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資料の取り扱いについて
1. ジェアディスの資料は、優先的に会員の皆様と共有しております。公

開されている場合を除き、ジェアディス会員および関係者以外の他者
への再配布等はご遠慮ください。法人会員の場合、社内共有は問題あ
りません。

2. 一部を転載等で利用する場合は、出典の明示（当協議会の名称併記等）
をお願いいたします。

3. 資料の作成にあたっては、可能な限り、エストニア政府の公式サイト、
政府統計データ、エストニア語法令等の1次情報を確認しております
が、内容の正確性につきましては保証できませんので、あくまでも参
考資料としてご利用ください。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。



日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会 

日本・エストニア/EUデジタルソサエティ
推進協議会 （略称：JEEADiS ジェアディス）
http://www.jeeadis.jp/
エストニアをデジタル社会のモデルとし、国民視点
で日本の情報化社会のあり方を考え、世界に貢献で
きる日本を創ることを目指します。

未来型国家エストニアの挑戦 電子政府が
ひらく世界 （ペーパーバック、電子書籍）
インプレスR&Dから発売中 

ラウル･アリキヴィ理事と前田陽二代表理事が
執筆。エストニアの医療情報化も紹介。
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ジェアディスの賛助会員になる 

企業賛助会員：年会費50,000円        個人賛助会員：年会費5,000円

特典：協議会主催セミナーへの招待、セミナー資料等の共有など
www.jeeadis.jp 4
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出典：エストニア政府資料等

バルト三国
の一つ

エストニア 

九州より
少し大きい

1991年
ロシアから独立

EU加盟
ユーロ導入

人口・経済規模
日本の1/100
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インターネット自由度   世界 1位

OECD 税競争力 1位
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空気がキレイな国   世界 4位
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起業活動が盛んな国   世界 1位

人口当たりの起業率   EU 1位
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国家サイバーセキュリティ指数  1位
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EU 2020デジタル公共サービス指数 1位
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EU 最も楽観的な人々

アルコール摂取量   世界 1位
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女性医師の割合 73%  OECD 1位

データ  https://www.oecd.org/gender/data/women-make-up-most-of-the-health-sector-workers-but-they-are-under-represented-in-high-skilled-jobs.htm
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女性の活躍：大統領、首相、司法長官

写真：大統領ツイッター、司法長官ウェブサイトなど
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公共交通機関の無料化：タリン市から全国へ

写真：タリン市観光局 https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/plan/getting-around/public-transport
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無人の公共バス路線が稼働中
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自動運転宅配ロボット
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エストニアの三権分立
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直接選挙

行政権の監視
首相の任命 最高裁判所

長官の任命

憲法審査

刑事告発の提案

国民投票

選出

国防の
最高司令官

法案提出

緊急事態の宣言

首相候補
の指名

大臣の任命

根拠法：エストニア共和国憲法、共和国法など



エストニアの選挙制度
対象 選挙権等

国政選挙
（議会選挙法）

国会議員（定員101人）
任期：4年（一院制）
方式：比例代表（政党）

選挙権：18歳以上の市民
被選挙権：21歳以上の市民

地方選挙
（地方議会選挙法）

地方議員（全国1,019人）
定員は住民数による
任期：4年
方式：比例代表（政党、選
挙連合）

選挙権：16歳以上の住民
被選挙権：18歳以上の市民
外国人の投票権：長期滞在許可や永
住権等が必要

欧州議会選挙
（欧州議会選挙法）

欧州議会議員
任期：5年
方式：直接選挙

選挙権：18歳以上のEU加盟国
市民
被選挙権：21歳以上の市民

大統領選挙
（大統領選挙法）

大統領
任期：5年（２期まで）
方式：間接選挙

選挙権：議会・地方評議会議員
被選挙権：40歳以上の市民

国民投票
（国民投票法）

議会が提出する法案
方式：直接投票
賛成が過半数に達しない場
合は解散、議会選挙

選挙権：18歳以上の市民
1992年：新憲法と市民権
2003年：エストニアEU加盟
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根拠法：エストニア共和国憲法、議会選挙法、地方議会選挙法など



