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1 はじめに
1.1 背景
政府が 2003 年 7 月に発表した e-Japan 戦略Ⅱは、IT を駆使して無駄を排除し、
日本全体の競争力を向上させる「構造改革」や、IT で新たな産業や市場を創出す
る「新価値創造」等を柱としている。電子政府に関しては、電子署名法の制定や、
政府認証基盤(GPKI)等の電子署名のインフラの整備がなされてきた。2004 年 1 月
29 日に公的個人認証サービス(JPKI)が開始されたが、これにより C2G（市民と政
府間）、C2LG（市民と地方自治体間）で認証基盤が利用可能な状況になりつつあ
る。公的個人認証サービスと、既に運用を開始している政府認証基盤(GPKI)、地
方公共団体組織認証基盤(LGPKI)、そして民間認証局等が揃い、これによってよう
やく日本の行政系の認証基盤の基本的な整備が出来たことになると考えられる。
特に公的個人認証サービスは、広く市民が利用できるということから、これから
の IT 社会、電子社会への移行において、重要な役割を果たすと考えられる。
GPKI、JPKI 等の行政関係の電子署名の基本的な整備が一段落されたところで、
ふたつの新たな認証の課題が浮上している。ひとつは、本人認証に対する本人の
属性の扱いや認証に関する課題であり、もうひとつは、
「誰」に対して「いつ」を
どのように認証するかという課題である。後者において期待されるのが、本報告
書のテーマでもあるタイムスタンプ技術である。
タイムスタンプ技術は、電子文書の完全性と、その電子文書が「いつ」から存
在していたかを証明することができる。電子署名は、ネットワーク社会おいて空
間を越えた信頼と証拠を確実なものするが、タイムスタンプは、更に時空を超え
た電子文書によるビジネス環境を提供することができる。
タイムスタンプの利用が想定される分野は、幅広い。公開文書（約款、技術報
告書、IR 情報）、知的財産（実験データ、設計図、写真）
、業務文書（契約書、議
事録）、記録（作業・検査報告、監査記録）等の電子文書にタイムスタンプを適正
なコストで施すことができれば、その文書の信頼性、証拠性としての価値を飛躍
的に高めることが可能になる。タイムスタンプによって完全性を確保した電子文
書の保存は、監査等の作業効率と精度を高める可能性がある。このように、透明
性があり効率的な電子社会の誕生のためにも、電子署名やタイムスタンプについ
ての基盤整備は有意義である。
現在、押印や手書き署名がなされた様々な文書が紙で保存されているが、これ
らはいずれ、電子文書による保存に置き換えられると考えられる。このような文
書は、その場で契約等の各種手続きに使われるだけでなく、多くの場合、その先
も長期にわたって保存されることになる。このような文書が安全に保存され、将
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来何らかの紛争や監査の必要性等が生じた場合に、これらの文書は再び重要な意
味を持つことになる。電子署名がなされた文書についても、全く同じライフサイ
クルが形成されることになる。タイムスタンプが施された電子署名の場合、長期
にわたって保管していた書類に対する改ざん検知や否認防止等の強力な枠組みが
用意されているため、紙と比べても、より透明性のある文書保管技術として注目
されている。
電子認証・電子署名、およびタイムスタンプ技術は、企業内・公的機関内にお
ける効率化だけでなく、日本全体の競争力を高めるためにも重要な要素になる可
能性がある。IT 化により、多くの企業が業務の効率化、そして現在最も求められ
ている業務のスピードアップを達成している。同様に日本の競争力を強化するた
めには、事業者消費者間(B2C)、事業者事業者間(B2B)、事業者政府間(B2G)等の
対外的でオープンな関係の連携した業務プロセスのスピードアップと効率化を目
指す必要がある。そして、対外的でオープンな関係の連携した業務プロセスには、
電子認証・電子署名、そしてタイムスタンプとタイムスタンプを応用した電子公
証システムが大きな役割を果たすことになると考えられる。
1.2 報告書の目的
タイムスタンプ技術は、電子社会への移行、透明性のある効率的な社会の構築
のために大きく貢献する可能性がある。しかし、その普及のあり方、タイムスタ
ンプの基盤等に求められる要件は、まだ不明な点が多い。本調査報告書では、タ
イムスタンプの技術的可能性を平易に示すと共に、民間・省庁に対するヒアリン
グを通じて、以下を明らかにする。

・社会（行政・民間）からみた、タイムスタンプの需要
・タイムスタンプと、各種政策とのかねあい
・電子社会における、タイムスタンプの位置づけ
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1.3 報告書の構成
本報告書の 2 章以下の構成を示す。
2 章「タイムスタンプ・プロトコルの技術的可能性」
3 章「タイムビジネスの動向調査」
4 章「各省庁による電子公証関連制度案についてのヒアリング調査」
5 章「まとめ」
2 章では、タイムスタンプの技術的な可能性を分かりやすく説明することで、3
章、4 章の内容を容易に理解できるようにする。3 章、4 章は、民間と官のヒアリ
ングを行なった結果をまとめている。5 章は、調査結果を踏まえ、今後の課題と対
応についてまとめる。
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2 タイムスタンプ・プロトコルの技術的可能性
本章では、タイムスタンプ・プロトコルの技術を概観し、その技術がもたらす
ことのできるサービスやユースケース、社会に対するインパクトを平易にまとめ
る。
2.1 はじめに
一般に現実世界での「証拠」を論じるとき、
「どこで」
「いつ」
「だれが」
「何を」
の 4 要素が争点となる。これに対してネットワーク社会（サイバー世界）におい
ては、
「どこで」の要素を除く「いつ」
「だれが」
「何を」が注目される1。このうち、
「だれが」
「何を」については、一般に電子署名で実現できる。しかし「いつ」に
ついては、電子署名だけでは第三者が証明することはできない。
この、ネット社会における「いつ」を証明する枠組みが、タイムスタンプ（time
stamp）2であるということができる（図 2.1-1）。

実社会における「証拠」
ネット社会における「証拠」

どこで

いつ

誰が

何を

電子署名で実現可能
これを実現するのがデジタルタイムスタンプ

図 2.1-1

タイムスタンプが実現するもの

1

この他にも「どのように」が挙げられることもある。これは、セキュリティポリシやシステム
の運用方法等を意味することが多い。
2 ログファイル等に記された時刻情報を「タイムスタンプ」と呼ぶこともある。本書では、特に
電子文書の時刻を第三者が証明する技術や枠組みを「タイムスタンプ」もしくは「デジタルタイ
ムスタンプ」と呼ぶことにする。なおタイムスタンプを「時刻認証」と呼ぶ場合もあるが、正確
には時刻を「認証」するのではなく、時刻情報に対して「署名」を行うため、
「時刻署名」と呼ぶ
方が正しいのではないかとする意見もある。
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タイムスタンプを用いることによって、以下の 2 つのことを証明することが可
能となる。
(a) 存在証明
ある時刻以前にその文書が存在していた。
(b) 完全性
それ以降、その文書は改ざんされていない。
タイムスタンプによって電子文書等の証拠能力がより確実なものになるとして、
公開文書（約款、技術報告書、IR 情報）、知的財産（実験データ、設計図、写真）、
業務文書（契約書、議事録）あるいは記録（作業・検査報告、監査記録）等、様々
な領域でタイムスタンプが利用できるのではないかといわれている。ビジネスの
領域としても、食品、保険、金融、または警備業等、広範な適用対象が想定され
ている。このようにタイムスタンプは、電子ビジネス・社会基盤を支える技術と
して注目を集めている。
タイムスタンプを付与する対象となる電子文書は、何も電子署名がなされた文
書でなくても良い。電子署名が付与されていない電子文書に対してタイムスタン
プを押すことで、「いつ」「何を」の証明を行うことができる。また、タイムスタ
ンプを付与するデータは、非文書データであっても良い。タイムスタンプは、動
画や音声等、様々な電子データに対して付与することができる。
タイムスタンプの押し方は、対象データの利用目的によって様々である。例え
ば大きな価値のある電子文書（契約・申請書類等）に対して、ユーザの意志によ
って電子署名と共に付与する場合や、後の係争や監査に備え、それ単体では大し
た価値は無い文書（ログファイル等）に、大量かつ自動的に付与する場合等が考
えられる。対象データの利用目的によって、その後の利用方法も異なる。例えば
重要な公開文書（決算情報や官報等）の場合、そのタイムスタンプの有効性を多
くの人が簡単に確認できる検証環境が必要となるが、係争等に備えて保管されて
いるだけの文書の場合、そのタイムスタンプの有効性が検証されることは一度も
無いかもしれない。タイムスタンプの作成・流通・検証というライフサイクルを
考えたとき、対象データの利用目的によって、タイムスタンプ作成や検証の利用
モデルが異なると考えられる。
2.2 要素技術と標準化
タイムスタンプの商用サービスは、1990 年代に米 Surety 社によって初めて開
始された。Surety 社に続いて米国・英国を中心に商用タイムスタンプ・サービス
が拡大し始めた。2000 年代には標準化が進められ、IETF や ISO/IEC 等において
タイムスタンプの標準が整備された。また欧州を中心にタイムスタンプの法的な
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要件が検討された。現在では世界各所でタイムスタンプ・サービスが行われてお
り、日本国内でも関連製品やサービス展開が始まっている。
表 2.2-1 に、タイムスタンプの要素技術と、関連する標準の一覧を示す。Surety
社のタイムスタンプサービスは、ハッシュ関数に基づく階層型リンキングを採用
している。本節では、電子署名に基づくタイムスタンプ技術である、RFC 3161 を
中心に説明する。
RFC 3161 は、IETF の PKIX-WG によって策定されたインターネット標準であ
り、他の多くのタイムスタンプ標準から参照されている。RFC 3161 における通信
モデルの概要を図 2.2-1 に示す。

表 2.2-1
ベースとなる技術

デジタル署名

ハッシュ関数

分散TSA

タイムスタンプの要素技術一覧
タイムスタンプ技術

関係する標準

デジタル署名

RFC3161
ETSI TS 101 861
ISO/IEC18014-2

デジタル署名による
独立トークン

ISO/IEC18014-2

MACによる独立トークン

ISO/IEC18014-2

アーカイブトークン

ISO/IEC18014-2

XMLタイムスタンプ

OASIS DSSで策定中
（旧TIML，RFC3161ベース）

リニア・リンキング

ISO/IEC18014-3

階層型リンキング

ISO/IEC18014-3

集約にRSAを用いる方式

ISO/IEC18014-3

デジタル署名方式
リンキング方式

複数のTSAによってハッシュ値を関
連させる
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タイムスタンプ局
(TSA, Time Stamping Authority)

タイムスタンプ・トークン

1ab5c98f...
2 0 0 4 /2 /1 4
1 5 :0 0 受付

タイムスタンプ要求

ハッシュ値
（その電子文書固有の値）

タイムスタンプ応答

1ab5c98f...

TimeStamp
2004.2.14
15:45:00

利用者

図 2.2-1

ハッシュ値に日時を
付与し，デジタル署名

電子文書

•いつ（日時）
•何が（ハッシュ値）
存在したかを，
•信頼できる第三者（TSA）
のデジタル署名によって保証する．

RFC 3161 における通信モデルの概要

RFC 3161 では、利用者とタイムスタンプ局（TSA）との間で、タイムスタンプ
の要求・応答のやりとりがなされる。TSA は、信頼できる第三者によって運用さ
れるものとする。
利用者はまず、タイムスタンプを付与したい電子文書のハッシュ値を生成し、
これをタイムスタンプ要求として TSA へ送信する。TSA では正確な時刻源を元に、
このハッシュ値のデータに時刻データを追加し、さらに電子署名を付与する。こ
うして出来上がった「電子文書のハッシュ値」「正確な現在時刻」「TSA の電子署
名」の 3 つ組みのデータを、タイムスタンプ・トークン（TST, Time-stamp Token）
という。TSA は、タイムスタンプ応答としてこの TST をユーザに返却する。ユー
ザは、元の電子文書と TST をセットで保存もしくは二次利用することで、電子文
書の時刻に関する存在証明と完全性を主張することができる。
RFC 3161 では利用者と TSA の間のデータの転送方式として、Socket（TCP パ
ケット）、ファイルベース、HTTP 経由及び電子メール経由の 4 種類を示しており、
どの方式を用いても良いとしている。タイムスタンプの要求（TSQ, Time-stamp
Request）のフォーマットを図 2.2-2 に、応答（TSR, Time-stamp Response）の
フォーマットを図 2.2-3 に示す。どちらもシンプルで実装しやすい構成となって
いる。データフォーマットがシンプルであり、様々な転送方式を想定しているこ
とから、RFC 3161 は汎用性の高い標準であるといわれており、現在多くの製品・
システムで採用されている。
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TimestampReq
version

構文バージョン番号

messageImprint

TSAが時刻を結合する対象のハッシュ値
(アルゴリズムも含める)

reqPolicy

タイムスタンプ・トークン発行TSAに要求される
サービスポリシー、OIDで指定

OPTIONAL

nonce

特定の要求を識別するための値
（リプレイアタックを防ぐ）

OPTIONAL

certReq

TSAに証明書情報の提供を要求

OPTIONAL

extensions

タイムスタンプ操作に適切な要求を与える拡張

OPTIONAL

図 2.2-2

RFC 3161 の要求フォーマット

TimestampResp
status

CMPで定めたPKIstatusInfo

timestampToken

タイムスタンプ・トークン

contentType

Contentのタイプ、OIDで指定

content

Contentの内容

OPTIONAL

TSTInfo (タイムスタンプ・トークン情報)
version

構文バージョン番号

policy

TSAがサポートするポリシー

messageImprint

TSAが時刻を結合する対象のハッシュ値
（TSRの内容をそのまま入れる）

serialNumber

トークンのシリアル番号

genTime

トークンを生成した時刻、UTCで記述

accuracy

精度

OPTIONAL

ordaring

順序（トークン同士の時間的前後関係）

OPTIONAL

nonce

特定の要求を識別するための値

OPTIONAL

tsa

TSAに証明書情報の提供を要求

OPTIONAL

extensions

拡張

OPTIONAL

図 2.2-3

RFC 3161 の応答フォーマット

タイムスタンプに関する標準化動向をみると、RFC 3161 をリファレンスとして
標準化が行われている例が多い（図 2.2-4）。
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ISO/IEC 18014
IETF RFC 3161
Time-stamp Protocol
•独立トークンの保護 (p a rt2 )
•リンクトークン (p a rt3 )

ETSI TS 102 023（RFC 3628) •運用要件
ETSI TS 101 861
•プロファイル
（欧州電気通信標準化機構）

図 2.2-4

IETF、ETSI、ISO/IEC におけるタイムスタンプの標準化

ETSI（欧州電気通信標準化機構）では RFC 3161 を元に ETSI TS 101 861 Time
Stamping profile を定め、クライアントとサーバに関してそれぞれ以下のプロフ
ァイルを規定している。

(a) TSP クライアント要件
z 拡張領域は含めない（SHALL NOT)
z ハッシュ関数アルゴリズム
− SHA-1 あるいは RIPEMD-160 を推奨
− MD5 は使っても良い（MAY)
z 以下の TSP 応答を処理する
− accuracy,nonce のサポート(MUST)
− ordaring はなし、または FALSE
− 署名アルゴリズムのサポート
 SHA-1withRSA(MUST)
 RSA の鍵長 1024bits (MUST)、2048bits (SHOULD)
 DSA の素数 p または q が 1024bits 以上(SHALL)
(b) TSP サーバ要件
z
z
z
z
z

accuracy, nonce のサポート(MUST)、accuracy は 1 秒以下
ordering は存在しないか、FALSE をセット
genTime は 1 秒単位
拡張領域は含めなくてよい、含めた場合全て non-critical (SHALL)
ハッシュアルゴリズムのサポート(MUST)
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− SHA1、MD5 および RIPEMD160
z 署名アルゴリズムのサポート
− SHA-1withRSA(MUST)
− RSA の鍵長 1024bits (MUST)、2048bits (SHOULD)
z TSA の名前
− X.520 の Name 属性（C、ST、O、CN で記述）
− ただし、ST はオプション
z 以上を Baseline Policy とする
(c) トランスポートプロトコル
z HTTP

