 月時点における株式の総取引高の 66.6％がインターネット経

由で取引されていた。 
韓国の市民が情報格差を乗り越え、生活の質を高められるよう、政府は国内すべての小・

中・高校に高速インターネット回線を敷設し、一般市民には e リテラシー・プログラムを

実施している。 
 
IT 産業は他の業界の競争を激化させ、韓国経済の発展をリードする存在となった。 
 
1997 年以降の年間平均成長率が 18.8％に達した IT 産業は、韓国が同年末のアジア経済危

機を克服する上で中心的役割を果たし、国家経済の活性化に貢献した。ここ 4 年間で輸出

品全体における IT 製品のシェアは 26.8％に達した。主力製品の中でも CDMA テクノロジ

ーや半導体、TFT-LCD は世界のトップクラスに位置している。ここ数年は IT ベンチャー

が大量に起業したことにより、多数の IT 専門職の雇用が創出された。産業部門でも IT ス

キルを持つ人材や専門家を積極的に雇用し、生産性を向上させている。2001 年 12 月の時

点における IT ベンチャー企業数は 5,073 社（ベンチャー企業全体の 44.5％）であった。IT
業界の労働者数は 1997 年の 101 万人から 2001 年には 116 万人まで増加した。 
 

情報社会化の比率の経緯 
 1998 年末 2001 年末 
政府の承認事項の電子化比率（％） 21.2 80.6 
政府の電子入札導入比率（％） 19.3 87.5   
電子商取引の比率（％） 3.7 66.6   
高速インターネット回線利用世帯

数（単位：千世帯） 
14 7810   

インターネット利用者数（単位：

百万人） 
3.10 24.38   

パーソナル・コンピューター所有

台数（単位：百万台） 
8.27 20.70   

携帯電話加入者数（単位：百万人） 26.82 29.04   
電子商取引市場の規模（単位：1
兆ウォン） 

0.05 88.5 
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これまでの主な成功事例 

包括的な情報化促進枠組と体系が確立した。同様に 1995 年、情報化促進基本法が制定され

た。1996 年には情報企画室と情報化促進基金が設立した。 
政府は情報社会の展望と戦略について提示し、大統領の指揮による第一次情報化推進マス

タープランとサイバーコリア 21 を設立した。こうしたマスタープランを実施するため、韓

国政府は民間部門との緊密な連携を築いた。 
政府は既存の情報ネットワークの継続的な改良を実施した。その内訳については、1980 年

代に構築された全国規模の PSTN、国家情報化プロジェクトの一環として構築された情報

システムのアップグレードが行われ、情報インフラに組み込まれた。 
政府は CDMA テクノロジーへの初期投資も実施し、民間部門の投資を刺激する目的で、ブ

ロードバンドやモバイル通信サービスの市場競争を促した。 
さらにインターネット人口の急速な上昇により、韓国文化とインターネットが融和した。

こうした文化的な融和が e-リテラシー研修プログラムの成功を促すと同時に、政府と民間

部門のパートナーシップも強化された。 
 
情報社会における新たな課題 

 
展望：グローバル・リーダー、e-Korea  

 
目標 
・市民全体の情報通信技術活用能力を最大限に高める 
・産業全体で情報化を促進し、グローバル経済での競争力を強化する 
・情報化活動を通じて透明度と生産性の高いスマートな政府構造を実現する 
・IT 産業の促進と情報インフラの高度化を図り、継続的な経済成長を促す 
・国際協調において重要な役割を担い、グローバルな情報社会のリーダーとなる 
 
基本方針 
定量的拡大 ⇒ 定性的達成 

 
情報化促進活動では、インターネットの定量的拡大ではなく、定性的達成に主眼を置く。

情報化による社会経済的活動と新たな環境への変化に適応する能力が向上されることによ

り、効率が高まると考えられる。 
 
政府が主導する新規産業の創出 ⇒ 新規産業の基盤作り 

 
新規産業創出の基盤を形成するため、政府は法や制度上の改革はもちろん、情報インフラ

や研究開発、人材開発の向上に目を向けようと考えている。政府が構築した基盤をもとに
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生まれた、独立性と独創性の高い新産業の発展をリードしていくのは民間部門である。 
 
IT界で互角になる戦略 ⇒ IT界を主導する戦略 

 
韓国政府は第一級の情報インフラをもとに、国民全員が情報インフラをフル活用できる環

境を構築し、世界に通用する上質な製品やサービスを提供することを計画している。IT 分

野での競争力を強化するため、政府は将来的にきわめて高い付加価値を生み出す可能性を

秘めた主要技術や戦略的サービスに対する主要投資政策を拡大する。 
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（２）シンガポール 

シンガポールの情報通信計画は 1980 年代初頭、シンガポール政府を世界でトップクラスの

情報技術すなわち IT の使用者へ変革するという目的のもとに始まった。行政サービスをコ

ンピュータ化するというプロジェクトにより、行政事務を自動化しペーパーワークを削減

することで行政の内部業務の効率を大幅に向上させた。 

1990 年代後半には、情報技術と電気通信の融合が起こり、行政サービスの提供という概念

そのものに変化が生じた。この変化が、電子政府行動計画（2000 年～2003 年）と第二次電

子政府行動計画（2003 年～2006 年）への道を開いたのである。最初の計画の主な目的は、

できるだけ多くの行政サービスをオンラインで提供することであったが、その一方、第二

次計画では顧客が受けるサービスの向上に主眼点を置いていた。 

現在、国際的な指標となっている研究では、シンガポールを世界でトップクラスの電子政

府に位置付けている。情報通信技術を駆使するための革新的な取り組みを行った結果、我

が国は国内外から称賛を獲得し賞を受賞した。さらに重要なことは、我が国の国民が電子

行政サービスの水準に引き続き満足しているという点である。 

iGov2010 計画（2006 年～2010 年） 

iGov2010 計画は、シンガポール政府が顧客と国民の期待に応え続けるため情報通信を最大

限に活用する 5 ヵ年計画である。このビジョンを達成するため 4 つの目標が立てられてお

り、その目標とは以下のものである。電子サービスの範囲と中身を拡大する、国が進める

情報技術推進の取り組みに対する市民の認知度を高める、政府内部の能力とシナジー効果

を高める、国家の競合優位性を高める。 

第二次電子政府行動計画（2003 年～2006年） 

第一次電子政府行動計画の中で行われた努力を基に、第二次計画は、顧客の満足、国民の

つながり、ネットワーク化された政府という 3 つの目標を掲げていた。特に、利用しやす

く、統合された、そして付加価値型の行政サービスを我々の顧客に提供すること、また、

そうすることにより国民との距離を縮めることであった。 

電子政府行動計画（2000 年～2003 年） 

eGAP、つまり電子政府行動計画（第一次）は、シンガポールを世界でトップクラスの電子

政府にするというビジョンをもとに策定された。その中で 6 つの戦略的プロジェクトが決

定され、それらは、電子行政サービスの提供、知識集約型の職場、技術の実験、業務効率

の向上、適応力を備えた強大な情報通信インフラ、そして情報通信教育である。 

http://www.igov.gov.sg/Strategic_Plans/iGov_2010/iGov2010.htm�
http://www.igov.gov.sg/Strategic_Plans/eGAP_II/eGAP_II.htm�
http://www.igov.gov.sg/Strategic_Plans/eGAP_I/eGAP_I.htm�
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行政サービスコンピュータ化プロジェクト（1980 年～1999 年） 

行政サービスのコンピュータ化プロジェクトは当初、情報通信技術を効果的に利用した行

政サービスの向上に重点を置いていた。これは、業務の自動化やペーパーワークの削減に

より内部業務の効率を高めることを意味していた。時を経て、このプロジェクトはワンス

トップサービスの提供へと進化し、政府のシステムはトレードネット（TradeNet：貿易通

関システム）、メディネット（MediNet：医療データベース）、ロ－ネット（LawNet：司

法データベース）のような民間セクターと直結するサービスへと拡大した。そして 1990 年

代初頭には、コンピュータ化された資源の統合へと移行したのである。 

 

国家インフォコム計画の変遷 

政府の 25 年にわたるインフォコム計画は、それよりもさらに大規模な国家インフォコム計

画と並行して進展した。政府のインフォコム計画、つまり、行政サービスのコンピュータ

化プロジェクト、第一次および第二次電子政府行動計画、電子政府 2010 計画は、公的セク

ターの変革の鍵となる目標と戦略を定めている。その一方、国家インフォコム計画は産業

と社会を変革することを目的としている。 

国家 
インフォコム計画 

政府 
インフォコム計画 

iN2015 計画 

「結ばれるシンガポール」計画 

インフォコム 21 計画 

IT2000 計画 

国家 IT 計画 

国家コンピュータ化計画 

2010 年～2015 年 

2006 年～2010 年 

2003 年～2006 年 

2000 年～2003 年 

1992 年～1999 年 

1986 年～1991 年 

1980 年～1985 年 

iGov2010 計画 

第二次電子政府 
行動計画 

電子政府 
行動計画 

行政サービス 
コンピュータ化 
プロジェクト 

http://www.igov.gov.sg/Strategic_Plans/CivilServiceComputerisationProgramme.htm�
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ｉＮ２０１５計画 

インテリジェント国家 2015（iN2015）は、これからの 10 年にわたり情報通信に関する目

標を実現していくための基本計画である。iN2015 計画は、インテリジェント国家、そして、

情報通信が推進するグローバルシティというビジョンを達成する過程で情報通信が果たす

戦略的役割を再確認するものである。iN2015 計画は、イノベーション、統合、そして国際

化を推進するために情報通信を活用しようとするものである。同様の観点から、iGov2010
計画は、顧客に対しより良いサービスの提供、また国民とつながる統合的な政府というビ

ジョンを達成するため、情報通信の利用に関する短期的な目標を分かりやすくまとめたも

のである。 

結ばれるシンガポール計画 

「結ばれるシンガポール」計画では、情報通信を新しいアイデアの創造を可能にする鍵と

みなしている。そして、このアイデアが、生活を豊かにし、新しい価値を生み出し、新し

い可能性を切り開くことを期待している。新しい可能性を実現する過程において、情報通

信技術は本当の意味での「コネクター」、つまり「結びつけるもの」なのである。コンピ

ュータ、コミュニケーション、コンテンツの持つ力を結びつけることにより、新しいビジ

ネスチャンス、消費者の価値観、文化的な体験を創造することが可能になる。第二電子政

府行動計画と並んで、消費者の満足度を高め市民を結びつけるため情報通信を活用するの

である。 

 

インフォコム２１計画 

電気通信と ITの融合に触発されたインフォコム 21計画は 2000年始まった。この計画では、

シンガポールを、電子商取引の恩恵を受け情報通信を巧みに使いこなす電子社会としてグ

ローバルな「情報通信の都」に発展させることを意図している。第一次電子政府行動計画

は、全ての行政サービスをオンラインで提供するというインフォコム 21 計画を実施する上

で中心的なイニシアティブである。 

ＩＴ２０００計画 

国家 IT 計画に基づき、IT2000 計画はシンガポールを地球の IT ハブにするとしてスタート

した。この基本計画に含まれる主要課題には、シンガポール人の生活の質の向上、経済の

原動力に活力を与える、国と世界中のコミュニティを結ぶ、シンガポール人の持つ潜在的

な能力を高めるという点がある。 
 
公的セクターでは、データセンターや行政サービスのネットワークを総合しコンピュータ

資源を統合することに重点を置いていた。インターネットは、一般国民に対し情報や取引
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に関するサービスを提供する新しい手法として採用された。国家 IT 計画に基づき、IT2000
計画はシンガポールを世界の IT ハブとするとして始まった。この計画はさらに、シンガポ

ール人の生活の質の向上、経済のエンジンに活力を与えること、地域と世界中のコミュニ

ティを結ぶこと、シンガポール人の持つ潜在的な能力を高めるという点に力点を置いてい

た。 

 

国家ＩＴ計画 

我が国の IT 戦略が成熟するとともに、政策の焦点は省庁の壁を越えたワンストップサービ

スの提供へと移行した。より優れた行政サービスを提供し省庁の壁を越えた情報の共有化

を推進するため、土地、人、施設という 3 つのデータの中核がつくられた。IT を駆使し人

手で行う作業を自動化し統合することで行政サービスを一層向上することが可能になった。

我々の革新的な努力により、スクールリンク（School Links）、総合土地使用システム

（Integrated Land Use System：ILUS）、ワンストップ住所変更届け出システム（One-Stop 
Change of Address Reporting System：OSCARS）、そして、トレードネット、メディネ

ット、ロ－ネットなどのネットワークが賞を受ける結果へつながった。 

 

国家コンピュータ化計画 

国家コンピュータ化計画は IT を効果的に利用することで行政を改善することを目的として

おり、業務のコンピュータ化、ペーパーワークの削減、そして行政サービスにおける IT の

活用レベルをあげることに焦点をあてていた。これは最初小規模なアプローチとして始ま

ったが、後に IT が広く受け入れられるための触媒の役割を果たした。結果として、国の IT
を受け入れる許容度が高められ、そのことが国内で芽生えかけていた IT 産業を育成するこ

とになった。 

官民パートナーシップ 

 
背景  
官民パートナーシップ（PPP）は、サービス提供のために公的セクターと民間セクターと

の間の長期的な協力関係を意味する。PPP を通じ、公的セクターは、国民にコスト効果の

最も高いサービスを提供するため、官民両セクターがもつ専門性と資源を 1 つにすること

を目的としている。 
 
伝統的に、公的セクターが民間セクターに関与する機会は、施設の建設や器材の調達に限

られるという傾向があった。そして、公的機関は施設や器材を所有あるいは管理するが、

その施設や器材の運営は別の維持管理会社や運営会社に任せるという方法で国民にサービ
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スを提供してきたのである。 
 
PPP を従来の手法に代わる調達手法とすることで、公的セクターは資産を直接所有し運営

するのではなく、むしろ最もコスト効果の高いサービスを入手することに集中できる。 
 
GeBIZ はシンガポール政府がワンストップサービスとして提供している電子調達のポー

タルである。公的セクターの見積もりや入札情報は全て GeBIZ に掲載される。サプライヤ

ーは、政府の調達情報を探し出し、入札書式をダウンロードし、オンラインで入札するこ

とができる。 
 
GeBIZ のおかげで、サプライヤーはインターネットに接続さえすれば、いつでもどこにい

ても公的セクターが提供するビジネスチャンスにアクセスすることができるようになった。 
 
中小企業のための政府調達ガイド 
 
同ガイドは、サプライヤーが政府調達（GP）に関する規則を理解し、政府部局が必要とし

ているビジネスやプロジェクトに参加し入札できるようにするため作成された。 
調達方針は、コスト効果の最も高い商品やサービスを購入することを目的としている。我

が国は、世界貿易機関（WTO）における 1994 年政府調達に関する合意の参加国として、

以下に述べる原則を順守する義務がある。 
 
公開性および公平性 
我が国はいかなるサプライヤーも優遇しないし、不公平に扱うこともない。我が国はサプ

ライヤーを公平に扱う。 
サプライヤーは全て、入札の準備を行うため同じ情報を与えられる。 
 
透明性 
政府調達の手続きと方針は透明であり、サプライヤーの理解のため、我々がどのようにし

て商品やサービスを購入するかについて知らせている。そのため、我々は必要な情報は全

て、例えば、調達要件や応札の評価基準などを入札資料で提供している。 
 
コスト効果 
コスト効果を達成するため、我々はサプライヤーの応札を価格の面からだけでなく、調達

基準をすべて満たしているか否か、商品やサービスの質や納入のタイミング、信頼性やア

フターケアの面からも評価している。 
 
情報通信開発庁概観 
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情報通信開発庁（IDA）の戦略目標は、シンガポールにおいて活力と競争力に満ちた情報通

信産業を育成し、グローバル経済における同国の競争力を高めることである。それは、外

国資本を誘致し、シンガポールにおける革新的な情報通信技術の開発・配備・応用を通じ、

長期的に持続可能な GDP（国内総生産）の成長を成し遂げるというものである。 
 
IDA は、情報通信産業の擁護者、国家情報通信基本計画の立案および推進者、政府の最高

情報責任者という役割を果たすことで目標を達成することを目指している。 
 
情報通信産業の擁護者  
 
IDA の主な任務の 1 つに、消費者と事業者の両方を擁護する立場から、両者にとって有用

で、革新的、かつ競争力のある情報通信環境を創り出すことがある。IDA は、情報通信産

業政策、同業界の基準、行動規範、勧告となるガイドラインを策定する。主要な目標は、

シンガポールの電気通信市場において効果的な競争を促進することである。同庁はまた、

国内外の情報通信市場の趨勢や業界の発展および規制の手段を監視している。その一方、

ダイナミックにそして急激に変化する世界で効果的かつ適切な情報通信政策と規制の枠組

みを保証するため技術的な中立を保っている。IDA はグローバルコミュニティに関係する

情報通信政策や課題を討議する多くの国内外の会合にシンガポールを代表し出席している。 
 
シンガポールの情報通信産業の擁護者として、IDA は国内の情報通信企業、世界有数の多

国籍企業（MNC）、革新的な情報通信技術起業家、そして生まれたばかりの企業から構成さ

れる活力のある情報通信環境システムを発展させることに努力を惜しまない。IDA は、国

内外の市場で情報通信産業を育成する機会を積極的に模索している。IDA は、中国、イン

ド、アメリカ、カタールにオフィスを持ち、他国政府との二国間協定やパートナーシップ

を通じ、シンガポールの情報通信企業がグローバル市場へ進出することを支援している。 
 
情報通信産業の成長を支援するため、IDA は情報通信を使いこなしグローバルな競争力を

備えた労働人口を育成することを目指している。IDA は同産業と密接に連携しながら、幅

広い技術的ノウハウを持ち、ビジネスで要求されることをよく理解し、知的財産を創造す

る能力を備えた情報通信専門家の育成に向け人材育成の計画を研究している。加えて、IDA
は、素晴らしい才能を持つ人材を集めるため、キャリアの選択肢として情報通信に関係す

る教育機関での奨学金や促進策を積極的に進めている。 
 
情報通信基本計画の立案者および推進者 
 
シンガポールは、情報通信技術を効果的に用いて経済成長と社会の発展を牽引してきたこ

とで国際的な評価を得ている。シンガポールの情報通信基本計画立案の一環として、IDA
は、政府、事業者、個人のニーズに応えるため大規模な国家情報通信インフラを整備して
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いる。iN2015 計画を進めつつ、IDA は、有線とワイヤレスのネットワークが補完しあう次

世代国家情報通信インフラの整備を目指している。次世代国家ブロードバンド通信網（Next 
Gen NBN）と呼ばれる有線のブロードバンド通信網は、各家庭、オフィス、学校へダウン

ロードおよびアップロード共に毎秒 1 ギガビット以上の超高速ブロードバンドを提供する

一方、ワイヤレスブロードバンド通信網（WBN）はシンガポール全土での常時接続を提供

する。 
 
IDA は、情報通信技術をシンガポールの経済競争力向上の鍵として促進している。同庁は、

デジタルメディアのような新しい分野でのイノベーションや研究開発を奨励し、情報通信

を戦略的に活用するために官民両方と協力し活動している。IDA は、政府のために長期的

視野に立って情報通信プロジェクトを計画し素晴らしい足跡を残している。同庁はまた、

情報通信技術を活用し、教育、ヘルスケア、製造業、運輸部門、観光業界、エンタテイン

メント産業、金融業界を発展させるためこれらの業界と共に活動している。 
 
 
政府の最高情報責任者 
 
IDA は、シンガポール政府の最高情報責任者としての役割を担っている。この立場から、

同庁は市民と事業者のニーズに対応するため政府を効率的そして効果的に運営する一助と

なっている。政府の最高情報責任者として、IDA は計画立案だけでなく、政府の様々な情

報通信システムとその能力のためにプロジェクト管理を行い実施している。また、IT の規

格、政策、政府調達のガイドラインや手続きを監督し、非常に重要な情報通信基盤の安全

性を管理している。これらの重要な役割には、政府の IT インフラやアプリケーションシス

テムの概念化、開発、実施、そして管理が含まれている。 
 
法律および規制 
 
IDA 関連法規 
 
シンガポール情報通信開発庁法（137A 章） 
 
シンガポール 情報通信開発庁法 （137A 章）は以下のことを定めている。 
 
IDA の設立、組織、定款; 
IDA の機能、任務、権限；そして 
IDA の職員、ファイナンス、資産 
 
現在、シンガポール 情報通信開発庁法に行政規則はない。 
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電気通信法（323 章） 
 
電気通信法（323 章）は以下のことを定めている。 
 
・ 電気通信システムおよび同サービスの認可、周波数の権利の付与 
・ 電気通信施設の建設、維持、修理 
・ 電気通信システムおよび同サービスに関する行動規範、実施基準、指導およびガイドラ

インを策定する IDA の権限 
・ 電気通信ケーブル検出業務 
・ 指定電気通信事業者の所有及び経営の監督 
・ 電気通信システムおよび同サービスに関する違反および罰則 
 
 
郵便サービス法（237A 章） 
 
郵便サービス法（237A 章）は以下のことを定めている。 
 
・ 書簡を輸送する郵便サービスの認可 
・ 郵便サービスおよび同システム 
・ 郵便に関する行動規範、実施基準、指導およびガイドラインを発する IDA の権限 
・ 郵便に関する違反および罰則 
 
その他の法律 
 
電子取引法（88 章） 
 
電子取引法（88 章）は以下のことを定めている。 
 
・ 電子契約 
・ 電子記録および電子署名 
・ 電子記録および電子署名の安全 
・ 電子署名の効力およびそれから生ずる義務の効力 
・ 認証機関およびその契約者の義務 
・ 認証機関に関する規制 
・ 電子記録および電子署名の政府による使用 
・ ネットワークプロバイダの義務 
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法律は、シンガポール政府の許可を得てこのウェブサイトに掲載されている。国会の法律

は、手数料無料にて入手することが可能であり、シンガポール法律集オンラインは毎月更

新されている。 
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（３）マレーシア 

 
国家情報通信技術（ICT）政策の概要 
マレーシアを知識型社会へ変革することは、歴代の首相が推進してきた国家目標である。

マルチメディア・スーパー・コリドーは、我が国の変革の鍵となるプロジェクトである。 
 
マルチメディア・スーパー・コリドー 
マルチメディア・スーパー・コリドー（MSC）は、グローバルな情報通信技術（ICT）産

業にとって、マレーシアにおける最も刺激的なイニシアティブである。 
MSC は 1996 年に概念化されて以来、マルチメディアおよび通信関連の製品、ソリューシ

ョン、サービス、そして、研究開発に重点を置く 900 以上の国内外の企業に活動拠点を提

供し、活気にあふれるダイナミックな情報通信技術ネットワークの中心へと成長した。 
マレーシアはこの独自のコリドー計画において、情報通信技術のトップ企業が、彼らの組

織を MSC に配置し、研究し、新製品や新技術を開発し、この拠点から輸出することを奨励

している。MSC はまた、マレーシアの中小企業が世界的な企業へ成長するために理想的な

環境を提供している。さらに、MSC が高度に進化したインフラや施設を用いた情報通信技

術応用のためのグローバルな試験台として、また、アジア地域における事業のハブとして

外資系企業に活用されることを歓迎する[1]。 
 
MSC のビジョン  
MSC は、北部のペトロナス・ツイン・タワーから南部のクアラルンプール国際空港に広が

る幅 15 キロメートル、長さ 50 キロメートルの回廊地帯である。MSC は、サイバージャ

ヤ（テクノロジー中核部）とプトラジャヤ（Putrajava）（マレーシアの新しい行政府）と

を取り囲んでいる。MSC は、1996 年から 2020 年にわたり 3 つのフェーズに分けて実施さ

れることになっている。 
第 1 フェーズ（1996 年～2003 年）において MSC は成功のうちに創設された。第 1 フェー

ズで計画されていた重要な節目となる行事は全て終了した。第 2 フェーズでは、マレーシ

ア国内に他のよく似た回廊型のネットワークが設立され、また、サイバー関連法規の全体

的な骨格が制定される。さらに、4 つか 5 つのインテリジェントシティが世界中の他のグロ

ーバルシティと結ばれる。第 3 フェーズでは、マレーシアはマルチメディア・スーパー・

コリドーへ進化する。国際サイバー裁判所（International Cybercourt）が MSC 内に創設

され、12 のインテリジェントシティが世界的な情報ハイウェイで結ばれる[2]。 
  
 
ICT（情報通信技術）の拡散 
マレーシアは 2003 年、ネットワークへの取り組みにおいて、先進国数カ国を飛び越え世界

第 26 位にランクされた。マルチメディア・スーパー・コリドー（MSC）の創造、産業法規
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の確立、ICT へのアクセスにより行う研究、そしてマレーシアを知識集約型社会へと変化