エストニアの選挙区
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出典：Valimisringkonnad ja valimisjaoskonnad
https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valimisringkonnad-ja-valimisjaoskonnad

※欧州選挙ではエストニアが1つの選挙区を形成する
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エストニアのインターネット投票モデル
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エストニアのインターネット投票モデル

法律 選挙人名簿
（データガバナンス） セキュリティ

透明性 ユーザー体験 ドキュメント

選挙権の保障
（投票の秘密、統一性、選挙の自由）

日本国内でインターネット投票を導入する際の参考に



出典：エストニア政府資料、行政&情報システム2018年6月号「エストニアのインターネット投票の現状と可能性」等から作成

インターネット投票の歴史
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2001年 エストニア政府が電子投票（electronic voting）のアイデアを発表

2002年 全ての選挙法で電子投票を可能とする法改正（電子投票条項）を実施

2005年5-9月  アルノルド・リューテル大統領が憲法違反を理由に地方議会選挙法改正の署名（宣言）を拒否
エストニア最高裁判所が大統領の訴えを棄却（電子投票は合憲と判断）、改正法の施行

2005年10月  エストニアの地方議会議員選挙でインターネット投票を実施（パイロットプロジェクト）

2007年 世界初となる国政選挙（議会選挙）でのインターネット投票を実施

2009年 地方議会議員選挙で全有権者の約9.5％がインターネット投票を利用

2011年 議会選挙で海外106か国在住のエストニア市民がインターネット投票を利用 

2014年 欧州議会選挙で投票者の約31.3％がインターネット投票を利用

2015年 地方議会議員選挙の選挙権が16歳以上の市民にまで拡大

2017年 
地方議会議員選挙で投票者の31.7％がインターネット投票を利用
ネット投票利用者の23.3％がモバイルIDで投票
国外居住者のネット投票率が9割を超える

2019年3月
議会選挙で投票者の43.8％がインターネット投票を利用
期日前投票の71,4％がインターネット投票によるもの
海外143か国在住のエストニア市民がインターネット投票を利用

2019年5月 欧州議会選挙で投票者の46,7％がインターネット投票を利用
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エストニアのインターネット投票の利用状況

•2019年8月までに11回の選挙でインターネット投票を実施
•現在は、投票者の約半数がインターネット投票を利用
•期日前投票の約7割がインターネット投票
•投票率向上の貢献は見られないが、ネット投票者はリピーターに

出典：Statistics about Internet voting in Estonia のデータより作成
https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia
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インターネット投票の利用者の傾向

•利用が多いのは、25歳から中高年までの世代
•高齢者の利用は増加傾向だが、若い世代の利用は少ない
•ネット投票者の約3割が、モバイルIDを利用
•電子投票は特定の政党に有利になることはない
•自宅投票者の割合が低下（1998年3％から2019年0.9％に）

出典：Statistics about Internet voting in Estonia より
https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia



エストニアの投票スケジュール（欧州議会選挙2019）
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27出典：Standing as a candidate in 2019 European Parliament elections

https://www.valimised.ee/en/ep2019/standing-candidate-2019-european-parliament-elections

•インターネット投票は「期日前投票」の一つ
•インターネット投票できるのは、投票日10日前からの7日間
•期日前投票（ネットまたは紙）すると、当日の投票（紙）はできない



投票スケジュールの変更（地方議会選挙2021/10/17）

www.jeeadis.jp
28出典：https://www.valimised.ee/et

参考：議会選挙法（2021年1月改正 38条4項、48-5条）

•インターネット投票は「期日前投票」の一つ
•ネット投票できるのは、投票日6日前からの6日間（投票日の前日20時まで）
•インターネット投票した後でも、当日の投票（紙による変更）が可能に

2021年
10月17日

16日 午後20時から
17日 午前9時まで

エストニア 地方議会選挙2021（予想）

10月14-16日10月11-13日

8 p.m.