上記のプロファイルに沿って Policy Requirement for TSA（ETSI 102 023)では
TSA の運用要件を定めており、この要件に従った Baseline Policy として OID を
以下の通りに規定している。
itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) time-stamp-policy(2023)
policy-identifiers(1) baseline-ts-policy (1)
また ISO/IEC 18014 では、RFC 3161 で定義された電子署名に基づくタイムス
タンプ技術(Part1)[TSS-frame]に加え、独立トークン(Part2) [TSS-ind]やリンクトークン
(Part3) [TSS-link]に関する標準を定めている。
2.3 電子署名とタイムスタンプ
電子署名だけでは、その署名が「いつ」行われたのかを証明することはできな
い。例えば一般的なデジタル署名フォーマット(CMS Signed-data）[CMS]の場合、
電子署名をした時刻(signing time)を署名文書に格納することができる。しかしこ
の時刻は、一般に署名者の PC 等のローカルクロックから取得したもので、信頼す
ることはできない。
署名文書等に対してタイムスタンプを付与することで、電子署名を行った時刻
を「確定」することができる。ここでいう「確定」とは、データの生成や更新時
刻、あるいは署名時刻を正確に表すものではない。ISO/IEC 18014 (Part1)[TSS-frame]
では、タイムスタンプの利用により電子署名の時刻を「確定」するための方法と
して、次の 3 種類を挙げている（表 2.3-1）。
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表 2.3-1
Case 1

t1

署名時刻を確定するための 3 つの利用法

TSA が電子文書にタイムスタンプを付与

s 要求者はその電子文書とタイムスタンプを一緒に署名
効果：電子文書がタイムスタンプ時刻以降に署名されたことを証明
Case 2

s 要求者が電子文書に署名
t2

TSA がその署名文書にタイムスタンプを付与

効果：電子文書がタイムスタンプ時刻以前に署名されたことを証明
Case 3

t1

TSA が電子文書にタイムスタンプを付与

s 要求者はその電子文書とタイムスタンプを一緒に署名
t2

TSA は、その署名文書にさらにタイムスタンプを付与

効果：電子文書が署名された期間を定義する

本書において「署名時刻の確定」とは、表 2.3-1 に示すいずれかのケース、す
なわち「1．ある時刻より後に署名した」
「2．ある時刻より前に署名した」
「3．あ
る時刻とある時刻の間の時刻に署名した」のいずれかを証明することとする。
電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、署名時刻の確定という大き
なメリットが生まれる。2.5 節ではこの機能を利用して、電子署名の有効期限を延
長する技術を紹介する。

2.4 否認防止とタイムスタンプ
広義の否認(repudiation)とは、故意・過失を問わず、事実を認めないことをい
う。この否認を防止することを、否認防止(non-repudiation)という。電子署名を
例に挙げると、署名文書を検証することで、その文書が署名者本人によって署名
され、改ざんされていないことを証明することができる3。従って、一般に電子署
名は、署名行為に対する否認（狭義の否認）を防止することができるといわれて
いる。
2.3 節で示した通り、電子署名だけでは、その署名が「いつ」行われたのかを証
明することはできない。電子文書の作成者は、文書を作成した本当の時刻を否定
し、他の時刻に作成したと主張するかもしれない。また、重要な事象が記録され
たログファイル等について、マシン時計の不都合等を理由に、そこに書かれた作
成時刻は間違ったものであると主張するかもしれない。
タイムスタンプを用いれば、電子文書の存在証明を行うことで、時刻に関する
否認行為を防止することができる。また、電子署名とタイムスタンプを組み合わ

3

署名者本人だけが電子署名用の秘密鍵を持ち得ることが前提となる。
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せることで、電子署名を行った時刻を確定することができ、署名を行ったことに
関する否認行為に加えて、電子署名を行った時刻に関する否認行為を防止できる。
ISO/IEC JTCI/SC27 では、電子文書の送受信における否認防止についての標準
である ISO/IEC 13888[ISONR]を定めている。ここでは、文書の発信元(originator)
から受信先(recipient)へ文書データの転送が行われる時に、次の否認防止サービス
が考えられるとしている（図 2.4-1）。

発信元

受信先

エンティティＡ

発信の否認防止

エンティティＢ

受領の否認防止
記憶装置

記憶装置

データの流れ
否認防止サービス

図 2.4-1

電子文書の送受信における否認防止サービス[ISONR]

① 発信の否認防止(non-repudiation of origin)
文書の発信元が、文書を生成(creation)し、受信先に送信(sending)したこと
に対する否認防止。この否認防止を実現するためには、
「誰が」
「いつ」
「誰に
対して」「何を」送信したかを証明する必要がある。
② 受領の否認防止(non-repudiation of delivery)
文書の受信先が、発信元からの文書を受信(receipt)し、確認(knowledge)し
たことに対する否認防止。この否認防止を実現するためには、
「誰が」
「いつ」
「誰からの」「何を」受信したかを証明する必要がある。

また、データを配信する第三者機関である配送局(delivery authority)が存在す
る場合を考慮し、さらに以下のサービスが挙げられている。

③ 転送の否認防止(non-repudiation of transport)

- 15 -

タイムスタンプ技術に関する調査報告書

文書の配送機関(delivery authority)が、他の配送機関や受信先に対して、
文書を転送(transport)したことに対する否認防止。この否認防止を実現する
ためには、
「誰が」
「いつ」
「誰からの」
「何を」
「誰に」転送したかを証明する
必要がある。
④ 提出の否認防止(non-repudiation of submission)
文書の発信元が、文書の配送機関に対して、文書を提出(submission)した
ことに対する否認防止。この否認防止を実現するためには、
「誰が」
「いつ」
「誰
からの」「誰に対する」「何を」受信したかを証明する必要がある。

ISO/IEC 13888 では、発信・受領・転送・提出の否認防止を実現する際に、信
頼できる時刻を提供するために、タイムスタンプ技術が必要であるとしている。
2.5 長期署名とタイムスタンプ
タイムスタンプは、電子署名がなされた文書を長期にわたって検証可能とする
ためにも利用することができる。このように、電子署名の有効性を延長すること
を、長期署名(long term signature)4という。
ここで、東京都知事が、有効な署名鍵を用いて、電子文書に署名をした例を考
える（図 2.5-1）。東京都知事の署名文書は、都知事の証明書が失効するまで検証
することができる。しかし一度証明書が失効してしまうと、それ以降は有効性を
検証することができなくなってしまう。なぜならば、電子署名が「いつ」行われ
たか、すなわち、証明書の失効よりも前に行われたのか、それとも失効後に行わ
れたかを確定することができなくなってしまうからである。証明書の失効前に署
名が行われたことを立証できれば、その署名は有効であることが示せる。
そこで図 2.5-2 に示す通り、署名文書に対して RFC 3161 等に基づいたタイム
スタンプを付与する場合を考える5。署名文書にタイムスタンプを付与することで、
そのタイムスタンプの有効期間内であれば、いつでも署名文書の存在時刻を証明
することができる6。すなわち、タイムスタンプを検証することによって、その署
名が生成された時点における証明書の有効性を示せることから、タイムスタンプ
が有効である限り、証明書の期限が切れたとしても署名の有効性を検証すること
ができることになる。
本書では、電子文書を長期に保存するための長期保存(long term archive)技術と、電子署名の有
効性を延長するための長期署名(long term signature)技術とを区別して記述する。
5前提条件として、電子署名を行うための証明書（東京都知事の証明書）が有効である期間内に、
タイムスタンプが付与されるものとする。
6 ただし、失効情報を何らかの方法で入手できることが前提となる。一般に、証明書の期限切れ
までは、その証明書に関する失効情報は容易に入手できる。証明書の期限切れ後に失効情報を入
手できない場合は、タイムスタンプが有効であっても、署名を検証することはできない。
4
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CRL

東京都知事
証明書

東京都知事

署名生成

証明書の期限切れ

証明書の失効

東京都知事
証明書
証明書の有効期間

署名検証不可能

署名が失効よりも前になされたことを確認できない
東京都知事

電子署名

図 2.5-1

タイムスタンプと長期署名：通常の電子署名の場合

CRL

東京都知事
証明書

東京都知事

署名生成

証明書の失効

証明書の期限切れ

東京都知事
証明書
証明書の有効期間
時間
署名検証不可能

タイムスタンプの有効期間

ココはどうする？
東京都知事

電子署名

・署名文書にタイムスタンプを付与
（電子署名の時刻を証明）

↓
・証明書が無効でも，署名検証が可能！
（ただし失効情報の入手が必要）

図 2.5-2

タイムスタンプと長期署名：署名文書にタイムスタンプを付与した場合

これによって東京都知事の電子署名は、都知事の証明書の失効情報が何らかの
方法で入手できる限り、タイムスタンプの有効期間内においてはいつでも有効性
を検証することができるようになる。一般にタイムスタンプの有効期間は証明書
の有効期間よりも長いため、これによって電子署名の有効性を「延長」すること
ができる。
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しかし、この方法にも限界がある。タイムスタンプの有効期間が切れてしまっ
た後は、再び電子署名を検証できなくなってしまう。これについての技術的な解
決策が、長期署名である。
長期署名の目的は、証明書の失効や期限切れ後であっても、長期間にわたって
署名の有効性を確保することである。このための技術として、以下の 5 つの技術
を紹介する。

1. DVCS (Data Validation & Certification Protocol, RFC 3029)
2. TAP (Trusted Archival Protocol, IETF ドラフト)
3. RFC 3126 Electronic Signature Formats for long term electronic
signatures
4. ETSI TS 101 733 Electronic Signature Formats
5. ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)

1 及び 2 は、信頼できる第三者が介在することで、長期にわたって署名文書の検
証を可能とするスキームである。1 は任意のデータの認証と署名文書の検証を目的
とするサーバ・プロトコルであり、タイムスタンプだけを想定したものではない。
2 は完全性を持つデータをアーカイブ（長期にわたって保管）することを想定して
おり、タイムスタンプを応用した証拠保全・否認防止のための公証サービスだと
いうことができる（図 2.5-3）。

タイムスタンプ局

トラストアーカイブ局(TAA)
タイムスタンプ
リクエスト
タイムスタンプ

検索レスポンス
削除レスポンス

アーカイブする
データの送信

TAPを知ってる
クライアント

アーカイブ
トークン

検索または
削除リクエスト

TAPを知らない
クライアント

送信クライアント

図 2.5-3

アーカイブ
トークンの委譲

検索・削除クライアント

TAP の動作概要
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1、2 が第三者機関を必要とするモデルであるのに対し、3、4、5 は電子署名を
元に有効期間の延長を行う。3 及び 4 は同じ内容で、タイムスタンプの有効期間が
切れる前に、認証パス上の全証明書や全ての失効情報（CRL/OCSP 応答）を含め
たアーカイブタイムスタンプを生成し、これに対してタイムスタンプを再付与す
る。すなわち、タイムスタンプを再帰的に付与し続けることで、半永久的に署名
の有効期間を延長しようという考え方である。5 は、この手法に基づいたデータフ
ォーマットを XML で表現した内容となっている。

ES-A
ES-A
ES-A
ES-X

Time
Stamp

Time
Stamp

Time
Stamp

署名有効期間
証明書有効期間
タイムスタンプの
有効期間
タイムスタンプの
有効期間

図 2.5-4

タイムスタンプの
有効期間

RFC 3126 における署名有効期間の延長方法

2.6 タイムビジネス
タイムスタンプや、時刻に関するビジネスは「タイムスビジネス」と総称され
る。タイムビジネスにおけるサービス領域は、次の 5 つに分類することができる
[TIMEB]。

(a) 標準時配信サービス
正確な時刻を提供するサービス。標準電波等により提供される時刻情報の
配信のみを行う「受信型」と、時刻のトレーサビリティを確保しながら配信
を行う「証明型」に分類できる。
(b) 時刻認証・流通型サービス
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TSA を運用し、電子文書にタイムスタンプを付与するサービス。ただし、
アーカイブは行わない。
(c) 時刻認証・保存型サービス
タイムスタンプや原本となる電子文書等を長期間保存する、いわゆる電子
公証型サービス。
(d) 検証サービス
タイムスタンプの有効性を、利用者に代わって検証するサービス。

現在、商用サービスとして(a)〜(d)及びこれらの複合サービスが展開されている。
ただし、(d)のみを提供するサービスは無い。
(a)(b)のサービスは、国内ではアマノ（株）やセイコーインスツルメンツ（株）
等、タイムレコーダや時計に関係するメーカーがサービス展開をしている事例が
ある。国内事例については、3 章でも紹介する。
米国では、米国郵政局(United States Postal Service, USPS)が、電子消印
(Electronic Postmark, EPM)と呼ばれる(b)のサービスを行っている[EPM]。これは
米 Authentidate 社との官民連携ビジネスで、利用者拡大のため、EPM を利用す
るための MicrosoftOffice プラグイン（図 2.6-1）を無料で配布している。

図 2.6-1

Microsoft Word 文書に EPM のタイムスタンプを付与した画面
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2.7 行政におけるユースケース
本節では、主に国・地方自治体におけるタイムスタンプの利用モデルを考える。
最初のケースは、行政が発信する文書等へのタイムスタンプの付与である（図
2.7-1）。

タイムスタンプ局
行政機関
TimeStamp
2004.2.14
15:45:00

公開情報

証明書類・公開情報などへの
電子署名＆タイムスタンプの付与

その行政機関によって，
「いつ」発行されたものかがわかる

利用者

図 2.7-1

二次利用

行政が発行する電子文書へのタイムスタンプ付与

公開文書に付与されたタイムスタンプは、文書の一次取得者が検証するだけで
なく、二次利用された場合は第三者が検証することも考えられる。本例ではこの
ような不特定多数への発信情報において、電子文書が「いつ」存在したものであ
るかを証明することが可能となる。
次のケースは、行政機関と利用者との文書のやりとりの中で、その文書の作成
基準と到達基準に着目したものである。行政機関と利用者との間で文書のやりと
りを行う場合、その文書がいつ作られたか（作成基準）と、いつ届けられたか（到
達基準）の情報が必要となる場合が多い（図 2.7-2）。
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行政機関

TimeStamp

作成文書に日時があれば，
「いつ」確実に作成したもの
かがわかる

2004.2.14
15:45:30

レシート

TimeStamp

タイムスタンプの付与

レシートに日時があるから，
「いつ」確実に受け付け
られたのかがわかる

2004.2.14
15:45:00

作成文書（申告書）などへの

受付証（レシート）などへの

申告・申請

タイムスタンプの付与

利用者

図 2.7-2

電子文書の作成と到達におけるタイムスタンプの付与

利用者が作成した申告書等の文書にタイムスタンプを付与することで、行政側
は「いつ」確実に作成されたものであるかを知ることができる。逆にレシート等
へタイムスタンプが付与されることで、利用者はそれが「いつ」確実に受け付け
られたものであるかを知ることができる。
図 2.7-3 は、電子申告を例に、申告が紙ベース（郵送）で行われる場合と、電
子的に行われる場合とを対比したものである。

紙ベースの世界

行政機関

電子の世界

配達（配達証明）
→到達時刻の確定

TimeStamp

受付

2004.2.14
15:45:30

受付日時の確定
（タイムスタンプ）

受付（消印）
申告・申請

→送信日時の確定

TimeStamp

作成
利用者

図 2.7-3

2004.2.14
15:45:00

紙と電子の比較：電子申告の例
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紙ベースの世界では、利用者が作成した紙の申告書類が郵便局によって受け付
けられる。このとき郵便物には消印が押され、これによって送信日時の確定がな
される。郵便局はこの郵便を、責任を持って行政機関へ配送する。このとき、配
達の証明がなされ、到達時刻を確定することができる。郵便局（郵政公社）はい
わば、時刻についての公証を行っているということができる。
以上の流れを電子の世界に置き換えた場合を考える。利用者が作成した電子申
告文書には、TSA によってタイムスタンプが付与され、作成日時が確定される。
ユーザはタイムスタンプが付与された申告書類を電子的通信手段によって行政機
関に転送する。行政機関がこのデータを受け付けたときに、TSA からタイムスタ
ンプの付与を受けることで、受付時刻の確定を行うことができる。
以上の通りに対比すると、時刻の完全性の観点からみて、紙ベースの世界を電
子化することは簡単にみえるかもしれない。しかしここでは、誰が TSA を運営す
るのかという問題がある。現状の電子公証制度（公証制度に基礎を置く電子公証
制度）は、図 2.7-2 に示したような、ネットワークを介して自動的にタイムスタ
ンプを付与する機能を有していない7。
行政においてドキュメントワークフローの電子化が進めば、これまで消印等に
よって確定されてきた日付を、どのように証明する必要があるかが争点となるか
もしれない。このとき、電子的な確定日付の付与については、民間等によるサー
ビス事業者が行うことも考えられる（図 2.7-4）。そのときのアプリケーションと
して、タイムスタンプ技術が利用されることになるかもしれない。