させる ICT の応用は、技術拡散へとつながっている[3]。 
マレーシアは、ICT の普及、分散している地理的な条件、そして ICT に適した組織環境の

面で利点を備えている。逆に、ICT を吸収する能力、接続のためのインフラ、そして利用

面での洗練度では弱いといえる[4]。 
 
 

目的  ビジョン 重点分野 
電子エコノミー 
 

マレーシア経済の全てのセクターが、

台頭しつつある知識主導型のグロー

バルエコノミーにおいて価値と富を

創造すること 

知識主導型経済  
 

電子公共サービス 
 
 

公的セクター、民間セクター、および

コミュニティセクターが、人間中心の

顧客志向型のサービスを電子的に提

供すること  

公共の製品とサービスの提

供形態 
 

電子コミュニティ 
 

マレーシア人の生活の質を向上させ

るためガバナンスの過程からコミュ

ニティのネットワークが積極的に参

加すること  

生活の質のためのガバナン

スへの参加  
 

電子ラーニング 
 

公式および非公式のネットワークが、

個人や組織、そして社会が向上するた

めに生涯学習の機会を提供し、また、

その精神を啓発すること 

生涯学習という文化 
 

電子国家 
 

我が国が直面するボーダーレスな課

題に対し、市民および組織が国家とし

ての独自性、統一性、社会的安定に集

中すること 

弾力性を備えた国家の独自

性  
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電子政府の全体像 
 
電子政府イニシアティブは、我が国を情報化時代へ導くために始まった。このイニシアテ

ィブは、政府内部の行動手法、そして、マレーシア国民へのサービスの提供方法を改善し

ていくためのものである。同時に、政策の立案、連携、実施のスピードを早め、それらの

質を向上するため政府内部の情報の流れやプロセスを改善するものである。 
 
ビジョン 2020 に掲げられている目標を迅速に達成するため、7 つの旗艦アプリケーション

を通じた方針が既に決定されている。これらのアプリケーションは、MSC イニシアティブ

をスタートさせ、創造的なモノを作り出す人たちやマルチメディア技術を駆使する人々に

とってマルチメディアの天国のような場所を作り、提供するよう計画されている。マレー

シアの国内企業と外資系企業は共に、我が国の社会経済の発展を促進するため様々な政府

機関と連携して行動する。マルチメディア・スーパー・コリドーは、マレーシアが情報化

時代に向け提供するイニシアティブである。その旗艦アプリケーションを以下に示す。 
 
電子政府  
 
電子政府のビジョンとは、マレーシアおよびマレーシア国民全てが恩恵を享受する事を目

指し、政府、企業、国民が共に働くというビジョンである。このビジョンは、政府が国民

のニーズにさらに一層応えることを可能にし、政府が効果的かつ効率的にマレーシア国民

へ行政サービスを提供することに焦点をあてている。 
電子政府の 7 つの旗艦アプリケーションプロジェクトは以下のとおりである。 
1．プロジェクト監視システム（SPP II） 
2．人的資源管理情報システム（HRMIS） 
3．首相官邸統合オフィス環境（GOE） 
4．電子調達（EP） 
5．電子行政サービス（E－サービス） 
6．電子職業安定所（ELX） 
7．電子シャリア 
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総合分析 

マレーシアは、経済発展を促し国民の生活の質を向上させるために ICT を活用することの

意義を認識している発展途上国政府の良い例である。マレーシアは以下に述べる理由から、

ICT 開発のモデルであると同時にその主導者でもある。 

• 政府の強力な参加と支援  
• 国家と国民のための長期的ビジョン  
• マレーシア国民とインフラに投資するマルチメディア・スーパー・コリドーの開発  
• グローバル市場で繁栄し競争力を備えた国をつくるという目標 
• ビジョン 2020 計画についての政府内での整合性  
• MSC への ICT 関連大企業の誘致と移転  
• 新しい教育機関を開発することで国を知識型社会へ転換することに取り組む事を誓

い実行している点 

以下の図は、マレーシアの長所、短所、機会、脅威をリスト化したものである。 

長所 

• 政府による強力な支援  
• MSC  
• 国内の IT 製造業の存在 
• 知的所有に関する政策と権利保護  
• 進んだ電気通信基盤  
• 高等教育に対する高度な投資  
• 英語  

短所 

• 消費者レベルでのテクノロジー使用

度が低いこと  
• カントリーリスクが中程度であるこ

と 
• 政府支出の高さ 
• 高い労働コスト  

機会 

• 直接外国投資  
• 大規模な ICT 企業の誘致  
• 電気通信分野の総合的な市場自由化  
• 技術を要する新世代労働力の存在 

脅威 

• 他国（中国）  
• テロリズム  
• クーデタ  
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法整備 
知的財産保護 
 
1983 年 9 月 1 日付で施行された 1976 年商標法は、商品やサービスに使用する商標（例え

ば、ロゴ、ブランド、サイン）の登録制度を定めている。特定の商品あるいはサービスに

関連して登録された商標は、出願日から 10 年間有効であり、その後 10 年毎に無期限に更

新することができる。登録所有者は、1972 年取引表示法の下で、所有者の同意なしに商標

を使用する者に対し侵害訴訟を開始、あるいは、苦情を申し立てる権利を有する[2]。 
 
1983 年特許法は、1986 年 10 月 1 日付で施行され、マレーシアにおける特許および実用新

案の登録制度を規定している。とりわけ、同法は「特許権をもつ発明」が何を意味するの

か、そして、何が特許権を持たないのかについて明記している。特許が認められ年間手数

料が支払われれば、その特許は申請日から 20 年間有効となる。特許所有者は、その発明の

特許権を活用し、特許の付与あるいは譲渡、あるいはライセンス契約を締結する独占的な

権利を有する。侵害訴訟は、特許を侵害したか、あるいは現在侵害している者に対して起

こすことができる。 
 
1987 年 12 月 1 日付で施行された 1987 年著作権法は、著作権の所有者に対し特定の期間独

占的権利を付与する法律である。マレーシアでは著作権を登録する制度はない。著作権が

あると認められる作品（文学作品、楽曲、芸術作品、映画、音の録音物、放送および放送

から派生する作品）とは、その作品が独自性を持つよう十分な努力が行われ、また、その

作品が文字、録音、あるいは有形の形態をとっていて、作者が適格性を備えていると判断

されるか、あるいはその作品がマレーシアで作成されるかマレーシアで最初に発表された

ものであり、これらの条件を満たせば自動的に著作権が認められる。同法はまた、著作権

侵害やそれに絡む犯罪を構成する要件や救済方法を明記している[4]。 
 
1999 年 9 月 1 日に発効した 1996 年工業デザイン法は、マレーシアにおける「工業デザイ

ン」の登録制度を規定している。工業デザインとは、いずれかの工業工程において、物品

に適用される形状、配置、柄、装飾が完成品となったときに人の心に訴えるか、または、

目で見て判断できる特性を備えるものと定義している。登録は申請の日から 5 年間有効で

あり、5 年間をさらに 2 回更新することができる。同法はまた、権利者に付与される権利の

範囲、そして何をもって侵害の要件となるかを定めている[5]。 
 
2000 年 8 月 15 日に発効した 2000 年集積回路レイアウトデザイン法は、集積回路のレイア

ウトデザインの保護基準に特化した法律であり、権利者に付与される保護の範囲を定めて

いる。レイアウトのデザインは、商業的に使用された最初の日から 10 年有効である。それ

にもかかわらず、同法が付与する保護はデザインの作成日から 15 年で失効する[6]。  
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2001 年 8 月 15 日に発効した 2000 年地理的表示法は、地理的な出所と製品に重複使用され

ることで地名が悪用されることを避けるため、地理的表示の登録制度を規定している[7]。 
 
2000 年光ディスク法は、2000 年 9 月 15 日に発効し、マレーシアにおける VCD、DVD や 
CD 等の光ディスクの製造に関するライセンス供与や規制を定めている。同法は、光ディス

クの形態をとる著作権侵害に取り組み、マレーシアの知的所有権保護を強化するためにと

られた立法上のイニシアティブの 1 つである[8]。 
 
 



 参 1-7-20 

サイバー法 
 
1998 年 10 月 1 日に施行された 1997 年電子署名法は、電子署名の使用を通じ安全なオンラ

イン商取引の場を提供する事を通じ、特に電子商取引の発展を可能にするための法律であ

る。同法は、認証機関（Certification Authorities）の認可と規制の枠組みを定め、また電

子署名を法的に認知している。認証局監査官（Controller of Certification Authority）は、

認証機関へ認可を与え、また規制する権限を持ち、1998 年 10 月 1 日に任命された[9]。 
 
1999 年 4 月１日付で施行された 1998 年通信マルチメディア法（The Communications and 
Multmedia Act）は、特にマレーシアを通信、マルチメディア情報、そしてコンテンツサー

ビスの分野で世界の主要拠点にするという目的のため、電気通信、放送、およびコンピュ

ータ産業の融合を促す法的な枠組みを定めている。マレーシア・マルチメディア通信委員

会（Malaysian Communication and Multimedia Commission）がこの規制の新しい枠組

みの唯一の監督者として 1998 年 11 月 1 日付で任命された。認可の形式で規制が行われて

いるものの、この新しい枠組みの画期的な点は、情報通信技術やマルチメディアコンテン

ツ業界を始めとした様々な業界の自主規制の形態を取っていることである[10]。 
 
1987 年著作権法を改正した 1997 年改正著作権法は、1999 年 4 月 1 日に施行され、著作権

を持つ作品をインターネット上で無断で転送することを著作権侵害と定めた。また、著作

権作品の入手を制限するための効果的な技術の抜け道を作る事もまた著作権侵害であると

定めた。これらの規定は、情報通信技術やマルチメディアにおいてコンテンツの創造に従

事する企業の著作権の適切な保護を目的としている[11]。 
 
2000 年 6 月 1 日に発効した 1997 年コンピュータ犯罪法は、コンピュータの悪用に関する

犯罪をいくつか規定している。その中でも、コンピュータ機器への無断アクセス、他の犯

罪を犯す目的でコンピュータのコンテンツに無断アクセス、あるいは無断で行うコンテン

ツの変更を取り扱っている。同法はまた、同法を執行するための調査を促進するための規

定をも定めている[12]。 
 
1997 年遠隔医療法は、資格をもつ医療従事者が、聴覚通信、視覚通信、およびデータ通信

を通じて医療を行うことを可能にする枠組みの提供を目的としている。現在までのところ、

遠隔医療法はまだ施行されていない[13]。 
 
1998 年通信マルチメディア法  
 1998 年マレーシア・マルチメディア通信委員会法 （Malaysian Communications & 
Multimedia Commission Act of 1998） 
 1997 年電子署名法  
 1997 年コンピュータ犯罪法  
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 1997 年遠隔医療法  
 2000 年光ディスク法  
 1987 年著作権法  
 1976 年商標法  
 1983 年著作権法  
 1996 年工業デザイン法 
 2000 年集積回路レイアウトデザイン法  
 2000 年地理的表示法  
 1972 年取引表示法  
 2002 年マレーシア知的財産公社法（Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 
2002）  
 電子商取引法（E-Commerce Act） 
 
現在 
電子政府：マレーシアは現在 25 位にランク  
2007 年 11 月 16 日、12:17、カイ・ワー（Kai Wah）投稿  
 
米国ロード・アイランド州のブラウン大学が行った電子政府ランキングに関する国際調査

によると、マレーシアが 2005 年から飛躍的なランク上昇を遂げたことが判明した。 
 
マレーシアは、2005 年の調査では 198 ヶ国中 157 位にランクされていたが、今年は 25 位

にランクされ大躍進を果たした。この大幅な上昇の原因は、主としてマレーシア政府が電

子政府サービスを推進した事にある。 
 
上位 4 位までにランク付けされた国は、韓国、シンガポール、台湾、そして米国である。 
 
マレーシア電子政府の成功したアプリケーション： 
 
政府による電子政府サービスの推進 
電子職業安定所 （www.elx.gov.my）は 2005 年以降 75,000 人の潜在的従業員を雇用者に

紹介した。 
SMS（ショート・メッセージ・サービス）と呼ばれる携帯メールを用いた電子政府のサー

ビスに関する注意喚起 
運転免許所のオンライン更新 
所得税書式の電子申請 
投票情報 
政府入札の詳細 
雇用機会 

http://www.elx.gov.my/�
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電子政府実施に関する問題点： 
 
一般人の認識の低さ－一般人の 60%が既に提供されているサービスについて知らないでい

る。解決方法：テレビ広告やショッピングモールでのワークショップを通じて認識を高め

る。 
オンラインでの行動：マレーシア人は、電子取引、とりわけ、オンラインでの銀行取引や

インターネット上の店舗での買い物に対しし不信感を持っており懐疑的である。 
言葉の壁：ほとんどの過去の政府系ウェブサイトはマレーシア語で書かれていた。しかし、

現在は英語版が存在している。 
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（４）香港 

 
電子政府戦略：電子政府第二波 
最高レベルでの電子政府の支援を目的として、2004 年 9 月に電子政府推進委員会（EGSC）

が結成された。財政司長官が議長をつとめる EGSC は、電子政府プログラムのさらなる発

展を支援し、プログラムの実施を円滑に進めるための施策を承認している。結成以来、EGSC
は電子政府の第二波での視点、使命、最優先事項について検討し、支持するだけではなく、

数々の新たな電子政府構想に対する方針を打ち出してきた。 
 
 
共通の視点を持つ 
電子政府の第二波に対する展望は以下のとおり。 
情報テクノロジーを活用し、利用しやすく、責任の所在が明らかで、かつ効果的な政府へ

の変容を促す利用者主体のサービスを展開し、香港が有数のデジタル都市となるよう貢献

する。 
   
 
使命 
 
地域社会への貢献 
公共サービスの価値を高めてさらに利用しやすくし、あらゆるサービスが一カ所で受けら

れるようシステムを統合した、利用者主体の電子サービスを提供する。 
 
政府改革 
サービスの提供が改善する業務プロセスの改善、利用者主体という意識の価値を高め、効

率と生産性を向上させる。 
 
世界有数のデジタル都市として香港のステータス維持 
地域社会の情報リテラシーを高め、電子商取引や電子ビジネスの推進を図る電子政府の普

及促進。 
電子政府の新しい潮流は、電子政府構想を推進する上でトップダウン型のアプローチの必

要性を強調している。局/科（B/D）のトップレベルが電子政府構想の立案や実施に取り組

むだけではなく、組織、風土、ビジネスプロセス、内部資源の割り当てで求められる変更

に着手することがなにより重要である。 
 
最優先事項の重視 
電子政府の構想や使命を実現させるには、電子政府の次の潮流で、以下に挙げる数々の最
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優先事項に活動を集中させる。 
 
 
電子政府サービス提供の新規戦略 
世界レベルでは、利用者層の需要を中心としたクラスター型アプローチを採用し、民間部

門の経験や専門性、リソースを柔軟に取り入れた電子政府サービスを展開するという動向

が新たに出現している点が注目される。 
 
香港の新規電子政府戦略は、第一に、電子政府サービスの質の向上に努め、利用者層の分

割、エンド・トゥ・エンドの処理を導入し、電子政府サービスの利用度を高める。第二に、

政府が専門性や経験をさらに高められるよう、民間部門の参加の機会を増やす。第三に、

官民の電子サービスや電子商取引の緊密な統合を図り、香港の電子商取引や e ビジネスの

採用を促すことで、利用者にとっての有益性と利便性を高めるという、3 点の総合的目標を

達成するべく努力しなければならない。 
 
したがって、政府が将来的に電子政府サービスを提供する際には、サービスを目的に応じ

て区分するアプローチを採用するだろう。電子政府サービスのほか、利用者やサービス区

分の商業的価値を高めるため、区分されたサービスは各自関連する商用サービスを提供す

る。利用者の価値を最大限に高めるには、バリューチェーン全体でサービスを提供するよ

うなサービス区分となるよう心がけ（例：渡航文書の記載内容をもとに航空チケットや旅

行損害保険の申し込みが可能になる）、エンド・トゥ・エンドで処理するアプローチを採用

する（例：電子予約や電子提出のデータから電子支払いを可能にする）。公共部門が別の区

分でも電子政府サービスの利便性を損なうことなく継続して利用できるようにするには、

さまざまなサービス区分を公的インターフェースとして連携させ、あらゆるサービスが一

本化した窓口で利用可能なポータルの構築を検討する。サービス区分の作成や開発は発展

的なプロセスになり、サービス区分の内容を適宜再検討し、利用者の需要や市場動向を反

映させる。 
 
技術インフラ戦略に関しては、政府内部の円滑な連絡を支援する、開かれた相互運用可能

な基準や民間部門の支援をもとに、技術アーキテクチャを徐々に展開していく。具体的に

は、業務上の規則に忠実に定義したインターフェースに注目し、拡散的な IT 環境を最善な

形で支援するという設計理念を採用し、サービス請負業者によるフロントエンドでのアプ

リケーション開発や、政府のバックエンドシステムの接続業務を支援する。インフラを利

用する電子政府サービスが必要とする共通サービス（例：e ペイメント・ゲートウェイ）に

ついても明確にし、各サービスの開発や提供での冗長化を最小限に抑える。新規技術イン

フラ戦略は、政府や民間部門による電子政府のサービスに統合させるクラスタリングやイ

ンターフェースの候補を自由に組み合わせ、需要に対応することができる。 
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顧客関係管理（CRM） 
利用者主体のサービスを提供する上で重要なのは、電子政府サービスの展開で CRM の原理

や実務を取り入れることである。この考え方は第二波電子政府が掲げる展望と一致してお

り、電子政府サービス提供の新戦略における基盤となる。政府の局や科が利用者のニーズ

や選択肢を十分理解し、より利用者の側に立った電子政府サービスの提供を支援するため、

参考資料として CRM ガイドを発表した。 
 
 
サービス提供窓口の管理戦略 
政府のサービスは様々な提供窓口を通じて利用されている（例：各省庁のカウンター、郵

便、電話、ファクス、インターネット）。だが、電子化の手段と従来のサービス提供窓口と

を並行させるといった、提供窓口に対する長期的な展望や戦略を立てなければ、効率化の

推進や運用コスト削減といった望ましいメリットが得られない。e-channel がもっとも効率

的、かつ費用対効果の高いサービス提供手段であるなら、サービス窓口に対する適切な管

理戦略を立てると同時に、利用者を利用にかりたてる要素を並行させれば、e-channel への

移行が促されるだろう。したがって、電子政府サービスの質と魅力を高めて利用度を向上

させる対策、サービス提供手段の合理化、可能かつ適正と認められた場合における、費用

のかさむサービス提供手段の規模縮小化を図るなどの対策をサービス提供窓口管理戦略の

ガイドラインとして局や科に提示する。 
 
 
電子調達（e 調達） 
かなり大規模で活動の範囲も広い政府調達案件には、e 調達の導入が大幅な効果を上げる可

能性がある。こうした調達案件における人件費や管理費はかなりの金額に達すると考えら

れる。 
 
特に中小企業（SME）の社内効率の向上と業務部門での IT 採用を目指し、政府の e 調達を

推し進める戦略を策定するコンサルタント調査が完了した。部門内の効率向上と特に中小

企業の外部サプライヤーの e ビジネス業務請負の奨励を目的としたパイロットプログラム

を現在導入している。 
 
 
e 政府イニシアティブの効果測定 
政府の IT 投資における費用対効果を測定するため、電子政府プロジェクトによる効果の特

定、定量化、測定に対する対策強化を図る必要があると考えている。そこで政府 IT 投資に

おいて成功した事業の事例に関するコンサルタント調査を実施した。本調査は 2007 年 3 月

に終了した。採用が望ましいプロセスや方法論、ツールについての情報を伝達するマネジ
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メントガイドを作成する。このガイドは、各局や部門が事業例を作成する際の新たな枠組

を採用する上で有益な資料となるだろう。 
 
香港の電子政府サービス 
香港電子政府サービスのウェブサイトでは、e ビジネスの活用による公的サービス提供の事

例を紹介し、香港のさまざまな電子政府構想について紹介する。 
 
簡単に利用可能で、かつ利用者にとって使いやすい電子政府サービスの提供、また政府機

関の多数の局や科が連携し、サービス提供窓口の一本化を図るため、香港政府はここ数年

電子政府インフラの構築を進めており、多大なる成果を上げている。2008 年のデジタル 21
戦略では、第二波電子政府の焦点は市民主体の公的サービス提供体制の確立にあり、利用

者の関与、情報管理、シンプルかつセキュリティの高い認証手段の導入を強調している。

利便性とセキュリティの両面が強化された電子サービスが利用になると市民生活の質が向

上し、政治に対する信頼度が強化される。 
 
利用者の価値を高めるには政府の局レベル、科レベル全体のサービス統合に向けての努力

が求められるだろう。公共サービスの提供手段を利用者主体なものに改革することにより、

付加価値の高いサービスが法人と個人に提供される。 
 
電子政府構想の第二波は提供側である我々の効率を高め、利用者にとって使いやすいサー

ビスを提供し、市民の生活をかならず高めてくれるだろうと考えている。 
 
 
商業産業技術局 情報担当局長 
 
香港では電子政府構想を推し進める上での制度設計を新たに策定した。 
 
2004 年 7 月 1 日、旧情報技術サービス部と通信技術局（CTB）IT 関連部門が合併し、商

務及經濟發展局（商務及経済発展局）の下部組織として情報担当局（OGCIO）が発足した。

こうした活動的な単独組織の結成により、電子政府およびその他 IT 関連政策や戦略を推進

する、統一の取れた効率のよい組織作りが可能になった。組織を統合すると、公共政策と

専門知識の提供という両面にわたって、必要なコア・コンピタンスが活用できるという利

点がある。商務経済発展局長官の管轄にある CEDB の下部組織である OGCIO の責任が重

くなるとともに、適正な範囲までその役割が拡大し、政府に対してこれまで以上に明確か

つ先を見越したリーダーシップを取ることが可能になり、政府に代わって IT 投資や戦略策

定、実施にあたって求められる説明責任の範囲も拡大する。 
 
さらに、政府全体の関連政策や事業改革を推進する上で欠かせない、上層部による電子政
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府プログラムを支援する目的で、財政長官を議長とする高レベル電子政府運営委員会が発

足した。中でも本委員会は、電子政府プログラムの戦略的方向性の承認や電子政府関連プ

ロジェクトの成果、利益、活用目標の設定にたずさわり、必要に応じて局と部門間、また

は OGCIO と局/部門間の意見の相違を解決する。委員会の公的権限を得た GCIO は、今後

IT を通じた局/科の業務プロセス改善や、政府機関を上げての電子政府プログラム推進活動

でリーダーシップを取ることが可能になる。 
 
政府省庁の IT への所有意識を受け入れ、主要サービスへの IT 導入を促進するため、各局、

各科レベルで IT 管理ユニットが結成され、電子政府の適用の企画・執行を担当している。

さらに補佐レベルで、各省庁の電子政府構想展開において全責任を担う e ビジネス・コー

ディネーターも任命されている。 
 
 
利用者主体となって 
 
現在の顧客関係管理（CRM）活動をさらにステップアップさせ、利用者主体で個々の目的

に合ったサービスを市民や法人に提供していく。 
 
電子政府の機能を通じて利用者が各省庁のサービスや情報に網羅的にアクセスしやすいよ

う、政府ではパーソナライズされた機能を導入する予定である。 
 
利用者側のインターフェースが関わる電子政府サービス全般で、CRM に対する明確な方針

やガイドラインも打ち出し、プロジェクトへの資金投与方針との連携を図る。これにより、

新規プロジェクトを立ち上げる段階で CRM の斬新な方針が刺激され、利用者にとってより

付加価値の高い機能が提示できるだろう。  
 
 
電子政府サービス利用への移行推進 
 
利用者は次第に、電子的手段による政府情報やサービスへのアクセスに習熟しつつある。

電子政府サービスの代表的な事例として、求職情報、天気予報のチェック、図書館所蔵書

の検索、更新、予約、税金の支払い、余暇施設やスポーツ施設への予約などがある。 
 
市民の電子政府サービスのフル活用や、政府機関の効率化による利益やコスト削減を実感

するには、活用度のさらなる向上を図る対策を推し進める必要がある。 
 
市民の電子政府サービス利用を促すため、利用することによって効率が向上する、価値の

高いサービスを明確にする。 
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この目標を科レベルで達成するにあたり、料金設定の差別化を導入する。すなわち人件費