居住地外の投票所での事前投票（２枚封筒方式）
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出典：News ERR
https://news.err.ee/637045/election-complaints-lead-to-four-criminal-investigations

•選挙日の15日前までに、投票者に（電子）投票者カードが送付
•居住地外の投票所で投票するためには申請が必要
•投票するためには身分証明書の提示が必要
•投票所で、投票用紙、2枚の封筒、選挙区内の候補者リストを受領
•投票用紙の受領時に、居住地外投票者名簿に署名
•記入済み投票用紙は、内部封筒に入れてから、外部封筒に入れる
•外部封筒に、氏名、個人識別コード、住所を記入

氏名
個人識別コード
住所328

内部封筒
（匿名封筒）

外部封筒
（記名封筒）

選挙日の30日前に住民
票に登録されているもの

参考：Electronic voter card
https://www.eesti.ee/portaal/valimised.eabi



投票データ到達
検証アプリ

（AndroidまたはiOS）

選挙
ウェブサイト

www.valimised.ee

②IDカードで認証
③候補者の選択（暗号化）
④電子署名

⑤投票データ送信
①ダウンロード

投票データは全国選挙委
員会の公開鍵で暗号化

投票者

電子投票
システム

⑥
確認

www.jeeadis.jp 30
出典：エストニア国家選挙委員会ウェブサイト等の資料から作成

⑦
開票

全国選挙委員会

二重投票が無いことを投票者電子署名で確認
個人データを分離して匿名投票データに
匿名投票データを秘密鍵（複数人管理）で復
号化

暗号化

タイムスタンプ

エストニアのインターネット投票のイメージ

1. 投票アプリケー
ションのバー
ジョン番号

2. 選挙識別子

視覚障害者サポート



インターネット投票の流れ（国民IDカード利用）
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1  投票者はIDカードをカードリーダに挿入する
2  選挙時に開設されるウェブサイトを開く
3  電子投票の専用アプリケーションをダウンロードして実行する
4  認証用のPINコードを入力する（投票者の特定）
5  選挙区の候補者リストが表示される
6  投票する候補者を選択をする
7  署名用のPINコードを入力して、自身の選択を確認する（投票の意思表示）
8  投票後は、検証アプリで投票内容（到達）を確認できる

•国民IDカードまたはモバイルIDを使って電子認証・署名を行なう
•（今のところ）スマートフォンやタブレットからは投票できない
•投票受付期間内（期日前投票期間内）であれば、何度でも再投票できる
•紙による投票（期日前投票）があった場合、インターネット投票は無効になる
•投票所での投票時間30分に対して、オンラインの平均投票時間は約3分

参考：議会選挙法、エストニア国家選挙委員会ウェブサイトなど
https://www.valimised.ee/en/internet-voting/internet-voting-estonia



エストニア共和国憲法156条：
地方議会の選挙は、一般的で統一されており直接的なものとする。投票は秘密とする。

インターネット投票の合憲性判断

www.jeeadis.jp
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最高裁判所 憲法審査室
ケース番号：3-4-1-13-05
決定日：2005年9月1日
裁判例：2005年6月28日に議会で可決された地方議会選挙法修正法を
宣言する共和国大統領の請願（修正法の違憲性）
審理日 2005年8月23日
決定：共和国大統領の請願を却下する
• 電子投票システムにおいても選挙の自由・平等の権利は守られている
• 電子投票（管理されていない環境）にのみ再投票が認められていることは、

電子投票における投票の秘密と自由を保障するために不可欠である
• 憲法は選挙実務の現代化を禁止するものではない
• 選挙実務の現代化は、平等の権利と統一性の原則の侵害発生を阻却する

出典：Constitutional judgment 3-4-1-13-05  JUDGMENT OF THE CONSTITUTIONAL REVIEW CHAMBER OF THE SUPREME COURT
参考：Internet Voting at the Elections of Local Government Councils on October 2005 Report
http://www.vvk.ee/public/dok/report2006.pdf
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インターネット投票（i-Voting）の画面例