•認証（宣誓など）
•公正証書（五官で認識）
•相談
公証人

•確定日付の付与
•私書認証 など

民間等による
公証サービス

•タイムスタンプ
•電子署名
•PKIによる認証
•様々な電子データの公証

各種アプリケーション

図 2.7-4

公証制度の果たす機能：3 つのレイヤ

公証人は、ラテン系公証人(notary)と英米・アングロサクソン系公証人(notary public)に大別
でき、日本の公証人はラテン系に属するといわれている。ラテン系公証人は、公証役場等に「来
た」ことを重んじるのに対し、英米系では証拠・証跡(witness)を重んじる傾向にあるという意見
もある。公証人の数をみると、日本の公証人が 550 名なのに対して、米国では 450 万人の公証人
が登録されており、これらの数字からも両者の社会的役割が異なることがうかがえる。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/think/think98-180_01.htm
7
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2.8 時刻に関する事件・事故
タイムスタンプを付与することにより、電子文書の時刻を確かなものとするこ
とができる。本節では、文書の時刻に関する改ざん等の事件を示すことで、確実
な時刻を付与することの重要性を説く。
時刻に関する改ざんといえば、わが国では食品関係の事件が真っ先に思い浮か
ぶ。雪印食品が国産牛買い取り時期に合わせ日付をバックデート（2002 年）した
ことは記憶に新しい。また愛知県のＹ社は、ヨーグルトの品質保持期限を偽造し
ていた（2003 年）。2004 年に入ってからは、京都府のＳ組合が半年前に採卵した
卵約 5 万個を出荷していたことが明らかになった。
時刻改ざんが問題となるのは民間企業だけでは無い。奈良県Ｋ市では、補助金
交付申請書と口座振替申出書の日付に改ざん跡がみられるとして、市民オンブズ
マンによる住民監査請求が行われた。また 2004 年 2 月には、タイの入国審査官が
査証の日付を間違い、日本人が不法滞在を行ったとして誤って罰せられた8。
米国では、投資信託のセキュリティー・トラスト社が取引時刻を不正操作し、
ヘッジファンド等の特定顧客に利益をあげさせたとして、2003 年に元幹部が刑事
訴追された9。米通貨監督官事務所(OCC)は同社に、2004 年 3 月までに解散するよ
う命じている。
以上の通り、現実世界では日時の改ざんや誤りに起因する事件・事故が多く起
きている。一般に、電子文書に含まれる日時情報は利用者 PC の内部時計等から取
得される場合が多く、信頼性が低い。また、電子文書の日時情報は容易に改ざん
できる。例えば、悪意ある第三者が利用者の PC の内部時計を意図的にずらした場
合、利用者の意図しない日時が記録される可能性がある。タイムスタンプ技術を
用いれば、電子文書に関して時刻の不正・過誤を検出可能とし、電子文書の透明
性を確保することができる。
2.9 まとめ
タイムスタンプは「完全性」の確保と「存在証明」を行う強力な技術である。
電子文書の時刻を確定するということは、ビジネス・生活のあらゆる分野と関係
があり、非常に適用領域が広い。一方で、タイムスタンプの要素技術に関するプ
ロトコルやデータフォーマットは十分に整備されており、欧米を中心に標準化も
進んでいる。また、技術としての歴史は浅いが、既に多くの利用事例もある。タ
イムスタンプはあらゆる適用領域があり、技術的には成熟している。すなわち、

8
9

http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/spot_top5.asp?id=007#1
http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2003nov/26/CN2003112601000042J1Z10.html
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そのモデルは社会基盤としての必要条件は満たしているといえる。しかし、十分
条件を満たしているとはいえない。
例えばタイムスタンプは、否認防止を強力にサポートする重要な技術といえる。
しかし、否認防止はタイムスタンプ等技術的方策のみでは解決できない。否認防
止の実現には、署名鍵の管理、署名に対する本人の意図の反映等の管理や、商習
慣・業務フロー等の社会システムに応じた運用面での課題がある。
長期署名についても課題が多い。RFC 3126 を採用した三菱電機（株）の
MistyGuard 署名延長システム10や、DVCS を採用した日本ボルチモアテクノロジ
ーズ（株）の Signus DVCS11等、長期署名に対応した製品は次第に普及しつつあ
る。技術的な課題の 1 つは、アーカイブ・タイムスタンプの肥大化である。図 2.5-4
にある通り、時間の経過と共にアーカイブ・タイムスタンプは容量が増して行く。
またこれに伴い、検証に必要な情報も肥大化し、検証作業が複雑となる。どんな
複雑なアーカイブ・タイムスタンプであっても正しく検証できるよう、検証環境
を整備することが必要となる。また TSA のポリシーを検討する上でも課題がある。
長期署名について考える場合、将来的に鍵が危殆化することを前提とした議論が
必要となる。
タイムスタンプや長期署名が必要となるような重要ドキュメントの電子化は、
昨今 1〜2 年で行われ始めている。今後多くのサービス運営母体の設立が設立され、
アーカイブタイムスタンプについての技術的・運用面でのあり方について活発な
議論がなされることを期待する。

10
11

http://www.mdis.co.jp/topics/kouhou/2003/030707-is0319.pdf
http://www.baltimore.co.jp/products/signus/dvcs.html
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3 民間企業におけるタイムスタンプの利用動向
本章では、日本国内においてタイムスタンプ関連サービスがどのように展開さ
れ、また民間企業においてどのように利用されているかを調査する。調査は主に
サービス提供側の企業、関連団体及び有識者等へのヒアリングを元に行った。
3.1 調査の目的
本調査では、日本国内においてタイムスタンプ・プロトコルに基づいたサービ
スがどのように展開され、また利用されているのかを調べる。これによって、国
内におけるタイムスタンプ関連ビジネスの動向を把握する。本調査の目的は、ユ
ーザがビジネスを行う上で、タイムスタンプ関連サービスに何を期待するかを考
察し、その課題を広く世に示すことである。調査は主にキーパーソンへのヒアリ
ングを元に行い、市場の動向や将来のサービス展開、あるいは政策・制度面の課
題等の多角的な面から情報を収集した。
タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査[IPA-TSP] （以下、技術調査報告書）
では既に、タイムスタンプに関連した開発ツールキット、タイムスタンプ・プロ
トコルを実装した TSA 製品及び、サービス事例を紹介することで、世界中でタイ
ムスタンプ・プロトコルがどのように利用されているかを示した。これに対し本
調査では、ヒアリング調査を行うことで、サービスを展開する上での課題や新サ
ービスの可能性、あるいは市場の要求等、タイムスタンプの利用に関する現実的
な問題点を探る。
タイムビジネスに関連する調査報告としては、他にタイムビジネス協議会のガ
イドライン[SCAT]が挙げられる。このガイドラインでは、タイムビジネスを展開可
能な領域を複数挙げ、それぞれにおける詳細なユースケースを検討している。
3.2 調査方法
ヒアリングによる調査では、各企業・団体等のコンタクト・パーソンに対して、
主に以下の項目について議論する形で行った。

(a) 注目しているマーケット
＜一般企業＞
− 保険、金融
− 食品、製薬
− 医療、サービス等
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＜一般企業＞
− 省庁
− 地方公共団体
− その他各種団体
(b) 市場のニーズ
＜タイムスタンプの対象＞
− どのような文書に押そうとしているのか
− 検証目的は何か
− タイムスタンプ付与と検証のタイミング・トラフィック
＜スペックとニーズのミスマッチ＞
− 価格
− 精度（accuracy）
− 時刻のトレーサビリティ
− ポリシ
− 有効期限 等
(c) 今後のサービス展開
−
−
−

期待している将来の適用分野
業界の動向
新サービスの情報

(d) タイムスタンプに関連した事件・ニュース
−
−
−

時刻に関する不正や事故等
時刻に関する社会的インパクトの強いニュース
マスコミへの普及啓蒙の状況

(e) 政策的・法的な動向や提言等
−
−

e-Japan 戦略や国の政策に関する動向
e-文書法等、最新法規に関する情報

−

法整備や政策面での提言

(f) 注目している関連技術・特許等
−
−
−

時刻配信（NTP4 等）
長期保存（XAdES 等）
その他

(g) その他
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3.3 調査結果
ヒアリングを行った企業・団体等と、ヒアリングに協力していただいたコンタ
クト・パーソンの一覧を以下に示す（ヒアリング実施順）。

1. アマノ株式会社
− 佐藤忠弘 氏（e-timing ビジネス開発部 部長）
− 市川桂介 氏（e-timing ビジネス開発部 主幹）
2. セイコーインスツルメンツ株式会社
− 上畑正和 氏（e ソリューション・ビジネスユニット クロノ
トラスト部 シニアセキュリティマネージャ）
3. 株式会社 NTT データ
− 遠藤宏 氏（ビジネス開発事業本部 セキュリティビジネスユ
ニット長）
4. 社団法人日本画像情報マネジメント協会(JIIMA)
− 今別府昭夫 氏（JIIMA 法務委員会、株式会社ジェイ・アイ・
エム代表取締役社長）
なお、1 回のヒアリングは 2 時間程度を要し、事前準備を含めた全てのヒアリン
グ調査は 1 ヶ月程度で完了した。
本報告書では、中立的な立場で調査を行い、その結果を公平に示す必要がある。
また、ヒアリング結果は時に、対象企業の営業秘密に関するセンシティブな内容
を含む場合がある。以上の理由から、本節で示す個々の企業についての調査結果
は、それぞれ以下の 2 項目に分けられている。

⑤ 概要
当該企業・団体に関して、公知の情報源を元として客観的に得られる内容
をまとめたもの。
⑥ ヒアリングの抄録
ヒアリングでの議論内容をまとめたもの。ヒアリング対応者や当該企業・
団体の主観的な意見・見解が含まれる場合がある。
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3.3.1 アマノ株式会社
3.3.1.1 概要
アマノ株式会社(以下、アマノ)では、e-timing という商標で、タイムスタンプに
関わる製品・サービスを展開している。また、アマノでは e-timing サービスのタ
イムスタンプ局運用規定12を公開している。以下では、アマノの提供する 5 種類の
製品概要を説明する。
(a) e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat
Adobe Acrobat 5.0.5 / 6.0(日本語版) のプラグインとして動作する、タイム
スタンプ・クライアントのパッケージソフト。Adobe Acrobat の画面上から、
PDF ファイルに対してタイムスタンプを埋め込む事ができる。利用料金は 1
スタンプ当たり 20 円である。
(b) e-timing EVIDENCE Verifier for Adobe Acrobat
Adobe Acrobat 5.0.5 / 6.0(日本語版)及び Adobe Reader 5.1/ 6.0(日本語版)
のプラグインとして動作する、タイムスタンプ検証用の無料ソフト。e-timing
EVIDENCE for Adobe Acrobat 等によって PDF ファイルに付与されたタイ
ムスタンプを検証することができる。
(c) e-timing EVIDENCE 法人ライセンスパック
e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat と同等の機能を有するソフトウ
ェアの、企業向けのライセンス契約パック。利用回数に応じた金額が毎月請
求される従量課金性を導入している。
(d) e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat Extension Kit
e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat を Adobe Acrobat の外部から制御
して、PDF ファイルへ自動的にタイムスタンプ・トークンの取得・埋め込み
をする為のソフトウェアライブラリ。タイムスタンプを利用した業務アプリ
ケーション等の構築が可能となる。
(e) e-timing EVIDENCE for Server
e-timing EVIDENCE for Adobe Acrobat Extension Kit と同様に、PDF フ
ァイルへタイムスタンプを自動的に埋め込む為のソフトウェアライブラリで、
JDK1.3 の Java クラスライブラリとして提供される。
アマノでは以上のサービス実現のために、 図 3.3-1 に示すシステムを運用して
いる。また現在、国立印刷局の会員制サービスである「官報情報検索サービス」
12

http://www.e-timing.ne.jp/repository/
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(https://search.npb.go.jp)では、PDF 形式の官報情報にタイムスタンプが付与され
ている。このサービスには、アマノの e-timing が採用されている。
技術調査報告書[IPA-TSP]では、e-timing のシステム構成や官報情報検索サービス
に関して詳しく説明している。

アマノの運用するTA及びTSA
原子時計

タイムサーバー

時刻監査

国家時刻標準機関
(National Time Authority, NTA)

時刻配信・監査
TSAサーバー

検証サーバー

チャージ・決裁
サーバー等

オフライン検証

TSQ

TSR

オンライン検証
オフライン検証

PDF文書
タイムスタンプが
付与されたPDF文書

タイムスタンプが
付与されたPDF文書

無償ユーザー

図 3.3-1

有償ユーザー

アマノタイミングセンターの構成とサービス提供モデル
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図 3.3-2

官報情報に付与されたタイムスタンプの検証画面

3.3.1.2 ヒアリングの抄録
アマノにおけるヒアリング結果の抄録を以下に示す。
(a) 注目しているマーケット
一般企業では、様々な業界を対象に積極的にアプローチをしている（表
3.3-1）。中でも知的財産分野での利用ニーズが比較的多いと感じている。これ
に対して、金融や保険業界は比較的引き合いが乏しく、少々時期尚早ではな
いかとみている。特に金融関係では、米国の SEC（証券取引委員会）のよう
な強力な枠組みが必要かもしれない。
他にも警備業・食品・化学等、様々な分野での利用を期待している。また
エンドユーザ向けのサービスとして、クリエイターが自らの作品の著作権を
保護する動きがでてきており、注目している。
官公庁等については、入札や国税等は業界全体が期待しているものの、今
のところニーズは少ない。管轄省庁がアクションを起こさないと導入は難し
いのではないかとみている。地方公共団体でのニーズは認識している。地方
公共団体がアーカイブ等を行うこともあり得るのではないかと考えている。
例えば米国では、裁判を起こす際の電子受領証等にタイムスタンプを付与
することもあるらしい。一般的には、電子受領証等（レシート）に記載され
た時刻情報は改ざんが容易であり、その正確さも保証されない。時刻情報に
関する脆弱性が、より広く認識されるべきだと考える。
- 31 -
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表 3.3-1

タイムスタンプ市場の概観
環境の変化

対象となる市場・ニーズ

業界

公開更
法改正・ガイドライン等

施行時期

管轄省庁

2003/6

−

農水省

2003/7

2005/4

厚労省

2003/7

−

新時期
食品のトレーサビリティ確保・

食の安全・安心のための政策
食品製造業

証拠保全

大綱

薬品製造の外部委託化におけ
製薬製造業

薬事法改正

る連絡文書の証拠保全
知的財産の保護と再利用、

知的財産の創造、保護及び活
各種製造業

技術管理文書の電子保存

知的財産

用に関する推進計画

共同研究・開発における知的財

戦略本部

特許・ノウハウに関する
各種製造業

産保護

2003/6

−

経産省

2002/1

−

厚労省

共同研究開発契約の手引き
薬剤服用歴の電子媒体による

薬歴の電子保存

調剤薬局
保存に関するガイドライン

医療カルテの電子化

病院

e-JapanⅡ加速化パッケージ

2003/2

−

厚労省

金融債権の電子化における
取引日時の第三者証明

金融機関

e-JapanⅡ加速化パッケージ

2003/2

−

法務省
経産省
総務省

2003/0

−

防衛庁

防衛庁納入企業の情報セキュリ

調達における情報セキュリティ
防衛産業

ティ整備

基本方針

インターネットバンキング利用明
金融機関

特に無し

−

−

−

金融機関

特に無し

−

−

−

2002/12

2004/4

内閣府

廃棄物処理法改正

−

2003/3

環境省

IDC 事業者

特に無し

−

−

−

警備実施の証拠保全

警備保障

特に無し

−

−

−

流通型情報の公開における原

印刷局/大
特に無し

−

−

−

本性確保

企業

研修履修・資格取得証明書の原

大手企業全
特に無し

−

−

−

本性確保

般

細の原本性確保
金融機関によるＴＴＰサービス構
築
規制改革の推進に関する第 2
決算公告の電子化における原

国家機関

本性確保

民間企業

次答申：経済活性化のために
重点的に推進すべき規制改革
建築/建設
産業廃棄物のトレーサビリティ
業・地方自
基盤上の証拠性確保
治体
サーバ・機器保守事実の証拠保
全
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(b) 市場のニーズ
タイムスタンプのスペックとニーズのミスマッチは感じている。例えば、
場合によっては精度は 1 日程度で良いという要求もある。有効期限の要求は
各種法規における保存期間の関係上、5〜7 年が最も多い。このためアマノで
は、タイムスタンプの有効期間を 7 年13とすることを目指し、現在 2048bits
の RSA 鍵を利用している。
一般に、電子化されると説明責任(アカウンタビリティ)や透明性が強く要求
される。そこでは、第三者機関のブランド力と実績が評価されることも多い。
また、RFC 3161 等標準規格に準拠しているか否かも重要視される。
タイムスタンプを付与する対象には、2 パターンあるのではないか。1 つは
大量のタイムスタンプを押すことで、後の監査や係争に備える使い方。もう 1
つは、少量だが大切な文書に押す使い方。両者は、利用目的も異なるし普及
のシナリオも異なると考えている。
(c) 今後のサービス展開
サービスメニューは現状のままで、適用範囲を広める。アーカイブ・サー
ビスについては、多くのコストがかかるため現時点で展開する予定は無い。
タイムビジネスの業界はまだ立ち上げ時期だとみている。
(d) タイムスタンプに関連した事件・ニュース
ADR（調停）にもちこまれる例はあるようだが、今のところタイムスタン
プに関する国内での係争事例は聞いていない。
(e) 政策的・法的な動向や提言等
e-Japan 戦略で言及されていること自体は良い。しかし、例えばタイムス
タンプと公証等をどう結びつけるかについて、各分野間での連携がとれてい
ない印象を受ける。
(f) 注目している関連技術・特許等
平成 16 年度には、独立行政法人 通信総合研究所(CRL)と認可法人 通
信・放送機構(TAO)が統合される。日本の国家時刻標準機関(National Time
Authority, NTA)としてのプレゼンスが高められることを期待している。