の低い電子政府サービスを利用した場合の料金を引き下げたり、別の付加価値サービスを

加えたりするという対策を講じるのである。 
 
窓口、ファクス、電子メール、郵送、電話、オンラインなど複数の手段を設け、利用者と

の対応を合理化する必要性についても認識している。利用者を区分し、それぞれのニーズ

を理解した上で、適切な対応窓口を設けるという管理体制を確立し、費用対効果が高く、

利用者にもっとも適したサービスを提供する必要がある。こうした対応窓口の管理体制は

一部の科やサービスで試験的に導入し、他の科やサービスに適用させるための利用者対応

策管理枠組を策定する。 
  
 
政府のリーダーシップ 
 
香港における第二波電子政府を展開させるため、2004 年 7 月 1 日、情報技術サービス部と

通信技術局（CTB）IT 関連部門を合併し、商務及経済発展局の関連部門として、情報担当

局（OGCIO）が発足した。OGCIO は電子政府政策の策定と実施、各省庁における電子政

府の活用促進、戦略的に重要な省庁間「提携」プロジェクトの立ち上げと推進、新規電子

政府プロジェクトの精査および資金投与、電子政府構想に対する技術面での助言について

責任を負う。OGCIO の発足により、局や科レベルでの電子政府構想に対する業務面や技術

面の関心が高まり、政府一丸となった電子政府構想の推進が予想される。 
  
電子政府は市民と政府の距離をさらに縮める。膨大な公共情報やさまざまなサービスが、

時間と場所を問わずオンラインで簡単に閲覧できる。 
 
政府関連のウェブサイトへの月間平均ページビューは 3 億 3,300 万件にのぼる。ウェブサ

イトもデザイン面の統一が図られて各ページへの移動が容易になり、ユーザーフレンドリ

ーな環境となった。 
 
現在約 1,200 の公共サービスが電子メディアで公開されている。 
 
国債はすべてオンラインでの決済が可能である。 
 
政府関係書類でダウンロード可能なものはおよそ2,500種類。書類提出については、約1,200
の政府関係書類がオンラインで提出可能である。 
 
政府情報の利用請求はオンラインで申請可能である。 
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政府の調達部門で処理される入札書類の 80％以上が電子入札システムで申請されている。 
  
政府からの情報やサービス全般を一カ所で得られる GovHK が 2006 年 9 月に公開された。

市民や法人が政府情報や公的サービスに短時間でアクセスしやすい環境を提供している。 
 
GovHK では、サービスを区分化するアプローチを採用し、政府の関連情報を取りまとめ、

ユーザーグループ（「住民向け」、「法人向け」、「非居住者向け」、「若年者向け」）に分け、

さらにニーズや特定の話題に関する関心度（文化・余暇、教育、雇用、健康、交通）で分

類し、一般公開している。他部門の局や科からの関連情報も取りまとめ、家政婦雇用に関

する覚書問題など、市民の間で注目されている問題に対する公式見解を特集の形式で公開

している。 
 
GovHK では、サイト内はもちろん、200 種類以上の政府ウェブサイトからの情報やサービ

スから情報を検索する利用者の便宜を考慮し、強力なサーチエンジンも搭載している。 
 
利用者に配慮したサービスを市民に提供するという存在意義を果たすため、GovHK の開発

段階で、顧客調査や有用性能試験、その他代表団との協議などを実施している。とりわけ

視覚に障碍を持つ市民がコンテンツにアクセスしやすいよう工夫を施し、ニーズを満たす

ような設計になっている。 
 
ポータルに一回アクセスしただけであらゆる情報が得られるよう、GovHK では情報とサー

ビスの両面を強化し、今後もデザインとコンテンツの改善が図られていく。 
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NOC Computer network 
supervice unit.

Round the clock,

year-round
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Developing with Open Source

• The source code for the system has to be made 

available (no- or low cost- licens fees).

• For future development the source code has to be made 

availible (to make it truly independent of developer).

• Open source doesn`t have to be free of charge, but in 

most cases it is.

• Shared development cost.
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”Development platform for people 

aging in place”
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Service modules in the project

Comments
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Support for relatives
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A COMMON APPLICATION & INTEGRATION PLATFORM BASED ON OPEN SOURCE

SERVICE MODULES PRODUCTS SYSTEMS & SOFTWARE
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A COMMON APPLICATION & INTEGRATION PLATFORM BASED ON OPEN SOURCE

SERVICE MODULES PRODUCTS SYSTEMS & SOFTWARE
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OpenCare
Examples from 

history

Cooperation Projects
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21The Vinnova-project MODESTY- an individual based, information-
and communication system for homecare 
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System for people with cardiac disease problems

Blood pressure Health Profile Cardiac diseases

Comments Log outAbout Modesty

These services was tested 
on a focus group in Fiber 

Optic Valleys test bed with 
positive response.
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Road show with the House-exhibition

- Contacts with different company and start to co-
operate with a few of them

- Contacts with people from the care sector from all 
over the country that are interested about these 
problems and opportunities 

Open e-Home Care
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Contacts

Business world
1. Security clock from IST in Finland
2. Electronic key solutions from ASSA
3. Key solutions with bluetoth from Phoniro, Sweden
4. Security solutions from PortWise
5. Medical technical measure equipment from Explizit, Sweden
6. Video call from Omnitor
7. Planingtools from STT Care and BDAB
8. Digital pencil from Mobipen and Anoto

Ex. of other contacts
• GemNor Norway
• SKL
• Private Companys in the Health sector

参2-1-24



Public Governance
Code for Chief Executive Excellence
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Agenda

1. Brief outline for the structure of the 
public sector in Denmark

2. The starting point 
3. The Code 
4. The process
5. Lessons
6. The future
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Outline of the Danish structural reform 

• The number of local authorities was reduced 
from 271 to 98 – 13 counties was reduced to 
5 regions

• Local authorities and the state took over  
tasks from counties

• Regions do not have the right to levy taxes 
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Distribution of public sector functions

The State 32%

Regions 19%

Local authorities 49%
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Forum for Top Executive Management

Our starting point
• Good leadership makes a difference
• Huge current and future challenges
• Public governance is different from corporate 

governance 

But how … !?
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Ambitions of the Forum

- To provide a framework for a debate on top 
executive leadership. 

- To create a common understanding of the 
challenges, the functions, and the roles of top 
executives. 

- To develop a code for Public Governance – a 
holistic set of recommendations that would 
apply to the most important tasks of chief 
executives.

- To support networks between top executives 
from local authorities, regions and the state.
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The Code for Chief Executive Excellence

• Presented at a conference in May 2005
• Nine recommendations for excellence 

in Chief executive management in the 
public sector
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Self-evaluation method

3 phases

1. The full code – a first sounding
2. My chief executive role and management 

style
3. My chief executive role in the future
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The Forum Process

Opening Conference – Sept. 2003
• Three Theme Panels
• Three Research Teams
• Three E-surveys
Workshop Conference – Feb. 2004
Midpoint Conference – Aug 2004 
• Code Seminars
• Camp Code (I & II)
• International Seminars
Conference – May 2005 
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Forum for Top Executive Management

Lessons
• Common need to discuss conditions and 

challenges among chief executives
• Chief executives across the public sector 

have a lot in common
• Fruitfull cooperation between chief 

executives and academics 
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The process from 2005 until today

•2005 – 2007: Spread the news –
facilitate the use

•2007 – 2008: Development of a tool 
for top executive evaluation

•2008 - : Danish top executives in the 
public sector go through evaluation 
processes in their own organisation –
voluntary approach

参2-10-21



Read more on 
www.publicgovernance.dk
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THE DANISH E-GOVERNMENT 
 STRATEGY 2007-2010

The Danish government, Local Government Denmark (LGDK) and 
Danish Regions  June 2007

TOWARDS
BETTER
DIGITAL
SERVICE,
INCREASED
EFFICIENCY 
AND STRONGER
COLLABORATION 
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The Danish E-government strategy, 2007-2010

June 2007

Enquiries about the publication
can be made to:
The Digital Taskforce
Christiansborg Slotsplads 1
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KEY TRANSLATIONS  

Digital signature (Digital signatur)
The digital signature is an authentication service that citizens and businesses can 
use to self-authenticate when communicating with any different branch of public 
authorities and also a lot of private companies. 

The Citizen Portal (Borger.dk) 
The citizen portal is a digital one-stop-shop for easy access to public sector 
information and the increasing number of citizen-centric digital self-service 
solutions irrespective of the underlying administrative organization.  

MyHome (MinBolig)
MyHome is a subsection of the Citizen Portal clustering all services concerning the 
citizens’ homes such as housing subsidy and tax on real property. 

MyChildren (MineBørn) 
MyChildren is a subsection of the Citizen Portal clustering services concerning 
children and related areas; day-care, school, children’s health care, etc. 

The Business Portal (Virk.dk) 
The business portal is a digital one-stop-shop which gathers information and 
business-centric digital self-service solutions irrespective of the underlying 
administrative organization.  

E-health Portal (Sundhed.dk)
Danish eHealth Portal is a joint portal providing information on and access to all 
Danish Healthcare Services. 

E-Income (eIndkomst)
E-Income is a register containing information on income such as salary, pension, 
and social benefits. The main purpose is to gain better control of public benefits, 
reuse of data and secure that data is up-to-date.

E-invoicing (eFaktura) 
E-invoicing is an electronic invoicing system. Since February 2005 all government 
organisations have been required to accept only electronic invoices from 
suppliers.

Easy Account (NemKonto)
An Easy Account is a normal bank account to which all payments from public 
institutions are transferred directly. Citizens and companies designate an existing 
account as their Easy Account.

E-day (eDag)
The E-days provided federal, regional and local government authorities with a 
general right to demand electronic correspondence with authorities as long as 
safety standards to protect private information are available. Citizens and business 
achieved the right to contact the authorities using secure electronic 
correspondence.

Electronic Health Record (Elektronisk patientjournal, EPJ)
The Danish Electronic Health Record project aims at creating a comprehensive 
system for secure and efficient electronic handling of patient records. 

EasySMS (NemSMS)
EasySMS is a joint public sector project which promotes SMS reminders for 
appointments with public institutions and authorities such as the doctor’s, the 
hospital and eventually other areas as well.
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and social benefits. The main purpose is to gain better control of public benefits, 
reuse of data and secure that data is up-to-date.

E-invoicing (eFaktura) 
E-invoicing is an electronic invoicing system. Since February 2005 all government 
organisations have been required to accept only electronic invoices from 
suppliers.

Easy Account (NemKonto)
An Easy Account is a normal bank account to which all payments from public 
institutions are transferred directly. Citizens and companies designate an existing 
account as their Easy Account.

E-day (eDag)
The E-days provided federal, regional and local government authorities with a 
general right to demand electronic correspondence with authorities as long as 
safety standards to protect private information are available. Citizens and business 
achieved the right to contact the authorities using secure electronic 
correspondence.

Electronic Health Record (Elektronisk patientjournal, EPJ)
The Danish Electronic Health Record project aims at creating a comprehensive 
system for secure and efficient electronic handling of patient records. 

EasySMS (NemSMS)
EasySMS is a joint public sector project which promotes SMS reminders for 
appointments with public institutions and authorities such as the doctor’s, the 
hospital and eventually other areas as well.
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Joint Public Sector Electronic File and Document Management (Fællesoffentligt 
Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering - FESD) 
FESD is a cross government initiative to standardise the introduction of Electronic File 
and Document Management systems. 

User authorization and authentication management and control system 
(Brugerrettighedsstyring) 
A common public sector system for authorization and authentication to ensure secure 
access to data.

Steering committee for joint-government cooperation (Styregruppen for Tværoffentlige 
Samarbejder - STS)
The steering committee for joint-government cooperation is the central decision-making 
body for E-government in Denmark with joint responsibility for the country's 
E-government strategy/policy. The Steering Committee is made up of the permanent 
secretaries from four ministries (Finance; Science, Technology and Innovation; Economy 
and Business Affairs; Interior Affairs and Health), as well as the Managing Director of Local 
Government Denmark and the Managing Director of Danish Regions. 

Shared Object Types collaboration (FOT-samarbejdet) 
The FOT-project aims at ensuring a standardized approach to gathering geographical 
data.



6

PREFACE

Digital opportunities must be exploited even better. The public sector must 
deliver better, more cohesive and ef�cient digital service to citizens and busi-
nesses. The e-government strategy will ful�l that ambition.

With the new strategy, the Danish government, Local Government Denmark 
(LGDK) and Danish Regions will be joining forces for the third time to set 
common objectives and targets, and to take joint initiatives in a move towards 
increased and more ef�cient digitalization of the public sector up to 2010.

E-government has come a long way in recent years. Today digitalization is 
a natural part of the provision of government services throughout the public 
sector—and Denmark occupies a leading position internationally regarding 
e-government development. We need to retain and develop that position.

If we are to raise digitalization to a new level, the bywords are prioritization 
and coordination. The strategy therefore focuses on the gains of digitalization 
resulting from:

       
     and businesses;

   
     to citizen-focused service;

�orts in the public 
     sector through more binding, cross-governmental collaboration at all 
     levels. 

The strategy supports long-term development towards cohesive and more ef-
�cient digitalization of the public sector. The strategy will therefore provide 
the individual authorities with a new framework for digitalization efe�orts up to 
2010.

The Danish government, LGDK and Danish Regions 
June 2007
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BETTER DIGITAL SERVICE, 
EFFICIENCY AND COLLABORATION

For a number of years now the public sector has used digitalization to 
improve administration and the services o�ered. In many ways these e�orts 
have been successful. Today digitalization is a natural part of providing 
public services throughout the public sector—and Denmark occupies a 
leading position internationally regarding e-government development.

Large parts of the communication between citizens, businesses and the 
public sector are currently e�ected electronically. In many areas, that has 
meant that the public authorities are delivering services faster and more ef-
�ciently than just a few years ago. 

At the same time, this development means that ongoing e�orts will have to 
align with the new challenges and exploit the possibilities naturally arising 
in an increa singly digitalized society.  The public sector has only just begun                                                                           -
to realize the multiple bene�ts of digitalization. The continued success of                                                                                         digi-
digitalization requires us to keep building on local, national and  
international experience in the digital �eld and simultaneously ensure that-
such initiatives are combined to make a joined-up public service provision.

E�orts over the next four years will therefore be designed through a 
national strategy for public sector digitalization with three overarching stra-
tegic priority areas: better digital service, increased ef�ciency and stronger 
collaboration

The strategy builds on the experience from the two previous e-government 
strategies. The �rst e-government strategy for 2001-2004 primarily marked 
the start-up of joint digitalization cooperation between the municipal, 
regional and state levels of administration — which is still the basic concept 
behind the Danish approach to e-government. The second e-government 
strategy for 2004-2006 added impetus to the development of internal pub-
lic-sector digitalization. In turn, the aims of the new strategy period raise 
the level of ambition and set new standards for the development of citizens’ 
services and cohesion across the public sector. The new strategy will entail 
better and more binding cooperation and emphasizes that implementation 
of speci�c digitalization measures will continue to be anchored in the indi-
vidual public authorities.

The three overarching strategic priority areas correspond to independent 
main themes, but the priority areas also interact mutually. Correctly imple-
mented, digitalization will facilitate service and quality improvements alike 
and free up resources at the same time by enabling tasks to be performed 
more simply and ef�ciently. 

The E-government Project
The e-government project was 
launched in connection with the 
2002 Financing Agreement between 
the Danish government, the munici-

e-government strategy was drawn up 
in 2001.

In June 2003 the Danish government 
and the municipal parties decided to 
extend the project until the end of 
2006, and in February 2004 the second 
e-government strategy was launched. 

In order to ensure a concerted focus 
on digitalization as an integral part of 
public modernization policy, the 
parties decided in 2005 to establish 
the Steering Committee for Joint 
Cross-Government Co-Operation 
with government representatives as 
well as representatives from 
municipalities and regions.

The collaboration between the Danish 
government, the municipalities and 
the regions on the e-government 
project was extended up till  
2010 as a result of the 2008 
Financing Agreement. The project 
thus follows the same time frame as 
this present strategy.
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STRONGER BINDING 
COLLABORATION ON DIGITALIZATION

With the priority area better digital service, fundamental priority-setting will be 
undertaken so that digitalization takes place in those areas where it will have the 
greatest impact on citizens and businesses as well as the public sector. Digitalization 
is intended to make public service more readily accessible to citizens and businesses 
and increase the degree of self-service. 

Better digital service thus means that public services will be more customized and 
cohesive, so as to support individual citizens’ and businesses’ day-to-day dealings, 
irrespective of the underlying administrative organization. At the same time, the ser-
vices must be designed to also ensure that citizens feel secure using digital channels 
of communication.    

Increased e�ciency through digitalization  is necessary because the public sector’s 
resources need to be concentrated to a greater extent on personnel-intensive,
citizen-focused care and service. Basic social conditions call for the public sector to 
adapt and evolve. Current demographic trends mean that the proportion of Danes of
working age will decline during the coming strategy period. At the same time, the 
public sector will encounter rising expectations for service options, transparency and 
quality.                     

It is crucial therefore, that forward-looking digitalization should make a greater con-
tribution to the rationalization of local service provision. The public authorities must 
work more systematically to realize the gains associated with digitalization projects, 
inter alia through change management and organizational adaptation. Targets should 
be set and the use of common solutions and technical standards throughout the pub

-

lic sector will be closely followed. Emphasis will be given to illustrating the utility 
value of digital solutions once they are in place.

BETTER DIGITAL SERVICE INCREASED EFFICIENCY 
THROUGH DIGITALIZATION 

OECD recommendations

OECD conducted an evaluation of e-
government in Denmark in 2005.
The report concludes that Denmark 
has come a long way and that the 
work has been organized properly.

This current strategy presents new 
answers to the primary OECD recom-
mendations, which included:

Implementing more citizen-centric 
initiatives.

reater focus on the link between 
digital and non-digital channels.

Better use of business cases and 
systematic monitoring of IT costs.

Introducing compulsory technical 
policies and standards, particularly 
business and IT architectural and data 
 
    

 

-
standards.

Focusing on cross-governmental 
governance.
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Stronger, binding collaboration on digitalization should be the pivotal factor in fur-
ther developing the way the public sector organizes its digitalization. Since 1 January 
2007 the Danish local-government reforms have resulted in larger and more sustain-
able units. This in itself has improved the framework for digitalization e�orts.

Stronger interdisciplinary commitment and cooperation is needed both within the 
public sector and between the public and private markets. This strategy quali�es the 
distribution of responsibilities for digitalization between the individual authorities, 
new joint digitalization boards for the individual domain areas across sectors, tiers 
of authority and the national players.  In addition the strategy introduces more 
systematic follow-up and documentation of digitalization e�ort in the public sector. 
This applies among other things to follow-up on technological devel -
opments, maintenance of common standards and securing of data access for and 
between the authorities.

Increased collaboration and coordination do not, however, change the fact that the 
most essential action in relation to the ongoing digitalization effort still lies in the 
concrete digitalization and modernization initiatives on the part of each individual 
municipal, regional and government organization. The individual authorities are 
responsible for ensuring the progress of such initiatives. 

In order to secure the best and most cost-e�ective development of digital solutions,
the market must be exploited and included as stakeholders in public sector IT 
development. Although the public sector as a whole represents considerable 
demand on the IT market, that potential will not be fully exploitable until there is 
cooperation and some linkage with developments in the private sector and the
global IT market. To the greatest possible extent, the development of e-government 
should be based on international market-developed, open common public standards.
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BETTER DIGITAL SERVICE

Digitalization must make public service more readily accessible to citizens 
and businesses
Citizens and businesses must perceive the public sector as accessible and service-
minded. Communications will take place digitally whenever convenient and in 
ways which citizens and businesses perceive as valuable and focused.     This ambi--
tion will be meet once citizens and businesses are able, wherever 
possible, to serve themselves and track their own cases with ease. 

In order to support the greatest possible digitalization of contact with the public 
sector, it should be possible to conduct all written communications digitally. In or-
der to make direct contact between citizens and businesses as �exible and ef�cient 
as possible, the underlying business processes must be automated or simpli�ed in 
all areas. Systems must also be able to communicate with one another, where pos-
sible, and wherever it makes sense from a service and business point of view.

The Citizen Portal and the Business Portal give citizens and businesses a general 
overview of their dealings with the public sector and their options by presenting 
services and information from many public authorities and institutions in a uni�ed 
and manageable fashion. That overview can be provided both through the por-
tals and through the individual authority’s homepage by integrating content from 
The Citizen Portal. This creates cohesion in the public sector services,  
requirements and the options available to the individual citizen and business. Dur-
ing the period 2008-2012 both the Citizen Portal and the Business Portal, in asso-
ciation with a large number of authorities and institutions, will form the framework 
for a modi�ed, personalized approach to the public sector with a general overview 
of all outstanding business between citizens and businesses and the public authori-
ties. Thus the portals also serve as leverage for a service-minded architecture, 
enabling services developed for the portals to be displayed and integrated on other 
relevant public websites.

Accessibility will also be strengthened by means of �exible communications be-
tween the public sector and citizens as well as businesses. Communications will be 
targeted at users’ everyday lives and communication patterns. Among other things, 
therefore, mobile text message reminders will be introduced in connection with 
visits to the doctor’s, hospital appointments and other relevant contacts between 
the public sector and its users. With a single click citizens and businesses will be 
able to opt to receive all correspondence from the public sector digitally.

Public institutions have a special responsibility to ensure that websites and services 
are accessible to everyone. The Internet o�ers many groups of the population new 
possibilities for communicating and interacting with the public sector on their own 
initiative. The blind, motor-disabled and other groups will be able to access public 
websites and use digital services with the help of simple aids. 

Borger.dk
The Citizen portal Borger.dk is the com-
mon public digital service channel for 
citizen.
With the expansion of the Citizen Portal 
and the authorities’ development of 
digital services at the portal, citizens 
will experience a boost in digital 
services. This will make digital 
self-service more attractive and 
more widespread, thereby paving 
the way for taking a considerable 

achieving savings in municipalities, 
regions and government authori-
ties.

The Citizen Portal is a framework and           cata-
catalyst for better cross-cutting collabo-
ration on citizen service between 
authorities in the public sector.

Virk.dk
The Business Portal Virk.dk is the common

-public service channel for businesses.

Here businesses can do all their 
reporting to the public sector and 
obtain relevant information about 
public services.
The aim of The Business Portal is to -
enable businesses to quickly and easily  
perform their reporting. 
The Business Portal is intended to give -
businesses concrete administrative relief 
in their day-to-day work. 
This will free businesses time for the 
essentials, i.e. to run a business.

A new and improved version of The 
Business Portal will be launched in 
early 2008. 
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Cohesive services with citizens and businesses at the centre 
Citizens and businesses are the focal point for the public sector’s work. The citizen 
and business-oriented service therefore needs to be manageable and available wher-
ever the citizen or business interfaces with the public sector. The municipal citizen 
service centres and the cross-cutting citizen and business portals have a crucial role to 
play in this respect. 

A core objective of the e-government strategy is develop public portals 
further, to make them central contact points between citizens, businesses and the 
public sector.

Accessibility of data across authorities and administrative tiers is a prerequisite for 
public authorities’ ability to deliver a cohesive and attentive service. During the 
strategy period, therefore, a project will be initiated on essential citizen and busi-
ness �ows intended to improve service provision, data utilization, rationalize the 
case-handling and simplify existing rules. In the same way targeted work will be done
to ensure that the exchange of data between  authorities is conducted
digitally.