候補者の表示はツリー形式
検索機能も備える

出典: Stages of i-voting in voter application
https://www.valimised.ee/en/internet-voting/stages-i-voting-voter-application

投票内容を確認したら電子署名
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投票がサーバーに届いたかどうかの確認

事前に検証アプリをインストール
（AndroidまたはiOS）

検証アプリからQRコードを
カメラ機能で読み取り

30分以内に最大3回確認可能

出典: Checking of an i-vote
https://www.valimised.ee/en/internet-voting/checking-i-vote

投票内容を表示



選挙時に参照される個人データ
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1  姓

2  名前

3  性別

4  生年月日
5  出生地に関するデータ

6  個人識別コード

7  市民権・国籍に関するデータ

8  外国人居住許可証および就労許可証または居住権の存在および期間

9  住居（居住地）に関するデータ

9.1  連絡先の詳細（住所以外の居所、メールアドレス、ポストボックス番号、電話番号）

10  婚姻状態に関するデータ （独身、既婚、未亡人/寡婦、離婚）

11  親権に関するデータ （親権者、保護者、親権の回復・制限・剥奪など）

12  後見に関するデータ （後見人の氏名、後見開始終了時刻、後見人の同意なしに可能な取引など）

13  積極的な法的能力の制限、投票権の剥奪に関するデータ

14  死亡に関するデータ （死亡時間・場所、埋葬地、死亡原因など）

15  廃止

16  母親、父親、配偶者、子の個人識別コード

17  廃止

18  民族籍、母国語、教育、活動地域 （※統計目的の任意登録データとして）

19  個人データに関連するデータ （出入国記録、発行した身分証明書や各種証明書の記載データなど）

投票者名簿は毎日更新される



インターネット投票システムにおけるデータ利用 

住民登録
データベース
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参考：議会選挙法、国家情報システム局ウェブサイト、Estonian Internet voting（scoop4c.eu）等から作成

提出

政党・選挙連合

投票者
リスト

（選挙人名簿）

候補者
リスト

（候補者名簿）

投票データ
転送サーバ

投票データ
保管サーバ

開票集計
システム

データ監査
システム

ログ ログ ログ

作成・提供

選挙情報
システム

電子投票システム
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インターネット投票における重大なリスク

www.jeeadis.jp
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1. 電子投票の結果の不正確さ
2. 電子投票の結果の信頼性の低さ
3. 投票の中断・中止
4. 秘密鍵の漏洩等を含む、投票の秘密の侵害

参考：エストニア国家選挙委員会ウェブサイトなど
https://www.valimised.ee/en/internet-voting/internet-voting-estonia

• 電子投票システムは、適切かつ最新の暗号を使用する
• 選挙の基本的要件である投票の秘密、統一性、選挙の

自由を守ることは、鍵の管理に依存する



インターネット投票のセキュリティレベル 

電子投票 医療データ
セキュリティ

レベル 高 高

完全性 T3 T3

機密性 S3 S2

可用性 K2 K2

保存期間 開票後1か月 30年間、無期限

参考：電子投票システムの情報セキュリティポリシー（2017）
https://www.valimised.ee/sites/default/files/uploads/eh/EHS%20infoturbe%20poliitika.pdf

www.jeeadis.jp 39

電子投票のセキュリティの目的は、選挙の一般原則が遵守
されるようにすること（選挙権の保障の実現）



選挙
ウェブサイト

www.valimised.ee

①IDカード等
の用意 電子投票

システム
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出典：エストニア国家選挙委員会ウェブサイト等の資料から作成