アマノタイムスタンプ局運用規定（Version1.01）によれば、署名検証公開鍵の有効期間は 7
年となっている。ただし、ここで規定する有効期間はタイムスタンプの検証操作を制限するもの
では無いとしている。
13
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3.3.2 セイコーインスツルメンツ株式会社
3.3.2.1 概要
セイコーインスツルメンツ株式会社(以下、SII)では、Chronotrust(クロノトラ
スト)という商標で、タイムスタンプに関わるサービスを展開している。また SII
では Chronotrust サービスの時刻認証局運用規定を公開している14。
Chronotrust では現在、以下の 3 種類のサービスメニューを用意している。な
お、Chronotrust の情報センターにおける時刻の運用・管理方法や各種サービスに
ついては、技術調査報告書[IPA-TSP]に詳しく示されている。

(a) Chronotrust 時刻配信サービス
一般企業や IDC 向けに時刻を配信するためのサービスで、ユーザ企業内に
設置された時刻サーバ(NTP サーバ)を Chronotrust 情報センターの時刻と正
確に同期する。ユーザ企業内では、この時刻サーバを元に各種業務サーバ等
の時刻を同期させることで、企業内において正確な時刻を共有することがで
きる。
2.6 節「タイムビジネス」で紹介した「(a)標準時配信サービス」の「①標
準時配信・受信型」に分類できる。
(b) Chronotrust 時刻監査サービス
一般企業及び一般サービス事業者向けの時刻監査・監視サービスで、ユー
ザ企業で利用している業務サーバ等が、Chronotrust 情報センターの時刻と
比べてどれだけ誤差があるかを定期的に監査する。この監査は通常 1 時間に
1 回行われ、監査結果は電子署名付きの監査レポートとして発行され、電子
メールで送信される。
「(a)標準時配信サービス」の「②標準時配信・証明型」に分類できる。
(c) Chronotrust 時刻認証サービス
タイムスタンプ・サービスを提供する TSA 事業者向けのサービスで、TSA
事業者が発行するタイムスタンプに、属性証明書の形で SII の時刻監査証が
添付される（図 3.3-3）。
「(a)標準時配信サービス」の「②標準時配信・証明型」及び、「(b)時刻認
証サービス」とを統合したパッケージサービスであるということができる。

14

http://www.sii.co.jp/ni/repository/chronoTA_kitei_1_2.pdf
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SIIの運用するTA (Time Authority)
ログ保管

時刻のズレは0.01秒です.
2003年11月26日12:00
SEIKO ChronotrustTM

時刻配信・監査

時刻監査証

ユーザー
TSAサーバー
タイムスタンプ・トークン

TSAサービス事業者
図 3.3-3

Chronotrust 時刻認証サービスの概要

3.3.2.2 ヒアリングの抄録
SII におけるヒアリング結果の抄録を以下に示す。
(a) 注目しているマーケット
様々な業界にアプローチしている。例えば保険業界をみると、生命保険は
B2C のトランザクションが多いようにみえる。これに対して損害保険は、
B2C に加えて、業界内部での B2B 取引が多く、電子化も進んでいる。業界で
は廃統合やリストラクチャが進み、今後はシステム統合が行われる時期だと
みている。タイムスタンプの要求も出てくるのではないかと期待している。
(b) 市場のニーズ
米国の 9.11 同時多発テロでは、多くの人命と共に、大量の紙書類が失われ
た。テロ以降、電子文書の高信頼度かつ安全な保存技術に対して急速に注目
が集まっている。
タイムスタンプのスペックとニーズとのミスマッチは、何点か認識してい
る。精度はもっと低くても良いという意見が多い。また利用方法にもよるが、
価格をもっと下げる必要があるかもしれない。今後は例えば、従量課金では
- 35 -
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なく定額制のタイムスタンプ・サービスが登場する可能性もあるとみている。
この場合、タイムスタンプ要求のスループットを段階的に制限することで、
多様なサービスメニューを展開できる可能性もある。
(c) 今後のサービス展開
海外事例だが、米国郵政局の電子消印サービスである EPM15の動向に注目
している。国内でも EPM と似たようなサービスが受け入れられると思われ
るため、タイムスタンプを必要とするアプリケーション展開に注力したい。
エマージェンシーコールやコールセンター等、電話取引における
SLA(Service Level Agreement)を満足させるために、タイムスタンプの利用
が検討され始めている16。このような各種ログファイルに対する透明性確保の
ために、今後タイムスタンプが使われると期待している。
(d) タイムスタンプに関連した事件・ニュース
いまのところ係争事例は知らない。タイムスタンプに関して係争になった
場合は、証拠を提出するというよりは、証言をすることになるのではないか。

3.3.3 株式会社 NTT データ
3.3.3.1 概要
株式会社 NTT データ（以下、NTT データ）では、米 Surety 社の Digital Notary
Service を利用した電子文書証明サービス SecureSeal17を提供している。このサー
ビスでは、NTT データが信頼できる第三者機関（TTP, Trusted Third Party）と
なり、リンキング・プロトコルに基づいて電子文書の存在証明と完全性の証明を
行う。
SecureSeal サービスの概要を図 3.3-4 に示す。利用者は SecureSeal ライブラ
リを通じて NTT データの電子文書証明センターに対し、存在証明と完全性の証明
を行いたい電子文書の登録依頼や、検証の依頼を行うことができる。

米国郵政局(United States Postal Service, USPS)が行っている、電子消印(Electronic
Postmark, EPM)と呼ばれるタイムスタンプ・サービス。EPM の詳細については、技術調査報告
書に詳しく示されている。
http://www.usps.com/electronicpostmark/welcome.htm
16 ログイット株式会社の音声公証サービス等。
http://www.logit.co.jp/products/onseikosyo/
17 http://www.ssc.nttdata.co.jp/index2.html
15
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図 3.3-4

SecureSeal サービスの概要

電子文書証明センターで生成されたスーパーハッシュは、日経産業新聞に定期
的に掲載される（図 3.3-5）。

図 3.3-5

新聞に掲載されたスーパーハッシュの例

NTT データでは、SecureSeal の導入事例として以下の分野を発表している。
1.
2.
3.
4.

特許等知的所有権に関連する文書管理
医療・医薬分野における文書管理
EDI における取引内容の証明
電子政府における各種申請文書の原本性保証
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知的所有権に関する事例としては、株式会社ジャパンデジタルコンテンツの著
作権管理サービス「i-right」18が挙げられる。これは、利用者自身が著作物の作成
者（第一公表者）であることを第三者によって証明するためのサービスである。
この他にも、企業の研究開発過程において発生した文書等の存在証明を行うこ
とで、主に米国（先発明主義）での発明時刻を証明する、工業所有権の保護・管
理サービスも展開されている。また医療分野における文書管理の事例として、株
式会社ビー・エム・エル（以下、BML）19の電子カルテシステムが挙げられる。
昨今の事例では、日本電気株式会社が社内文書の長期保存用途で SecureSeal を
採用するとの記事20が掲載された。
3.3.3.2 ヒアリングの抄録
NTT データでのヒアリング結果の抄録を以下に示す。
(a) 注目しているマーケット
電子政府、知的財産、電子カルテ、電子契約等幅広く導入事例があり、一
概には特定できない。電子申請や電子入札等は、現時点ではタイムスタンプ
が明確に要求されているわけではないが、今後これらの電子化の一連の流れ
のなかで、存在証明に対するニーズが増えるのではないか。知的財産関連で
は、特許係争を想定して、ノウハウやアイデアを記載した書類にタイムスタ
ンプを打つ事例がある。この他にも、図面類、仕様書の添付図面、エンジニ
アリグシート、製造図面等、バージョンが頻繁に更新される性質の情報にタ
イムスタンプを付与する事例もある。
(b) 市場のニーズ
一般に、証券取引所や軍関係を含め、それぞれのコミュニティ・業種業界
の中で時刻証明や原本性保証のニーズが高まれば、それに合わせてルールや
ガイドラインが変わるだろう。システムは、このようなニーズ変化に合わせ
て変更する必要があり、そこではタイムスタンプの実装が要件となるかもし
れない。
しかしあくまでも本題は、システム全体の運用やビジネスプロセスにおい
て、適切なセキュリティが保証されるかどうかである。タイムスタンプは、
それを実現するための 1 つの技術的手段でしかない。すなわち、単に時刻の
証明（電子文書の存在証明）をするだけではなく、一連のビジネスプロセス
においていかにセキュリティが確保されているのかを考えなければならない。
タイムスタンプはひとつのコンポーネントだと考えている。例えば PKI も、
18
19
20

http://www.i-right.jp/jdc/
http://www.bml.co.jp/index_j.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/SI/ITARTICLE/20040301/1/
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別の技術を組み合わせることで様々なサービスがみえる。市場のニーズを考
えるとき、ひとつの技術だけを見るのではなく、商慣行・ビジネスプロセス
等の枠組みを考える必要がある。
精度についていうと、タイムスタンプは、技術的にはミリセックオーダー
の証明が議論されている。商慣行と照らし合わせて、1 秒が重要になる場面
は限られているかもしれない。
(c) 今後のサービス展開
他のセキュリティ技術との連携が重要と考えている。現実のシステムはタ
イムスタンプだけではなく、PKI 等認証系のシステムとセットで成り立つ。
電子証明書を含めた相互運用の仕掛けが必要となるのではないか。そこでは、
標準化技術等を採用し、自社のものを他社と接続することもある。ただしこ
れは、マーケットニーズに応じながら検討する問題であり、顧客に不利益に
ならないようにリードする必要がある。
(d) タイムスタンプに関連した事件・ニュース
係争の事例は無いと思ってよいのではないか。
なお係争になった際には、タイムスタンプの信頼性だけを証明するのでは
なく、ビジネスプロセス全体を証明する必要がある。鉄道の運行記録が良い
例で、日々の対策と運用が出来ているかによって、証拠能力が総合的に判断
される。
3.3.4 社団法人 日本画像情報マネジメント協会(JIIMA)
3.3.4.1 概要
日本画像情報マネジメント協会（Japan Image Information Management
Association、以下、JIIMA）21は、1958 年に日本マイクロ写真協会として設立さ
れた。1962 年には経済産業省より社団法人として認可され、文書情報マネジメン
ト分野における公認団体として機能している。現在の会員数は 261 社で、主に文
書情報マネジメント関連システムに関する事業者及びユーザによって構成されて
いる。JIIMA の主な活動内容を以下に示す。
(a) 資格制度
JIIMA 新資格制度委員会を中心として、文書情報マネジメントシステム構
築のための人材を認定するための資格制度「文書情報管理士」が制定された。
文書情報管理士資格は 2 級・1 級・上級の 3 段階に分かれており、現在 2500
名以上が認定を受けている。
21

http://www.jiima.or.jp/
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(b) 法律面での活動
JIIMA 法務委員会を中心に、法律によって保存が義務づけられている書類
を、紙以外の記録媒体で保存することが許容されるよう各種活動を行ってい
る。具体的には、紙書類等をスキャナにより電子化したもの（電子化文書も
しくはイメージデータと呼ぶ）や、マイクロフィルム等の画像情報の法的証
拠能力をより確実なものとするための提案がなされている。
昨今の活動成果として、マイクロフィルムの文書取扱規程[JIIMA-MF]や、
行政機関の電子化文書取扱ガイドライン[JIIMA-GL]が公開されている。
(c) 標準化活動
JIIMA 標準化委員会を中心として、日本規格協会からの受託により文書情
報マネジメントの標準化原案を策定した。これを元に 2003 年 11 月に JIS Z
6016「紙文書及びマイクロフィルム文書の電子化プロセス」が制定された。
また JIIMA は ISO/TC171（文書画像応用）の審議団体として活動してお
り、最近では電子記録の互換性、長期保存及び法的証拠性の確保等に関する
検討を行っている。AIIM（国際画像情報協会）とのパートナーシップを提携
しており、標準化活動等に関する情報交換も行っている。
3.3.4.2 ヒアリングの抄録
JIIMA におけるヒアリングの抄録を以下に示す。なお、JIIMA は民間のサービ
ス事業者とは性格が異なるため、3.2 節で示した(a)〜(g)の項目を元としたディス
カッションは行なっていない。
(a) 資格制度に関する今後の展望
文書情報管理士の資格取得者には、認定証書と証明カードが付与される。
このうち現行の証明カード（図 3.3-6）を IC カード化し、資格保持者の電子
証明書を入れることで、電子署名の基盤とすることを検討している。

図 3.3-6

文書情報管理士の証明カード
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現在多くの企業では、紙文書の電子化やマイクロフィルム化をアウトソー
シングしている。この場合、元の文書を作成した人と、その文書をイメージ
データ化する人とは、人物も所属する組織も異なる。このため紙文書からの
変換過程において、不正が行われないようするための仕組みが必要となる。
紙からマイクロフィルムへ変換する場合（撮像タイプと呼ばれる）、依頼し
た文書が適切に処理されるために、作成依頼書と作成証明書が取り交わされ
る（図 3.3-7）。作成依頼書には、依頼者の署名・捺印が記されており、何の
文書をどれだけ電子化するかが指定されている。この依頼書を元に、文書情
報管理士等が撮像を行い、作成証明書に署名・捺印を行う。国税関係書類を
マイクロフィルム化する際の作成依頼書・作成証明書への署名・捺印につい
ては、旧大蔵省の告示によって定められている。

図 3.3-7

マスターフィルム文書作成依頼書と文書作成証明書の例

このように、紙からマイクロフィルムへの変換（撮影タイプ）については、
不正を予防するためのガイドラインが整備されているといえる。撮影タイプ
の場合と同様に、紙からスキャナ等を用いて電子化データを作成する際にも、
その電子化データが確実に依頼者から作成依頼を受けたもので、管理士等に
よって電子化が行われたものであることを示す必要がある。このための基盤
として、文書情報管理士による電子署名が必要と考えている。
紙の作成と電子化のタイミングは異なるため、電子化データをいつ作成し
たのかが問われることもある。また、電子化データ自体の改ざんを検出する
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必要もある。このため、電子化データに対してタイムスタンプを付与する必
要があると考えている。現在、サービスを完全委託する形で、JIIMA がタイ
ムスタンプサービスを提供するためのシステム開発を行っている（図 3.3-8）。
また JIIMA では、タイムスタンプの有効期限が切れるタイミングで、情報
をマイクロフィルム（最低でも 500 年は保存可能）22に移すのが良いのでは
ないかと考えている。長期に保存された文書を再度見る機会はほとんどない
ことと、管理コストの削減が主な理由である。マイクロフィルムへデータを
出力する際に、電子署名等の情報を埋め込む必要があるのではないか等の議
論もある。