The objective is that citizens and businesses, wherever possible, should supply 
information to the public sector only once. As far as possible, therefore, provision 
should be made for the public sector to recycle data across sectors and tiers of au-
thority. In this respect better access must be provided for extracting common public 
key data. This additionally entails consolidating e�orts in terms of cross-govern-
mental standards to ensure uniformity and transparency in public 
data.

Focused and targeted communication with citizens and businesses
During the strategy period ahead the public authorities will work strategically to focus                          the chan-
the channels of communication with citizens and businesses.Wherever possible, citizens 
and businesses must experience clari�cation or settlement of their case on �rst 
contact with the public sector. In addition, users must be incentivized to use those 
channels which are cheapest for the public sector.

In this context it is important, in speci�c areas with many transactions, to identify 
objectives for service delivery via the various channels (attendance in person, letter, 
phone, text message, e-mail, transaction over the Internet, system-to-system etc.) 
and to regularly evaluate the use of the various forms of communication. 

In order to support the greatest possible use of digital channels, the public sector 
must cooperate in enabling all relevant written communication with citizens to take 
place digitally by 2012 at the latest. In the business domain the objective is for com-
munications with businesses to be e�ected digitally from 2012.

In order to keep citizens and businesses using digital services, the use of digital 
communications will require constant follow-up, partly to improve the service and 
partly to pick up on new needs on the part of the users. 

13

The joint public channel strategy aims to 
ensure focused communication

PUBLIC AUTHORITIES

CHANNEL STRATEGY

CITIZEN / BUSINESS

INTERNET TELEPHONEIN-PERSON MEETING

A new cross-governmental strategy is being prepared for the design of the 
public service o�er to citizens and businesses (a channel strategy). The new 
Citizen Portal, the Business Portal and the local-government reform’s vision 
of the municipalities as the main gateway to the public sector will be essential 
components of this. Within the framework of the overriding channel strategy 
the objective for the years ahead is to draw up speci�c strategies in relevant 
domains for the best and most ef�cient ways of delivering service to citizens 
and businesses.
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Furthermore, more targeted work needs to be done to make digital communications 
and digital solutions compulsory in speci�c areas. Particularly in the business area, the 
considered view is that measures can be implemented to substitute digital for existing 
forms of analogue communication.

The scope for compulsory digital communication also needs to be investigated in the 
citizen area, for example in the �eld of education, by examining whether the use of 
digital self-service solutions can be made obligatory when applying for educational 
grants.

User-driven service development
Only in close contact with citizens and businesses is it possible to roll out relevant 
service o�ers so as to ful�l the most essential requirements. 

Only 16 percent of digital services are currently being developed in collaboration with 
citizens and businesses. Experience from innovation in the private sector, however, 
shows that an in-depth knowledge of users’ needs and wishes is central to succeed 
in formulating services perceived as generating bene�ts. 

The various traditions between the private and public sectors of involving citizens and 
businesses is one of the reasons greater use is being made of private digital services. 
While banking, booking trips, Internet commerce and exchange of special interests 
have all enjoyed a decisive breakthrough, there is still a limited supply and demand for 
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In addition, the objective is to spread an improved and user-friendly solution for digi-
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sending e-mail signed with a digital signature, and as at mid-2007 more than a million 
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The Act on Processing of 
Personal Data
The Danish Act on Processing of 
Personal Data sets out a number of 
rules for data-processing of personal 
information, so that citizens and busi-

-
tive personal data submitted to the 
public sector will be treated correctly 

New digitalization initiatives concern-
ing the processing of data will be 
formulated in accordance with these 
rules so that there is still a sound 
foundation for the population’s trust 
in public systems.

Security standard
In order to strengthen IT security in 
the public sector, IT security standard 
DS 484 has been chosen as the basis 
for the work on security. 

DS 484 has contributed to strength-
ening the level of security in the 
public sector and giving the authori-

sector digitalization.
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Objectives and initiatives aimed at ensuring better digital service

Citizens and businesses must experience an accessible and service-minded public sector

The public sector must offer cohesive services and place citizens and businesses at the heart of their 
task-solving

The channels of communication between the public sector and citizens and businesses must be 
targeted and strengthened so as to promote digital channels as much as possible

The public sector must make a targeted effort to involve citizens and businesses in the development 
of digital solutions

Continued safe and secure data handling in the public sector must be guaranteed
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        DIGITALIZATION WILL FACILITATE 
        INCREASED EFFICIENCY 
From administration to citizen-focused care and service

The Danish public sector must be among the best in the world at exploiting 
technology to improve the ef�ciency of its task handling. This is vital in order 
to satisfy the growing requirements being made of the public sector as increased 
prosperity creates individual and hence also diverse needs. As a result of demo-
graphic developments, the number of public-sector employees will not rise in the 
years ahead. 

In this context an essential goal is to continue making public administration more 
ef�cient and provide a basis for better control and organization of more person-
nel-intensive service areas, so that a larger proportion of public-sector employ-
ees’ time can be spent on citizen-focused service. At the same time, the ways in 
which public service is generated must be constantly developed. 

Increasingly, the authorities are already experiencing that digitalization projects 
free up resources and are instrumental in simplifying their working routines. 

Provision will be made to automate or simplify as many of the administrative 
routines as possible. At the same time, more of citizens’ and businesses’ enqui-
ries, applications and so on to the public sector will be able to be handled and 
decided digitally, as soon as the public sector has received the necessary informa-
tion.

In parallel with this the digitalizing and streamlining of internal 
work processes in the public sector will continue. In this context, it will be in-
vestigated whether any areas would gain from a higher degree of shared digital 
solutions to the administrative processes. 
 

The lynch-pin will be the organizational changes 
The greatest gains will only be achieved where digitalization initiatives are 
viewed in the context of implementing organizational changes and modi�ed 
work procedures. This calls for a great e�ort from the public sector’s politicians, 
leaders and employees, just as it presupposes methods and means of creating 
the basis for that change – for instance, development of new skills, work process 
restructuring and an ef�cient communications strategies towards citizens, 
businesses and public-sector employees.

Ef�cient digitalization, which creates a basis for greater value for money, 
requires constant managerial alertness. Thus targeted change management is an 
altogether crucial proviso for realizing the full potential of digitalization. Digita-
lization will therefore be a central component of the public organizations’ overall 
strategies for quality and rationalization work.
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In their managerial development the municipalities will direct particular focus on 
where and how executive management stipulates and follows up digitalization 
projects. The municipalities’ digital strategy thus highlights the need for this. 

The new regions will draw up new digitalization objectives, which will be norma-
tive for regional digitalization and the regional contributions to common public 
cooperation in future. 

In the �eld of centralized government, digitalization will be made a new mini-
mum requirement for future rationalization strategies. Clear, measurable targets 
will be set for digitalization, and the outcomes followed up among authorities, as 
well as performing proper project monitoring and control. The baseline situation 
for this is good: Today 77 percent of government authorities have an IT strategy      
that has been updated within the past two years. 

The requirement to focus on the rationalization potential o�ered by digitalization 
is being added to the list of requirements generally facing public-sector employ-
ees at present—including being able to handle constant readjustment, creating 
links to other parts of the public sector and providing attractive jobs in order to 
recruit and retain employees. 

A pivotal point in this strategy period is laying down goals and following up digi-
talization through well-documented impact assessments and the systematic use of 
project control methods. Continued support for modernization through digitaliza-
tion requires the individual digitalization initiatives to be worthwhile in the form 
of better service and/or cost reductions.

Better digital service and increased e�ciency demand a well-underpinned 
decision-making with regard to economy, risks, privacy issues etc.— as well as a 
close follow-up on key targets through systematic project management methods.
For this reason, knowledge of project management and systematic business case
methodology will be disseminated as a central part of the e-government strategy.

Economic aspects can make up the whole or parts of the Business case methodology
that will be a determinant in prioritizing digitalization e�orts. Strategic considerations,
IT infrastructure objectives, administrative importance to citizens and businesses or 
qualitative improvements can also form the basis for decisions to implement new 
initiatives, so that impact assessment methodology can be used o�ensively to 
promote digital development of the public sector. Whatever the purpose, however, 
the requirement must be that the e�ects are documented. 
 

-

The municipalities’ digital 
strategy
The municipalities’ digital strategy 
determines the framework for 

the municipalities, so that digital 
initiatives create solutions where 
the impact on citizens, businesses 
and the municipalities’ use of 
resources is greatest. The munici-
palities must formulate standards 
for task management and IT, and 
concentrate their purchasing 
power so as to present the suppli-
ers on the market with a collective 
municipal demand. The standards 
will enable more IT suppliers to 
develop and maintain IT solutions 
for the municipalities.

The regions’ digital objectives 
Danish Regions has initiated the 
formulation of overriding regional 
principles and visions for e-govern-
ment in close interaction with the 
regional parties. The document will 
help to ensure best possible com-

objectives and cross-governmental 
objectives. The electronic patient(EPJ)
and the E-health portal will be
developed further as part of the   
project.

The Gains must be quantified and documented
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                                                                            Objectives and initiatives aimed at facilitating efficiency gains

                                                                                                                            Managerial commitment and focus on digitalization must ensure that the public sector is 
                                                         amog the best at realizing the gains of digitalization

                                                                                                                       

                                                                                                                     Consistent impact assessment and documentation of digitalization efforts must target 
                                 public  digitalization initiatives
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      STRONGER COLLABORATION WILL CREATE    
      DIGITAL COHESION 

A common direction calls for more joint decisions
The public sector is characterized by a high degree of complexity viewing the

 

number of services for citizens and businesses, the number of employees and 
the amount of di�erent administrative processes and IT support systems 
This high level of complexity and the desire for a modular IT archi                                                                                                                                tecture in the 
public sector make it increasingly important to obtain a general overview of 
digitalization on the part of the authorities.

In order to ensure cohesion and be able to prioritize digitalization e�orts better
 

more decisions will be made in binding collective fora. Those decisions will be 
based on a better overview and more thorough insight into which services and 
work processes it will be most valuable to digitalize, and which solutions can be 
reused at di�erent levels. 

The basis for digitalization is individual domain areas
The basis for increased binding coordination will be digitalization boards set up 
within individual domain areas. The domain boards will be allocated re-
sponsibility for promoting proposals for cross-governmental digitalization 
projects within their domain area. The initiatives will be �nanced by the derived
rationalization or reprioritization within that domain. 

‘Domains’ refers to large well-de�ned areas of the public sector where the tasks
to be performed in relation to citizens and businesses are delivered by several 
di�erent authorities cutting across tiers of authority.

The individual digitalization boards will be represented by the principal stake-
holders, irrespective of the level of authority involved in producing services and 
making decisions within the domain area in question. This entails involving the 
public authorities as well as private players in a number of cases. The areas can 
consist of parts of or one or more ministries and municipal and regional 
spheres of responsibility. In organizational terms, the boards can be assisted by 
project units or sta� functions from one or more of the participating authorities.

In the individual domain areas action plans will be drawn up, ensuring coordi-
nated, ef�cient and targeted digital development. The link between the individ-
ual domain and the national level will be achieved by articulating action plans 
for the respective domains and implementing them within the framework of the 
overall strategy for digitalizing the public sector.

In addition, linkage will be provided with existing coordination in the 
area, including sectoral data standardization and IT architecture
committees. 

Examples of interdisciplinary 
priority areas

The Health Area
The Health Area’s EPJ Board will foster 
the development and dissemination of 
electronic patient records in the health 
service and strengthen digitalization 
across the health service.

The Board’s work will thus translate into 
a new strategy for IT in the health service 
and ensure the development of a joint IT 
architecture and EPJ platform compliant 
with joint standards.

The Geodata Area
The service community for Geodata is 
devising a framework for the develop-
ment of geodata in Denmark, ensuring 
coordination and a cohesive geographi-
cal administrative basis cutting across 
disciplines and administrative levels. 

One project central to this collaboration 
is the “FOT [Shared Object Types] Col -
laboration”, in which the municipalities 
and the National Survey and Cadastre, 
Denmark, are collaborating to produce a 
shared map base, aimed at public admin-
istration.

In 2007 the EU also adopted a direc-
tive (the INSPIRE Directive) containing 
a framework for constructing a joint 
European geographical infrastructure. 
This directive will also be the standard-
setter for essential public data collections 
in Denmark.

The Children’s Area
Another example of an interdisciplinary 
digital action is the Children’s Area. Under 
the topic of “My Children” the munici-
palities, regions and the government 
are putting together a number of digital 
services, e.g. recording for schools and 
day-care institutions as well as school-
home contact, as a collective cluster on the 
Citizen Portal.

These clusterss are based on what citizens 

but for the public sector digitalizing these 
areas will involve components sourced 

-
ties and levels.
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The latter plays a particular role in securing interdisciplinary considerations concerning 
data standards and IT architecture.

In connection with the annual negotiations on the economy  of  the municiplaties and regions , 
the Danish government.                                                , LGDK and Danish Regions will decide how to organize 
new domain boards in relevant                                                              areas and prioritize the drafting of action plans in those
domains. 
Digitalization must be based on the right balance between relevant joint binding de-
cisions and decentralized self-determination, at government, regional and municipal 
level. The basic principle will be to place tasks and responsibilities for digitalization as 
close to the individual authorities as possible.

At the national level the Steering Committee for Joint Cross-Government Coopera-
tion (STS) will contribute coordination and joint framework decisions on the 
development of public sector digitalization, which has a cross-cutting impact on the 
domains’ action plans. On the one hand these frameworks will forge links that cut 
across, higher quality and better overall economy, and on the other hand they will 
create a greater sense of security in those decisions made by the domain boards and 
individual authorities.

Priority areas being coordinated by the Steering Committee for Joint Cross-
Government Cooperation (STS)

Processes: Joint processes must be implemented in some standardized form across the entire public
                      sector, e.g. e-Invoice, EasyAccount, etc.

Rule simpli�cation: There should be a continuous focus on the possibilities for simplifying the rules as 
                                          an extension to digitalization projects, for instance in connection with the implementation
                                          of “e-Income”.

Solutions: Joint IT solutions must be o�ered across the public sector, for a national system for authorizationl and
                      authentication to ensure secure access to data.

Incentives: Problems between authorities due to uneven distribution of the net gains achieved through 
                      digitalization will be solved, and the right incentives guaranteed for ensuring that citizens actually use
                       the solutions on o�er.

Architecture: A public sector Enterprise Architecture approach will be generated, based on open standards, joint
                          methods, requirements and recommendations.

Infrastructure: Common public services must be set up, based on open standards for the secure and reliable 
                             exchange of data and fast creation of new solutions and processes. To this will be added joint 
                             methods, requirements and recommendations for data exchange formats. 

Security: Joint security solutions etc. must be developed - e.g. in relation to the digital signature.

Steering Committee for Joint Cross-
Government Cooperation (STS)
In its present form the steering commit-
tee has existed since 2005 and consists 
of the Danish Ministry of Finance (chair), 
the Ministry of Science, Technology and 
Innovation, the Ministry of Economics 

Interior and Health, LGDK and Danish 
Regions. The parties are represented by 
permanent under-secretaries or manag-
ing directors, respectively.

The steering committee reports to the 
Danish government, LGDK and Danish 
Regions.

The steering committee is responsible for 
coordinating cross-governmental digitali-
zation initiatives.
The steering committee’s secretariat func-
tion is provided by the Digital Taskforce. 
The Digital Taskforce is a project-based 
unit located at the Ministry of Finance, 
comprising employees of the govern-
ment, LGDK and Danish regions stationed 
in-house.

Ministry of Science, Technology and 
Innovation 
The Ministry of Science, Technology 
and Innovation is responsible for the 
compilation of general information and 
communication technology applications 
in Danish society.

The Ministry of Science, Technology and 
Innovation will ensure that informa-
tion and communication technology is 
exploited in a sophisticated and creative 
manner to support the Danish govern-
ment’s vision of Denmark becoming a 
leading knowledge society. The Danish 
government’s aim is to:

for the knowledge 
   society of the future. 

reate growth in Danish trade and 
   industry
.  Develop the public sector
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Public-sector IT systems must speak the same language
The public sector will align and attune IT development through both the forma-
tion of interdisciplinary projects and joint general initiatives. The aim is to keep 
development costs down and promote a scope for reusing data.
Eventually, this will help to ensure that the public IT systems can “talk together”.

In order to ensure the greatest possible commercial and IT linkage in citizen and 
business-based services, the individual authorities will additionally be obliged to 
adhere to a uni�ed set of requirements and recommendations when new interdis-
ciplinary digital solutions are put in place for use on the common public portals.

Continuing on from the Danish Parliament’s decision to use open standards for 
software in the public sector, another special priority area will be to continuously 
ensure that compulsory open standards are introduced in step with the develop-
ment of relevant open standards. A further objective is that all digital informa-
tion which the public sector exchanges with citizens, businesses and institutions 
should be based on open standards, wherever possible.

A more ef�cient public sector must base its development on an Enterprise Architec-
ture approach in order to generate and develop strategic overview over the 
public sector’s services, processes and IT solutions. Architectural work will partly 
focus on links between individual systems and partly identify openings for joint 
solutions, framework conditions and modules, with a view to better digital ser-
vices, reuse of data between authorities, streamlining and economies. 

The experience of recent years, gleaned from, e.g., e-days, e-invoicing, EasyAccount
to etc. shows that substantial savings and quality improvements can be guaranteed 
by means of such initiatives. The public sector will therefore continue to imple-
ment joint initiatives and projects, wherever relevant.

Joint development necessitates joint operation 
Where administration and services vis-à-vis citizens and businesses are closely 
interconnected across authorities, it will be expedient to handle development, 
implementation and operation of standards and services in an interdisciplinary 
community. This requires a well-de�ned allocation of responsibilities and roles 
between the authorities involved. This applies, for example, during operational 
set-up for the cohesive citizen and business �ows to be presented at the citizen 
and business portals; and it applies to concrete solutions such as common public 
user control.

Open standards
The most essential prerequisite for 
creating interconnectivity between IT 

IT systems are based on the same open 
standards.

An open standard means that:
rd must have been  

    completely documented and pub
    licly accessible.

rd must be freely imple
    mentable without economic, political 
    or legal constraints on implementa
    tion and application, either now or in 
    the future. 

rd must be maintained in 
    an open forum through an open 
   process (standardization organiztion).

Enterprise Architecture
A cohesive Enterprise Architecture 
is a prerequisite for being able to realize 
the full potential of the overall digitaliza-

Interconnectivity between individual 
public systems is created by constructing 
individual projects in accordance with 
the requirements stipulated jointly. 

The fact that there is systematic interac-
tion between the organization of the 
business and IT architecture further 
ensures that the focus is on whether the 
solution creates value for citizens, busi-
nesses and the public authorities.
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Objectives and initiatives for stronger collaboration and digital interconnectivity

More decisions will be made as part of a binding community

The public sector’s IT systems must speak the same language

Joint development will be strengthened by joint operation 
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参 2-12-1 

デンマークにおけるＩＴ関連の法律等 
（出典：デンマーク科学技術省提供資料（http://www.itst.dk/regeringens-it-og-telepolitik/publikationer/

strategisk-eftersyn-af-telereguleringen-1/Rapportens%20hovedkonklusioner%20og%20anbefalinger%20p

a%20engelsk.pdf）をもとに和訳。） 
 
2. 全体的分析、結論および勧告 
 
本章では、戦略的レビューの分析、結論および勧告について包括的に記述する。最初に、分野固

有の競争規則などの通信分野の規制枠組について簡単に説明する。次に、分野で特定された課題

を説明し、それとあわせて国立 IT 電気通信庁の勧告と取りうる施策を説明する。 
 
2.1 通信分野の規制枠組 
 
デンマークの規制は、おおむねいくつかの EU 指令に定められた規則に基づいている。 
 
結果として、デンマークの状態に関する特殊な観点からの規制の策定はいくぶん限定されている。

たとえば、通信分野における部門特有の規制から一般競争法による規制への変更のプロセスが指

令の中で詳述されているので、したがってこの分野のデンマーク法制の中でも詳述されている。 
 
EU規制は、充足すべきいくつかの一般的目的に基づいている。いわゆる枠組指令 1

 

の第 8 条に基

づいて、通信分野の規制の主要な目的は次の通りである。 

> 競争を促進すること 
> 利用者が選択、価格および品質の面で最大の効用を得られるようにすること 
> インフラへの投資を振興すること 
> 技術革新を促進すること 
> 高度の消費者保護を確保すること 
 
同じ目的がデンマークの通信に関する政治的合意の中に広い範囲で見いだされる。合意から明ら

かになっていることは、デンマークの通信政策の目的が技術革新と成長を導く市場開発を促進す

ることと、すべてのデンマーク国民が最新の通信技術にアクセスできるようにすることである。

これらの目的を達成するために最も重要な手段は、通信市場の公正な競争と消費者の選択の自由

を保証することである。 
 
 
2.1.1 部門特有の競争規制 
 
デンマークの通信市場には、いくつかの分野における部門特有の競争規制が適用されている。EU
規制とデンマーク通信関連法の中で定められている規則に基づいて、国立 IT 電気通信庁は、通信

分野のいくつかのサブマーケットで分析を実施して、各個別サブマーケットにおける競争状況に

ついて決定を行っている。これらの決定によって、個別のサブマーケットにおいて重要な市場パ

ワーを有するプロバイダーが市場における競争の欠如を補償することを意図した義務の対象にな

っている。 
 
この義務は、個別市場の現在の競争状況に対して調整されている。これは、それらが特定された

固有の競争問題に関係しており、電子通信ネットワークおよびサービスの提供のため有効な競争

市場の推進を目指す通信法の範囲に関連して釣り合いがとれた正当化されるものであることを意

味している。 
 

                             
1 2002 年 3 月 7 日の指令 No.2002/21/EC 
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国立 IT 電気通信庁は、通信業界および競争当局と緊密に協力して、市場分析と意思決定のプロセ

スを進めてきた。 
 
エンドユーザー市場の分析の結果、新しい規制あるいはより厳しい規制は生まれていない。した

がって、現在のところ、一つの例外 2

 

はあるが、エンドユーザー分野には部門特有の競争規制は存

在しないので、したがって、エンドユーザー分野は一般競争法だけによって規制されている。卸

売市場においては、以前の規制に関する市場分析の影響が特に 2 つの分野において特定可能であ

る。ブロードバンド分野では、良好な競争範囲が形成され、ブロードバンドの実質的な価格低下

をもたらしており、たとえば、2 メガビット/秒のADSLでは、6 ヵ月に 37%も価格が下がった。

モバイル分野では、機関の決定により携帯電話への通話価格を下げる根拠が与えられた。機関の

決定後、卸売価格は 2 年間の間に 35%低下することになる。 

一般的に言って、EU 指令に基づいて実施されている使用分析システムは、個別のサブマーケッ

トに存在する市場関連問題に柔軟で適切な方法で取り組むことができると見られる。また、市場

分析システムによって十分な競争のあるサブマーケットから市場固有の規制を外すことが可能に

なる。 
 
しかし、そのような市場分析を実施するためには、業界と国立 IT 電気通信庁の双方で時間と資源

が法外に必要になることも指摘されている。これは、要求される規制の変更を実施する前に必要

以上に長い時間がかかる可能性があることを意味している。 
 
 
2.2 競争状況－市場占有率と価格 3

 
 

デンマークの固定ネットワークの電話市場において TDC が最大の提供事業者である。国内電話に

占める TDC の市場占有率は約 65%であり、わずかに上昇する傾向にある。ただし、期間全体と

しては、固定ネットワーク電話の市場は著しく減少しており、トラフィック時間(分)は 2001 年か

ら 2006 年の間に半減している。国際電話の場合は、TDC の市場占有率は約 50%であり、加入電

話の場合は TDC の市場占有率は 2000 年の 94%から 2006 年の 81%に低下している。1999 年以

降、普通電話の価格は実質的に 30%近く下落している。 
 
ブロードバンドの市場でもTDCは、やはり支配的な市場参加者である。2006年末でTDCのADSL
サービスの市場占有率は 71%であった。比較として 2001 年には TDC は ADSL サービスの 73%
の市場占有率を持っていた。あらゆるタイプのブロードバンド接続を含むブロードバンド市場全

体としては、TDC の市場占有率は 2006 年末で 60%であった。TDC の合計市場占有率は、近年

このレベルで安定的に推移している。2001 年から 2007 年 5 月までの期間中に、2 メガビット/
秒の ADSL 接続の市場における最低リスト価格は、月額 995 デンマーククローネから月額 249
デンマーククローネにまで下落した。これは実質的に 78%の価格下落に等しい。 
 
