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事業の概要

1

2

第1章 事業の背景と目的
わが国では、JIS に規定された符号化漢字集合で標準化されていない多くの漢字が、人名、
地名等の中に用いられている。現在、JIS X 0213:2004 で符号化されている漢字は約
10,000 文字であるのに対し、経済産業省の調査研究「汎用電子情報交換環境整備プログラ
ム」で整理された漢字は、戸籍用途、住民基本台帳用途を含めて約 59,000 にのぼり、その
差に当たる約 49,000 文字の漢字が JISX 2013:2004 では不足することになる。
これら JIS 漢字集合で扱うことのできない漢字を情報処理システムで使用するために、事
業所、自治体等が各々独自に文字をシステムへ登録することが行われてきた。その結果、
これらの文字に関する文字コードの統一がなされず、システム連携が不可能、あるいは連
携のためのコストが多大になるといった問題が発生し、電子政府システムの効率的運用、
および、国民からの効率的活用を阻害する要因のひとつとなっている。
本事業では、上記問題を解決するため、汎用電子情報交換環境整備プログラム1で整理さ
れた2文字を規範とし、多くの地方自治体や府省が扱う情報システムで活用できることを目
指した文字を作成するとともに、その活用へ至るための技術的、制度的ロードマップと利
用ガイドを作成することを目的とする。
さらに、これら検討を踏まえ、電子政府と民間活動とのシームレスな連携を可能とする
ため、国民全てが活用できることを目指した文字フォント及び文字に係る情報を整備する。
文字の品質は、通常の公用文等で必要十分とされるレベルとする。

第2章 事業実施体制
図 1 に示すように、本事業を推進するに当たっては、経済産業省に「文字情報基盤推進
委員会」を設置して事業全体の方針について議論を行うとともに、IPA に 3 つの小委員会：
「導入シナリオ小委員会」
、「コード化小委員会」、
「技術小委員会」を設置し、それぞれ専
門的立場からの検討を行った。

1

汎用電子情報交換環境整備プログラム成果報告書（平成 21 年 3 月）
http://www.meti.go.jp/information/downloadfiles/c100806a04j.pdf

2

「汎用電子情報交換環境整備プログラム成果報告書 附属資料 2-3「漢字情報テーブル」
（CSV ファイル）
」
（
「漢字情報テーブル」と記す）の内容については、成果報告書の p.62（2.5.5「漢字情報テーブル」凡
例）を参照のこと。
「漢字情報テーブル」は、戸籍統一文字コード、住民基本台帳ネットワークシステ
ム統一文字コードと ISO/IEC 10646（UCS）との関連が明記されている。
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経済産業省 / 推進委員会
事業全体の方針の検討

導入シナリオ小委員会

ユーザ視点に立った導入シナリオの検討

コード化小委員会

文字の同定、符号化方式等、文字に係る検討

技術小委員会

文字を扱う情報システムに係る技術的検討

図 1 本事業の検討体制

第3章 実施概要
3.1. 事業全体の概要
図 1 に本事業全体の概要を示す。
本事業は、
（1）文字情報基盤の将来像や課題を整理するための調査研究と、(2)フォント
の整備の 2 つの柱で構成されている。事業推進にあたっては、有識者等からなる推進委員
会および３つの小委員会を設置し、その議論を反映する形で進めた。(2)フォントの整備に
当たっては、新しく作る⽂字に対するデザイン方針や⽂字コードの割り振り等の方針につ
いて、これら委員会での議論を反映しつつ進めた。
また、全国地方自治体における人名漢字等に係る情報処理の現状を調査する為、809 の
市（特別区を含む）を対象としたアンケート調査を実施した。
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(1)文字情報基盤の将来像や課題を整理するための調査研究
推進委員会の開催・運営支援
議論の反映

ロードマップの検討

文字管理体制の検討

検討結果の反映

問題提起

(2)フォントの整備
仕様・手順の
設計と管理

フォント仕様・作成作業手順の設計
フォントの素材提供

符号化方針の決定
MJ文字情報一覧表作成

工程管理

作製作業

フォント組み立て作業
コード付け、MJ文字情報一覧表への貼りこみ作業

図 2 本事業全体の概要

3.2. 委員会の実施概要
各委員会の議事録を別添の付属資料に掲載した。各委員会の実施概要は以下のとおりで
ある。
3.2.1. 文字情報基盤推進委員会
文字情報基盤推進委員会（以下、推進委員会）の委員構成を表 1 に示す。同委員会は、
表 2 のとおり 3 回実施した。
推進委員会においては、
IPA による基礎調査やアンケートの中間結果及び小委員会での議
論を踏まえ、地方自治体の文字処理環境の現状と、あるべき姿、文字数拡大の社会的影響
等について検討した。また、本事業の全体の方向性および進め方について議論し、ライセ
ンスの在り方等の重要事項について方針案の議論を行った。
表 1 文字情報基盤推進委員会 委員名簿
委員長
林

