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1. はじめに  

 IT 先進国として知られる韓国は、選挙運動におけるインターネット活用の先進

国としても有名である。インターネットが選挙に影響を及ぼした も著名な例と

しては、2002 年の第 16 代大統領選挙において盧武鉉候補の支持者がインターネ

ットを通じて支持団体「ノサモ」1を結成し、盧武鉉候補の当選の原動力となった

ことが挙げられる。従来の韓国の選挙においては強い地域性が特色となっていた

が 2、インターネットを通じた選挙運動により地域割拠現象にも変動が見られるよ

うになってきた 3。また、市民参加型インターネット新聞の「オーマイニュース

(OhmyNews)4」が、盧武鉉に批判的な既成大新聞 5に反発した市民の支持により急

成長したことに象徴されるように、インターネットは第 4 の権力といわれてきた

マスメディアのあり方にも一石を投じるようになっている。  

 その韓国において、2008 年から電子投票が全国的に国政選挙に導入される。

2012 年にはインターネット投票も全国的に実施される予定であり、韓国の電子投

票推進計画は世界的にみても先進的な試みであるといえる。  

筆者は韓国の電子投票推進計画について詳細を調査するため、2006 年 8 月にソ

ウル市の冠岳区にある中央選挙管理委員会電子選挙推進団を訪問した。電子選挙

推進団では、電子投票に使用する機器類についての説明と実演を受けた後、金容熙・電

子選挙推進団長にインタビューを行った。その成果をもとにしつつ、本稿では韓

国の電子投票について概要を紹介し、日本で採用されている電子投票との相違点

について若干の考察を加えることにしたい。  
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図  1 電子選挙推進団が入居するビルの入口に掲げられた徽章  

 

2. 電子投票の意義  

 電子投票とは、従来は自書式または記号式で投票用紙に投票を記録していたと

ころを、投票を電磁的に記録し、当該電磁的投票記録を用いて開票作業を行うも

のである。2005 年末の時点で、部分的に導入されている国も含め、世界の約 40

カ国で電子投票が採用されている。  

 インターネット投票と電子投票とは混同されやすく、インターネット投票と電

子投票とを同一視する見解もある。たとえば、ハーバード大学ケネディ行政大学

院のピッパ・ノリスは、電子投票を「インターネットを介してセキュアかつ秘密

に選挙で選ばれる官職に投票すること」と定義している 6。日本においても、「投

票だけをコンピュータを実施しただけで電子民主主義と呼ぶにはあまりに情けな

い。電子投票というためにはオンラインでの投票を認めるべきである」7という指

摘がある。  

しかし、投票の記録を電磁的に作成するかどうかの問題と、投票の記録を遠隔

地で作成してオンラインで送受信するかどうかの問題とは、区別して考えるべき

であろう。というのは、遠隔地で作成された投票の記録を電気通信回路によって

送受信した例は、これまでにも存在するからである。  

たとえば、世界初のインターネット投票として、1997 年にミール宇宙ステーシ

ョンに滞在中であったアメリカのデビッド・ウォルフ宇宙飛行士が、テキサス州

の特例法の規定によって電子メールで投票した例が挙げられることがある 8。しか

し、ウォルフ飛行士の電子投票は、投票を電子メールで宇宙から送信しただけで

あって、投票記録自体を電磁的に作成してそれを送受信し、当該の電磁的記録を

開票に使用したわけではなかった。  

狭義の電子投票は、選挙人が投票を行う際に投票用紙を用いず、タッチパネル

式スクリーン、プッシュボタン等を用いて選挙人の投票方向を直接電子的媒体に

電磁的に記録する直接記録方式 (Direct Recording Electronic Voting = DRE)方式を



九州国際大学社会文化研究所紀要 59 号（2006 年） 

 