タイムスタンプ局
•紙の前処理
•スキャニング
•検査
•検索キーの付与
•イメージデータの作成
•電子署名の付与

紙書類

ハッシュ値

タイムスタンプ付与

TimeStamp
2004.2.14
15:45:00

紙文書電子化の依頼者

入力操作者

電子署名とタイムスタンプ
が付与された電子文書

（文書情報管理士など）

図 3.3-8

電子化文書の法的証拠能力強化のためのスキーム

このようなシステムはｅ文書法23の動きと歩調を合わせ、近くトライアルを
開始する予定。ｅ文書法については、社団法人 日本経済団体連合会（以下、
経団連）が中心に官側と最終折衝を行っているが、その話がまとまった段階
22 マイクロフィルムの寿命は、約 500〜900 年といわれている。
http://www.kyokuto-micro.co.jp/media.html
23 日本政府の IT 化推進組織である IT 戦略本部が発表した e-Japan 戦略 II 加速化パッケージの
中で、法令により民間に保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票
のうち、電子的な保存が認められていないものについて、原則としてこれらの文書・帳票の電子
保存が可能となるようにすることを、統一的な法律（通称「e-文書法」）の制定等により行うこと
が示された。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040206honbun.html
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でトライアルを実施する形になる。システムの本格運用は、e 文書法が国会で
承認された後になる。
(b) 法律面での活動に関する今後の展望
元来日本では、原本を紙とし、マイクロフィルム等はあくまでも複写扱い
とすることが主流だった。JIIMA の法務委員会では、マイクロフィルムの法
的な証拠能力を確立することを目的に活動を行い、国税関係の帳簿書類の電
子化、マイクロフィルム保存、5 年の制限の撤廃等を訴えつづけてきた。
平成 10 年の大蔵省告示により、クレジットの申込書や口座振替依頼書、保
険の申込書等については、3 年間の紙原本保存の後、4 年目以降は検索を条件
にマイクロフィルムが認められている。JIIMA では、併せて文書イメージの
保存についても認めるように求めてきたが、イメージ化することにより筆跡
や筆圧等の情報が失われ、改ざんの検出が困難となることを理由に認められ
なかった。
世界的にみると、電子文書の保存に関してはカナダ、オーストラリア、韓
国等が先進的な取り組みを行っている。韓国では 2001 年に、技術的な要件を
規定した上で、行政文書のイメージ化が認められている。
保存以外にも、電子申請の添付書類の電子化についての議論がある。例え
ば国税庁の電子申告では、紙の証票を電子化することを進めている。医療や
製薬業界等でも紙の添付書類は莫大な量だが、同じく電子化が検討されてい
る。
現在のところ、このような電子化された文書に対して、証拠能力が疑われ
るような係争事例はまだ無い。例えば保険の分野では、申込書の電子化イメ
ージを持ってはいるが、係争のときは紙の申込書を提出するのが一般的とな
っている。JIIMA では、
「電子化文書は法的証拠能力を持つ」というのではな
く、
「法的証拠能力を強化する」という位置づけだと説明してきている。電子
化文書が、裁判で採用されるかは、あくまでも裁判官の心証に委ねられてい
る。
紙を残すのは日本の文化かもしれない。官では、原本は紙で無ければなら
ないという認識が根強いように感じる。電子化文書を普及させていくために
は、紙を捨てた時点で、イメージデータが原本になる、という考え方を広め
ていく必要があるだろう。JIIMA が東京都内で簡単なサンプリング調査をし
た結果によると、大手企業では年間 2 億ページから 40 億ページ程度の紙文書
が管理されている。このように、紙文書を電子化することによるコスト・メ
リットは計り知れないものがあるのではないだろうか。
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3.4 まとめ
タイムスタンプの適用範囲は広く存在し、潜在的なマーケットは公開文書（約
款、技術報告書、IR 情報）、知的財産（実験データ、設計図、写真）、業務文書
（契約書、議事録）
、記録（作業・検査報告、監査記録）等、多様な分野・業界に
わたって散在する。今回のヒアリングでは 3 つのタイムスタンプサービスの事業
者を対象としたが、どの事業者も幅広いマーケットに対して、それぞれ特色ある
サービス展開をしている。
NTT データは、SecureSeal のサービスだけではなく、他のサービスとの融合に
よって CECTRUST（電子原本性保証サービス）や、電子契約文書の交換サービス
等を展開24している。タイムスタンプだけではなく、トータルパッケージを提供す
ることで、1,000 件を越える多くのユーザを獲得している。
アマノと国立印刷局が行っている官報情報検索サービスも、文書発行・配布・
検証のトータルパッケージである。このサービスは、1 つの機関が大量に発行する
文書にタイムスタンプを付与し、それを多くの市民が検証する、G2C における「1:n
のモデル」だといえる。1:n のモデルでは、大量のタイムスタンプをどのように処
理するかという問題と、ユーザ（市民）の検証環境をいかに簡単かつ安価なもの
にするかという問題が発生する。アマノでは、前者については高性能なタイムス
タンプ環境を構築25し、後者については無料の Acrobat プラグインを配布すること
で解決している。
タイムスタンプは、技術的にはマイクロ秒やナノ秒、あるいは将来的にはピコ
秒単位のタイムスタンプを付与したり、タイムスタンプ・トークンの時間的前後
関係（order）を特定することができるサービスも実現可能かもしれない。しかし
タイムスタンプの時刻精度（accuracy）に関しては、技術的な可能性と、市場の
ニーズとのミスマッチが見られるという声が多かった。原子時計や GPS 等、正確
な時刻を得られることもタイムスタンプの魅力の 1 つではあるが、基本的には、
第三者による時刻の存在・完全性証明をすることが目的である。時刻の精度は低
いが安価であるというサービスに対し、ニーズが高い場合もあると考えられる。
特に 1 スタンプ当たりの料金については、顧客のニーズに合わないという事例が
多く見受けられた。将来的には SII が示唆したような、従量課金ではない定額制モ
デルも考えられる。そこでは、タイムスタンプ・トランザクションのスループッ
トをいかに制限するかが課題となる。
電子・紙を問わず、文書情報のライフサイクル26を考えたとき、JIIMA の提唱
しているモデルも一つの解といえる。2003 年に経団連が会員企業 11 社からの聞
き取り調査に基づいて試算した結果、経済界における税務書類の紙による保存コ
24
25
26

http://www.nttdata.co.jp/services/s090102.html
特開 2003-244139
電子文書と紙の相互変換、配送、保管、破棄等。
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ストは年間約 3,000 億円だという[KEIDAN]。経団連は財務省国税庁に対し、企業の
負担となっている紙の保存の規制緩和を求めている。
このような動きから、民間企業における紙の管理コスト（処理費、郵送及び空
間コスト）は切実な問題であることがうかがえる。ドイツ政府は、紙の文書が撤
廃される前に、電子文書に対して電子署名とタイムスタンプを付与するように求
めた。このとき AuthentiDate 社がプリンターやスキャナ各社と協力し、スキャン
した情報にタイムスタンプを付与する scan-to-file ソリューションを開発し、政府
や健康保険会社を中心に多くの取引を行うことで成功を収めている。ドイツの成
功例は、法制度と、文書管理 ROI の要求がうまく合致した結果であるといわれて
いる[PKIJ-TS]。
民間企業においては、文書管理の効率化が必要な一方で、透明性・説明責任・
トレーサビリティの確保がますます強められる傾向にある。これらを背景として、
法的に定められた文書保管、行政に提出する書類や添付書類、あるいは係争時の
証拠書類等について、電子化を加速する動きはますます強まると考えられる。タ
イムスタンプは電子文書に対し、バックエンドで自動的にその存在証明を与えら
れる技術であり、その利用シーンは今後ますます広がるものと期待している。
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4 省庁におけるタイムスタンプのニーズ調査
本章では、国内の官公庁の業務におけるタイムスタンプ関連技術のニーズや適
用可能性を探る。調査は各省庁へのヒアリングを元に行い、関連する情報を整理
した。
4.1 調査の目的
政府の e-Japan 戦略（平成 13 年 1 月）では、電子政府の推進に向けて、
「2003
年までに、行政（国・地方公共団体）内部の電子化、官民接点のオンライン化、
行政情報のインターネット公開・利用促進、地方公共団体の取り組み支援等を推
進し、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現し、幅広い国民・事業者の IT 化
を促す」ことを目標としてかかげ、電子政府の実現に向けた取り組みを行ってき
ている。
その一環として構築が進められている「政府認証基盤（GPKI）」では、各省庁
の認証局や民間認証局等を相互に接続するためのブリッジ認証局が構築されてお
り、政府機関と国民との間の申請・届出等手続のやり取りを電子的にオンライン
で行える仕組みが実現しつつある。このような電子的な手続が浸透し、行政文書
が電子的に管理されるようになると、行政機関においてもその電子文書が「いつ
作成されたか（存在証明）
」ということと「その文書が改ざんされていないか（完
全性）」を証明することが求められるようになる。タイムスタンプ技術は、このよ
うな要請に対応するものとして、電子政府における活用が期待されている。
電子政府におけるタイムスタンプ技術の活用をめぐっては、平成 15 年 8 月に発
表された「e-Japan 重点計画-2003」においても、重点政策 5 分野の一つ「行政の
情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進」の中で、電子文書の長
期保存のための基礎技術の研究開発の一環としてタイムスタンプ・プラットフォ
ーム技術の研究開発を行うこととしている。さらに、平成 16 年 2 月に発表された
「e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッケージ」では、政府として取り組むべき重点施策とし
て「e-文書イニシアティブ」27が設定された。民間に保存が義務付けられている財
務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票の電子保存が可能となるようにするこ
とを、統一的な法律（通称「e-文書法」）の制定等により行うことを目標に定めて
いる。
本調査では、タイムスタンプ技術の電子政府への適用可能性に焦点を当て、各
省庁におけるタイムスタンプ技術に対するニーズや適用に向けた課題・要件等の
整理を行うことを目的とする。
27

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040206honbun.html
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4.2 調査方法
ヒアリングによる調査では、関連省庁のコンタクト・パーソンに対して、主に
以下の項目について議論する形で行った。
z 関連業務の電子化の状況
z タイムスタンプ技術に対するニーズと導入状況
− タイムスタンプ技術に対する代替案の検討の有無
− 採用しているタイムスタンプ技術
− TSA の運営主体
− 電子署名の長期保存技術
− 利用している製品・サービス名
− 利用しているサービスの類型（標準時配信・受信型サービス、
標準時配信・証明型サービス、時刻認証・保存型サービス、時
刻認証・流通型サービス）
z 関連する業務・手続等における時刻証明／原本性確保に対する要件
− 時刻証明等が必要となる業務・手続等の有無とその内容
− 現状の運用形態（事務理処理フロー、証明書類等）
− 当該業務・手続等における時刻証明の要件（時刻証明の制度、
第三者等による当該証明の正当性の担保の必要性、法的根拠等）
− 文書の長期保存に対する要件（保存期間、セキュリティ要件、
等）
− 現状の運用における課題（電子化に対する要請、管理上の問題
点等）
− 文書のライフサイクル（電子→紙 and/or 紙→電子）に応じた管
理方法
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4.3 調査結果
ヒアリングを行った省庁等と、ヒアリングに協力していただいたコンタクト・
パーソンの一覧を以下に示す（ヒアリング実施順）。

1. 法務省
− 西江 昭博 氏（民事局付）
2. 国税庁
− 梅田 直嗣 氏（長官官房 企画課 情報技術室 主査）
− 佐々木 一憲 氏（長官官房 企画課 情報技術室 プロジェクト管
理担当）
3. 特許庁
− 戸島 弘詩 氏（総務部 総務課 調整班 計画係長）
4. 総務省
− 髙原 剛 氏（総務省 自治行政局 市長村課 住民台帳企画官）
− 瀬脇 一 氏（総務省 自治行政局 地域情報政策課 課長補佐）
− 永江 修明 氏（(財)地方自治情報センター 住民基本台帳ネット
ワーク全国センター システム担当 主任研究員）
− 山下 敦裕 氏（(財)地方自治情報センター 住民基本台帳ネット
ワーク全国センター システム担当 サブ・テクニカルマネージ
ャ）
− 木嶋 淳 氏（(財)地方自治情報センター 総合行政ネットワーク
全国センター システム担当 主任研究員）
− 中山 満弘 氏（(財)地方自治情報センター 総合行政ネットワー
ク全国センター システム担当 主任研究員）
5. 財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC）
− 石山 敏雄 氏（CALS/EC 部 電子入札コアシステム開発コンソ
ーシアム事務局 主任研究員）
− 鈴木 周一 氏（CALS/EC 部 次長）
6. 国立国会図書館
− 中山 正樹 氏（総務部 企画・協力課 電子情報企画室 主査）
なお、1 回のヒアリングは 2 時間程度を要し、事前準備を含めた全てのヒアリン
グ調査は 1 ヶ月程度で完了した。
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4.3.1 法務省
① 「公証制度に基づく電子公証制度」について
公証制度とは、契約等について、その内容や成立時期を明らかにして、後
日の法的紛争の発生を予防し、取引等の安全を図ることを目的とするもので
ある。公証人は、 (1)公正証書の作成、(2)私署証書や会社等の定款に対する
認証の付与、(3)私署証書に対する確定日付の付与等を行うものとされている。
従来の書面による公証制度と同様の機能を電子的なデータに対しても利用
できるようにすることを目的として、平成 12 年 4 月に「商業登記法等の一部
を改正する法律」が制定され、同法に基づいて「公証制度に基づく電子公証
制度（電子公証制度）」が創設された。電子公証制度は、現在書面による文書
について行っている認証や確定日付の付与を電磁的記録についても対象を広
げるものである。電子公証業務を行う公証人である指定公証人が、電子私署
証書の認証、確定日付の付与を行う。
電子公証制度では、従来、書面による文書に対して、公証人が日付、公証
人氏名を記載し、職印を押印していたことに代えて、電磁的記録に対して電
子情報に公証人が日付情報を付与し、電子署名を行う。嘱託人（電子私署証
書の認証や電子確定日付の付与を受けようとする人）の認証は、
「商業登記に
基づく電子認証制度」に基づいて商業登記認証局により発行された電子証明
書により行われる。表 4.3-1 に電子公証サービスの内容と料金について示す。
表 4.3-1 電子公証サービスの内容と料金
（出典：日本公証人連合会資料をもとに作成）
サービス
電子確定日付の付与
電子私署証書の認証

同一性の証明

同一情報(複製)の取得

サービスの概要
料金
電子文書の成立時期及び内容を証明す 1 件当たり 700 円
る電子確定日付（日付情報）を付与
電子文書にデジタル署名を付与した電 1 件当たり 11,000 円(原則)
子私署証書を指定公証人が認証
(電子定款の認証の手数料は
50,000 円)
電子確定日付文書、電子私署証書が、 1 件当たり 700 円
確かに指定公証人により認証されたも
のと同一であることを証明する
・ 指定公証人に電子文書の原本保存 ・ 電子文書の保存の手数料：
1 件当たり 300 円
を依頼
・ 電子確定日付文書、電子私署証書 ・ 同一情報《複製》の取得の
手数料： 1 件当たり 700 円
の原本の複製を依頼し、その結果
(原則)
を取得

② 電子公証制度による確定日付
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電子公証制度では、電子文書に対して確定日付の付与を行う（図 4.3-1）。
電子的な情報に、指定公証人が日付情報を付し、これに電子署名をすると、
この情報は「確定日付ある証書」とみなされる（民法施行法第 5 条第 1 項及
び第 2 項）。

図 4.3-1

電子公証制度における確定日付の付与（出典： 法務省）28

③ 債権譲渡と確定日付
民法においては、指名債権を譲渡した場合、債務者に通知し，または債務
者が承諾しなければこれに対抗できないと規定されている。さらに、債権譲
渡において、元の債権者 A が、譲受人 B とある債権の譲渡の合意をし、その
後 A が別の譲受人 C と同一の債権について譲渡の合意をした場合に、どちら
が新しい（正当な）債権者になるのかが問題とされるケースが考えられる。
このようなケースにおいて、B が C に対して、自身に債権が譲渡されたこと
を主張するためには、債務者への通知または承諾は、確定日付のある証書に
よって行わなければならないとしている（「債権の譲渡を第三者（債権の二重
譲受人、差押債権者、破産管財人等）に対して対抗することができる」とい
う）。
民法施行法第 5 条では、確定日付がある証書として以下のようなものを規
定している。
z 公正証書
z 登記所・公証人役場で日付印を押した私署証書
z 官公署においてある事項を記入し日付を記載した私署証書（例えば、
内容証明郵便など）
28