全国選挙委員会

投票

⑨到達データへの
タイムスタンプ

インターネット投票のセキュリティ対策イメージ

②パソコンの
ウィルスチェック等

③Webサーバ
証明書の確認

④投票アプリの
デジタル署名の確認

⑧再投票

⑤IDカードで認証
⑥投票データの暗号化
⑦投票データに電子署名

⑩監査用ログの保存

⑫バックアップの作成
⑪投票データの

到達確認

⑱投票データの保存（1か月）
⑲秘密鍵の破棄
⑳投票データの破棄
（監査レポート3）

⑬二重投票等の確認
⑭個人データの分離
⑮投票データの復号
⑯投票結果の集計・公開

⑰監査人による投票
結果の検証

（監査レポート2）

⓪投票システムの事前テスト
（監査レポート1）



インターネット投票の開票と監査1

www.jeeadis.jp 41参考：エストニア国家選挙委員会ウェブサイトなど
https://www.valimised.ee/en/internet-voting/internet-voting-estonia

投票ボックス
完全性の確認

複数投票の
無効化



インターネット投票の開票と監査2www.jeeadis.jp 42参考：エストニア国家選挙委員会ウェブサイトなど
https://www.valimised.ee/en/internet-voting/internet-voting-estonia

２枚封筒方式

投票データ
の混合

投票データ
の集計



インターネット投票に関する刑事罰

www.jeeadis.jp 43参考：Penal Code  
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/501042019020/consolide

法律 条 罪名 内容 罰則

刑法 157-
2 他人のIDの不正使用 他人のIDの不正利用による不正アクセス、

権利の侵害など
罰金

最高3年の懲役

刑法 162 選挙の自由の侵害 票の買収、暴力、強要、詐欺など 罰金
最高3年の懲役

刑法 163 選挙の偽造 投票文書の損壊、排除、偽造、不正なカウ
ントなど

罰金
最高3年の懲役

刑法 347 重要な身分証明書の偽造 国民IDカードやパスポート等の偽造 罰金
最高3年の懲役

刑法 348 偽造された重要な身分証明
書の使用等 偽造された身分証明書の使用や付与など 罰金

最高3年の懲役

刑法 349 重要な身分証明書の不正使
用

他の人の名前で発行された身分証明書の使
用、自分の名前で発行された重要な身分証
明書の他人への貸与など

罰金

紙の投票における不正より、罪が重くなる可能性が高い
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電子閣議（e-Cabinet）
•電子政府サービスが本格的に始まる
前の2000年に作られた政府会議情報
システム
•会議スケジュール管理、議題と資料
のオンライン事前閲覧、事前の賛成反
対意思表示、海外からのリモート参加、
文書への電子署名など
•4-5時間かかっていた閣議が、平均
20-30分ほどで終わるように
•当初は会議用の固定パソコン、現在
は自己所有のモバイル機器を持ち込み、
IDカードやモバイルIDを使い、簡単か
つ安全にシステムへアクセス可能
•法案情報システムと連携し、閣議結
果（文書、政令案）は即時に関係機関
で情報共有、ウェブ公開して国民から
意見を募集
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eデモクラシー：法案情報システムと市民請願
•法案情報システム（e-Consultation 
System）は、2011年に運用開始した
サービスで、政府の意思決定プロセス
の透明化と市民参加が狙い
•国内およびEUの法案や意思決定関連
の文書が組織間で調整され、政府と国
会に提出、公開協議が行われる
•法案の協議過程を誰もが監視可能、
検索して関係文書を閲覧し、公開協議
に参加し、調整中の文書にコメントを
送信（Osale.ee）できる
•市民請願（Citizen Initiative）は、
1000人のデジタル署名を集めて、国
や自治体へ法律の制定等を提案できる
オンライン市民参加システム
•タリンやタルトゥなどの都市では、
独自の市民参加ツールも提供
•利用は低迷、議論の質もイマイチ？



Garage48：48時間でアイデアからプロトタイプまで 

www.jeeadis.jp 47出典：http://garage48.org/

次世代の公共サービスのデジタル化を目指して
ハッカソンを定期的に開催



Garage48：covid19危機からの脱出を支援する
Global Hack-the-Crisis Community 

www.jeeadis.jp 48出典：http://garage48.org/

世界68か所で
コロナ対策の

ハッカソンが開催

エストニアから始まり
世界に広がった



官民学の有志によるcovid-19危機対策ツール

www.jeeadis.jp 49出典：https://koroonatest.ee/
http://garage48.org/
https://www.koroonakaart.ee/en/faq など