さす。このような方法で投票を記録する電子投票機は一般に DRE 方式電子投票機

とよばれ、「機械式または電子光学的装置により示され投票者が作動させることが

できる投票の表示を記録するものであって、データをコンピュータ・プログラム

により処理し、投票データおよび投票用紙の画像を内部のメモリ装置に記録する

もの」であり、「ハードコピー形式による投票データの一覧表を作成するか、リム

ーバブル・メモリ装置に保存するもの」のことをいう 9。  

一方、広義の電子投票には、マークシート方式投票用紙に記されたマークを光

学式読み取り器で電磁的記録に変換する方式なども含まれる。  

電磁的に作成された投票記録をコンピュータ・ネットワークを介して送受信す

ると「インターネット投票」に該当することになるが、一般的にわが国では、自

治省（当時）が設置した「電子機器利用による選挙システム研究会」による 2000

年 8 月の中間報告 10の整理に依拠することが多い（研究会の報告書は、1999 年 12

月にクリントン大統領が NSF に命じてインターネット投票の研究を行わせた結

果 11に、整理の方法、結論ともに酷似している）。  

中間報告は、諸外国における電子投票の動向をふまえ、電子投票を、第 1 段階：

選挙人が指定された投票所において電子投票機を用いて投票する段階、第 2 段

階：指定された投票所以外の投票所においても投票できる段階、第 3 段階：投票

所での投票を義務づけず個人の所有するコンピュータ端末を用いて投票する段階

と分類している。これによれば、いわゆるインターネット投票として一般的に観

念されている段階は、第 3 段階に該当するであろう。  

 

3. 韓国の電子投票の概要  

3.1. 韓国における電子投票導入の経緯  

3.1.1. IT 政策と電子政府の推進  

1997 年 7 月にタイで始まった通貨下落に端を発するアジア各国の急激な通貨下

落（アジア通貨危機）は、東アジア、東南アジア各国の経済に大きな影響を与え

たが、韓国は、タイ、インドネシアと並んで通貨危機によって経済に大打撃を受

けた。1997 年 11 月末には韓国の経済はデフォルト寸前の状態にまで悪化し、12
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月には韓国政府は IMF（国際通貨基金）側の提示した条件を受け入れ、 IMF から

の融資を受けることになった。この間の経済危機は、韓国では「 IMF 危機」とよ

ばれている。  

しかし、韓国経済は IMF 危機から急速に立ち直った。その原動力となったのが

一連の韓国の IT 政策であり 12、その一環として電子政府の実現も強力に推進され

ることになった 13。  

韓国政府は、1999 年に「サイバーコリア 21 計画」14を公表し、創造的知識基盤

国家の建設をめざして、11 のプロジェクト 15を推進すると発表した。そして、2002

年末に韓国政府は「e-コリア・ビジョン 2006」 16を策定した。これは、韓国が今

後 5 年間で高度情報化の推進を通じて 21 世紀のグローバルなリーダーとなるため

に取るべき方策を示したものとされているが、その中の「情報国家の推進」の章

において、市民の電子的な手段による政策決定過程への参加を促進することが掲

げられ、その具体的な手段として電子投票を実現することが明記された 17。これ

をうけて、電子投票の実現に向けて検討が進められることになったのである。  

3.1.2. 電子投票実現のロードマップ  

韓国では、投票・開票のコンピュータ化を目的として、中央選挙管理委員会が

1998 年にボタン式の電子投票機を開発し、2001 年にはタッチスクリーン型に改良

した。しかし、当時は選挙に電子機器を使用することに対する不信感が強く、政

党間にも意見対立があったため、実用化に至らなかった。しかし、前述の「e-コ

リア・ビジョン 2006」の中に電子投票の実現が明記されたこともあり、中央選挙

管理委員会において電子投票システムの開発が進められた。  

中央選挙管理委員会は、電子投票システムの開発にあたり、世界各国の先行事

例を視察・研究し、民間のベンダーが開発した電子投票システムを採用するので

はなく、電子投票機等の本体、必要となるプログラム類、データ送受信の際に用

いる暗号などを原則として独自に開発するという方針を採用した。これは、各国

の事例を研究した結果、いずれの国のシステムにも何らかの問題を抱えており、

一長一短であることがわかったので、韓国において全国一斉に電子投票を実施す

るために必要とされる要件を満たしていないと判断したためであるという。  
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韓国における電子投票実現のロードマップは、次の通りである。  

 

2005 年  6 月  試作システム開発完了  

 12 月  電子投票システム開発完了  

 

2006 年  12 月  総括技術開発完了  

  投票所内における模擬電子投票の実施  

  委託選挙（政党党首選挙など）における電子投票の

実施  

 

2007 年   有権者がどこの投票所でも投票できる段階の模擬

投票・実験投票の実施  

  委託選挙（政党党首選挙など）に加え、補欠選挙・

再選挙において電子投票の実施  

 