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/m1-4.html
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④ タイムスタンプ技術へのニーズと課題
例えば、不動産登記では、登記の申請が役所で受け付けられた順番が重要
であり、申請自体の日付や時刻そのもののデータが重要になることは少ない。
それゆえ、不動産登記についてもオンライン化が進められているが、時刻証
明が要件とされているわけではない。
電子確定日付におけるタイムスタンプ技術の利用可能性については、現行
の法制度上では、民間の事業者が行う電子公証サービス等による時刻証明で
は法的要件を備えた確定日付とは認められない。
4.3.2 国税庁
① 「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」について
国税庁では、納税者の利便性向上を目的として「国税電子申告・納税シス
テム（e-Tax）」の開発を進めている（図 4.3-2）。
e-Tax では、現在書面を用いて行われている以下のような申告、納税及び申
請・届出等について、インターネット等から利用することが可能になる。
e-Tax では、以下の手続を利用することができる。
z 申告：
所得税（死亡した場合のいわゆる準確定申告を除く。以下同じ。）、
法人税（連結納税に係る申告を除く。以下同じ。）及び消費税（地方消
費税を含む。以下同じ。）に係る申告
z 納税：
全税目に係る納税（源泉所得税の納付や納税証明書の発行のための
手数料の納付を含む。）
z 申請・届出等：
青色申告の承認申請、納税地の異動届及び納税証明書の交付請求等
の申請・届出等
e-Tax は、平成 16 年 2 月から段階的に運用開始され、名古屋国税局管内の
納税者及び委任を受けた税理士等からの開始届出書の受付が開始された。
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図 4.3-2

国税電子申告・納税システム（e-Tax）（出典：国税庁）29

② 納税証明書について
納税証明書とは、課税額の納付状況の証明であり、納税額、所得金額、未
納の有無等を税務署長等が証明するものである。納税者は、金融機関からの
融資や保証人の審査、各種施設等への入園・入居申請、軽自動車の継続審査
といった民間、行政との取引や手続において、納税証明書が求められる場合
がある。
ヒアリング応対者の説明によると、国税庁から電子的な納税証明書を発行
しようとする場合、納税者に正しい発行時刻を示すために、第三者機関を利
用した証明の必要性について検討がなされた経緯があるという。また、納税
者の側からみた時刻証明のニーズとして、オンラインで申請を行った際に回
線や国税庁側のセンターの障害があって申請書が送信できなかった場合に、
申請の時刻を証明したいという動機は考えられるとのことである。しかし、
いずれのケースについても、設計時点における時刻証明という技術の動向や

29

http://www.e-tax.nta.go.jp/gaiyou/gaiyou3.html
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国税庁が対象とする広範なユーザが負担すべき利用コスト等を考慮し実現に
は至っていない。
電子的な納税証明書に関する論点としては、署名や証明書の有効期限や失
効の問題もある。納税証明書は、上記のような民-民の間の契約において使用
する場合等において、納税者の求めに応じて税務署長等の署名がなされた納
税証明書として発行される。
納税証明書を電子化した場合、書面の場合に対応して税務署長等の電子署
名と証明書が付与されるが、発行された納税証明書が相当期間を経て流通し
た場合、流通の過程でこの証明書が失効した場合にそれをどう扱うべきか、
また、証明書の有効期限を延長させることが必要になるかといった事項が問
題になる。納税証明書発行時点で有効であることが確認されている納税証明
書が、相当期間を経て流通し、その流通の過程で証明書が失効したことで、
納税証明書が無効になることはないと思われるがそれを受領した第三者がど
のように確認をするかが多少気になる部分ではある。
③ 国税庁への申請の到達と納税者への通知にかかる問題
時刻証明にも関係する問題として、納税者から国税庁への電子申請の到達、
ならびに、国税庁から納税者への電子的な通知、それぞれにおける処理の方
法に関する事項がある。
税務手続における期間、期限等の取り扱いについては国税通則法で定めら
れている。ヒアリング応対者の説明によると、納税者から電子申請があった
場合、申請書が作成した時刻そのものよりも、いつシステムに到達したかが
重要となる。現在のシステムでは、システムの内部時間（UTC（協定世界時）
を使用）と到着順で管理されており、タイムスタンプ技術を採用するには至
っていない。申告に関して係争になった場合でも、現在のシステムで対応は
可能であると考えているという。
また、申告書を郵送する場合は、消印等による発信日付が提出日であると
の適用を受けているが、電子申告の場合に、民間の第三者機関による公証シ
ステムで代用できるかについては、論点の一つになると考えられる。
国税に係る係争については、
「処分通知を受け取っていない」あるいは「見
ていない」といった、行政処分に関するものの方が圧倒的に多いとのことで
ある。処分通知を電子化した場合、相手方が通知を見たということをどのよ
うに証明するかが問題となるが、技術的にも難しい課題であると認識されて
いる。現時点では、処分通知の電子化は行われていない。
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④ タイムスタンプ技術へのニーズと課題
国税庁におけるタイムスタンプ技術へのニーズについては、国税庁（税務
署）から納税者へ発行される納税証明書や納税者から国税庁への申請の電子
化において、顕在化してくる可能性がある。
ヒアリング応対者の説明によると、以前に商用のタイムスタンプ関連サー
ビスの利用可能性について検討したことがあるが、一番の問題はコストにあ
ったという。確定申告の場合、個人 2,000 万件、法人 300 万件の膨大な申告
を処理する必要があり、しかも処理のピークが特定の日に集中する。
このような膨大な税務関係の電子データの長期保存には多大なコストがか
かる。なお、行政で扱う文書へのタイムスタンプの付与と長期保存について
は、省庁横断的に行うべきとする意見もあり、議論が必要である。
また、国による電子政府の実現に先駆けて IT 化に取り組んできた国税庁に
おいては、タイムスタンプを含む PKI 関連技術の動向を今後も注視する必要
があるという。また、証明書の失効確認等、実装可能な仕様がベンダー間で
統一化されていない現状においては、自システムでの実装と流通をどのよう
に考えていくかが必要であるとの意見が聞かれた。
4.3.3 特許庁
① 出願の受付日時等について
わが国の特許制度では、同一の発明について異なる日に 2 つ以上の特許出
願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受ける
ことができる「先願主義」を採っている（特許法第 39 条）。
さらに、特許法第 39 条 2 項では、同一の発明について同日に出願があった
場合はすべて同列に扱うことが定められており、受付時刻の前後は問わない
ことになっている（この場合、同条同項では、各出願人の協議により定めた
一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができるとしてい
る）。
特許の出願の手段については、郵送やオンラインによるものも認められて
いる（オンライン出願については、
「0 エラー! ブックマークが自己参照を行
っています。」参照）。郵送の場合、特許法第 19 条に願書等の提出の効力発生
時期の規定があり、特許庁に願書等が到達した日時は次のように判断される。
z 願書または物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証
明したときはその日時
z 郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日
時
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z 郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であっ
て時刻が明瞭でないときは表示された日の午後 12 時
また、オンライン出願については、
「工業所有権に関する手続等の特例に関
する法律」第 3 条 2 項によって、特許庁のサーバへ記録がなされた時に特許
庁に到達したものとされている。
② オンライン出願と特許電子図書館（IPDL）
特許庁では、特許・実用新案・意匠・商標の出願手続・査定系審判手続及
び PCT の国内段階移行後の手続のオンラインでの受付を平成 12 年 1 月から
行っている30。現在では、特許・実用新案出願に占めるオンライン手続の割合
は 96％になっている。オンライン出願では、専用のパソコン出願ソフトが作
成した電子出願フォーマットのファイルを ISDN 回線により特許庁へ送信し、
受領書を受け取る。受領書はその日のみ受け取り可能で、出願番号通知の役
割も兼ねている（図 4.3-3）。
オンライン出願においては、受付時間が開庁日（休日、祝祭日、年末・年
始等の閉庁日を除く）の 9:00〜22:00 と規定されており、日が変わる直前に
出願したために、システムの処理時間から日付が変わってしまう、という問
題が起きる可能性は少ない。
「特許庁 特許電子図書館（IPDL）」は、特許庁が保有する産業財産権情報
のデータベースと検索用システムを提供するサービスである。明治以降発行
された特許・実用新案・意匠・商標の公報類約 4,800 万件とその関連情報に
ついて検索することが可能となっている。IPDL において、特許・実用新案の
各種公報が公開された日付及びそれ以降に改ざんされていないことを確認し
たいという要求が今後生じる可能性がある。その場合には、タイムスタンプ
技術の利用が考えられる。

30

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2003_pdf/honbun/4-3-1.pdf
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図 4.3-3

特許庁オンライン出願（出典：特許庁）31

③ タイムスタンプ技術へのニーズと課題
特許制度においては、国際的にも、日付単位で特許の管理がなされており、
審査官が自国や他国の特許を参照する際には日付単位で検索している。国に
よっては、標準時がひとつとは限らず、またサマータイム制度がある場合も
あるので、現地の時刻で受付時間を記録すると管理が煩雑になる。従って、
もし仮にタイムスタンプ技術を使って出願時刻を正確に記録するのであれば、
世界共通の時刻を用いることが望ましいと考えられる。また、現行の特許制
度のもとでは、サーバのタイマー機能による時刻は信頼できるものであり、
願書等の受付時にサーバの時刻を記録しておくことで、その受付時刻を証明
することができる、と想定されている。

31

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/pc/psyutugaiyou4.htm
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一般に、単純なログの保管の場合では、サーバ管理者が証拠を残さないで
ログの改ざんを行うことが技術的には可能である。ある時点で作成されたロ
グが、その後に改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプ
を活用することは有用かもしれない。
そのほか、タイムスタンプ技術へのニーズが考えられる事案としては、特
許の権利期間 20 年間に対応した文書の長期保存が想定される。ただし、タイ
ムスタンプが付与された文書を長期にわたって検証可能とするためは、電子
署名の長期保存とデータ量の肥大化が課題と認識されている。
4.3.4 総務省
① 電磁的記録式投票（電子投票）について
平成 14 年 2 月に「電磁的記録式投票特例法」が施行され、地方自治体の首
長や議員の選挙にコンピュータを使った電子投票を行えるようになった。平
成 14 年 6 月には岡山県新見市の市長選及び市議選において、初の電子投票が
実施された。また、平成 15 年には広島市長選、白石市議選等が実施されてい
る。電子投票によって、投票の正確性や開票の迅速性が高まる効果が得られ
るとされている。
総務省の「電子機器利用による選挙システム研究会」が平成 14 年 2 月にま
とめた報告書[e-voting]では、電子投票を「指定された投票所で電子投票機を通
じて投票する」「任意の投票所でも投票できる」「個人のコンピュータ端末を
用いて投票できる」の 3 段階に整理している（図 4.3-4）。現在は、第 1 段階
の方法が認められているが、今後は第 2 段階、第 3 段階の電子投票の実施が
期待される。
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図 4.3-4 電子投票の各段階のイメージ図
（出典： 総務省「電子機器利用による選挙システム研究会報告書」32）
第 3 段階の電子投票では、個人の所有するコンピュータ端末を用いて投票
を行い、ネットワークを通じて投票情報を伝達する。ネットワーク上でトラ
フィックの混雑等が生じた場合には、選挙人が端末上で投票行為を行ってか
ら投票情報がサーバに到達するまでにタイムラグが生じる場合もあると考え
られる。従って、有効票の基準として ①投票情報が投票時間内にサーバに到
達すること（到達基準）、②投票行為が投票時間内になされること（作成基準）
等が考えられる。選挙人の利便性を鑑み、投票時間終了間際での投票を有効
とするためには、後者の基準を用いることが望まれる。その場合、個人の端
32

http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020201_2.pdf
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末において投票行為を行った時刻を証明するために、タイムスタンプ技術が
活用できると期待される。
② 情報公開制度について
平成 13 年 4 月に「行政機関情報公開法」が施行され、行政機関が保有する
行政文書を開示し、諸活動を国民に説明する責務を果たすことがより強く求
められている。情報公開の対象となる文書は、文書、図画に加えて、電磁的
記録が含まれる。また、適正な管理を行うために、行政機関は行政文書の管
理に関する定めを設けている。
また、平成 15 年 12 月から開催されている内閣府の「公文書等の適切な管
理、保存及び利用に関する懇談会」33では、国の機関が作成し、または取得し
た公文書等の管理、保存及び利用に係る制度の在り方が検討されている。今
後、公文書等の電子化が進展するものと考えられる中で、電子化された公文
書等の移管・保存・利用について制度面や技術面の検討がなされている。
電子化された文書の保管や公開等を行う際には、タイムスタンプ技術に対
する必要性が出てくるものと考えられる。

③ タイムスタンプ技術へのニーズと課題
ヒアリング応対者の説明によると、行政の業務において、現状では日付単
位で文章の管理を行っている場合が多く、文書の作成や承認を行った時刻を
正確に記録または確認することはあまりないとのことであった。
しかし、電子投票に関しては、オンラインでの投票を想定した場合、タイ
ムスタンプ技術の活用の可能性がある。ただし、各種の要因があり、当分の
間はオンラインでの電子投票の実現は困難であるとのことであった。
また、行政文書の電子的な保管や情報公開制度に関しては、現状では電磁
的記録を行う文書について、作成した時刻を確認できるという要件は生じて
いないが、将来的に電子的な文書の保管が進むと、文書の作成時刻と作成後
に改ざんされていないことを証明する必要が出てくる可能性があるとのこと
であった。
従って、今後、文書の電子的な保管の推進や、オンラインでの電子投票の
実現に向けて、タイムスタンプに対する要求が生ずる可能性は高いものと考
えられる。

33

http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/index.html
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4.3.5 財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC）
① 日本建設情報総合センター（JACIC）について
「財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC：Japan Construction
Information Center）」（以下、JACIC）は、国土交通省の所管する公益法人
であり、情報システムの研究開発、建設情報の提供、情報化の啓発・普及、
建設マネジメント技術の向上を図る等、建設分野の情報化に関する諸事業を
展開している。JACIC においては、建設分野における CALS/EC の研究、開
発、電子納品の推進や電子入札システムの運営支援等に関する事業を行って
いる。
② 国土交通省 電子入札システム
国土交通省では、平成 13 年 10 月より一部の直轄事業（工事及び建設コン
サルティング）の入札に電子入札システムを導入している。電子入札システ
ムでは、インターネットを用いて、競争参加資格の確認申請、確認結果の受
理、応札、応札結果の受理、再入札までの一連の作業を行うことができる。
また併せて、発注予定情報、発注情報、入札結果をインターネット上で一元
的に集約、格納し、検索を可能とする「入札情報サービス（PPI： Public Works
Procurement Information Service）」を平成 13 年 4 月から提供してきたとこ
ろである。
電子入札においては、次の効果があることが期待されている。
z 競争性の確保、受注機会の拡大：
個々の発注案件の特性に応じた入札参加条件を満たす者が、インター
ネットを通じて物理的な移動距離の制約なしに入札に参加できるよう
になることによって、より多くの応札者の参入が期待される。これに
よって、公共事業の競争性の向上が図られる。応札者側から見ると、
より多くの案件に応札する機会が拡大することにつながる。
z 建設コストの縮減：
入札行為やそれに伴う情報確認のため、応札者が発注者のもとへ出向
くための移動回数が大幅に減少する。このことにより、建設コストの
縮減が期待できる。
z 事務の効率化：
入札に伴う書類の作成、送付業務が自動化されることにより、事務の
効率化が期待できる。
平成 13 年 11 月には、「入札情報サービス（PPI）」及び「電子入札システ
ム」の仕様書、ソースプログラムならびにマニュアルが無償で公開された。
平成 15 年 4 月からは、電子入札の対象を国土交通省地方整備局等が発注す
る建設工事及び建設コンサルタント業務等の全てに拡大した、新しい電子入
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札システムの導入を行った。この電子入システムは、上述の無償公開された
電子入札システムを「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」において
改良を重ねた「電子入札コアシステム」に移行したものである（電子入札コ
アシステム開発コンソーシアム及び電子入札コアシステムについては、「③
電子入札コアシステム開発コンソーシアムと電子入札コアシステム」参照）。
新システムでは、複数の認証局から発行される IC カードに対応するとともに、
これまでの電子入札システムの機能向上を図っている（図 4.3-5）。