政府のコロナデータを
わかりやすい図表に

アンケートの回答で
コロナ対策の

個別アドバイス

コロナに関する質問は
自動回答の

ボットチャットで

・個人用保護具の在庫管理予測
・ボランティアのマッチング
・医療ボランティア管理DB
・労働力の交換共有サービス など
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日本の選挙における投票方法
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• 期日前投票は「投票した時点」で確定投票として扱われるが、不在者投票は投票日(選挙期日)に投
票の受理・不受理が判断される。

• 期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、
有効な投票として取り扱われる

種類 方法

投票(当日投票)

投票所入場券
代理投票
点字投票
電子投票

期日前投票 投票所入場券

不在者投票

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

指定病院等における不在者投票

郵便等による不在者投票（代理記載制度あり）

国外における不在者投票
洋上投票（FAX）

在外投票
在外公館投票
郵便等投票
日本国内における投票

参考：総務省｜投票制度  https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html
郵便等による不在者投票制度について  https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/index.html



日本における電子投票の取組（１）

www.jeeadis.jp 52参考：総務省の資料等から作成 

2001 12 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に
関する法律（電子投票法）が成立、翌年2月施行

2002 6 岡山県新見市が全国で初めての電子投票を実施（市長、市議選）
2003 福井県鯖江市など6自治体が電子投票を実施
2003 7 岐阜県可児市で実施した電子投票による市議選で機器トラブルが発生
2004 青森県六戸町など5自治体が電子投票を実施
2004 3 郵便による不在者投票の対象者を拡大し、「代理記載制度」を開始
2004 9 名古屋高裁判決で岐阜県可児市の2003年電子投票の無効を認定
2005 6 青森県六戸町が町長選で電子投票を実施
2005 7 岐阜県選管の上告を最高裁が棄却、可児市の選挙無効が確定

2006 総務省の電子投票システム調査検討会が「電子投票システムの信頼性向上に向けた方策の基本的方向」
を公表、技術的条件を一部見直し、適合確認実施要綱を通知

2007 宮城県白石市など3自治体が電子投票を実施

2007 自民・公明党が、条例を定めた自治体が国政選挙でも導入できる電子投票法改正案を国会に提出、
2008年に廃案

2008-
2015 京都市など5自治体が電子投票を実施

2016 1 青森県六戸町が町議補選で電子投票を実施（14分で開票終了）



日本における電子投票の取組（２）

www.jeeadis.jp 53参考：総務省の資料等から作成 

電子投票からインターネット投票へ

2016 2 2016年2月までに10団体で25回の電子投票を実施
2016 12 岡山県新見市が市長選で電子投票を止めて手書き投票に戻す
2017 12 総務省の「投票環境の向上方策等に関する研究会」でインターネット投票の検討を開始
2018 4 青森県六戸町が電子投票の休止を決定（機器供給の停止）
2018 8 投票環境の向上方策等に関する研究会報告の公表

2019 3 総務省が2019年度予算に「在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費（インターネット投票の早期
導入に向けた検討）」として2.5億円を計上

2019 8 総務省が2020年度予算の概算要求で「在外選挙インターネット投票の早期導入にむけた調査・検証
事業」に2.5億円を計上

2019 8 つくば市でマイナンバーカードとブロックチェーン活用したインターネット投票の実証実験を実施
（つくばSociety 5.0社会実装トライアル支援事業）、顔認証技術を活用した本人確認を導入

2022 参院選での在外選挙インターネット投票を実施（目標？）

未定 全国規模でのインターネット投票の実施？



投票環境の向上方策等に関する研究会報告（2018）
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参考：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000190.html 