2008 年   国会議員総選挙において電子投票を実施  

海外不在者投票をインターネット投票により実施  

 

2012 年   インターネット投票を全国的に実現  

在宅インターネット投票、投票所の紙投票・電子投

票の並行実施  

 

 

 

3.2. 電子投票システムの構成  

 2008 年の国会議員総選挙で使用される韓国の電子投票システムは、統合有権者

データベース、電子本人認証機及び本人認証システム、電子投票機（投票記録印

字プリンタを含む）、電子開票システム、電子検票システム、海外在住者用のイン
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ターネット投票システムから構成される。以下に、それぞれについて簡潔に解説

することにする。  

3.2.1. 統合有権者データベース  

 2008 年に導入が予定されている韓国の電子投票においては、有権者は全国のど

こにある投票所においても自分が属する選挙区の投票を行うことができるように

なる。投票所も大幅に増設し、地下鉄の駅や百貨店の中にも移動投票所を設置す

る予定である。  

 有権者が全国のどの投票所においても投票できるようにするため、韓国の電子

投票システムでは、全国の投票所にどの選挙区の有権者が来訪しても本人認証を

行うことが可能となっている。しかし、全国の有権者名簿をすべての投票所に備

えて手作業による本人認証作業を実施すると、本人確認作業がすこぶる煩雑とな

ることが予想されるため、韓国の電子投票においては、本人確認も各投票所に設

置された電子本人認証機を使用して行うことになった（図  2）。  

中央選挙管理委員会は、各投票所における全選挙区の本人認証を実現するため、

全国すべての選挙区の有権者名簿を統合した統合有権者データベースを作成し、

管理する。  

不在者投票（期日前投票）の場合には、電子本人認証機と中央選挙管理委員会

のサーバに蔵置された有権者データベースを専用線で接続し、電子本人認証機は

有権者データベースに照会して本人認証を行う。選挙当日は有権者データベース

への接続は行わず、あらかじめ各電子本人認証機の内部に有権者データベースの

データを保存しておき、それを使用する。  

 有権者の側からみると、不在者投票（期日前投票）と投票日の投票とは全く同

じ方法で行うことになり、使用する電子投票機器類も同じである。また、不在者

投票（期日前投票）の場合にも、全国どこの不在者投票所（期日前投票所）にお

いても投票ができるようになっており、投票日の場合と変わりはない。  

3.2.2. 電子本人認証システム  

 電子本人認証機は、ID カード・スキャナ、指紋リーダー、投票カード発給機の

各部分により構成される。電子本人認証機の機能として、電子的に有権者の本人
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確認を行うことによる有権者の利便性の向上、同一有権者の複数投票の防止、本

人以外の者によるなりすまし投票の防止が挙げられている。具体的な電子本人認

証機の使用方法は後述する。  

 本人認証が終わった有権者には、IC チップを内蔵した投票カードが発給される。

投票カードを使用する理由は、投票資格のない者が電子投票機を操作して投票す

ることを妨げることにあり、本人認証処理が行われた正しい投票カードを電子投

票機に挿入しないと電子投票機は使用できない。また、投票カードには有権者の

選挙区情報（当該の選挙区から立候補する候補者データなど）だけが暗号化して

記録され、この記録は投票カードを電子投票機に挿入した際に電子投票機にコピ

ーされる。投票が終了すると、投票カードからは選挙区情報がただちに削除され

る。  

3.2.3. 電子投票機  

 韓国の電子投票機はタッチスクリーン式で、投票所内ではすべてスタンドアロ

ンで運用する。スタンドアロン方式を採用した理由は、ネットワークを経由した

ハッキング行為を防ぐと共に、投票所内でクライアント・サーバ方式を採用した

場合にはシステムダウン等が発生したときに投票所内のすべての電子投票機が使

用不可能になる恐れがあるからだという。  

 実際の電子投票機の使用方法については後述する。  

 すでに述べたように、韓国の電子投票では全国の投票所で投票することが可能

となる。たとえば、ソウル市の市民が所用やレジャーで出かけた先のプサン市の

投票所で投票することが可能である。しかし、このような投票を可能とするには、

プサン市の投票所で本人確認を行うだけでは不十分で、ソウル市の自分の選挙区

の投票用紙がプサン市の投票所に置かれていなければ、プサン市では投票できな

いことになる。そのため投票用紙を事前にプサン市に送っておくことが必要にな

るが、韓国の電子投票ではこれを電子的に実現し、全国の電子投票機に全選挙区

のデータを内蔵させている。  

その際、選挙区データに対するハッキングを防止するために、有権者が投票す

るたびに投票用紙データを送受信するのではなく、選挙の前にあらかじめ電子投
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票機に全国の選挙区の投票用紙データを保存する。この作業は選挙の前に行い、