近年、モバイル市場は激しい競争と成長に支配されてきた。その結果、毎年絶え間ない価格低落

が起きている。全体的に、携帯電話の価格は、1999 年以降、半分以下になっている。 
 
モバイル分野での TDC の市場占有率は 1990 年代末頃の約 50%から 2003年には約 35%にまで下

落した。2004 年のサービス提供事業者 Telmore の買収によって TDC の市場占有率が増え、現在

では約 40%で落ち着いている。自社のネットワークを持つモバイル市場での他の主要提供事業者

は、SONOFON と Telia で市場占有率はそれぞれ 24%と 19%である。 
 

                             
2 容量が 2 メガビット/秒までのリース回線に関する規定 
3 セクション 2.2 で述べられた市場占有率は 2006 年 12 月 31 日時点のものなので、2007 年における Telia による

Debitel の買収と Telener による Tele2 の買収を反映していない。 
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2.3 通信市場の経済的地位 
 
一般的に言って、デンマークの通信市場は、全体として 1990 年代中頃から著しく成長してきた。

TDC と TDC の競合他社のどちらもこの期間全体を通じて売上高が増加している。 
 
この業界の年間投資額は、自由化の実施が始まった 1995 年から 2001 年までの間に 4 倍近く増加

した。その後、ICT 業界全般の世界的低迷を反映して投資が急減した。しかし、2003 年以降は再

び通信関係の投資の増加が指摘されている。投資の増大は主として TDC の競合他社の大型投資に

よるものである。 
 
TDC は、この期間の大半において相当な利益を上げてきたが、業界の残りの会社は深刻な財政状

況に直面してきた。しかし、2002 年以降は、他の会社によって達成された業績の著しい改善が目

につく。2005 年においては、その年の営業利益と純利益の両方が業界の残りの会社全体で比較し

て黒字になった。2006 年の中間的な数字は、他の会社の黒字傾向が続いていることを示している。 
 
この期間全体を通じて、相互接続サービスの規制は相対的に安定に推移してきた。ほかの国と比

較してみると、デンマークは、競合通信事業者が TDC から買わなければならない製品については、

その期間中絶対的に最低の価格であった。したがって、raw copper[メタル回線]のトラフィック

交換価格とリース価格は、他の国の価格と比較して 1999 年以来、絶対的に最低の部類に入って

いるが、shared raw copper[共有メタル回線]の価格は、中間レベルで推移している。 
 
市場参加者の財務業績の改善は、業界の残りの会社が、初期費用を支払った後に営業費用をより

よくコントロールできるようになり、市場における自らの立場を強固にしたという事実を反映し

ている。 
 
市場の現在の傾向によって、固定ネットワークに集中した期間の後で、携帯電話価格の競争がブ

ロードバンド分野で現在特に注目されるものになっている。 
 
 
2.4 ICT 分野の課題 
 
いくつかの国際的なベンチマーク調査において、デンマークは極めて満足できる地位を占めてい

る。独立した著名な研究所である世界経済フォーラム(WEF)が 2007 年 3 月に発表した報告の中

では、デンマークは世界で最もICTが成熟した国にランクされている。その報告の発表の中で、

以下が指摘されている。｢デンマークのネットワーク整備の目覚ましいレベルは、この国の優れた

規制環境と関係があり、それはICTの成長への活用とICTの普及と使用の推進における明確な政府

のリーダーシップとビジョンが組み合わされたものである。｣4

 
 

2007 年の別の最近の分析では、IBMとEconomist Intelligence Unitは、デンマークをe-readiness
における先進国と位置づけている。その調査では、比較されている国々はアクセス施設と技術的

インフラ、ビジネス環境、社会的文化的環境、法的環境、政府方針およびビジョンならびに消費

者と企業への普及率でベンチマークされて評価されている 5

 
。 

戦略的レビューと関連して、国立 IT 電気通信庁は、国際的ベンチマーク調査の準備を手配してき

た。このベンチマーク調査およびその他の ICT 分野におけるほかの国々と比較したデンマークの

ポジションとパフォーマンスを説明する関連調査の結果は、戦略的レビューの中で詳しく検討さ

れ、分析されてきた。 
 

                             
4 www.weforum.org を参照。 
5 www.oio.dk/e-parathed2007 を参照。 
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総じて言えば、国際的調査は ICT サービスの利用と開発という面ではデンマークは最高の国々の

中に位置づけられることを示している。しかし、一部の分野では、携帯電話経由の先進的サービ

スの利用と IP 電話の利用など、革新的なサービスの利用で遅れをとっている。 
 
特に、調査は、デンマークが絶対的な首位に立っていない分野が 3 つあることを示している。そ

れは以下の通りである。 
 
> ブロードバンド価格とブロードバンドの速度 
> 3G サービスの普及率 
> IP 電話の普及率 
 
これらの課題についてはこのレビューの中でさらに詳しく取り上げる。 
 
また戦略的レビューと関連して、ICT 分野のコンバージェンス(融合)の法的な意味合いについて

の専門家の意見が得られた。その指摘によれば、特に、電気通信部門のコンバージェンスが増す

につれて、所与のサービスの提供にどのような規則が適用されるかについて市場参加者の不安を

生む。特に消費者保護規則とコンテンツサービスの規制に関して、以下を保証する方法を調べる

ことに関連する。 
 
> 市場の規制における予測可能性、透明性および単純さ。 
 
最後に、国立 IT 電気通信庁は、規制を実施する方法について専門家の意見を得ている。その意見

は、以下に関するいくつかの課題を取り上げている。 
 
> 規制の有効な実施を保証することと市場における競争の欠如を効果的に補償する可能性。 
 
ベンチマーク調査と要請された意見および手配された諮問手続の中で特定された課題は、市場の

枠組条件を改善して、競争、技術革新および投資のためにより良い基礎を作り出すことができる

可能な施策の必要性を評価するために、レビューにおいて詳しく分析された。 
 
 
2.5 結論と勧告 
 
結論としては、戦略的レビューにおいて実施された分析の結果は、そのレビューの中で特定され

た課題が、電気通信部門の規制の徹底的な改定の基礎を提供しないことを示している。 
 
全体として、通信事業者が市場の中で競争し、投資を行い、既存の政策目標の重要要素である消

費者のために革新的サービスを開発するためのインセンティブを提供するために既存の枠組が築

かれている。 
 
しかし、このレビューは、いくつかの現場で規制の調整を検討すべきことを指摘して、それによ

って市場の技術革新と投資のための改善された枠組を提供する機会でもある。 
 
特定された課題に関する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下の通りである。 
 
課題（１）ブロードバンドの競争を促進して、ブロードバンドの価格低下とブロードバンドの速

度向上の見通しを確保すること 
 
> サービスベースの競争のための良い環境の確保と、代替インフラへの投資のインセンティブ

の確保との間のバランスを取りながら採択されたこの政策を維持すべきである。 
> 重要な市場パワーを持つ通信事業者の機能分離のために可能な要件は、ブロードバンド分野

の競争問題を解決して、通信インフラの利用への平等なアクセスを確保するために有効な手
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段になりうる。しかし、機能分離は、企業の運営に大規模に介入する民間企業にとって煩わ

しい行政要件であることが判明している。 
> EU の通信指令の改定に沿って、デンマーク当局も、競争状況の具体的な評価後に比例性の

原則を考慮に入れて SMP 事業者に課される一連の義務に機能分離を含めることの長所と短

所についての議論に積極的に参加すべきである。 
 
課題（２）ＩＰ電話の普及に対する障害がないようにすること 
> 分析実施後に IP 電話の開発に対する具体的な規制上の障害は確認されていない。 
> 国立 IT電気通信庁の市場決定がすでに IP電話の提供にとって良好な条件をもたらしており、

市場では積極的な開発が見られる。 
> したがって、この分野で更に規制方針を打ち出すことは抑制すべきである。 
 
課題（３）３Ｇの普及に対する障害がないようにすること 
> 特定の3Gネットワーク要素を共有する可能性は3Gネットワークの配備と革新的なサービス

の提供を刺激することができるであろう。 
> 最大許容拘束期間の延長は、3G サービスを含む｢未来の通信サービス｣を推進するのに貢献で

きるであろう。拘束期間の延長が許される場合は、これは特定の消費者保護措置と組み合わ

せるべきである。たとえば、消費者は、拘束期間なし、短い拘束期間、または長い拘束期間

による加入の間で選択するオプションを持つべきである。 
 
課題（４）開発とコンバージェンスによって支配される市場を規制するときの予測可能性、透明

性および単純さを確保すること 
> 消費者分野においては、ICT 部門内部の現行の規則とこれらの適用についての良好でより調

整されたガイドラインを確保するための施策を取ることができる。 
> 一部の分野では、部分的に行政命令、部分的に消費者オンブズマンのグッドマーケティング

プラクティスのガイドラインを通じて消費者保護についての規則の境界線を定義することを

検討すべきである。たとえば、これは請求コントロールについての規則に関連性がある。 
> ラジオおよびテレビ放送サービスを流すために使用される IP ベースのネットワークを法的

な面でどのように位置づけるか分類すべきである。これは、たとえば、ラジオ・テレビ放送

に関するガイドラインもしくは同様の法律の注記によって行うことができる。 
> とりわけ新しい EU 決済指令の実施に関連した当局と通信業界の間の電子決済の規則につい

ての継続的な閉ざされた対話を行うべきである。 
> 関連する当局の間で消費者契約法の中の 75 クローネ規則を除去するか、あるいはその限度額

を引き上げる可能性についての対話を開始すべきである。この規則は、販売されるコンテン

ツの費用が 75 デンマーククローネを超える場合に、モバイルコンテンツサービスの提供事業

者が、いわゆる耐久性のある媒体によって詳細な情報を消費者に提供することを意味してい

る。 
> コード 900 サービスに対する法律は、自主規制によって置き換えられる場合は廃止されると

推定されている。しかし、業界はこれには関心を持っていない。 
 
課題（５）市場の競争の欠如を有効に補償するために、現行の規制の有効な実施を確保する 
> 専門家の意見の結論としては、規則の変更を正当化する条件が見当たらないので、規則の変

更を検討する必要はない。 
> しかし、いくつかの特殊な分野では、将来の法改正に関連して規則の手直しを検討して、そ

れによって規制をより有効に実施できる見通しを改善することができる。これは手続の性質

の認可、決定実施の期限、懲罰規定の強化、事前通知を与えること、調停、制御を目的とす

る審査などの側面にかかわっている。 
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2.6 課題の達成 
 
以下では、個別の課題と国立 IT 電気通信庁の結論と勧告をさらに詳しく取り上げる。 
 
2.6.1 ブロードバンド価格、ブロードバンド速度および競争の増大 
 
課題（１）ブロードバンドの競争を促進して、ブロードバンドの価格低下とブロードバンドの速

度向上の見通しを確保すること 
 
いくつかの国際比較では、我々が通常我々自身を比較する国々よりもデンマークは劣る結果を得

てきたことが示されていることが指摘される。同時に、比較は、デンマークでの高速ブロードバ

ンドサービスの普及率が低いことを示している。 
 
しかし、過去数年の間にブロードバンドの価格は力強く低下してきた。それと同時に、速いスピ

ードを利用したブロードバンド加入のシェアが目覚ましく伸びてきた。実際、これは企業によっ

て｢アップグレードされた｣ブロードバンド加入の結果として達成されている。このことは以前の

低速による接続のときに支払われた価格と同じ価格でより高速のブロードバンドが加入者に提供

されていることを意味している。同時に、2 メガビット/秒のブロードバンド接続の価格は、2006
年 11 月から 2007 年 5 月のわずかな間に 35%以上も下落した。 
 
ブロードバンド分野での新しい価格で比較すると、デンマークのランクは以前よりも改善する。

具体的にいうと、ブロードバンドにおけるデンマークの価格は、比較される国々の価格の平均に

近いレベルである。 
 
しかし、市場の競争を詳しく見てみると、我々が比較する国々で支配的な状況と比べて、他の通

信事業者、すなわち TDC の競合他社のブロードバンド市場のシェアが低いままにとどまっている

ことも指摘される。さらに、他の事業者が提供するブロードバンドサービスは、TDC が供給する

卸売製品にかなり依存しており、まだ代替的で競合するインフラに依存する範囲が少ないことが

指摘される。 
 
市場の規制が、一方でサービスベースの競争のために好ましい条件を確保すること、他方で代替

的インフラへの投資のインセンティブもやはり存在するようにすることとの間のバランスを取る

必要があるということが通信政策の主要目的である。代替的インフラへの投資は、長期的なイン

フラベースの競争を強化するための前提条件であり、したがって、技術革新を支援するように働

く市場の競争の基礎を作り出すものである。 
 
デンマークでは、初期の傾向としてインフラベースの競争がある代替インフラへの投資が伸びて

おり、その一部は無線技術への投資と光ファイバーネットワーク確立への電力会社の投資による

ものであると指摘することができる。しかし、現在のところは、TDC の銅線ネットワークの全国

的な代替物は存在しない。したがって、依然として市場における競争にとって重要であるのは、

TDC の銅線ネットワークを経由してサービスを提供する他の事業者が市場で競争できるように

するという幅広い見通しが確保されることである。 
 
この文脈の中における特別な課題は、TDC によって開始された通信ネットワークの拡大と、競合

事業者が平等な条件で TDC のネットワークを使用できるようにするという見通しである。TDC
のネットワーク拡大は、今日、可能な速度よりもさらに高速でブロードバンドサービスを提供で

きるようにすることを目的としておこなわれている。しかし、この拡大には、それは競争と TDC
の銅線ネットワーク使用の平等な条件の確保に関連したいくつかの重要な課題が伴っている。 
 
この背景に留意すれば、他の通信事業者が TDC の銅線ネットワークに基づく製品を TDC と同等

の条件で提供できる能力を増進することにさらに重点を置くべきであるということが国立 IT 電

気通信庁の評価である。 
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すでに、今日では、現行の規制が非差別的条件での TDC の銅線ネットワークへのアクセスを要求

するという義務を同社に課す可能性を定めている。しかし実際には、必要なあらゆる面において

インフラへの平等なアクセスを確保し強制することには、いくつかの課題がある。既存の規制の

短所は、かなりの部分まで、競争問題は当局による具体的な決定を通じて個別に解決しなければ

ならないということである。具体的な条件として、これは以下のリスクを意味している。 
 
> 競争問題が全体的に解決されない 
> 問題が同時に解決されない 
> 問題の処理に長い時間がかかり、競争に有害になる。 
 
したがって、市場の競争の欠如をより迅速かつ効率的に補償するために、実際にインフラへの平

等なアクセスをどのように確保するのかについてさらに詳細に検討することが重要になる。 
 
英国では、国の規制当局が British Telecom が自発的に企業分割を行うべきであるという趣旨の

協定を British Telecom と締結した。スウェーデンでは、TeliaSonera に関する機能分離の導入が

詳しく調査されているところである。戦略的レビューの前の諮問プロセスにおいて、インフラへ

の平等なアクセスを確保する手段としてデンマークにおける機能分離の可能性を詳しく調べるべ

きであることも指摘されている。 
 
しかし、既存の法律と現在の指令の枠組の中では、機能分離の要件を TDC に課す直接の可能性は

存在しない。 
 
通信分野の指令の予定される将来の改定に関連して、欧州委員会は、機能分離の問題を議題に上

げている。 
 
デンマークにおけるブロードバンド競争の促進と低価格と高速のブロードバンドに関する良い見

通しを確保するという課題に関連する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下の通りである。 
 

> サービスベースの競争のための良い環境の確保と、代替インフラへの投資のインセンテ

ィブの確保との間のバランスを取りながら採択されたこの政策を維持すべきである。こ

のバランスによって、ブロードバンド市場における競争の段階的増加と価格の実質的下

落がもたらされ、それと同時に、代替的インフラへの相当な投資が行われていることが

指摘される。 
> TDC の通信ネットワークの拡大によって、ネットワーク利用への平等なアクセスの確保

には特別な困難が存在する。 
> 重要な市場パワーを持つ通信事業者の機能分離のために可能な要件は、ブロードバンド

分野の競争問題を解決して、通信インフラの利用への平等なアクセスを確保するために

有効な手段になりうる。しかし、機能分離は、企業の運営に大規模に介入する、民間企

業にとって煩わしい行政要件であることが判明している。 
> EU の通信指令の改定に沿って、デンマーク当局も、競争状況の具体的な評価後に比例

性の原則を考慮に入れて SMP 事業者に課される一連の義務に機能分離を含めることの

長所と短所についての議論に積極的に参加すべきである。 
 
2.6.2 IP 電話の普及率 
 
課題（２）IP 電話の普及に対する障害がないようにすること 
 
国際的なベンチマーク調査によれば、デンマークの IP 電話の普及率は、フランス、ドイツ、オラ

ンダ、スウェーデンおよび米国などの国々よりも低い。 
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これらの国々では、ブロードバンド市場での競争の増大と同時に IP 電話が一般的に広まってき

た。調査では、代替的通信事業者が新しいブロードバンド顧客のより大きいシェアを獲得できる

ようにするために IP 電話の提供を始めたと報告している。フランスとオランダでは、先行事業者

が積極的に対応して、独自の IP 電話サービスを開始している。 
 
デンマークの場合は、国立 IT 電気通信庁は、ブロードバンド市場への競争圧力がまだそれほど大

きくないために、IP 電話を大規模に提供する動機が働いていないと推定している。TDC がブロ

ードバンド市場の最大の参加者であり、普通電話の市場を支配している TDC にも IP 電話を大規

模に売り出す商業的なインセンティブがないと推定される。 
 
同時に、デンマークの普通電話の価格が他の国々と比べて比較的に低いレベルにあることが指摘

される。このことは IP 電話の需要にもいくらか影響しており、デンマークではこの分野での市場

圧力が低いと見られる。さらに、固定ネットワーク電話の代替物としての携帯電話の市場の大き

な成長が IP 電話への関心をある程度抑制してきた可能性がある。 
 
以前、TDC は、競合相手が既に電話加入権を持っている顧客以外の顧客に ADSL 接続を販売す

ることを希望する場合に、電話加入のための価格に等しい追加価格を支払うことを要求していた。

これは、それ自体が IP 電話の競争を展開するための障害であった。TDC への支払いのために競

合会社は、IP 上での提供の拠点形成による実質貯蓄を得られなかったのでこの障害が発生した。 
 
この問題を解決するために、国立IT電気通信庁は、将来の競争者はブロードバンド接続そのもの

に関係する基本的費用だけを支払うという義務をTDCに課した 6

 

。これは電話加入に等しい追加

価格が支払われないことを意味する。これは｢裸のDSL｣として知られている。この決定によって、

TDCの競合他社はブロードバンド価格の約 20%に相当する貯蓄を得た。 

通信庁の決定がブロードバンド市場の競争の見通しを広げ、競争できる価格での IP 電話の提供を

含むエンドユーザーへの多様なサービスの提供のための基礎になったと推定される。それは、TDC
の競合他社がこの決定によって、IP 電話の提供に関連する重要な貯蓄を得られたためである。 
 
2006 年末には、デンマークのIP電話加入は 235,000 件であり、2006 年 6 月よりも 51%多かった。

これには、Skypeなどの外国の通信事業者への加入も加えるべきである。2006 年末時点で、IP電
話を使用するブロードバンド顧客のシェアは約 14%であった 7

 

。ブロードバンド市場の競争増大

そのものがIP電話の競争増大につながることが確実に予想できる。 

デンマークにおける IP 電話の推進と利用の課題に関する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下

の通りである。 
 

> 分析実施後に IP 電話の開発に対する具体的な規制上の障害は確認されていない。 
> 国立 IT 電気通信庁の市場決定がすでに IP 電話の提供にとって良好な条件をもたらして

おり、市場では積極的な開発が見られる。 
> したがって、この分野で更に規制方針を打ち出すことは抑制すべきである。 

 
2.6.3 ３Ｇモバイルサービスの普及率 
 
課題（３）3G の普及に対する障害がないようにすること 
 
3G 分野では、国際的なベンチマーク調査は、デンマークが先進的モバイルサービスの普及率と提

供という点で他の国々に立ち遅れていると指摘している。3G は、2G よりも未来指向型のプラッ

                             
6 市場 12 のための 2005 年 11 月 2 日の決定。 
7 出典：国立 IT 電気通信庁、通信統計－www.itst.dk 
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トフォームであるが、その理由の一部は、3G が広い帯域幅を持つサービスの提供を可能にするか

らである。 
 
デンマークにおける 3G 分野の最新の開発を見てみると、市場における大きな成長を指摘するこ

とができる。2006 年の下半期において、3G を利用する加入者の数が 133,000 人増加した。これ

は 6 ヵ月間に 68%の成長に換算される。2006 年末時点で、デンマークで 3G ネットワークを使用

する加入者の数は、合計で 327,000 人になった。3G 市場の正味成長を 2006 年下半期のモバイル

市場全体の正味成長と比較すると、この進展は、新規モバイル加入者の 2/3 が 3G ネットワーク

を使用していることを示している。 
 
ブロードバンドサービスを含む先進的サービスの開発を促進する目的のために、3G 提供事業者が

3G インフラを共有して、より長い拘束期間を許容する可能性が注目されている。 
 
ネットワークシェアリング 
完全に全国規模の 3G ネットワークを構築するために必要な投資は巨額である。3G 提供業者が特

定ネットワーク要素を共有できるようにすることによって、投資の必要性を低減することができ

る。今日では、3G 提供事業者が無線インフラなどの 3G ネットワークの中のネットワーク要素を

共有することは許されていない。しかし、マストと建物などの構造物を共有することは許されて

いる。したがって、3G インフラの共有の可能性を変更することによって、3G の普及率向上と国

の全域における先進的サービスの幅広い提供のための枠組条件がどのように改善されるかが分析

されてきた。 
 
3G 提供事業者には、法律上のカバレッジ要件の中に該当しない分野での 3G インフラの共有(ネ
ットワークシェアリング)の可能性を与えることができる。それによって、競争状況に悪影響を及

ぼすことなく競合する 3G サービスの地理的カバレッジ全体を増大することができると推定され

る。法律上のカバレッジ要件は、人口統計上の 80%のカバレッジである。さらに、ネットワーク

シェアリングの結果、カバレッジ要件が満たされるエリアの外部で他の事業者の 3G ネットワー

クを経由したローミングを 3G 提供事業者に現在提供する設備よりも優れた一連のサービスが提

供されると推定される。 
 
このような施策は投資の必要性を低減することによって 3G カバレッジの増大に貢献することが

できるであろう。これは、各事業者がきわめて高いカバレッジ率を持つコヒーレントサービスを

提供して、技術革新の魅力的な基盤を与える能力を支援することになる。 
 
ブロードバンドベースのサービスの提供を刺激してより広いブロードバンドのカバレッジを確保

するために、ネットワークシェアリングには、ネットワークシェアリングが関連するポジション

でHSDPA8

 

へのアクセスを企業が提供するという要件もリンクさせるべきである。HSDPAを経由

すれば、現在提供されているモバイルブロードバンドの速度を 3.6 メガビット/秒まで引き上げら

れる。 

拘束期間 
現在の通信法制の下では、通信業者は、最長 6 ヵ月間顧客を拘束する権利が与えられているので、

顧客は問題の通信サービスを購入してこの拘束期間のあいだ支払うことを約束させられる。 
 
通信業者の観点から見れば、拘束期間は、契約日から既知となる顧客 1 人当たりの所与の最低稼

得レベルを通信業者が確保することに貢献している。通信分野における拘束期間の使用はモバイ

ル部門から派生したものである。その理由は、携帯電話会社のマーケティング努力の中で、携帯

電話の配備における決定的要素として廉価な携帯電話の販売などの活動に焦点が当てられたため

である。電話販売は、加入料と通話料によって得られた収入から奨励金を受けている。このよう

にして、拘束期間は、通信業者にとって良好で予測可能な財務状況を確保することに貢献してい

                             
8 HSDPA は、特定タイプのモバイルブロードバンドである、高速ダウンロードパケットアクセスの略語である。 
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る。他の条件が同等であるならば、通信業者に関してはこのことは、拘束期間が長ければ、同時