図 4.3-5

国土交通省 電子入札システムの概要（出典： 国土交通省34）

新システムにおいて電子入札に参加するには、複数の民間認証局からひと
つ（または複数）を選び、そこから発行された電子証明書が必要となる。電
子証明書は IC カードに格納されており、この IC カードを使用し電子入札を
行う。
電子入札に関する円滑な業務を支援するために、平成 13 年 4 月に財団法人
日本建設情報総合センター（JACIC）によって「電子入札施設管理センター
（e-BISC センター： Electronic Bid Server Control Center）」35が設置され、
電子入札システムを一元的に管理している。
34
35

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/13/130117_.html
http://www.e-bisc.go.jp/
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③ 電子入札コアシステム開発コンソーシアムと電子入札コアシステム
上述の平成 15 年 4 月から運用が開始された国土交通省の電子入札システム
は、
「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」により開発された「電子入
札コアシステム」へ移行が実施されたものである。
電子入札コアシステム開発コンソーシアムは、国土交通省が平成 13 年 6 月
に発表した「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）
」の趣旨に
則り、地方公共団体等の公共発注機関への円滑な電子入札システムの導入を
支援することを目的として、
「財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC）
及び「港湾空港建設技術サービスセンター（SCOPE）」によって設立された。
会員として、電子入札の導入を目指す公共発注機関とシステム開発能力を有
する主要 IT ベンダーが参加している。JACIC と SCOPE は、コンソーシア
ムの検討結果を受けてコアシステムを開発し、公共発注機関に有償で提供す
る。
コアシステムにおいて、提供している、または、提供を予定している機能
は表 4.3-2 の通りとなっている。
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表 4.3-2 電子入札コアシステムの提供機能（予定含む）
（出展： 電子入札コアシステム開発コンソーシアム）
平成

平成

年度
14

年度
15

年度
16

V2

V3

検討課題

平成
V1

V4

基本機能拡張
1. ユーザインターフェースの統一

応札者操作部分の仕様を統一したイン
ターフェースを提供することで入札参
加企業の混乱を回避する。
同一端末で複数の発注機関に対応でき
る仕様を実現し、応札者の多端末化を
回避する。
既存システムとの連携を容易にするた
めのインターフェースを API 方式で確
立する。
複数ハードウェア、ソフトウェア(OS,
DB 等)への対応を行う。

○
2. システム競合の回避
○
3. 既存システムとの接続の容易性
○
4. マルチプラットフォーム対応

○

業務機能拡張
5. 物品調達対応

○

6. 随意契約対応
7. 電子契約対応

○
○

8. 統合 PPI 対応
○
認証機能拡張
9. 複数認証局対応
10. GPKI 対応
○
○

12. 商業登記電子認証対応
運用
13. データセンター対応

○

○

14. データの長期保存対応
国際対応
15. 国際標準化対応

○

○
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業務合理化のための物品調達の対応を
行う。
随意契約の対応を行う。
認証局を利用しての電子契約機能の実
現を行う。
入札情報の検索・公開を行う「統合
PPI(入札情報サービス)」掲載用データ
の作成機能を提供する。
国土交通省指定の認証局以外の認証局
への対応を行う。
平成 15 年度当初に GPKI(政府認証基
盤)へ中央省庁が対応するため、平成 14
年度中に対応を行う。
LGPKI(地方自治体組織認証基盤）対応
を行う。
法務省が発行する商業登記に基礎を置
く電子認証の対応を行う。

○

11. LGPKI 対応

適用

iDC 等データセンターを活用したアウ
トソーシングを可能とする。
データの長期保存のため、特定のアプ
リケーションシステムを提供する。
電子入札国際標準の検討及びコアシス
テムへの実装を行う。
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④ タイムスタンプ技術へのニーズと課題
ヒアリングでは、国土交通省や地方自治体等において導入されている電子
入札システムの現状やタイムスタンプ技術の適用可能性等に関して質問を行
った。
電子入札システムにおいては、入札記録にタイムスタンプを付与する要件
が想定される。ヒアリング応対者の説明によると、電子入札コアシステムで
は、サーバ側の時刻を基準として、クライアント側と同期を取っており、双
方共通の日時で処理する仕組みになっている。ただし、従来の入札制度と同
様、入札に関する時間の処理は日付単位によって行われており、分秒までが
問われるケースは発生していないとのことである。また、入札において、着
順の先後によって有利不利が変わるようなこともない。
表 4.3-2 に示したように、データの長期保存への対応が検討課題として認
識されている。これについては、長期にわたって電子保存されたデータが、
将来のアプリケーションが対応していない等の理由により見ることができな
くなるという課題への対応について、議論されたとのことである。
ヒアリング応対者からは、入札が行われ、落札者の決定がされた後の契約
手続きの電子化（電子契約）に対するニーズが指摘されている。電子契約に
おいては、これまでの取引上の慣行・慣習と異なる運用が必要になる場合も
あり、普及に向けては、技術的な課題の解決のほか、法制度や環境の整備が
不可欠になると考えられる。
4.3.6 国立国会図書館
① 国立国会図書館について
国立国会図書館（NDL, National Diet Library）は、国会法第 130 条の規
定にもとづき、国立国会図書館法により 1948 年に設立された、わが国におけ
る唯一の国立図書館である。
国立国会図書館は、日本国内で刊行される出版物を納本制度36により広く収
集し、長期にわたって保存すると共に、国会、行政及び司法の各部門及び国
民に対してサービスを提供している。
国立国会図書館では、1998 年に策定した「電子図書館構想」に基づき、基
盤を整備し電子図書館サービスを充実させてきた。2004 年には、「国立国会
図書館中期計画 2004」を策定し、今後の 5 年程度を目途として達成すべき電
子図書館サービスの具体的方向とその実現に必要な枠組みを示した。この計
画の中の柱の一つであるデジタル・アーカイブの構築では、
「利用における地
36

国立国会図書館法によって規定された、国内で刊行された出版物を国立国会図書館に納入させ
る制度。
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域的格差を改善し、利用者の利便性を高めるために当館所蔵の資料の電子化
を推進する。また、オンライン系情報資源を広く収集し、消失を防ぐととも
に、永続的な利用確保に力を注ぐ。」という姿勢を示している。
② 電子情報の長期保存
国立国会図書館では、電子情報を長期的に保存し、そのアクセス手段を確
保するための課題を探るために、「電子情報保存に係る調査研究報告書」
[NDL-LTA]（以下、調査報告書）を作成・公開している。調査報告書では、次の
8 つの内容を主なテーマとしている。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

諸外国における電子情報保存への取り組み状況
技術動向
OAIS 参照モデル
メタデータ
コスト
保存媒体・環境
情報発信者と図書館の協働作業
国内における電子情報保存の現状把握

ここで OAIS 参照モデル(Reference Model for an Open Archival
Information System)とは、CCSDS(Consultative Commitee for Space Data
Systems)によって検討されている電子データ保存の技術標準[CCSDS-OAIS]であ
る。CCSDS は各国の宇宙関係機関が協力して設立した団体で、1990 年より
ISO TC20 SC13 として活動している。OAIS 参照モデルは現在、ISO
14721:2002 として標準化されている。
OAIS 参照モデルでは、電子データの長期保存のために必要なモデルを詳細
に定義すると共に、マイグレーション(migration)と、アクセス維持(access
service preservation)の方法について分析・検討している。
マイグレーションとは、電子情報を移行(transfer)することをいう。例えば、
メディアの老朽化やフォーマットの陳腐化に伴うコスト面・効率面での要求
から、マイグレーションが必要となる。OAIS 参照モデルではマイグレーショ
ンを、Refreshment, Replication, Repackaging, Transformation の 4 つに分
類している。
アクセス維持とは、保存されている情報に対するアクセス手段を維持する
ことをいう。OAIS 参照モデルではアクセス維持のシナリオとして、API の
保存、ソースコードの保存、エミュレーションの 3 つを挙げている。
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③ タイムスタンプ技術へのニーズと課題
国立国会図書館では、資料のデジタル化（電子化）を推進し、ネットワー
ク系電子情報のアーカイブを検討している。電子化文書や、アーカイブデー
タの完全性を確保するために、タイムスタンプは有用な技術であると考えら
れる。以下で、ヒアリング応対者の説明を要約する。
国立国会図書館では今後、紙だけではなく、媒体を問わず電子データを保
存する必要があり、本格的にデジタルアーカイブの構築を行うことになるだ
ろう。例えば、長期保存のために紙資料を電子化し、それをインターネット
で公開するなどのサービスや、電子書籍の様に初めからデジタルで出力され
る（ボーンデジタル）データを収集・蓄積・公開するサービス等が考えられ
る。また、ネットワーク上の Web データを文化的な資産として記録すること
も検討している。
現在、紙をデジタル化するためには法律的な障壁があり、今後解決すべき
と認識している。なお、国会図書館では「近代デジタルライブラリー」37とし
て、明治時代に刊行された 17 万冊の内の著作権が切れた図書について、長期
保存の観点も含め、電子化を進めている。既に、5 万冊が公開されている。
Web アーカイブについても積極的に取り組んでいる。e-Japan 戦略Ⅱ加速
化パッケージでは、国立国会図書館における政府刊行物のアーカイブや、政
府各機関ホームページの長期的保存が示された。Web については、見た目と
感覚(look and feel)が重視される傾向にある。これを完全に実現するためには、
印刷するしかないかもしれない。少なくともリンク情報は変更しなければな
らないので、データの原本性はない。
一般的にみて、行政での文書保存は長くて 30 年程度、平均的には 7 年程度
だと考えている。また、ベンダーも一般的には 7 年ぐらいまでしか対応しな
いのではないだろうか。これに対して、国立国会図書館は永久的に保存しな
けばいけない。タイムスタンプも含め現在の技術だけでは、永久的に完全性
を確保するという要件を満たすことはできない可能性がある。

37
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5 まとめ
タイムスタンプの普及にはまだ多くの課題がある。タイムスタンプよりも先行
して整備されている電子署名についても、その普及に関してはまだ多くの課題が
あるが、多くの面でタイムスタンプも同じような課題を内在している。
電子署名を行った電子文書が、押印や手書き署名を行った書類と同様な証拠に
なりうるということは、電子署名法等の法整備により確立しつつある。そして、
これらを前提とした多くの電子申請システム等が既に開発され利用されている。
しかし、電子申請等の利用が普及し電子署名が有効に機能するためには、技術的
課題への対応だけでなく、電子署名を使うそれぞれの業務に関連する法律や制度
の見直し、さらに電子文書等に対応した業務の最適化等が重要なことが分かって
きた。
これまでの紙と押印、手書き署名を前提とした社会と、電子文書と電子署名を
考慮した社会の間には、慣習や業務プロセス等の面で大きな隔たりがある。これ
らを乗り越えることは非常に大きな課題であるが、来るべき社会が電子社会と仮
定するならば、避けて通れないと考えられる。タイムスタンプの利用も、実現す
べき電子社会のビジョンの中で検討されるべきだと考えられる。

① タイムスタンプの認知度
タイムスタンプは非常に幅広い応用が考えられるが、現状では、その技術
や利用価値が、十分に認知されていない。電子政府において電子申請、電子
申告、電子入札等が利用可能になり、ようやく「誰」がその電子化文書を作
成したかを第三者に証明する電子署名の意義が理解されるようになってきた。
この電子署名は、従来の押印、手書き署名に変わるものということで、署名
をする側、署名を受け入れる側においても、ネットワーク社会において必要
なものという認識が生まれつつある。
タイムスタンプはこれに加えて、電子文書が「いつ」作成されたものであ
るか、
「いつ」から存在していたことを併せて証明することができる。タイム
スタンプで実現できる機能は、これまでの紙と押印の世界では、公証人によ
る確定日付の付与や、郵便の消印等の方法で実現されてきたが、これは押印
や手書き署名ほど一般的ではなくその必要性が認識されていないのが現状だ
と考えられる。
IT 社会、情報化社会、電子社会が成熟するに連れ、タイムスタンプの重要
性が認識されることになると考えられるが、今後はタイムスタンプの利用モ
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デルを分かりやすい形で紹介する等、社会的な認知度を上げてゆく必要があ
る。
② 電子署名法とタイムスタンプ
平成 13 年（2001 年）4 月 1 日から施行された電子署名法は、電子署名が
手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤となっている。この電子署名
法は、権利能力を有する自然人が意思を持って行う署名について規定してい
る。従って、タイムスタンプのようにサーバが行う電子署名については、そ
の範囲外である。タイムスタンプは、サーバが行う署名であり、正確な改ざ
んされることのない時刻を持ったサーバが、電子文書のハッシュ値と時刻に
ついて署名を行う。このタイムスタンプ（トークン）を発行するタイムスタ
ンプ局の運用ガイドラインも欧州等で検討されており、高い信頼性を持った
タイムスタンプ局の実現については十分な検討がなされているといってよい。
電子署名法に基づく特定認証業務の認定のようにタイムスタンプ局を認定す
ることにより、そのタイムスタンプ局が発行するタイムスタンプトークンが
法的な有効性を示せるように法制度的な検討がなされるべきかもしれない。
現在、電子文書に法的な根拠のある日付を与える場合には、電子公証制度
を使うことができる。電子公証制度では、電子公証業務を行う公証人である
指定公証人が、電子文書に電子確定日付を付与し署名を行う。しかし、現状
においては、電子公証制度が積極的に使われているようには見えない。電子
公証制度による確定日付の付与は、人が介在するため自動化が困難であり時
間がかかること、また、大量の電子文書（または電子的なトランザクション）
等の処理に向かない等効率的な方法とは言えない。これに対して、電子文書
の存在証明と時刻証明ということに関しては、信頼のおけるタイムスタンプ
局が自動的に発行するタイムスタンプ（トークン）が十分にその役目を果た
すことができると考えられる。このようなことが法的な裏づけを得ることが
できるのならば、タイムスタンプの利用の促進と共に、重要書類の電子文書
化が促進されると考えられる。
③ 官におけるタイムスタンプの利用
今回の調査において、官における利用事例はほとんど存在しないことが分
かった。潜在するニーズはあると考えられるが、現状、タイムスタンプを使
う必然性があるところは、それほど多くはないのかもしれない。ただし、民
から官への電子申請等における受領証として、行政側にタイムスタンプを利
用した電子的な受領証（電子レシート）の発行の検討を要請する士業の方の
動きもあるようである。
官において、利用事例や導入の検討が少ないのは、行政の場における現状
の電子化の成熟度の問題や、これまで「公」に対して民間ほど、コンプライ
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アンスが求められていない点があるのかもしれない。タイムスタンプの応用
範囲は非常に広く、思わぬ局面でタイムスタンプの利用が考えられるかもし
れないが、その技術の存在自体が、それほど知られていないことも要求が少
ない原因だと考えられる。
電子化の成熟度が上がるに連れてタイムスタンプのような基盤が求められ
る可能性もある。タイムスタンプは、基盤として利用されるべきなので、官
でのタイムスタンプの利用は、電子政府におけるエンタープライズアーキテ
クチャ[EA-IT]の導入等と同期して検討されるべきであろう。民間による利用同
様、タイムスタンプ技術は、電子文書や電子化文書の欠点を補うものなので、
タイムスタンプの基盤が整備されると、紙の文書から電子文書への移行を促
す可能性もある。民間では後述するように、コスト削減の面から、このよう
なことが検討されているが、官においてもコスト削減は重要な課題であると
考えられ民間と同じく検討されるべきである。
④ 郵便の果たしてきた役割とタイムスタンプ
これまでの社会では、B2B の取引等において、郵政公社の通常郵便の消印、
内容証明郵便等が重要な役割をはたしてきた。そして、多くの法制度は、紙
の書類と、人手による郵便を前提に制定されてきた。現在は、紙の書類と押
印のみの世界から、電子文書と電子署名も利用可能な世界になりつつある。
紙の書類と押印の場合は、文書作成・押印・郵送という業務の流れが実践さ
れてきた。特に重要な書類の場合、内容証明郵便等が使われており、これも
公証的な意味合いを持つ。
文書を相手に渡す手段が、物理的な郵送から、ネットワーク上の転送に移
行していく過程の中で、郵便の果たしてきた公証的な役割を補完する必要が
ある。タイムスタンプ、及び、タイムスタンプを応用した電子公証システム
は、この補完に最適なシステムだと考えられる。実際こうした目的のため、
米郵政公社（USPS）は、電子消印(EPM)サービスを積極的に展開している。
⑤ 電子文書化とタイムスタンプ
企業において長期間の文書保存の需要が増している。法律で保存期間が定
められた書類も数多く存在するが、その他にも企業の社会的責任への取り組
みが急速に進む中、完全性を確保しつつ長期間にわたり保存する文書の需要
が高まっている。例えば、製造業では、製造物責任法（ＰＬ法）等の要請に
より、製造物の責任範囲の明確化と透明性を証明するため製造図面等の長期
保存を行うことになる。
このような文書を当初から電子文書で作成保存するほか、スキャナー等で
取り込み電子化して保存すること等が盛んに行なわれている。電子化された
ものを電子化文書等と呼んでいる。これらの電子文書や電子化文書にタイム
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スタンプを施すことで、合理的に完全性を保って電子保存することが可能に
なる。また、このような電子文書、及び電子化文書を保存するための製品も
各社から販売されている。
現在、最も注目されているのが、税務書類の電子保存である。従来から税
法で民間に 7 年間の保存が義務づけられている帳簿書類については、電子帳
簿保存法により電子保存が認められていたが、契約書等取引の相手方から紙
で受け取る書類等については、電子化文書による保存は認められていない。
企業において、税務書類の保存のコスト削減が求められている。そして、コ
スト削減の観点から、日本経済団体連合会が、税務書類の電子保存範囲の拡
大の要望を「税務書類の電子保存に関する報告書」[KEIDAN]としてまとめてい
る。この報告書では、電子化する際にタイムスタンプを施すことにより、よ
り証拠能力の高い電子化文書を保存することができるとしている。
このような企業側で保存するものが電子化文書となると、従来、電子申請
等で、紙の添付書類を別送としていたものが、電子化文書としてオンライン
で処理することを認める方向にいくのではないだろうか。このような電子化
文書の扱いは、税務書類以外にも、様々な業種で考えられる。電子申請等に
おいて、原本が電子文書でない紙書類の扱いが大きな課題となっているが、
電子文書と紙の併用の問題の解決は、かなり広範囲に影響を与える可能性が
ある。そして、タイムスタンプは、この電子化にあたり重要な役割を果たす
と考えられる。
⑥ 電子社会における企業の責任とタイムスタンプ
ネットワーク化、そして電子化された個人情報の漏えい等が社会的な問題
になっている。電子社会においては、これまでの紙書類中心の社会とは異な
る企業の責任が生じる可能性が高い。
個人情報に限らず、電子文書は、一瞬にしてそのコピーが作成され空間を
越えて配布される可能性がある。IT 技術の発達により発生した新たな脅威は、
IT 技術を駆使することにより解決していく以外ない。大量の電子文書、電子
化文書等を合理的に管理するためには、これまでの、紙文書を前提とした手
法で対応できるとは考えにくい。
現在、押印や手書き署名がなされた様々な文書が紙で保存されているが、
これらはいずれ、電子文書による保存に置き換わっていくと考えられる。こ
のような書類は、その場で契約等の各種手続きに使われるだけでなく、多く
の場合、その先も長期にわたって保存されることになる。このような書類が
安全に保存され、将来何らかの紛争や監査の必要性等が生じた場合に、これ
らの文書は再び重要な意味を持つことになる。電子署名がなされた文書につ
いても、全く同じライフサイクルが形成されることになる。タイムスタンプ
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が施された電子署名の場合、長期にわたって保管していた書類に対する改ざ
ん検知や否認防止等の強力な枠組みを用意することが可能である。
今後、企業は、よりコンプライアンスを求められる方向に向かうと思われ
るが、電子署名やタイムスタンプの技術の確立とその普及は、より透明性の
ある電子社会を可能にすると考えられる。
⑦ 電子社会とタイムスタンプの必要性
電子認証・電子署名、およびタイムスタンプ技術は、企業内・公的機関内
における効率化だけでなく、日本全体の競争力を高めるためにも重要な要素
になる可能性がある。IT 化により、多くの企業が業務の効率化、そして現在
最も求められている業務のスピードアップを達成している。同様に日本の競
争力を強化するためには、事業者消費者間(B2C)、事業者事業者間(B2B)、事
業者政府間(B2G)等の対外的でオープンな関係の連携した業務プロセスのス
ピードアップと効率化を目指す必要がある。そして、対外的でオープンな関
係の連携した業務プロセスには、電子認証・電子署名やタイムスタンプ、そ
してタイムスタンプを応用した電子公証システム等の基盤が重要な役割を果
たすと考えられる。
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用語集
e-Japan 重点計画-2003