ネットワークを利用して行うことはしないので、ハッキングは不可能である。ま

た、投票所には監視員を配置し、投票所で電子投票機に細工されることを防ぐ。  

電子投票機には、すべてプリンタを装備し、有権者の投票記録を印刷するよう

になっている。このような投票記録の印刷機能は、アメリカのカリフォルニア州

などで電子投票機に実装することが義務づけられている VVPAT18に似た仕組みで

あるが、VVPAT との相違点は、VVPAT が一般にロール紙に連続して投票記録を

印刷するのに対し、韓国の電子投票機のプリンタはロール状の記録用紙にランダ

ムに印刷する機能を装備しているところである。これは、アメリカの VVPAT の

ように連続して印刷すると、VVPAT の記録用紙を巻き戻し有権者の投票順序と照

らし合わすことによって誰が誰に投票したか分かってしまう危険性があるので、

その危険を排除するためにロール状の記録用紙にランダムに記録する機能を搭載

したという。  

 プリンタにセットされるロール状の記録用紙は、VHS ビデオカセットの技術を

応用したカセットの中に収められており（図  10）、カセットの中から取り出すこ

とはできず、カセットごとプリンタに装着する（図  9）。このようなカセット型の

記録用紙を採用した理由は、記録用紙のすり替え、正規のプリンタ以外を使った

印字の捏造などの不正行為を防ぐためであるという。  

3.2.4. 電子開票システム  

 各投票所では電子投票機から抜き取られた USB メモリは、開票所に運び、開票

所に設置されているコンピュータに挿入する。このコンピュータは特別なもので

はなく、民生用の通常のパソコンを使用する。  

USB メモリは開票所まで人手で運ぶことになるが、前述したように USB メモ

リに保存した投票データは暗号化されているので、万が一運搬途中で USB メモリ

を奪取されたとしても、簡単に USB メモリに保存されているデータを複号化する

ことはできない。また、何者かが真性の投票データではない不正データを保存し

た USB メモリと正規の USB メモリとを差し替えたとしても、USB メモリのデー

タを開票する際、中央選挙管理委員会が開発した暗号により暗号化して保存され
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ていないデータは正常な投票記録として認識されない。このため、事実上、不正