に存在する加入者契約を調整して電話への奨励金によって経済的利益が大きくなることを意味し

ている。 
 
一見したところ、顧客の関心は特定の拘束期間の要件を加入者契約にリンクすることを許すべき

ではないことを示しているように見られる。加入契約をいつでも自由に解除できることによって、

消費者には別のもっと魅力的な加入に変更する最善の機会が与えられる。通信分野での拘束期間

の存在は、価格と条件に関する透明性の乏しさにつながる可能性もある。しかし、拘束期間は消

費者にとって間接的に利点になるとも考えられる。それは、例えば、消費者が安い携帯電話また

は廉価な加入と通信料にアクセスできるからである。 
 
国際的なベンチマーク調査は、拘束期間についてのデンマークの規則が、デンマークが 3G の普

及率と利用の両方に関して他の国に立ち遅れている理由を説明する寄与原因の要素になると指摘

している。さらに、拘束期間についてのデンマークの規則がデンマークにおける比較的高いブロ

ードバンド価格の理由になっている可能性があると指摘されている。 
 
したがって、拘束期間について現行の通信法制の中で定められている規則は、3G サービスの普及

率と利用を含むこの分野の技術革新と投資への障害を構成する可能性があると確実に想定され

る。 
 
たとえば、より長い拘束期間を認めるように規則を変更した場合は、3G およびその他のブロード

バンドサービス－｢未来の通信サービス｣の普及率を引き上げることに貢献すると考えられる。さ

らに、規則の変更は積極的な価格展開をサポートできるであろう。 
 
より長い拘束期間を認める政治的な規模が存在する場合は、試験的スキームとしてそれを実現す

ることを検討してもよい。そのうち、消費者の利益を確保するために特別な要件が作られるはず

である。たとえば、拘束期間がないか、または短い拘束期間、あるいは長い拘束期間の加入の間

で選択するオプションを消費者が持つべきであると規定することもできる。また異なる拘束期間

の経済的影響に関して消費者のための透明性を保証することも不可欠である。通信事業者が通信

分野でのグッドマーケティングプラクティスに関する消費者オンブズマンのガイドラインを遵守

する場合にこれが保証される。 
 
国際的ベンチマーク調査の結論に照らして、3G を含むブロードバンドサービスの提供の長い拘束

期間を制限することを検討してもよい。 
 
 3G の推進という課題に関する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下の通りである： 
 

> 3G ネットワークの拡大に関連してネットワークシェアリングの既存の可能性を変える

ことを検討すべきである。たとえば、これは 3G 提供事業者のライセンスに定められて

いるカバレッジ要件の中に入らないエリアにおけるネットワークシェアリングの可能性

を増やすことによって実現することができる。HSDPA 配備の可能な要件と組み合わせ

れば、これはデンマークにおけるブロードバンドカバレッジを増加させることにも寄与

すると考えられる。 
> 最大 6 ヵ月の拘束期間についての現在の通信法制の中で定められた規則は、技術革新と

投資への障害、特に 3G サービスとその他のブロードバンドサービスの普及率と利用の

障害になっている可能性がある。より長い拘束期間を認めるようにこれらの法律上の規

則を変更すれば 3G サービス等の普及率と利用の引き上げとブロードバンド価格のさら

なる低下に貢献すると考えられる。 
> 所与の時期により長い拘束期間、たとえば、12 ヵ月間などを認める政治的希望が存在す

る場合は、試験的スキームとしてそれを実現することを検討してもよい。3G を含むブロ

ードバンドサービスの提供事業者だけに長い拘束期間を適用するように限定することも
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できる。そのうちに消費者の利益を保護するための特別要件を含むような方法で規則の

変更が行われるはずである。たとえば、消費者が契約期間のない、または短い契約期間、

あるいは長い契約期間の加入の中から選択するオプションを持つべきであると規定する

こともできる。 
 
2.6.4 市場の規制における予測可能性、透明性および単純さ 
 
課題（４）開発とコンバージェンスによって支配される市場を規制するときの予測可能性、透明

性および単純さを確保すること 
 
戦略的レビューに関連して、通信部門の規制における予測可能性と透明性の確保への関心に重点

が置かれた。規制における予測可能性と透明性は、特にコンバージェンスの増大に向かう現在の

傾向に照らして、通信市場における投資と技術革新にとって重要な条件である。 
 
ICT サービスの提供は、さまざまな規則が適用され、現行の通信法制に基づく規則もあれば、他

の省庁の責任分野に該当する規制に基づく規則もある。その規則の相当部分はコミュニティ法に

基づいている。こうした条件を考慮すれば、様々な規制体制間の不必要な重複を避けて業界の参

加者のためにこれらの間の明確な境界線を確認することが重要である。また、新規事業者と既存

事業者の双方が、所与の規制体制に自分たちがどの範囲まで該当するかを容易に判定できること

が重要である。これは、たとえば、異なるタイプの媒体、したがって、異なる規制体制にまで及

ぶ新しいコンバージェンスサービスに関しては困難になる場合がある。 
 
デンマークの規則の背後にある EU 指令のあるものは、ミニマム・ハーモニゼーションとして知

られるものを代表している。これは、デンマーク議会(Folketing)は、EU 規則よりも踏み込んだ

国の規則を採択できることを意味している。したがって、ICT サービスの提供に適用されるデン

マークの特別規則を取り除くための根拠がどの程度まで存在するかを調べることも重要になる。

規則を単純化できる場合は、これは透明性を生み出すことに寄与するとともに、業界にとって財

政的負担と行政的負担を取り除くことにも寄与すると思われる。 
 
この分野における大がかりな EU 規制は、たとえば、新しい指令または修正された指令の実施に

関連してデンマークが EU 内部で様々な立法行為の内容に積極的な影響を求める理由でもある。 
 
ＩＣＴ分野における消費者保護 

専門家の意見とその他のデータに基づいて分析の中で指摘されていることは、一般的消費者規制

と部門特有の消費者規制の間で消費者保護分野の重複がある程度存在するということである。こ

の重複が関係するのは、価格情報の規定された要件、契約要件ならびに条件と価格の変更を通知

するための要件である。また、請求コントロール(前もって合意された金額を超えるときに通信サ

ービスのそれ以上の利用が禁止される機能)などの特徴が複数の場所で規制されていることも見

受けられる。 
 
同じ側面を取り扱う異なる規則が存在するという事実だけで、規制体制の間の境界についての市

場参加者の間の不確実性につながる恐れがある。この規制に関する不確実性は、それ自体がこの

分野への技術革新と投資の障害として働く可能性がある。 
 
さらに、ラジオとテレビ放送サービスを流すために使用される IP ベースのネットワークを、一部

は部門特有の消費者規制に関連して、また一部は｢放送すべきもの｣についての文化省の規則に関

連して法的にどのように取り扱うべきかを明確にする必要があると指摘されている。 
 
消費者保護の規則に関連する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下の通りである。 
 

> 関連する当局の関与を条件として、現行の規則に関する改善され調整されたガイドライ

ンと ICT 部門内でのその適用を保証するために有利な施策を講じることが考えられる。
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たとえば、消費者オンブズマンと国立 IT 電気通信庁の側での共同の情報努力を高めるこ

とによって透明性の増大を生み出すことに寄与するであろう。 
> 特定の分野では、部分的に行政命令、部分的に消費者オンブズマンのグッドマーケティ

ングプラクティスのガイドラインを通じて規則の境界線を定義することを検討すべきで

ある。たとえば、これは請求コントロールについての規則と条件と価格の変更の通知に

ついての規則に関連性がある。 
> ラジオとテレビ放送サービスを流すために使用される IP ベースのネットワークを、一部

は部門特有の消費者規制に関連して、また一部は｢放送すべきもの｣についての文化省の

規則に関連して法的にどのように取り扱うべきかを明確にすべきである。これはラジオ

とテレビ放送についての法律のガイドラインまたは同様の注記によって行うことができ

る。これについて国立 IT 電気通信庁が文化省と対話を始めるべきであると提案されてい

る。 
 
さらに、｢利用者に最善｣という題名の分析の中で国立 IT 電気通信庁は、部門特有の消費者保護規

則を単純化するか、または廃止することができると推定されるいくつかの分野を特定した。これ

には、財政的セキュリティの提供に関する規則、請求システム等の証明の要件、番号問い合わせ

および新番号への通話の転送の要件、請求の変動の現在の監視に関する要件、料金のグループ化

と項目別請求の要件の修正が含まれる。 
 
全体として、こうしたステップは、規則の促進と分野における良好な透明性の確保に寄与すると

思われる。 
 
ＩＣＴ分野におけるコンテンツの規制 

コンテンツサービスの提供は、かなりの程度まで ICT サービスの普及率と利用の推進に寄与する

可能性がある。面白いコンテンツがなければユーザーはそこに行く動機はないであろう。別の側

面から見れば、コンテンツサービスの開発はそれ自体が技術革新の現れである。コンテンツサー

ビスの分析は、支払いサービスと同様に伝統的なコンテンツの提供を取り上げる。 
 
いくつかの規制体制があり、おおむね科学技術イノベーション省の責任範囲外の法律によるもの

であり、それがコンテンツサービスの提供に影響を及ぼしている。 
 
電子決済 
ユーザーは、コンテンツサービスおよび駐車場と公共交通などの物品とサービスを購入するとき

の支払のために携帯電話その他の電子決済手段を使用することができる。 
 
電子決済の規則は、EU の規則に基づいているので、そのため EU の規則が認める場合にのみデ

ンマークの規則を修正することができる。 
 
EU 域内の電子決済の市場は、期待されたほど速くは開発されなかった。その結果、欧州委員会

は、既存の規則が開発の障害になっているかどうかを見極めるために、いわゆる、電子マネー指

令の改定に着手した。指令の修正によって新しい支払システムの開発が加速すると考えられ、そ

れは特にいくつかの革新的なコンバージェンスサービスと関連して使用することができる。 
 
EU は、決済サービスに関する新しい指令を実施している。デンマークでは、特定決済手段に関

する法律(決済手段法)によって新しい支払サービス指令が実施される必要がある。国立 IT 電気通

信庁は、決済に関する指令の新しい規則が技術革新と投資についてのデンマークの通信業界の見

通しを改善させることになると推定している。 
 
近年において、財政監督局を含む商務省が、新しい決済指令についての作業の一環として通信業

界との進行中の対話を求めてきた。この対話によって業界の見解と関心が指令のための準備作業

に組み込まれることが保証された。 
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電子決済に関する国立 IT 電気通信庁の結論と見解は以下の通りである： 
 

> 新しい決済指令の実施前に、また電子マネー指令の改定についての欧州委員会の最終提

案がなされるときにも、関連当局と通信業界の間の建設的対話が継続されることが重要

である。 
 
モバイルコンテンツサービス 
今では携帯電話経由で着信音の購入が可能であり、コレクション等に貢献している。携帯電話の

請求、プリペイド電話カードによって決済できる。 
 
モバイルコンテンツサービスの提供もまた、いくつかのモバイル通信事業者の間で作成された業

界内の協定によって規制されている。 
 
法的な面では、遠隔販売についての消費者契約法の規則が特にモバイルコンテンツサービスの提

供に関係している。この規則は、提供事業者がその消費者が紙その他のいわゆる耐久性のある媒

体によっていくつかの詳細を受け取ることを保証しなければならないことを意味している。しか

し提供事業者は、コンテンツ購入費用が 75 デンマーククローネ未満である場合は、耐久性のある

媒体による情報提供を省略することができる。 
 
したがって、この規則は、コンテンツ費用が 75 デンマーククローネ以上になる場合により厳格な

要件の対象になることを考えて革新的なモバイルコンテンツサービスの開発と提供を止めること

を意味する規則の撤廃または金額の引き上げによって、モバイルコンテンツサービス提供のため

の市場を推進できると推定される。 
 
デンマークの規則は、基本となる EU の規則よりもさらに踏み込んだものである。従って、75 ク

ローネ規則の廃止、あるいは限度額の引き上げは EU の規則に反しない。 
 
モバイルコンテンツサービスについての規則に関する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下の

通りである。 
 

> 消費者契約法の 75 クローネ規則を廃止するか、またはその限度をより高い金額に引き上

げる可能性についての協議を法務省と家族消費者問題省との間で開始すべきである。 
 
コード 900 サービス 
コード 900 サービスについての現行の通信法制の規則は、高い電話料金請求等から消費者を保護

することを目的としている。 
 
現在、コード 900 サービスの提供のための市場は比較的小さく、この規則は固定ネットワーク電

話経由で提供されるコンテンツサービスの開発に対する障害として作用している可能性がある。 
 
コード 900 サービスに関する規則を撤廃できないか調査した。この分野で特別な消費者保護対策

が要求されることはほとんど疑問の余地はない。しかし、事情によって異なるが、こうした配慮

はたとえばモバイルコンテンツサービスの場合と同様に自主規制に委ねることも可能である。業

界自身による規制は、法律上の規制と比較して規制の内容とそれを修正する可能性について通信

事業者がより大きな柔軟性を得られるという利点がある。 
 
しかし、業界は、コード 900 分野における自主規制の設定には興味がないと表明した。 
 
コード 900 サービスの規則に関する国立 IT 電気通信庁の結論と勧告は以下の通りである。 
 

> コード 900 サービスについての法律は、自主規制によって置き換えられる場合には廃止

できると推定される。しかし、業界は、コード 900 分野における自主規制の設定には興



参 2-12-14 

味がないと表明した。したがって、この分野の消費者保護の関心の下で既存の法制を維

持すべきである。 
 
2.6.5 通信法制の有効な実施 
 
課題（５）市場の競争の欠如を有効に補償するために、現行の規制の有効な実施を確保する。 
 
レビューに関連して、通信規制を実施する方法について専門家の意見がまとめられた。この意見

には、現行の法律の規則の分析が含まれ、通信業界から受け取ったいくつかのコメントに基づい

ている。 
 
意見では、法律の大小様々な変更にもかかわらず、重要な市場パワーを持つ事業者に対して課さ

れる義務の一貫性が存在することが、この分野における十分な規制の予測可能性の指標であると

結論づけている。 
 
同時に、競争審議会と国立 IT 電気通信庁の間の管轄権の分割は、十分明確に定義されていると判

断された。 
 
国立 IT 電気通信庁と通信苦情委員会による行政審判は、事件処理時間、諮問手続を含めて公共行

政の既存の規則と慣行に従って実施されており、この行政分野の当局の洞察またはこの行政分野

の理解を調整する必要はないと見られる。 
 
しかし、いくつかの特定分野においては、将来の法律改定の可能性に関連して国立 IT 電気通信庁

の規制をより効率的に実施できるための見通しを改善するために規則を修正する必要があるかど

うかを検討することが重要になる可能性がある。 
 
これは、手続きの性質の認可、決定実施の期限、懲罰規定の強化、制御を目的とする審査を行う

可能性などの側面にかかわっている。 
 
さらに、専門家の意見は、現行の法制の中でさらに明確に説明する可能性に関するいくつかの検

討を表明している。これは、事前通知に関する通信法の規則と、市場競争規制に関する当局の案

件処理や市場の事業者間の交渉に参加することのない独立仲裁人や調停者を関与させることにつ

いての通信法の規則に関係している。 
 
規制の実施の問題に関する専門家の意見は以下のように結論づけている。 
 

> 規則の変更を正当化する条件がさほど見出せないので規則の変更を検討する必要はな

い。 
> しかし、いくつかの特定分野においては、将来の法律改定の可能性に関連して規制をよ

り効率的に実施できるための見通しを改善するために規則の修正を検討することができ

る。これは、手続の性質の認可、決定実施の期限、懲罰規定の強化、事前通知を与える

こと、調停、および制御を目的とする審査などの側面にかかわっている。 
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大臣による序文 
 
情報通信技術(ICT)は、デンマークが機会の社会となるに際して重要な要素である。国民全員が安

定した環境で国際的な展望を持って豊かな暮らしを創造することが可能な社会、である。 
 
デンマーク国民は、時間・場所に関係なく世界各地と通信を行うことが可能である。常時、任意

の時間に、そして個人のニーズに合った効率的な作業が行える技術手段によって銀行業務を行う

ことが出来る。 
 
そしてこれをさらに推進することが出来る。 
 
そのために我が国が今後直面する課題の克服に ICT が主要な役割を果たすであろう。主な課題は

以下の通りである。 
 
＞ デジタル・ソリューションにより個人ユーザーに価値がもたらされること。 
＞ 技術そのものより有用性に重点が置かれること。 
＞ ICT が新規ソリューションやストラクチャーの中に積極的に導入されるようになること。 
 
柔軟なデジタル・ソリューションは、公共部門において電子政府に全体的な品質の向上をもたら

すことが出来る。今日の開発は決定的な局面にあり、デジタル・ソリューションが公共部門全域

に渡って収斂・統合されつつある。 
 
将来は、現在よりさらに個人のニーズに重点を置き、そしてそのために有効なソリューションを

促進するべきであろう。 
 
ICT は、行政やデジタル的のセルフサービス式ソリューション以上のものである。デジタル技術

の潜在力を革新的な方法で利用することにより、家庭・職場の両域において、国民の日常生活を

支援する製品・ソリューションを創造することが可能である。例えば、公共部門における介護・

医療施設の従業員の負担緩和にも貢献出来る可能性がある。 
 
ICT はまた、将来私達が直面する環境問題・気候変動への解決に貢献出来るソリューションでも

ある。それは特にインテリジェント・エネルギーや交通システムに応用出来ると共に、民間企業

や家庭での資源消費抑制にも関与する。 
 
2008 年 IT・電子通信方針報告書では、2007 年の ICT 分野での主要な計画・業績の評価の一部を

掲載している。 
 
Helge Sander 
科学技術革新省大臣 
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未来志向の電子政府 
 
 
デジタル技術は、デンマークその他世界各国に新しい可能性を切り開いた。デジタル技術の発達

は持続的な成長と繁栄の確固たる基礎となる。デンマークはデジタル技術の進歩水準において世

界でも上位に位置し、2007 年に世界経済フォーラムの世界情報技術報告書で情報通信技術(ICT)
分野での最優秀国にノミネートされた。 
 
デンマークのネットワーク整備の卓越した水準は、我が国の良好な規制環境に加え、成長に向け

ての ICT の活用およびへ ICT の普及・利用の促進における明確な政府のリーダーシップと展望と

によるものである。 
 

出典： 世界経済フォーラム 
 
ICT はデンマークが今後直面する課題の克服に主要な役割を果たすことが出来る。未来に渡って

持続する発展に寄与し、それによって新規技術が統合された形でもたらされることになる。 
 
ICT はシステムより人を優先することにおいて重要な役割を果たすため、ユーザーに重点が置か

れる。borger.dk（国民）や virk.dk（企業）等のデジタル・ポータルの持続的な発展が、公共部

門全域に及ぶ結束したデジタル技術の発展の確たる枠組みとなる。これは例えば、国民が公的機

関に保存されている自身の個人的なデータにアクセスしたり、柔軟な形で公的なデジタル･サービ

スを提供出来るような開発に適用出来る。 
 
2007 年第 4 四半期中、borger.dk へのアクセスは週 74,000 回を超えた。同年第 2 四半期は 66,000
回だった。同様に virk.dk へのアクセスも大幅に増加し、2006 年には約 238,000 回だったものが

2007 年には 598,000 回超であった。 
 

出典： IT 電子通信庁およびデンマーク商業企業庁 
 
2007 年 6 月、政府は 35 件の具体的な構想を有する共通公共電子政府計画を提示した。これらの

構想は国民・企業のための種々のサービス整備が目的であり、行政業務から国民関連サービスま

で、効率の向上と資源の拡充を目指すものである。目標は、2012 年までに少なくとも、国民との

文書通信が全てデジタル方式で行えるようにすると共に、企業の場合にはそれを一要件とするこ

とにある。さらには、公共部門におけるデジタル化整備が、政府機関の全レベルにまたがる広範

かつ結束的な連携を通して調整され優先されるようになることも目指している。 
 
デンマーク企業は、ICT を革新的に利用することで競争力を維持することになろう。これは成長

と繁栄のための基本条件である。その結果、政府のグローバリゼーション戦略は ICT の開発に重

点を置いており、2007 年には、国内企業に発展とダイナミズムのための最大源の枠組みを提供す

ることを意図して多数の構想が提示された。これは例えば NemHandel 計画（文字通り

Easytrade）に適用され、オーフスでの電子ビジネス・センター（通称 IBIZ Centre）の開設と共

に、電子ビジネスに関連して国外での競争力を国内企業に育成させるためのものである。

NemHandel 構想では、企業が電子メールを送付するのと同様に容易に電子送達状を送付するこ

とが出来るようになる。 
 
将来の具体的なインフラ施設をインフラストラクチャー委員会がその展望に基づき策定した図が

あるが、その中で交通システムは気候・環境上の然るべき配慮をした上で、成長を促進し、国民

と企業から提示されるそれぞれの要求間の整合性をもたらすものとなっている。これと同じ展望

がデジタル・インフラにも適用され、それは全国民がデジタル潜在能力を利用することが可能に

なる前提条件である。 
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今日、ブロードバンドの普及率は国民・企業の 99%以上である。これは約 23,000 ほどの世帯・

事業所がブロードバンドを利用出来る環境にないことを意味する。昨年は約 44,000 軒であった。

目標は明確であり、2010 年末までに 100%の普及率を目指す。 
 
デジタル潜在能力を最大源活用するためには、その利用が可能になった時にユーザーが信頼と安

心感を持ち、また妥当なコンテンツがデジタルサービス経由で提供されることが必要条件である。 
 
2007 年に将来のデジタル署名管理の入札募集を行った。高度なセキュリティ、モービリティ、ユ

ーザビリティに焦点を置いた。 
 
2007 年の多数の構想では、国内インフラ・電子通信の国内市場の開発を重視している。その中に

は、電子通信規制の戦略的再検討、ジェネレーション・ネットワークの補足的な政治上の合意 － 

とは簡単に表現すると、ラジオ・TV および電子通信がインターネットと同じように提供されると

いう意味である。即ち国民にとっては、原則として一つの電子通信サービスで大抵のニーズに対

応できるようになるということである。 
 
ICT は、環境・気候問題のソリューションの一部を成す。このことは既に今日、インテリジェン

スを製品に埋め込むことで資源消費を大幅に削減し、風力等、他の用途に資源利用が最適化され

ていることに見て取れる。 
 
デジタル潜在能力はそれだけではない。2009 年 12 月のコペンハーゲン UN 気候サミットまで、

“グリーン IT”がどうインテリジェント・ソリューションに貢献でき、また新たなタイプの組織

の源となり得るか、および ICT 利用がそれ自体どう環境にいっそう優しくなり得るかに特別の焦

点が当てられることが発表されている。 
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国際等級のデジタル・インフラストラクチャー 
 
 
政府は全国民が国のデジタル化の恩恵を享受することを目指している。そのためにはブロードバ

ンド環境の 100%普及が必要である。この目標を達成するには、異なる技術間の電子通信市場に

おける公正かつ効果的な競争が最善である。 
 
その結果、無線ブロードバンド（FWA 周波数）のオークションが 2007 年に開催されたが、これ

は今なおブロードバンドが敷設されていない地域をもカバーするよう義務付けるものでもある。

ライセンス価格は 2022 年 1 月までの有効期間で 1.17 億 DKK であった。 
 
国際的水準でのデンマークのブロードバンド普及率は、OECD 調査で一位であり、100 人に 34.3
人が契約利用している。2007 年には人口の 83%が家庭からインターネットを利用でき、そのうち