• 在外投票の利便性向上として、2016年の報告で指摘さ
れたインターネット投開票の課題について

• インターネット投票に関する技術検討WGで検討
• 本人確認の確実な実施
• 投票の秘密が確保される環境
• オンラインシステムのセキュリティ対策
• システムのダウンやデータ改ざんへの対応方策
• 事後的な投票内容の検証への対応 など
• 在外選挙インターネット投票の実現に向けた技術・運用

面の大きな課題、ハードルはクリアできる
• 国内のインターネット投票にも応用可能だが、解決すべ

き課題や論点が多い



在外選挙インターネット投票のモデル
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• パソコンやスマホなど個人端末からの投票を想定
• 既存の投票方式は確保した上で、ネット投票を導入
• マイナンバーカードの海外利用を可能とする
• システム整備は各自治体が個別に行わない（全国共同利

用型）

在外選挙インターネット投票システム

在外選挙人名簿
サブシステム

事前登録段階においてインターネット投票を行う在外選挙
人を市町村ごとに登録するとともに、投票期間においては、
投票資格の確認や投票済情報の記録等を行う機能を持つ。

投票サブシステ
ム

投票期間に、インターネット経由で、選挙人の本人確認、
選挙人への候補者情報の表示、投票データの受取、投票
データ保存等の機能を持つ。

開票・集計サブ
システム

市町村の選挙管理委員会の操作により、投票データを復号
し、集計する機能を持つ。

参考：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000190.html 



在外選挙インターネット投票モデルのイメージ 
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市町村の
選挙管理委員会

在外選挙人名簿
サブシステム

投票サブシステム
（本人確認、暗号化、電子

署名、署名検証、署名削除、
投票データ保存）

開票・集計
サブシステム

（復号、データ集計）

①登録

在外選挙インターネット投票システム

②ログイン

③対照

参考：投票環境の向上方策等に関する研究会報告
http://www.soumu.go.jp/main_content/000568570.pdf

④開票



在外選挙インターネット投票の流れ
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1 選挙人の申出に応じて、市町村の選挙管理委員会は在外選挙人名簿サブシステムに
インターネット投票を行う選挙人を登録する。

2 選挙人が公的個人認証を用いて投票サブシステムへログインし、本人確認と名簿対
照の後、選挙人に対して候補者等の情報が表示される。

3 選挙人は候補者等を選択した上で、その内容を選挙管理委員会用公開鍵で暗号化し
た後に、公的個人認証の秘密鍵で電子署名を付して投票（投票データの送付）する。

4 投票データを受け取った投票サブシステムは、電子署名の有効性を即時に確認し、
当該電子署名を削除後、市町村ごとに投票データを保存する。

5
市町村の選挙管理委員会は、開票・集計サブシステムにアクセスし、選挙管理委員
会用秘密鍵で復号し、集計された投票データを入手。投票用紙で投票された他の投
票と合わせて集計する。

•選挙人は、在外選挙人名簿登録申請に加えて、インターネット投票を選択する
ための事前手続きが必要になる
•インターネットで投票すると、他の投票（在外公館、郵送、帰国）はできない
•各市町村の選挙管理委員会が秘密鍵を管理する（秘密鍵2000個問題？）

参考：投票環境の向上方策等に関する研究会報告
http://www.soumu.go.jp/main_content/000568570.pdf



在外選挙インターネット投票の実証事業
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• 在外選挙インターネットの投票システム（プロトタイプ）
による検証を実施する

• 事業期間は、2019年度から2021年度まで
• 2020年2月､世田谷区、千葉市、福岡県小郡市などで実証

実験を実施
• マイナンバーカードのICチップをカードリーダーで読み

取り投票、スマートフォン（専用アプリ）にも対応
• 投票から集計まで、大きな問題なく終了

参考：令和2年度行政事業レビューシート  https://www.soumu.go.jp/main_content/000710326.pdf
ネット投票で実証実験　総務省、在外選挙向け_ 日本経済新聞  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55281010V00C20A2PP8000/

写真：小郡市 加地市長のブログより
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