データを保存した USB メモリと正規の USB メモリを差し替えることによって票

の違法な書き換えや偽造を行うことは、きわめて困難である。  

開票所のコンピュータは、各投票所で保存された投票データを、専用線を介し

て中央選挙管理委員会の集計専用サーバに送信する。その際も、データは暗号化

して送信される。データを受信した集計専用サーバは選挙区ごとに票の集計を行

う。投票データの送付から集計にいたる過程は、すべてプログラムにより自動化

されているという。  

3.2.5. 電子検票システム  

 電子開票機によって集計された開票結果について、候補者や政党から異議が出

た場合には、検票 (inspection)が行われる。  

 検票には、電子投票機によって投票を記録した際に印字された記録用紙が使用

される。すでに述べたように、記録用紙にはバーコードも印刷してあるため、記

録用紙に印字されている記録はバーコード・リーダーによって読み取ることがで

きる。このため、記録用紙による検票時間は、目視によって記録用紙を確認する

場合と比べて大幅に短縮されるという。  

3.2.6. 海外在住者用のインターネット投票システム  

 2008 年の選挙においては、海外在住者はインターネット投票を行うことができ

るようになる予定である。  

 すでに 2004 年 6 月に実施された民主労動党代表選挙、2004 年 7 月ハンナラ党

代表選挙では、携帯電話のショートメッセージサービス（SMS、携帯電話で短い

文字メッセージを送受信できるサービス） を活用して、本人確認認証書を発給す

る方式によって、インターネット投票が実施されている。  

 ただし、海外在住者のインターネット投票においては SMS を利用することはで

きないため、インターネット上におけるデータの安全な送受信、ハッキングや二

重投票の防止など多くの面で課題が残っており、詳細はまだ検討中の部分が多い

とのことであった。  
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3.3. 実際の投票の手順  

 有権者が実際に投票所で投票する場合の手順は、次の通りである。  

3.3.1. 本人確認  

 有権者が投票所に赴く際は、住民登録カード 19（または IC 運転免許証カード）

を持参し、電子本人認証機の ID カード・スキャナにセットする（図  3）。  

 電子本人認証機は住民登録カードのデータを読み取り、氏名、住民登録番号、

登録されてある指紋などを表示する。電子本人認証機には指紋リーダーが備えら

れており、有権者はリーダーに指を触れてリーダーに指紋を読み取らせる。リー

ダーから読み取った指紋と住民登録カードに登録している指紋が一致するかどう

かをチェックすることによって、住民登録カードを持参した者が本人であるかど

うかの認証を行うことができるようになっている（図  4）。  

指にケガをしていたりして指紋を指紋リーダーから読み取ることができない

場合は、タッチペンで署名し、署名のイメージを住民登録カードの署名と照合す

ることにより本人認証を行う。  

3.3.2. 投票  

 前述したように、本人認証が終わった有権者には、IC チップを内蔵した投票カ

ードが発給され、投票カードを電子投票機に挿入しないと電子投票機は使用でき

ない（図  5）。  

 投票カードを挿入すると、投票選択画面が表示される。投票はタッチスクリー

ン方式で行う（図  6）。候補者が多い場合には 1 画面に全員を表示できなくなる恐

れがあるが、この場合の表示順序についてはあらかじめ規則で定めてあるとのこ

とである。  

 また、投票の方法などは音声でも案内されるようになっており、視覚障害者に

も対応している。  

 選択を誤ったりした場合には訂正ができるが、 終的に有権者が投票を確定す

ると、電子投票機にセットされているプリンタがロール紙に有権者の投票方向（政

党、候補者等）の記録とバーコードを印字する。プリンタには透明プラスチック

の窓がついており、有権者は自分の投票が正しく印字されているかどうかを確認
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できる（図  8）。  

3.3.3. 投票記録の作成・保存  

 有権者の投票記録は、電子投票機のハードディスクではなく、電子投票機に挿

入した USB20メモリ 21に直接記録する。USB メモリは 2 本挿入し、1 本を正本、2

本は複本として、万が一正常に記録されなかった場合に備えている。  

 USB メモリに投票データを記録する際には、高度に暗号化して記録する。この

暗号は中央選挙管理委員会が独自に開発したもので、何者かに USB メモリが盗ま

れたとしても中のデータを簡単には復号できず、投票データの偽造・すり替えも

困難である。  

3.3.4. 紙の投票用紙による投票  

 以上のような手順で電子投票が行われるが、2008 年国政選挙においては、紙の

投票用紙による投票を希望する有権者に対しては、従来型の投票用紙による投票

を認める予定である。  

従来型の紙の投票用紙を残すことで、開票手続が複雑化し、コストも増える恐

れがあるが、電子機器によって投票することに対する不信感を完全に拭うことに

成功していない現状では、やむをえないという 22。  

3.3.5. USB メモリの回収  

 投票がすべて終了すると、投票所の職員が USB メモリを電子投票機から回収す

る。USB スロットには蓋がついており、正規の権限を有する職員が専用カードを

挿入しないと、USB スロットの蓋は開かないようになっている（図  11）。  

 回収した USB メモリに保存されているデータは、開票所から専用線を介して中

央選挙管理委員会の集計専用サーバに送信される。  

 

4. 若干の考察  

 韓国で 2008 年に実施される電子投票の概要について述べてきたが、日本の電子

投票と比較した場合、韓国の電子投票はどのような特色を有するであろうか。  

中央選挙管理委員会の付属研修機関である選挙研修院の高選圭教授は、韓国の

電子投票の特色として、次の 5 点を挙げている 23。  
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第 1 に、日本とは違って 2008 年国会議員選挙に電子投票が全面的に導入される