92%がブロードバンド接続であった。 
 
ブロードバンド接続数は増加を続けている。例えばファイバー接続数は急上昇しており、2007 年

後期には 46%増加し約 43,000 件となった。サービスの提供と利用に伴い、その進展の全体的な

傾向として速度の向上と価格の下落がもたらされる。最低 2Mbit/s（ダウンストリーム）のブロ

ードバンド・シェアは去年一年間で 42%から 70%に増加した。2008 年初期の 2Mbit/s 接続は

249DKK であるが、2007 年初期には 378DKK であった。しかしながら国際水準では、特に速度・

価格の点でなお整備の余地がある。 
 
その他にも課題はある。近年インターネット・ユーザーは受動的なサービスの受け手から高度に

能動的な利用者へと変化し、デジタル・コンテンツを作成したり、ユーザー自身が作成した音楽、

画像、映像を掲載している。これはユーザーのデータの転送（アップストリーム）速度に新たな

需要が生じていることを意味する。現在、デンマークのブロードバンド接続は総じて不均衡であ

り、ユーザーからの送信に比べユーザーへの送信のほうが速度が速い。その結果、ユーザーは受

信より送信に時間を要する。これに加え、ピアツーピア技術の利用等、新規サービスでは送受信

共に速度の向上が要求される。 
 
2007 年はアップストリーム速度の重要性が特に中心課題であり、そのための開発が綿密に行われ

ているが、それと同時に、ユーザーがコンテンツ作成に積極的に従事することで利用者全体の便

益になる革新性、創造性、社会的な関係が促進されることも考慮に入れている。2007 年には前年

に引き続き、ブロードバンド接続（ビット･ストリーム･アクセス）のための TDC の卸売り価格を

引き下げることが決定された。特にユーザーへの高速ダウンストリーム接続料金、遠隔地での料

金、およびブロードバンド接続のための初回料金の引き下げである。これにより、競争が促進さ

れ、低価格で高速なダウンストリーム接続が実現する基礎が生まれよう。 
 
OECD のブロードバンド・ポータルでは、一 Mbit/s あたりの米ドル換算料金は 2007 年で 19 位

であった(17.7 ドル)。日本は一位でわずか 3.09 ドル、次いでフランス（3.7 ドル）、イタリア(4.61
ドル)である。OECD 11 か国はデンマークより高く、スウェーデン、アイスランド等が含まれる。

ブロードバンドの平均契約額に関しては、デンマークは 7 位であり、フランス、イタリア、オラ

ンダ、韓国を上回っている。フィンランド、ドイツ、日本等には及ばない。 
 

出典： OECD ブロードバンド・ポータル 
 
技術の進展は、ネットワーク、サービス、端末、市場の不断の統合を示唆する。この統合、また

は収斂、が全利用者の便益に適う新規製品やビジネスモデルへの道を切り開く可能性がある。た

だしそのためには、そのインフラの整合的かつ調整された規制およびサービスの提供という形で、

適切な枠組みが整備されていることが前提条件である。 
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2007 年に、既存の電子通信規制の戦略的再検討が行われ、当該分野の全体的な枠組み条件を改善

して革新と投資の拡充・促進が可能かどうかを決定した。この再検討後、既存の枠組みは全体的

にプロバイダーの電子通信市場での競合意欲を支援するものと見なされる、との結論に達した。

一方で、規制の調整を行って市場における革新と投資のための枠組みを改善させるべき多くの分

野があることも指摘された。この戦略的再検討の結果は、EU の電子通信の法的枠組みを検討す

るための報告書 － 2007 年 11 月に委員会が発表した草案、の中に、関連事項が組入れられる

ことになっている。 
 
デンマークでは、TV、ブロードバンド、電話等の周波数の利用が、サービスの無線化につれてま

すます重要になってきている。その結果、現行の周波数法の改定が行われており、2007 年 6 月に、

将来のスペクトル管理について政治的な合意が取り付けられた。この改定により、市場関係者は

各々のニーズに合った目的で自由に周波数を利用したり、また周波数の取引も容易に出来るよう

になる。新規規則により年間 10 億 DKK もの社会的利潤の機会がもたらされると専門家は見てい

る。新規周波数法案は 2008 年 10 月に提出され、2009 年 1 月 1 日に施行される予定である。 
 
モバイル電話は特に日常生活で主要な役割を担うようになった。今日デンマークでは 600 万件を

越える契約数があり、利用者の増加に伴って機能もいっそう充実してきている。例えばモバイル・

ブロードバンド、モバイル TV、GPS、音楽プレーヤー、カメラ、決済手段としての利用等であ

る。 
 
3G モバイル加入件数は 2006 年から 2007 年にかけて 100%以上の伸びを見せ、約 490,000 件に

達した。同時に、モバイル電話によるデータ送信は 6 倍増加し、2006 年前期の 1300 万メガバイ

トから 2006 前期には 7900 万メガバイトとなった。最後に SMS － これも公的・私的機関か

ら国民へ通知を送達するために利用可能なものであるが － は通信用途として普及している。

2007 年前期には 58 億 SMS の送信があったが、2006 年前期と比べ 11%近い増加である。 
 
現在のところ、国外でのモバイル電話の利用は比較的高コストである。その結果、海外にモバイ

ル電話を携行した場合、往々にして請求書を見て驚くことになる。これは国際ローミングとして

知られるサービス料金、即ち国外での電話の送受信の利用にかかる価格のためである。これに対

し 2007 年に対策が講じられた。政府の強力な支援を受け、EU による規制が採択されて EU 各国

間でのモバイル電話利用料金が 50%引き下げられた。デンマークではその規制範囲をさらに拡大

し、SMS、MMS、その他のデータサービス（データ・ローミング）をも対象とすべく努力を行

っている。 
 
インターネットのドメイン･ネームはネット・インフラの重要な一部である。そのため、ドメイン・

ネームの確固として安全な枠組みが必要である。2007 年末、Internet domain.dk の管理業務の

入札を行った。国内インターネット・コミュニティ内の動的かつ高品質の開発の促進と、ドメイ

ン法の全体規定を満足させる管理者の指名が目的である。入札の締め切りは 2008 年 4 月 1 日だ

った。 
 
TDC、Telia、Sonofon 三社のモバイル網で受信した場合に他の電子通信業者から TDC、Telia、
Sonofon により課金される価格は、価格統制を受けている。これは国際比較に基づいている。こ

のような価格統制システムの目的は利用者の便益となる公正かつ効果的な電子通信市場を確保す

ることにあり、それにより利用者は低料金でモバイル通信が行えるようになるであろう。現在の

統制モデル － 2009 年 1 月 1 日から新規システムに取って代わられる － により、一分間あ

たりの料金が以前の 1.04DKK から 2007 年末には 0.72DKK に引き下げられた。2008 年 5 月 1
日まで漸減させ、一分間あたり 0.62DKK とする。 
 
政府が潜在デジタル能力を最大源に活用するという目標を成功させるためには、公共部門が国

民・企業により良い、整合性のある効果的なデジタル･サービスを提供することである。地方自治

体連合（LGDK）との協力で、政府は“2007-2010 年デンマーク電子政府計画”という共通の公
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共電子政府構想を打ち上げ、その目標の実現と共にデンマークを世界における電子政府分野のリ

ーダー的存在に位置付けることを目指している。 
 
その構想の優先項目三分野に 2.7 億 DKK が計上されている。デジタル･サービスの向上、効率性

の向上、提携の強化である。政府常任書記官と LGDK 経営責任者、および地方自治体から成る共

同公共運営委員会が、同計画の進捗管理を担当している。 
 
2007 年 10 月、政府、LGDK、地方自治体は、新規ソリューションのための公共部門におけるソ

フトウェアの 7 組のオープン・スタンダードの利用義務付けに合意した。オープン・スタンダー

ドの普及・周知により、各種 IT システム／コンポーネントが統合して機能すべき分野におけるメ

ーカー／サプライヤー間の競争および自由な選択が促進される。 
 
同時に、ICT ソリューションに取って代わる必要なく、業務や組織の調整を変更する管理がより

容易となろう。全体として、公共部門におけるソフトウェアのためのオープン・スタンダードの

利用義務付けは効率性の向上と業務管理の改善につながる可能性があり、国民・企業の便益に適

う部門間の整合性の強化がもたらされる。 
 
IT プロジェクト実施能力の向上には、公的機関、サプライヤー、関係団体間に共通の利益がある。

その達成手段の一つは、IT プロジェクトを成功させるために組織の円熟度を向上させることであ

る。円熟水準が高まればプロジェクトの実施によって所期の効用価値が達成される確率が高まり、

その一方で予算超過やプロジェクトの失敗というリスクが低減する。 
 
この結果、科学技術革新省は 2006 年、IT サプライヤーおよび公的機関の円熟度を評価するため

のモデルを作成した。さらに 2007 年にはモデル配備のための作業を行った。初回のサプライヤ

ーはこのモデルに基づき円熟度評価を受けた。モデルは長期複合 IT プロジェクト（通称 K02）
のための標準契約に組入れられており、カスタマー／サプライヤー両者共に発注基準の一つとし

て円熟水準評価を利用することが出来る。K02 は 2007 年 11 月に発表され、2008 年にはその元

で多数の活動がデンマーク IT協会とデンマーク IT企業連合会との協力で開始される予定である。 
 
NemHandel は利用者が事業分野／業界間での電子取引を可能にする、共通のオープン・スタン

ダードである。2007 年 10 月の立ち上げから、公共部門全体が NemHandel による送達状の受理

に対応している。共通のオープン・スタンダードとは、IT サプライヤーが自由に NemHandel 技
術を自社の既存の又は全く新規のソリューションに組み込めることを意味する。NemHandel で

サポートされた統合性・整合性はオープン・スタンダードの威力を実証している。 
 
国立ソフトウェア・ナレッジ・センターが 2006 年 4 月に三ヵ年計画で設立され、公共部門にお

けるオープン・ソース・ソフトウェアの開発といった政府のソフトウェア構想を支援している。

同センターの目標の一つは、公共部門がソフトウェア製品開発に一度だけ資金を提供し、単独サ

プライヤーへの依存を減じるというものである。2007 年 3 月、同センターは softwareboersen.dk
上でソフトウェア市場を開設し、2007 年末までに誰もが自由に利用出来る 26 のオープン・ソー

ス・プロジェクトを提供している。 
 
オーフスに所在する電子ビジネスのための新規革新センター（通称 IBIZ）にとって、民間の電子

ビジネス・アドバイザーと協力して起業計画を策定することが主要業務である。この計画は中小

企業が電子ビジネスについての相談・支援を受けながら初めての電子ビジネスをより安心して経

験出来ることを意図しており、NemHandel 等のスタンダードに関する知識の拡充等が行える。

IBIZ は二つの承認技術サービス協会（通称 GTS 協会）であるデンマーク技術協会と DELTA（デ

ンマーク電子・照明・音響協会）の共同プロジェクトとして設立された。デンマーク技術革新審

議会（DCTI）は 2007 年から 2010 年までの期間、センターに 2100 万 DKK を配分している。 
 
2007 年、科学技術革新大臣はアレクサンドラ協会を、普及するコンピューター化 － “全ての

ものに ICT”を推進するため、新規の承認技術サービス協会として承認した。 
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将来のデジタル技能 
 
 
デンマークはデジタル潜在能力から恩恵を受けるであろう。そのためには国民がナレッジ社会を

生きていく上でデジタル技術を利用するための必要な能力・技能を持ち、企業は国際的な競争を

勝ち抜くために必要な ICT 能力を利用出来なければならない。 
 
2007 年に研究が開始された時、国内の大学での ICT 分野における高等教育が 9 つの新規履修課

程により拡充された。この拡充は青少年に便益をもたらした。大学の ICT 課程の履修率は 2006
年から 2007 年の一年間で全体的に 24%増加した。これは、デンマークが近い将来において ICT
の大学卒業者の増加を期待出来ることを意味する。但し、この増加傾向をどういっそう強化して

いくことが出来るかについての協議を継続することは重要である。長期的に、高度な ICT 資格を

有する人材のニーズは増加するであろうし、従って ICT 技術者の受け入れを確保するための特別

予算が配分されるであろう。大学が提供する ICT 履修課程の範囲はさらに拡充されており、2007
年には認定審議会（ACE デンマーク）がさらなる ICT 教育の追加を承認している。 
 
2007 年 6 月、政府は E ラーニングの全国計画を発表した。その目的はデンマーク国内の E ラー

ニングの利用と品質を向上させ、国民の技能と能力開発を強化することにある。2007 年 9 月、政

府は青少年を対象とした E ラーニング施設の開発のための共同資金を発表した。共同資金は、科

学および言語分野での学習目的のために青少年のメディア傾向に関係する余暇施設の開発に重点

を置いている。ICT に支援された、大学での学習の普及と品質の向上を目指し、政府はその国家

計画で ICT 支援学習プロジェクトのプール資金を配分している。支援は E ラーニングを含め、ICT
支援学習プログラムの開発と再調整に充当されており、大学は 2008 年に予算の申請が行える。 
 
この計画を実行に移すため、作業部会を設立し、大学教員の ICT および教育能力を強化するため

の提案を策定することになっている。同計画の策定に伴い、大学における ICT 支援学習に関する

会議が 2008 年 2 月に開催された。 
 
ICT の人材への需要は大きい。一般的な需要のほか、ICT 分野へのいっそうの女性の採用も求め

られている。そのための方策の一つとして、短期の IT 教育を受けた社員の技能の向上が考えられ

る。さらに政府は海外からの募集を計画し、高技能を持つ外国人がデンマークで就労し易くする

ことを提案している。政府は就労カード制度で認められている上限数を低減し、許可条件を拡大

し、その補足として成長のための人材を導入することを意図している。この目的のため、グリー

ンカード制度を拡充すること、及び企業の在留許可を導入して外国人労働者が国内および第三国

の企業グループ内の支店間を移動できるようにすることが提案されている。海外から研究者や主

要スタッフを誘致してその就労を維持するためには、研究者の納税制度を拡大して三年 25%また

は五年 33%のいずれかを選択可能とすることが提案されている。 
 
政府の目標は ICT の全国民への普及である。これは特に障害者に対してあてはまることであり、

その場合、デジタル技術に関して機能性と利便性が不可欠となる。 
 
政府、LGDK、地方自治体による、公共部門のソフトウェアのオープン･スタンダードの利用に関

する合意の中の一条件として、公的機関は 2008 年 1 月 1 日より、新規ホームページは障害者も

アクセス可能とすべきことが必須となっている。それと同時に指導業務も強化されることになり、

オンライン・マニュアルが掲載されることでアクセス可能な HP の設計が容易になろう。公的な

HP は一年に一度試験を行ってアクセスに問題がないことを確認する。各 HP の結果は itsk.dk で

公表される。 
 
2007 年、科学技術革新省は IT 技能評価基準を策定し、現行での国民の IT 技能をモニターしてい

る。直近のデータでは、三人に二人が全体的に良いまたは非常に良いであった。さらに向上する

であろう。 
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2007 年 12 月、科学技術革新省は、IT 技能の低い国民に対象を絞った約 1100 万 DKK の 5 件の

新規計画を発表した。この計画は 2008 年中に実施されるが、主に低 IT 技能者を対象に、例えば

日常生活の中でどう ICT が利用出来るかを実演してみせる等により、その IT 技能を向上させて

いく。 
 
2007 年に it-borger.dk（シチズンズ IT ポータル）が開設されたことにより、IT・電子通信に関

係のある情報・ツールを集めたアクセスポイントが創設された。その中には、IT 技能評価基準自

己テスト、ブロードバンド・テスター、電子通信ガイド等がある。 
 
電子通信ガイドでは電子通信会社の料金・契約条件の比較が行える。ブロードバンド・テスター

では自分のパソコンのブロードバンド速度を測定できる。 
 



参 2-13-10 

ＩＣＴの安全な利用 
 
デジタル通信の潜在能力は高まる一方である。これは、国民がデジタル潜在能力を利用する能力

にもあてはまる。しかしながらデジタル・ソリューションの利用は、国民がその利用に際して安

全かつ安心であると感じるかどうかにかかっている。そのためには、安全なインフラの開発、デ

ジタル情報・サービスの明確な取扱い規則、多数のデジタル・ソリューションを使用する時にネ

ット上で安全かつ安心して閲覧出来るための専門情報が必要である。 
 
デジタル署名は、デジタル・ソリューションの利用における安全性・安心感を確保する不可欠の

要素である。デジタル署名によりユーザーは個人情報をコード化でき、個人データの機密を維持

しながら入力することが出来る。 
 
＞ 2007 年 6 月には 100 万件のデジタル署名が発行された。2007 年末までにさらに約 50,000

件が発行された。 
 

出典： 全国 IT テレコム庁 
 
2007 年、デジタル署名はさらに進歩し、モバイル･ユーザーも利用可能となった。モバイル・デ

ジタル署名では、デジタル署名を使用している公共部門や民間企業との通信の利便性が高まる。

利用数が伸びていることは、より多くの国民・企業が安全なデジタル通信の機会を利用したいと

思っていることの表れである。 
 
次世代デジタル署名が 2008 年中に利用可能となる。その主要な要件は安全性、利便性、可動性

の向上である。 
 
デジタル社会におけるプライバシー保護への対応は、現在の開発に伴って継続的に調整されるべ

きである。プライバシー・フォーラム － 政府が 2006 年に一般参加により設立したフォーラ

ム － の 4 つの作業部会は 2007 年、ICT の利用がプライバシー保護の必要性を然るべく考慮

して行われるための提案や推奨を提示した。それを基に、プライバシー保護のための提案を掲載

したカタログが 2007 年後半に作成された。 
 
安全性とセキュリティの向上は、対象となる情報を介することによっても生み出されるべきであ

る。2007 年 10 月、NetSafe Now!キャンペーンでは高齢者ネットユーザーのセキュリティに焦点

をあてた。キャンペーンの設立は公民共同による。各種キャンペーン活動に 23,000 人以上の参加

があった。 
 
2006 年と 2007 年、IT セキュリティ委員会は科学技術革新省に IT のセキュリティ面に関する助

言を行った。全体的な IT のセキュリティ文化を促進することにより、IT 利用の安全性と信頼性

の向上に貢献出来よう。委員会の権限は 2007 年末で失効した。同委員会は、IT のセキュリティ

分野でますます緊密な協力が行われていることの一例であった。 
 
残念ながらインターネットはなお、幼児ポルノの配布といった違法目的に利用されている。ネッ

ト上の児童ポルノを撲滅するため、政府職員による共同委員会が設立されており、2008 年第 2 四

半期に行動計画が提示される。 
 
IT システムおよびデジタル・インフラストラクチャーが現代の福祉社会の基礎として機能するよ

う信頼性を確立させることが重要である。公的機関・民間企業の日常業務にとって、常時、安全

にインターネットにアクセス出来ることが不可欠である。従って、政府部門における IT の安全性

は最優先課題である。 
 
政府機関の IT の安全性向上のため、諸機関は情報セキュリティの共通標準 DS484 を遅くとも

2006 年末までに実施する予定であった。その作業がどの程度進捗したかを 2007 年第 1 四半期に
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調査した。その結果、全体的に満足する進捗状況であった。今後さらに作業を重ね、指針、作業

部会、最適慣行に関する経験の活用を通じて民間部門における相互信頼の強固な基礎を確立して

いくことになる。 
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有用なデジタル・コンテンツと新たな可能性 
 
 
デジタル・コンテンツは、個人ユーザーに有用性と新規の機会を提供する一要素である。それ故

に“デンマーク電子政府計画 2007-1010 年”で政府は、デジタル･ソリューションを利用者に然

るべき配慮をして開発することの重要性を強調している。それは、国民・企業の日常活動の中で

利用可能なソリューションでなければならない。 
 
デンマークは、モバイルコンテンツ・サービスの開発／利用およびインターネット上で提供され

るサービスの製作に関して強みを持っている。数年後にはコンテンツサービスの利用が大幅に伸

びると予測される。これは特に、デジタル設備やオンライン・コンピューターゲームを介しての

ソーシャルネットワークの利用の増加によるものである。 
 
borger.dk (シチズンズ IT ポータル)の開設により、公共のデジタル情報とセルフサービス式コン

テンツを集めたアクセスポイントが生まれた。Borger.dk では公共部門にまたがる情報およびセ

ルフサービス式コンテンツにアクセス出来る。こうして borger.dk は、公共部門から全ての国民

向けデジタルサービスまでの中央エントリーポイントとして機能するものとなっている。と同時

に将来は、同サイト上のデジタル・ソリューションとコンテンツが公的機関のホームページ上で

も利用出来るようになろう。 
 
政府、地方自治体、LGDK は、borger.dk を大幅に更新して、全てのユーザーが共通の公共のロ

グイン方式でマイ・ページを作成出来るようにすべきとの決定を行った。マイ･ページでは、各ユ

ーザーに関連する公共のセルフサービス式ソリューション及びコンテンツの概覧・利用が行える

ようになる。例えばアドレスの変更、かかりつけの医者の変更の申し込み、託児所の申し込み等

である。2008 年には borger.dk からデジタルの“国民課題”も開始されることになっており、公

的機関が各セクターと協力して、国民の具体的な日常のニーズに基づいた整合性のあるデジタ

ル・ソリューションが開発される。 
 
産業界のデジタル通信も早期に進めなければならない。そのため、virk.dk（ビジネス・ポータル）

がさらに拡充され、borger.dk のマイ･ページ同様に企業用のマイ･ページが提供され、各企業が自

社に関連のあるデジタル･ソリューションを選択出来るようになる。健康分野では、国民に、

sundhed.dk (E ヘルス・ポータル)で容易かつ迅速なデジタル・アクセスが提供されている。 
 
2001 年から“ウェブ大賞”コンテストが毎年開催されている。このコンテンスとは公共のデジタ

ルサービスへの容易なアクセスと公共のウェブサイトの開発の促進を勧める一要素である。コン

テストは、デジタルのセルフサービス、利便性、アクセスの容易性、開放性等のカテゴリーの中

から多数の公共の HP を評価して行う。“ウェブ大賞”は、公共ウェブサイトの年次アクセシビリ

ティ試験とは趣旨が異なり、また対象もより広範囲である。 
 
デンマークは ICT の先進国であるが、現在の水準に満足することなく、今後どのように新規の ICT
サービスを提供するかに尽力することが重要である。このため、政府は国内の ICT 研究の強化を

進めている。例えば ICT 研究開発分野でのデンマークの中核的な強みを国際協力の強化に活用す

ることで、デンマークのナレッジ環境が外国資本にとって魅力的なものとなるようにすることも

出来よう。 
 
デンマーク戦略的研究審議会は研究予算からプール資金を配分する予定であるが、2007 年と

2008 年には、“普及するコンピューター化”（“全てのものに ICT”）、電子政府、および効果的な

サービスの配布の研究に 7,000 万 DKK を充当出来る。2007 年、同資金から四件に予算が認めら

れ、総額は 2,900 万 DKK であった。 
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2005 年から 2008 年を対象に、デンマーク戦略的研究審議会の元でナノ、バイオ、および ICT 技

術の相互機能的利用の研究に 2.77 億 DKK が割り当てられた。これは 2007 年に、ICT に焦点を

絞った五件の研究に総額 4,300 万 DKK として配分された 
 
EU は第 7 次枠組み計画の元で、2007 年から 2013 年にかけての ICT 研究に 90 億ユーロを超え

る予算配分を行った。2007 年、約 10 億ユーロの資金が拠出され、デンマークはそのうちの 1.28%
を申請した。政府は研究の促進を目指しており、そのためにデンマークが同枠組み計画から得ら

れる便益を倍増させるべく尽力している。もしそれを達成させるつもりであれば、デンマークの

研究団体および企業から ICT 計画の元でのプロジェクト資金申請数を増やす必要がある。 
 
IT 大学内に置かれている IT グリーンハウス“5te”（第五）は、共同プロジェクト／活動を促進

して、IT 分野におけるデンマーク研究が持つ中核的な競争力に基づき成長と革新を創造すること

を目的とするものである。 
 
モバイル TV に関しては、EU 委員会は 2007 年に DVB-H を電子通信網およびサービス分野の標

準に加えた。デンマークのデジタル TV 入札では選定方法として“美人コンテスト”方式が採用

されており、管理者がその DVB-H 標準に従ってモバイル TV を提案を行うかどうかが基準とな

っている。 
 
2007 年 6 月、メディアに関する合意および電子通信に関する合意裏で政党グループは 8 つの全国

デジタル通信網(MUX)の全体的配備に関し、政府と合意した。同デジタル通信網は 2009 年 10 月

のアナログからデジタル放送技術への移行に関して対応することが出来る。この合意により、6
つの MUX がデジタル TV 用に配備され、うち 1 つは 2009 年 11 月 1 日から 2010 年 10 月 31 日

までの一年間、限定的に試験・研究目的に使用される。さらに 2 つの MUX が革新的な研究開発

用途に確保されており、デンマークが技術の変化に迅速に適合し、また将来、多様で革新的なメ

ディア／通信社会の形成がされるよう対応している。 
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The Swedish Public Administration Model
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National, regional and local levels
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The passage of a law
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The Government Offices
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The Government Agencies

The Government
The Prime Minister

and the Cabinet
The Ministries

The Government Agencies
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e-Government, tools and practices in the 
Swedish public administration. 