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）によ
り、平成 15 年 8 月に策定された計画。「e-Japan 戦略Ⅱ」の決
定を受けて「e-Japan 重点計画−2002」を見直し、目標達成を将
来にわたり確実なものとすべく、高度情報通信ネットワーク社会
の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策の全容を
明らかにしたもの。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030808honbun.pdf

e-Japan 戦略

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）によ
り、平成 13 年 1 月に決定されたＩＴ国家戦略。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/010122honbun.html

e-Japan 戦略Ⅱ

第二期の e-Japan 戦略として、高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部（IT 戦略本部）により、平成 15 年 7 月に決定。「構
造改革」「新価値創造」「個の視点」「新たな国際関係」という
4 つの軸を設定した。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030702ejapan.pdf

e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッ

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）によ

ケージ

り、平成 16 年 2 月に策定されたパッケージ。「e-Japan 戦略Ⅱ」
を加速させ、「2005 年までに世界最先端のＩＴ国家になる」との
目標を達成するために、政府として取り組むべき重点施策を明ら
かにしたもの。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040206honbun.html

ETSI TS 101 733

ETSI によって策定された、長期署名のための標準。RFC 3126

(Electronic Signature

と同じ内容となっている。

Formats)
ETSI TS 101 861

ETSI によって策定された、タイムスタンプの標準。RFC 3161

(Time Stamping profile)

を元に、主にクライアントとサーバの要件を追加している。

ETSI TS 101 903

ETSI によって策定された、長期署名のための標準。ETSI TS

(XAdES, XML Advanced

101 733 の XML 版といえる。ETSI TS 101 733 では CMS

Electronic Signatures)

Signed Data 構造を定義しているのに対して、ETSI TS 101
903 では XML の構造を定義している。

ETSI TS 102 023

ETSI によって策定された、タイムスタンプ局の運用要件に関

(Policy requirements for

する標準。

time-stamping authorities)
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e-文書イニシアティブ

「e-Japan 戦略 II 加速化パッケージ」における取り組みの 1 つで、
法令により民間において保存が義務づけられている文書の電子化
を可能とすることを目的としている。
参考：e 文書法

e 文書法

e-Japan 戦略 II 加速化パッケージの中で、法令により民間に保存
が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳
票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、原則
としてこれらの文書・帳票の電子保存が可能となるようにするこ
とを、統一的な法律の制定等により行うことが示された。この法
律を、通称「e 文書法」と呼ぶ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040206honbun.html

IETF

インターネット技術の標準化を推進する任意団体。活動内容は

(Internet Engineering Task

基本的にオープンにされ、誰でも自由に、会合やメーリングリ

Force)

ストでの議論に参加することができる。IETF で策定された技
術標準は、RFC(Request For Comments)という名前で文書化
され、広くインターネットを通じて参照することができるよう
になっている。
IETF では、ラフ・コンセンサス(rough consensus、最小限の
取り決め)とランニングコード(running code、実際に動くプロ
グラム)を重視しており、柔軟な仕様策定プロセスを採用して
いるといえる。
http://www.ietf.org/
http://rfc-jp.nic.ad.jp/what_is_ietf/ietf_abstract.html

ISO/IEC 13888

ISO/IEC によって策定された、電子文書の送受信における否認

(Non-repudiation)

防止サービスについての標準。電子文書の発信・受領・転送・
提出において否認防止を実現する際に、信頼できる時刻を提供
するためには、タイムスタンプ技術が必要であるとしている。

ISO/IEC 18014

ISO/IEC によって策定された、タイムスタンプ・サービスの標

(Time-stamping services)

準。RFC 3161 で定義された電子署名に基づくタイムスタンプ
技術(Part1)に加え、独立トークン(Part2) やリンクトークン
(Part3) について定めている。

RFC 3029

IETF によって策定された、任意のデータの認証と、署名文書

(DVCS, Data Validation &

の検証を目的とするプロトコル。タイムスタンプ・サービスと

Certification Protocol)

組み合わせることで、電子文書の長期保存を実現することがで
きる。
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RFC 3126

IETF によって策定された、長期署名のための標準。署名文書

(Electronic Signature

にタイムスタンプ等を再帰的に付与し続けることで、電子署名

Formats for long term

の有効期間を延長するモデルを定義している。

electronic signatures)
RFC 3161

IETF の PKIX-WG によって策定されたタイムスタンプの標

(Internet X.509 Public Key

準。デジタル署名に基づいたタイムスタンプ・プロトコル（シ

Infrastructure Time-Stamp

ンプル・プロトコルとも呼ばれる）を規定し、各種データフォ

Protocol)

ーマット等を定めている。

エンタープライズ・アーキテク 組織(enterprise)の構造と機能を体系化・記述し、全体と構成要素
チャ

の相互関係を明らかにし、その構造の背景にある基本理念・設計

(EA, Enterprise

思想を含めて企業活動の全体最適化を実現するアーキテクチャモ

Architecture)

デル。[EA-IT][EA]

確定日付

証書の作成日について、法律上完全な証拠力を認める制度によっ
て、そのような効力を認められた日付のこと。（民法施行法第 4
条）

情報の完全性

情報が正確かつ完全であることを保護すること。情報の完全性を
確保するためには、その情報に対する改ざんや、過失等様々な要
因による書き換えを検出できる仕組みが必要となる。

情報の存在証明

存在証明には様々な解釈があるが、本書においては、「ある時刻
に、ある電子文書が存在した」事実を証明することをいう。

署名

署名(signature)とは、本人の意思の下で、意味ある文書・データ

(signature)

等に、本人が確認した事を示す情報を付与する行為をいう。例え
ば、電子メールに自分の名前を入力することも、署名に含まれる。
参考：電子署名、デジタル署名

政府認証基盤

申請・届出等や結果の通知等が本当にその名義人(申請者や行政機

(GPKI, Government Public

関の処分権者)によって作成されたものか、また申請書や通知文書

Key Infrastructure)

の内容が改ざんされていないかを確認できるようにするための、
行政機関側の仕組み。
http://www.gpki.go.jp/

世界協定時

全世界で公式に採用されている時刻。各国の国家時刻標準機関が

(UTC, Coordinated Universal

生成する世界協定時を元に相互比較を行い、後日それらのデータ

Time)

を集計して決定される。

タイムスタンプ

広義には、ログファイル等に記された時刻情報やファイルの作

(time stamp)

成・更新時刻情報等を「タイムスタンプ」と呼ぶこともある。本
書では、特に電子文書の時刻を第三者が証明する技術や枠組みを
「タイムスタンプ」もしくは「デジタルタイムスタンプ」と呼ぶ。
なおタイムスタンプを「時刻認証」と呼ぶ場合もあるが、正確に
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は時刻を「認証」するのではなく、時刻情報に対して「署名」を
行うため、「時刻署名」と呼ぶ方が正しいのではないかとする意
見もある。
タイムスタンプ局

信頼できる第三者機関(TTP, Trusted Third Party)として、タイ

（TSA, Time Stamp

ムスタンプのサービスを提供するプロバイダ。

Authority,）
タイムビジネス

時刻に関する情報サービス全般をいう。「標準時配信（受信型・
証明型）サービス」「時刻認証（流通型・保存型）サービス」「検
証サービス」等に分類できる[TIMEB]。

地方公共団体認証基盤

地方公共団体が住民・企業等との間で実施する申請・届出等の手

(LGPKI)

続き、あるいは地方公共団体間の文書のやり取りを電子的に行う
場合において、作成する電子文書等の内容が改ざんされていない
かを確認する仕組み。
http://www.lgpki.jp/

長期署名

電子署名がなされた文書を、長期にわたって署名検証可能な状

(long term electronic

態とすること。ここでいう長期とは、署名用証明書の失効・有

signature)

効期限後を意味する。
参考：長期保存

長期保存

電子文書を、長期にわたって確実に保存し（保存性の確保）、

(long term archive)

みることができる状態に保つ（見読性の確保）こと。長期保存
のための課題としては、記録メディアの劣化、保存フォーマッ
トや読み込み装置の陳腐化等が挙げられる。
参考：長期署名

デジタル署名

電子署名の中で、公開鍵認証基盤(PKI, Public Key

(digital signature)

Infrastructure)に基づくものをいう。
参考：署名、電子署名

電磁的記録

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られた記録。

電子文書

広義には、電子データ全般をいう。図形や画像データと対比して、
主に文字情報を納めた電子データをいう場合もある。

欧州電気通信標準化協会

欧州内外における通信技術の標準を策定する非営利団体。本部

(ETSI, European

はフランス。

Telecommunications

標準化活動に加え、各種技術の相互接続性を確保するための取

Standards Institute)

り組みも、積極的に実施している。
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公証制度に基礎を置く電子

公証人が紙の文書について行っている認証や確定日付の付与の事

公証制度

務に対応して、電磁的記録（電子文書）についても、電子公証業
務を行う公証人である指定公証人が、電子私書証書の認証や、電
子確定日付の付与を行う制度。

公的個人認証サービス

地方自治体が市民に電子証明書を配布し、市民から地方自治体へ

(JPKI)

提出・申請された電子文書等が改ざんされていないかを確認する
サービス。2002 年 12 月のオンライン 3 法可決により正式に構築
が決定した。関連する法律として、「電子署名に係る地方公共団
体の認証業務に関する法律（公的個人認証法）」が挙げられる。
2003 年 8 月 25 日より配布が開始された住民基本台帳カード（住
基カード）に、公的個人認証サービスの電子証明書および秘密鍵
を格納することができる。
http://www.jpki.go.jp/

国家時刻標準機関

標準時を提供する国家機関。日本では独立行政法人

情報通信研

(National Time Authority,

究機構(NICT, http://www.nict.go.jp/)、米国では米国商務省標準

NTA)

技術局(NIST, http://www.nist.gov/)が NTA の機能を担っている。

国際電気通信連合

電気通信に関する国際標準の策定を目的とする、国際連合の下

(ITU, International

位機関。本部はスイスのジュネーブ。

Telecommunication Union)

http://www.itu.int/home/

国際電気標準会議

電気、電子、通信、原子力などの分野で各国の規格・標準の調

（IEC, International

整を行なう国際機関。本部はスイスのジュネーブ。

Electrotechnical

1947 年以降は ISO の電気・電子部門を担当している。日本か

Commission）

らは 1953 年より日本工業標準調査会（JISC）が参加している。

国際標準化機構

各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関。本部はスイ

(ISO, International

スのジュネーブ。ISO の会員資格は各国の代表的標準化機関 1

Organization for

つに限られており、日本からは 1952 年より日本工業標準調査

Standardization)

会（JISC）が参加している。

国税電子申告・納税システ

国税庁への申告等手続並びに国税の納付手続を汎用的に受付処理

ム（e-Tax）

するシステム。

時刻のトレーサビリティ

トレーサビリティ(traceability)とは、トレース(trace)とアビリテ
ィ(ability)の合成語で、元来は工業製品等の履歴や所在を追跡す
る方法を意味した。時刻のトレーサビリティとは、ある時刻が、
配信元(親時計)から確実に配信されたことを何らかの方法で証明
できることをいう。

電子化文書

本書では、紙媒体（申込書、契約書、領収書、図面等）をスキャ
ナ等で読みとり、電子文書へ変換したものを、電子化文書と呼ぶ。
電子化文書は、イメージデータと呼ばれることもある。
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電子署名

電子文書に対する署名が本人によってなされたことを、何らかの

(electronic signature)

技術的手段等をもって証明する仕組みをいう。PKI や PGP 等を
利用した署名は、電子署名に含まれる。
参考：署名、デジタル署名

電子投票（電磁的記録式投

従来の手書きによる投票に代わる、電子機器を利用した新しい投

票）

票方法の総称。電磁記録投票法が第 153 回国会で成立し、地方公
共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により電磁的記
録式投票機を用いた投票を行うことができるようなった。

特許電子図書館（IPDL）

特許庁が保有する産業財産権情報のデータベースと、その検索用
システムをインターネットを介して無料で利用できるサービス。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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