こと。日本ではまず地方選挙に導入し、しかも電子投票を採用するかどうかは自

治体の選択に委ねたが、韓国は逆に国政選挙から導入するという戦略をとった。  

第 2 二に、居住する選挙区の投票所以外に全国どこからでも選挙ができるシス

テム（いわゆる第 2 段階の電子投票）を一気に採用したこと。  

第 3 に、開票作業の情報化による電子開票システムを導入したこと。  

第 4 に、2008 年国政選挙の際、海外不在者投票にはインターネット投票システ

ムが導入されること。  

 第 5 に、公職の選挙だけではなく、住民投票、民間から委託される選挙（例え

ば教育委員会選挙、政党予備選挙 24、農協組合長選挙等）と民間選挙を支援する

システムを同時に構築すること。  

 筆者は、これらに加えて 2 つの特色を挙げることができるのではないかと考え

る。  

第 1 は、韓国ではすでに住民登録制度による国民総背番号制が定着しており 25、

住民登録カードに指紋も登録されていることから、電子本人認証の基盤として活

用されているという背景があることである。  

もともと韓国の住民登録制度は 1962 年の住民登録法により導入され、当初は

希望者のみ登録を行っていた。しかし、1968 年の改正で住民ひとりひとりに個人

番号が付与され、18 歳以上の者に住民登録証の発給を行うようになった。1975

年に住民登録番号の一斉更新を行って 13 ケタとし、住民登録証の発給対象者を

18 歳から 17 歳に引き下げて、発給を受ける義務が規定された。その背景には、

1968 年の武装ゲリラの侵入事件が象徴する南北朝鮮の対立という政治情勢があ

るといわれる。  

この住民登録制度による住民登録番号は、本人認証のために広く使われており、

「電子民願」（国民が、電子的手段によって政府・自治体等の政府機関に対して申

請・申告を行うこと、苦情や要望、意見などを表明すること、相談への対応を求

めること等の総称）の際にも住民登録番号の入力によって本人確認が行われるこ

とが多い 26。サーチエンジン「Google」のキャッシュに約 90 万人分の住民登録番
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号が残されている等 27、問題点も生じているが、電子的な本人認証基盤・手段が

個人にはほとんど普及していない日本とは、かなり環境が異なっているといえよ

う。  

第 2 は、中央選挙管理委員会の強力なリーダーシップによる推進である。  

 韓国の中央選挙管理委員会は、憲法に規定された独立行政委員会であり、選挙

の施行および管理、政党および政治資金関係などを掌る組織である。中央選挙管

理委員会の権限はきわめて強力であり、選挙に関する規則の制定、選挙犯罪の捜

査、政党及び候補者の選挙運動資金支出状況の調査と承認、選挙法違反行為の捜

査、選挙法違反施設・違反物・違反行為等に対する撤去や中止命令、郵便局長へ

の選挙法違反文書図画の配達中止指令など、権限の範囲も相当に広い。  

 電子投票を推進するため、2005 年には公職選挙法 278 条の規定をうけて中央選

挙管理委員会に電子投票推進審議会 (E-voting Promotion Council)が設置された。審

議会は 15 名以下の委員により構成されるが、政府関係者、学識経験者等に加えて、

国会において議席を有する政党からも各 1 名の委員を推薦することになっている

（任期 2 年）。このため、電子投票の推進に係る事項は、電子投票推進審議会で各

政党が推薦した委員も加わって議論を行うことから、事実上政党間の合意を形成

することができるので、円滑に実施することが可能となっているという。  

 2006 年 1 月には中央選挙管理委員会の事務総局において組織改正が行われ、電

子投票システム開発等を総括する部署として、電子投票推進団 (Electronic Election 

Promotion Bureau)が設置され、初代団長に筆者が今回インタビューを行った金容

熙氏が就任した 28。電子投票推進団には、電子投票企画部門、技術開発部門、情

報マネジメント部門が属し、事務スタッフの他にコンピュータ・プログラムの専

門家や技術者がスタッフとして勤務し、電子投票システムの独自開発に当たって

いる。  

 

5. おわりに  

 わが国では、これまで地方選挙で施行された電子投票における障害の事例を教

訓としながら、国政選挙への電子投票の導入を目指す動きがある。  
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しかし、総務省が 2005 年 5 月に公開した「電子投票導入の手引き」 29、2005

年 11 月に発足させた「電子投票システム調査検討会」の報告書（「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」） 30などをみても、「電子機器利用