Hans Sundström
Chief Legal Adviser 2008-06-03
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The democratic system in Sweden
National level
• Elections to the Riksdag 

(Swedish parliament)

• The Riksdag elects the Prime 
Minister, 

who forms a government

Regional level
• Elections to the County Council 

Assembly

• The County Council Assembly elects
the County Council Executive Board

20 County Councils
21 Countys

Local level
• Elections to the Municipal Council

• The Municipal Council elects the
Municipal Executive Board

290 Municipalities
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Fundamental Administrative Values

• Democracy

• Efficiency

• Rule of Law
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The Freedom of the Press Act
- public access to official documents

• Access to official documents

• Freedom of expression for civil servants and others

• Communication freedom for civil servants and 
others

• Access to court hearings

• Access to meetings of decision-making assemblies
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Administrative Laws

• Public Administration Act

• Administrative Procedure Act

• Secrecy Act

• Personal Data Act
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Division of responsibilities

Parliament
• Legislates
• Appropriates budgets for agencies
• Sets goals for policy areas

Government (Cabinet)
• Specifies budgets and goals for agencies
• Issues assignments for agencies
• Appoints agency heads
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Government Agencies

• Acquire resources

• Handle cases, perform business

• Government agencies take and implement 
decisions on individual matters

• In principle, neither the Government nor an 
individual minister may determine the 
outcome of an agency’s decisions on 
individual matters
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Directing the Operations of 
Government Agencies

• Laws and ordinances

• Appropriation directions, allocation of 
appropriations and assignments

• Appointments to senior posts and 
organizational form

• Result management
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Vision for e-Government

To develop a legal infrastructure which enables a
dynamic administration while maintaining the rule
of law, access to information and privacy.
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Challenges

• Fragmentised development and thinking, 
”stovepipes”

• Large number of retirements

• Recourses

• Technical development

• Internationalisation
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The goal is to improve the service to citizens 
and business and make public administration 
more efficient

• Openness, Efficiency and Service

• Four key-enablers have been identified;
– Secure identification
– Common standards
– Minimising Legal barriers
– Need for stimulation of development and use
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• Common goals as drivers

• Stimulation and enablers of 
cooperation of the development 

• Effectiveness and efficiency

• Harmonisation with the development 
within EU

Changes and development will be 
achieved by:
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Common goals

• Modern and efficient information 
management

• Automatic handling of services and 
processes 

• E-procurement 
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This calls for;

• Secure systems that guarantees  

– Integrity
– Authenticity
– Identification
– Archiving 
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It also calls for;

• Access to open and interoperable 
standards in society and in the 
administration

• Common developed ICT- solutions

• Coordinated information management
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Efficiency

• Less paper

• More efficient exchange of information

• More efficient use of HR

• IT an enabler for re-organisation

• More efficient use of tax money
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Service Quality

• Access to information and services

• More timely services and decisions

• Better decisions
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Transparency

• Access to public documents

• Access to ”my own” information

• Transparent processes

• Less corruption

• Trust in government
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Working Conditions

• More time to manage cases

• More time to help citizens

• More interesting and qualified tasks

• Attract young people to work in the public 
sector 
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Impact on Society

• More efficient use of tax money

• Promotes IT-use in general

• Business for local IT-industry
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Unifying agency for development of the 
government administration
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Verva –

• Is the expert in the field of public 
administration development

• Promotes and supports public 
administration development

• Supports human resource development and 
strategic human resource management

• Enhances coordination in the government 
administration
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Verva – the expert

• Advises the Government in the field of 
public administration development

• Monitors and analyses public administration 
development and relevant research, 
nationally and internationally

• Is the expert in the field of strategic human 
resource management in the government 
administration
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Verva – in support of development

• Develops models, methods and guidelines 
for the development of government 
operations and for overall management and 
control

• Makes procurements of IT and 
telecommunications for the public sector

• Works with strategic IT issues in the 
government administration
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Verva – in support of human 
resource development

• Offers general training programmes for the entire government 
administration, for example in leadership, public 
administration studies and ethics

• Provides support to agencies for the production of tailor-made 
training programmes

• Makes proposals to the government for integrated 
programmes of strategic human resource management in the 
government administration
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Verva – in support of harmonisation

• Works for greater harmonisation
– between government agencies
– between central government and local 

government
– between central government and the private 

sector

参2-6-26



Verva – instruments

• Task to promote of common development 
and activities 

• Task to promote cooperation within the 
public sector and with the private sector

• ICT-procurement for public sector

• Prepare and issue guidelines and 
instructions to national agencies

参2-6-27



Taxation of citizens in Denmark

By:  
Allan Thane Larsen
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

The public sector in Denmark (New structure)

As of 1 November 2005, all legislation, administration and collection of taxes, 
V.A.T etc. in Denmark came under one authority called SKAT.

From 1st. of January 2007 a new structural reform vas implemented in Denmark. 

The reform implies:

- A reduction of the number of municipalities from 271 to 98 and 

- Replacement of  the 14 counties with  5 regions, and

- Reduction in the number of territorial levels that have the right to impose taxes 
from 3 to 2, as the regional level no longer has this right.
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Taxes to the State 

Taxes to the state consists of:

- Health contribution 8,0 pct. are paid of all income exceeding personal allowance 
39.500 DKK – and employment allowance 2,5 pct. (max. 7.500 DKK.

- Bottom-bracket tax 5.48 pct. are paid of all income exceeding personal 
allowance 39.500 DKK.

- Middle-bracket tax  6,0 pct. are paid of income exceeding 272.600 DKK.

- Top-bracket tax 15 pct. are paid of income exceeding 327.200 DKK.

- Labour Market contribution 8,0 pct., is a direct tax to the state which is 
deducted separately from the income, When paying wages, etc. and before any 
allowances etc. are calculated.
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Progression (overview)
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Overview fiscal year 2008

2007 2008 2009

November 2007
Preliminary tax 
assessment
fiscal year 2008 
are send out

March
Tax return fiscal 
year 2008 send 
out

February 
Third party 
information fiscal 
year 2008 
received
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Preliminary income assessment 

Preliminary income assessment is based on the preliminary 
tax assessment from the previous year, as well as the tax 
return from the previous year.

During the time in which the Preliminary assessment is valid, 
2 million changes are made to compensate for changed 
economical situations on the part of the tax payer.

50 % of these changes are made digitally, using the 
“TastSelv” solution, of self declaration.
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Preliminary income assessment

The “tax card” is part of the Preliminary assessment, 
containing the information necessary for employers to 
withhold the correct amount of tax on behalf of the tax payer.

The “tax card” is created electronically from the information 
from the Preliminary assessment, and will be digitally issued 
to employers “On Demand”.

Changes to the Preliminary assessment during the fiscal 
years is translated to the “tax card” and automatically and 
digitally issued to the employer. 
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Annual tax statement

Using third party information, Annual tax statementare sent out during 
March,

- 3 million (75%) requires no further processing, and thus constitutes a 
“no touch” solution

The remaining tax payers have changes to their tax statement; of these 
85 % make use of the “TastSelv” service of digitally self declaration, 
within the time limit of self declaration (1st of May)

Should the tax payer have need of changing the tax return after the time 
limit of self declaration, this can also be done with the use of the 
“TastSelv” service.
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Reasons for success

Number of no touch clients:
- Good cooperation with third parties

- Legislation that secures information

- High confidence among citizens

Number of online declarations:
- Clear incentive

- Solutions that are easy to use

- Marketing (clear channel strategy)
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Taxation of citizens in Denmark

24 July, 2009

Consequences for the tax administration

- From 12.000 employees (2005) to 7.500 (2010)

- More satisfied citizens
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国家IT電気通信庁

部門長

クリスチャン・ハンニバル

デンマークの電子政府とICT政策

日本代表団のためのプレゼンテーション

2008年6月4日
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国家IT電気通信庁

 科学技術イノベーション相への参照によってデンマーク政府
内のICT政策とICT政策の調整の責任を負っている。

 政府間の政府現代化と電子政府について財務省に協力し
ている。

 主要な電子政府施策、たとえば、市民ポータルborger.dk、
電子署名と電子政府の主要ITインフラコンポーネントを実施
する責任を負っている。
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使命と展望

 使命： 国家IT電気通信庁は、デンマークが知識社会として

成長するための最適な条件を備えるようにしなければなら
ない。

 展望： 国家IT電気通信庁は、デンマークのデジタル化の基
礎を創造する。
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戦略的目標

 インフラ： デンマークは、世界クラスのICTインフラを持たな
ければならない。

 スキル： デンマーク国民は、ICTインフラを利用するために
必要なスキルを取得する。

 セキュリティ： デンマーク国民は、ICTインフラを使用すると
きに安全に保護されていると感じる。

 コンテンツ： デンマーク国民は、それが価値ある有用なコン
テンツを提供するので、インフラを使用する。

 グリーンIT： ITは、エネルギー消費量の低減とデンマーク
の環境問題に積極的に貢献する。
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なぜ電子政府なのか？

 公共部門の人口統計的課題－高齢者の増加と将来
の人手不足の問題

 政府行政の効率化－市民へのサービスの強化－官
僚主義、腐敗、煩わしい手続をなくす

 政府への市民と企業のアクセス需要の増加－1日24
時間－週7日間
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デンマークの電子政府組織

 2001年から政府のあらゆるレベルにわたる電子政府への
移行の推進と調整のための共同戦略と枠組

 主要省庁出身の常任事務官と地方・地域の政府組織の執
行理事からなる電子政府委員会

 デジタルタスクフォース－各省庁・組織の公務員による財
務省内の電子政府委員会のための事務局

 共同戦略に関して－個別当局内での実施の分散化された
責任
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現在の電子政府戦略

 2007-2010年の期間の新しい電子政府戦略が
2007年6月26日にスタートした

 重点分野：

 市民へのデジタルサービスの改善

 デジタル化によって政府の効率を向上すべき
である

 協力関係を強化してデジタルコヒーレンスを作
り出す
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2008年国連電子政府調査

 デンマークは、電子政府整備(e-
government readiness)において2位、
電子住民参加(e-participation)において
3位にランクされている(2008年国連電
子政府調査) 

 ｢デンマークは特に、極めて有効な政府
の電子的リーダーシップの恩恵を受けて
おり、これは早期の電気通信部門の自
由化、最高の規制環境および電子政府
サービスの大きな可用性に反映されて
いる｣

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6502725.stm)
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欧州委員会

 デンマークは、ブロードバンド普及率で1
位にランクされている(2007年EC電気通
信報告)。

 ｢ブロードバンドでこのクラスのトップで
[...]デンマークは、EUおよび世界の中で
最高の普及率であり、EUの平均を大き
く上回っていた｣。
(http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/13thi
mplementation/9-6-dk.pdf)
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世界経済フォーラム

 デンマークは、2008年のネットワーク
整備(networked readiness)で1位に
ランクされている(2008年WEFグロー
バル情報技術報告)。

 ｢2007-2008年グローバル情報技術報

告によれば、デンマークは、世界で最
もネットワーク化された経済であり、そ
の次にスウェーデンとスイスが続く｣
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2007年アクセンチュア電子政府報告

 デンマークは、顧客サービスにおける
電子政府リーダーシップで4位にランク
されている(2007年アクセンチュア顧
客サービスにおけるリーダーシップ)。

 ｢デンマークは、市民と行政のために
同様の価値を生み出す独創的なサー
ビスを提供し続けている｣。

(2007年顧客サービスにおけるリーダーシップ：89)
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http://nstore.accenture.com/acn_com/PDF/2007LCSDelivPromiseFinal.pdf�


エコノミスト・インテリジェンス・ユニット

 デンマークは、2008年のe-readiness
ランキングでは1位から5位に下がった。

 その理由は、必ずしもデンマークが立
ち遅れているからではなく、他の国が
ペースを上げているためである。

 これは我々が勝利に安んじることなく
勢いを維持しなければならないことを
意味している。
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政府サービスへのオンラインアクセス

 ほとんどすべての地方、地域および中央
の政府当局は、市民と企業にサービスを
提供するウェブサイトを持っている。

 バックオフィスコンピュータシステムと統合
した書式と双方向サービスへのアクセス。
身元確認のための電子署名の使用の増
加。

 例：オンライン税務申告、図書館での図書
リクエスト、住所の変更など。

 ほとんどすべての人々が自宅、職場、公共
図書館または地方政府からアクセスできる。
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Borger.dk - 市民への政府サービスのための
ポータル
 国と市町村政府の両方の一般的な政府サービス

の大部分への市民のシングル・エントリー・ポイン
ト

 最初のバージョンは、2007年1月1日にスタートし
た

 サービス統合の｢ガラス板｣モデル－分散型サー
ビスで集中的な概観

 2008年10月に予定されている次世代版には、市
民のために個性化されたページ(｢マイページ｣)が
含まれ、共通サービス指向アーキテクチャと共有
コンポーネントに基づいた｢統合モデル｣をベース
にしている。
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Borger.dk(｢ctizen.dk｣)は、
2007年1月1日にスタートした。

1週間に100,000前後のヒット
(2008年1月現在)。

訪問者は昨年より40%増加
(2008年2月現在)。

市民は電話、チャット、e-メール
またはSMSで問い合わせをする

ことができる。受けたサービスに
対する満足度は93%。

利用者に対する親切度とアクセ
シビリティでは最高の評価。

最高の国家電子政府製品に対
する2007年度国連ワールドサミ
ット賞を受賞。
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2008年10月に開始予定の｢マイページ｣のコンセプトデザイン
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デザイン：主題ナビゲーション 参2-8-17



デザイン：市民のテーマ 参2-8-18



デザイン：本文 参2-8-19



デザイン：｢マイページ｣ 参2-8-20



サービス統合の｢ガラス板モデル｣

市民ポータル－｢展示窓｣
(｢ガラス板｣) 

公共基準と共通ガ
イドライン

公共基準と共通ガ
イドライン

共通コンポーネント

個別当局から提供
されるセルフサービ
ス・ソリューション

“展示ウィンドウ”

市民ポータル
編集
デザイン
ユーザーサポート（コールセンター）
マーケティング
ドキュメンテーション
CMS（技術プラットフォーム）

市民ポータル

公的基準と共通指針

公的基準と共通指針

セルフサービス方式のソリューション

委任と同意？

ドキュメント
ボックス？

ブランケット
サーバー？

支払い？

電子署名
イージーア
カウント

当局当局当局当局

ワークフロー
？

共通コンポーネント
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｢パーソナリティー｣を使用したポータルデザ
インのユーザー中心アプローチ

Anna, 27
Århus

Bjørn, 64, 
Hjørring

Peter, 33, 
Frederiksberg

Christian, 19, 
Nakskov

Ahmad, 34, 
Nørrebro

Birgit, 60, 
Korsør

Maria, 34, 
Østerlars

Mehtap, 21, 
Albertslund

Rikke, 18, 
Birkerød

Henrik, 25, 
Sønderborg

Lars, 58,
Svendborg

Helle, 42, Vejle
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電子政府委
員会

デジタルタ
スクフォー

ス

市民テーマ
運営委員会

市民テーマ

Borger.dk
の運営委員

会

Borger.dk
のセンター

市民テーマ
運営委員会

市民テーマ

市民テーマ
運営委員会

市民テーマ

科学技術
イノベーシ
ョン相

デンマーク
政府、市町
村および地

域
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borger.dkの主要コンポーネントの例

 コールセンター｢123｣－政府当局への単一電話番号－音声、チ
ャットおよびeメール

 電子署名－電子政府サービスのための一般的な認証

 イージーアカウント－市民の単一支払口座

 ドキュメントボックス－市民とのコミュニケーションのための書類
受け

 イージーSMS－電子政府のための一般的SMSサービス

 電子政府サービスのためのシングル・サインオン(1回の署名登
録) 
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すべての市民への電子署名

 2003年3月以降、全市民に無料の
電子署名

 法的拘束力のある安全なインター
ネットによるコミュニケーション－信
憑性、通信の完全性、セキュリティ
とプライバシー

 100万を超える署名が発行され－
2008年1月24日時点で1,067,459
の電子署名が存在する。

 会社、公共機関および従業員のた
めの電子署名

 次世代の電子署名の公共入札が
2009年に開始される予定。
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Virk.dk - 企業への政府サービスのためのポー
タル

 ほぼ全部の行政タスクを実行するた
めに企業が必要とする情報とサービ
スのためのシングル・エントリー・ポイ
ント。

 スピードと効率を最大化する自動的な
統合されたプロセスによって企業が政
府と対話することを可能にする。

 2008年3月に新しいウェブサイトがス

タートした。新しい機能には、拡張申
告サービス、電子請求、総合的アルフ
ァベット・サイト・インデックスと使いや
すいように強化された検索機能などが
ある。
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Sundhed.dk - 国民保健ポータル

 市民、病院、医療従事者、医師および
薬局のための保健ポータル。

 保健関係データへのシングル・エントリ
ー・ポイント－電子処方箋と病院の治
療に関するデータ－電子署名によるロ
グオン。

 当局と機関全般の医療関連コミュニケ
ーションをサポートする。

参2-8-27

http://www.sundhed.dk/�


eDay - 政府当局間のデジタルコミュニケーシ
ョン

 2003年9月1日から、全ての政府当局は、文

書を電子的に送付する権利を有し、他の当
局から文書を電子的に送付するように要求
する権利を有する。

 2005年2月1日から、この権利は市民と企業
に拡張されて、電子署名も含んでいる。
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デジタルコミュニケーションの2012年目標

 2012年までに、企業、市民、公共部門の間の全てのデジ
タルコミュニケーションを電子的にすべきである。

 デジタルコミュニケーションは、市民にとって選択肢になり、
企業と公共当局にとっては義務になるべきである。
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オープン規格とオープンソース

 オープン規格とオープンソースが電子
政府の主要な政策課題である。

 デンマーク議会は、2008年1月1日か

ら公共当局が通信のためにオープン
規格を使用することを決定した。

 公共当局は、新しいITシステムを購入
するときには7つの特定分野でオープ
ン規格をサポートしなければならない。

 公共当局は、ODFとOOXMLのフォー

マットで文書を受け取ることができなけ
ればならない。
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グリーンIT 
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なぜグリーンITなのか？

 ITは、私たちの生産性、効率、コミュニケーションの可能性に大変革を

もたらしたが、環境にも影響している。

 ガートナー研究所の推定では、これまでにITは世界のCO2排出量の

2%の原因になっており、これは航空産業の排出量に相当する。

 さらに、ITの電力消費量と

IT製品の消費量は増加し

つつある。
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しかし、ITは解決策の一部でもある

 ITは、一般的なエネルギー使用(残りの｢98%｣)の削減にど

のように貢献できるか。

 独創的なITソリューションは、たとえば以下のようにして

CO2排出量の削減を支援することができる：

 ｢紙の書庫｣ではなく電子的なケースと記録管理

 照明、空調その他の電子機器のインテリジェント制御

 交通機関を使わないビデオ会議システム、たとえば．．．
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レッドIT・ファクツ(ITのマイナス面) 
 パソコン1台を生産するのに1.7トンの原材料と水を必要とする。地球上には約

10億台のコンピューターが存在する。

 コンピューターの平均寿命は、1997年には6年だったが2005年にはわずか2年
に低下した。

 毎年5000万トンの電気機器が廃棄され、その大部分はリサイクルされていない。

 コンピューターの電力消費量の30%は、つけっぱなしで使用されていないコンピ

ューターのために浪費されている。

 デンマークの公共部門は、毎日、400万デンマーククローネ(83万米国ドル)を無

駄にしている。

 イングランドだけで、夜間または週末につけっぱなしのコンピューターのために

毎年70万トンのCO2が排出されている。
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デンマークのグリーンITの実行計画
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グリーンITの実行計画

 最終的な実行計画は2008年4月14日に発表された。

 実行計画は、2009年12月にコペンハーゲンで開催される国連気候変

動会議｢COP15｣に向けて前進している。

 2009年気候変動会議の目的は、2012年以降の期間の地球気候につ

いての意欲的な合意に達することである。

2つの主要重点分野：

 1. グリーナーIT(より環境に好ましいIT)利用(｢2%｣) 

 2. 持続可能な未来のためのITソリューション(｢98%｣) 
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1. グリーナー(より環境に好ましい)IT利用
 施策1：企業のIT利用はより環境に好ましくならなければならない。

 企業の環境に好適なITソリューションについての最良の実施例と良いアド

バイスから構成されるカタログの編集。

 施策2：グリーンIT情報キャンペーン

 環境に好ましいIT利用に焦点を当てるために青少年向けのグリーンITの情

報キャンペーン。

 施策3：公共当局のグリーンITのガイドライン

 公共当局がグリーンITソリューションの要求条件を設定する助けになるガイ

ドラインの策定。

 施策4：エネルギーとCO2の計算についての知識基盤

 エネルギー消費量とCO2排出量の計算の概要
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2. 持続可能な未来のためのITソリューション

 施策5：グリーンIT研究資金の拠出

 科学省は、グリーンIT、コンピューターの普及およびデジタル行政の研究の

ために3600万デンマーククローネ(750万米国ドル)を割り当てている。

 施策6：グリーンITのノウハウと技術の輸出

 特に、アジアの新しい成長センターに焦点を当てて、グリーンITに関する専

門知識と技術の輸出キャンペーンの確立。

 施策7：グリーンITに関する国際会議

 2009年の上半期にデンマークの地でグリーンITに関する国際会議が開催

される。
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さらに詳しい情報

 デンマークについての一般情報：
www.denmark.dk

 科学技術イノベーション省：
www.vtu.dk

 国立IT電気通信庁とICT政策についての情報：
www.itst.dk

 デジタルタスクフォース(財務省)：
www.modernisering.dk

 電子政府の情報とサービスのポータル
www.borger.dk
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質問はありませんか？

参2-8-41



Framing Danish e-government:  

- the institutional construction  

- the strategy for the digitalization 
of the public sector 2007-2010’
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The Cabinet Committee on 
Economic Affairs

The Danish Egovernment project

Medlemmer
Permanent under-secretaries from:
Ministry of Finance (Chairman)
Ministry of Economics and 
Business Affairs
Ministry of  Welfare
Ministry of Health
Ministry of Taxation
Ministry of Science, Technology
and Innovation

Managing directors from:
Danish Regions
LGDK, Local Government Denmark

Steering Comitee for Joint Cross 
Government Cooperation(STS)

Public ICT policies
Ministry of Finance

Centre for administration policy/ 
The Digital Taskforce

Managing the strategy for the 
Danish egovernemnet Project.

(Secretary for STS)
Ministry of science, 

Technology
and Innovation

Members
Minister for Finance (Chairman)
Minister for Economics and 
Business Affairs
Minister for Taxation
Minister of Culture
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The Danish e-government project

“The E-government project” started in 2001

A consensus style cooperation between central government, the 
municipalities and the regions. 

The e-government project has launched 3 national E-government 
strategies

The e-government project focuses on e-gov as an integrated part of 
modernization efforts 

Instruments and legislation, politically binding agreements have been 
used in e-government in Denmark. 
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Present challenges – a common point of 
reference for digitalization

Demographic challenges: more elderly people and less people of 
working age

Limited resources in the public sector

Greater expectations for specific solutions minded for special 
users’ needs

The role of digitalization: Transferring ressources from 
administration to citizen-focused services 
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Aim: Making public service more readily accessible to citizens and 
businesses at the centre

Focused and targeted  communication with citizens and businesses

• Focusing communications channels – internet, telephone, in-person meeting

• One-stop-shops (portals) for citizens and business

Increased focus on ‘no touch’ solutions through reuse of data across the public 
sector. 

Safe and secure data handling in the public sector

Strategic priority area 1: Better digital service
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Strategic priority area 2: Increased efficiency

Aim: digitalization supports and creates efficiency

Public authorities must work more systematically to realize the 
gains associated with digitalization projects. 

Change management and organizational adaptation to E-
government possibilities is central to ensuring this. 
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Strategic priority area 3: Stronger, binding 
cooperation

Aim: digitalization supports a coherent public sector

User centricity demands cooperation across organizational 
boundaries

To avoid parallel development of similar solutions, cross-
government cooperation is needed

To gain economics of scale joint development and joint 
operation is necessary
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