による選挙システム研究会」報告書の延長線上という印象を拭えない。たとえば

「電子投票システム調査検討会」の報告書においては、電子投票に使用する電子

機器の技術仕様要件適合性については「「技術的条件」への適合状況に係る検査（監

査）を検査機関や監査法人などに委託し、検査（監査）結果を公表（提供）する

という第三者認証の方法」が望ましいとし 31、電子投票機器に障害が発生した場

合への対応についても、アメリカのカリフォルニア州で義務づけられている

VVPAT や韓国の電子投票システムの記録用紙のような物理的監査証跡の導入を

検討するのではなく、「投票が中断するおそれが生じたような場合には、投票管理

者の判断により、緊急避難的に自書式投票への切替えを可能にすること」が一つ

の方法であるとしている 32。  

予算についても、韓国の電子投票が 2008 年の電子投票に 630 億ウォン程度の予

算を計上する予定であるのに対して、総務省の予算における「地方選挙における

電磁的記録式投票の導入支援」は、平成 18 年度当初予算額で約 7000 万円、19 年

度要求額は約 8000 万円にすぎない 33。  

電子投票の推進体制において、日韓の間には相当程度の差があるといえよう。  
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図  2 電子本人認証機  

 

 

 

図  3 住民登録カード（または IC 運転免許証カード）をセット  
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図  4 電子本人認証機による本人認証の様子。  
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図  5 投票カードの挿入
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図  6 投票画面  

 

 

図  7 プリンタの印字の例  
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図  8 プリンタで印字された投票記録を選挙人が確認する窓  
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図  9 プリンタの記録用紙カセット装着部  
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図  10 記録用紙カセット  
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図  11 USB スロット（写真中央付近）  

 

 

 

※本研究は、平成 17 年度財団法人電気通信普及財団研究調査助成金を受けた研究

の成果の一部である。中央選挙管理委員会への訪問にあたっては、金学俊（東亜

日報社長・発行人）、李東官（東亜日報論説委員）、金泳坤（安養大学校特任教授）、

小林慶二（元九州国際大学国際商学部教授）の各氏に大変にお世話になった。ま

た、柳田浩司（学校法人九州国際大学法人総務室）、朱姫卿（九州国際大学国際セ

ンター）の 2 氏には、電話連絡その他にあたってご助力いただいた。ここに記し

て感謝したい。  

 

注  
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1 「ノサモ (Nosamo)」とは、盧武鉉の支持者たちが勝手連的にインターネット上

を中心として組織した「ノムヒョヌル・サランハヌン・モイム（노무현을  사랑하는  
모임）」（盧武鉉を愛する会）という集団の頭文字を取った略称のことで、「386 世

代（30 歳代、80 年代に大学卒業、60 年代生まれ」が構成員の中心となった。

http://www.nosamo.org/ ノサモ自体は現時点でも活動しているが、盧武鉉大統領

の支持率低下に伴い、構成員は減少しているといわれる。  
2 韓国政治・選挙における地域性については、さしあたり出水薫「韓国国政選挙

における地域割拠現象再論：第 15 代大統領選挙を対象として」政治研究 45 号（1998
年）61 頁以下、出水薫「韓国政治における地域割拠現象―第 6 共和国の国政選挙

結果に見るその実態と変化」外務省調査月報 1996 年 3 号（1996 年）1 頁以下など

を参照。  
3 2002 年の大統領選挙におけるインターネットの意義、ノサモの掲示板の内容な

どについて検討する邦語文献として、さしあたり朴東鎭（浅羽祐樹訳）「インター

ネットと第 16 代韓国大統領選挙：電子的な公論の場の可能性を中心に」立命館国

際地域研究 22 号（2004 年）21 頁以下、金萬欽（清水敏行訳）「韓国の第 16 代大

統領選挙と地域主義」札幌学院法学 21 巻 2 号（2005 年）279 頁以下などを参照。 
4 2000 年 2 月に月刊雑誌記者出身の呉連鎬が中心となって設立した市民参加型の

ニュースサイトで、韓国では 4 万人以上の会員（市民記者）が登録し、市民記者

が執筆した 1 日 200 本以上の記事が掲載されているという。2006 年 8 月 28 日に

は、日本版のオーマイニュースも創設された。http://www.ohmynews.co.jp/ 
5 韓国では、朝鮮日報、中央日報、東亜日報、ハンギョレ新聞の 4 紙が全国紙と
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