史典

聖徳大学・聖徳大学短期大学部人文学部長
大学院言語文科研究科長人文学部日本文化学科長教授

委員
円満字 二郎

フリーライター 漢和辞典編集者
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太田 潤

財団法人日本規格協会規格開発部規格第二課長

大森 浩二

社団法人情報サービス産業協会
株式会社ＮＴＴデータ基盤システム事業本部システム方式技術ビジネスユ
ニット第四技術統括部第四技術担当課長

大山 水帆

川口市情報政策課課長補佐

筧

早稲田大学基幹理工学部 情報理工学科教授

捷彦

加治佐 俊一

社団法人コンピュータソフトウェア協会
マイクロソフト株式会社最高技術責任者

小西 聡

社団法人電子情報技術産業協会
日本電気株式会社ITソフトウェア事業本部第三ITソフトウェア事業部フォ
ントグループ マネージャー

坂下 哲也

財団法人日本情報処理開発協会電子情報利活用推進センター副センター長

笹原 宏之

早稲田大学社会学部・社会科学総合学術院教授

須藤 修

東京大学大学院情報学環教授

関口 正裕

社団法人情報処理学会情報規格調査会ＳＣ２専門委員会委員長
富士通株式会社計画本部開発企画統括部プロジェクト課長

高田 智和

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所

高橋 仁一

社団法人日本印刷産業連合会

田代 秀一

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター長

千葉 弘幸

社団法人日本印刷技術協会研究調査部シニアリサーチャー

平林 元明

CIO補佐官技術タスクフォース
内閣府CIO補佐官（日立製作所）

三上 喜貴

社団法人情報処理学会情報規格調査会ＳＣ２議長
長岡科学技術大学大学院技術経営研究科専門職学位課程システム安全専攻
教授

牟田 学

電子政府推進員 MBRコンサルティング所長（電子政府・行政コンサルタ
ント）

安岡 孝一

京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター 教授

井上 知義

内閣官房情報通信技術担当室内閣参事官

山﨑 重孝

総務省自治行政局住民制度課長

中垣 治夫

法務省民事局総務課登記情報センター室長

氏原 基余司

文化庁文化部国語課主任国語調査官

東條 吉朗

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課長
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オブザーバ
村上 一恵

国会図書館収集書誌部収集・書誌調整課

髙野 真理

警察庁情報通信局情報管理課課長補佐

福谷 孝二

法務省入国管理局総務課出入国情報管理室補佐官

森田 勝弘

法務省CIO補佐官

前田 真宏

国税庁参事官室 主任税務分析専門官

前原 正男

厚生労働省大臣官房統計情報部企画課情報企画室情報化推進官

八日市谷哲生

独立行政法人国立公文書館公文書専門官

佐藤 幸夫

日本年金機構システム企画部 参事役

原田 俊彦

社団法人日本情報システム・ユーザー協会常務理事

事務局
多田 明弘

経済産業省商務情報政策局情報政策課長

杉浦 秀明

経済産業省商務情報政策局情報プロジェクト室長

守谷 学

経済産業省商務情報政策局情報プロジェクト室長補佐

梅原 徹也

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課課長補佐

宗像 保男

経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット情報電子標準化推進室課長補
佐

水野 紀子

経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット情報電子標準化推進室課長補
佐

平本 健二

経済産業省CIO補佐官
表 2 文字基盤情報推進委員会の開催状況
開催日時/場所

主な議題

出席

備考

委員
第1回

平成22年9月28日（火） １．委員会の趣旨・スケジュー
10:00～12:00

ル等説明

経済産業省別館5階

２．事業推進方法について

526会議室

３．文字情報基盤の整備にあた

21名 議論の詳細は､
附属資料参照

っての論点
第2回

平成23年1月28日（金） １．論点と今後の詳細スケジュ
14:00～16:00

ール

経済産業省本館17階

２．文字情報基盤整備の検討素

第一共用会議室

案

21名 議論の詳細は､
附属資料参照

３．小委員会、アンケート報告
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第3回

平成23年3月17日（木） １．全体報告
14:30～15:30

２．小委員会報告
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18名 議論の詳細は､
附属資料参照

3.2.2. 導入シナリオ小委員会
自治体および府省の現場を中心とし、社会的要望、導入に際して起き得る問題等の検討
を通し、情報処理システムの利用者の立場から導入シナリオを検討した。表 3 の委員構成
により、表 4 のとおり 4 回の会議を開催した。
表 3 導入シナリオ小委員会 委員名簿
委員長
須藤 修

東京大学大学院情報学環 教授

委員
大山 水帆

川口市 情報政策課 課長補佐

楠 正憲

マイクロソフト株式会社 法務・政策企画統括本部 技術標準部 部長

小池 康雄

大日本印刷株式会社 IPSビジネス開発本部 IPSビジネス開発第3部 部長

高橋 晃

町田市 総務部情報システム課 担当係長

中田 和雄

株式会社三菱総合研究所 公共ソリューション本部公共ソリューション第1グ
ループ 兼）地域経営研究本部情報・データ 戦略コンサルティンググループ
主任研究員

平林 元明

内閣府 CIO補佐官（株式会社日立製作所）

宮本 大輔

株式会社日立製作所情報通信システム社 公共システム事業 公共ビジネス戦
略室 主任技師

森田 勝弘

法務省 CIO補佐官

吉本 明平

日本電気株式会社 公共ソリューション事業部 マネージャー

オブザーバ
太田 潤

財団法人日本規格協会

垣内 伯之

財団法人日本情報処理開発協会総務課

木戸 彰夫

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員

平本 健二

経済産業省 CIO補佐官

事務局
田代 秀一

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター長

小林 龍生

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター専門委員

沼田 秀穂

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員

池田 佳代

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員
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表 4 導入シナリオ小委員会の開催状況
開催日時/場所

主な議題

出席

備考

委員
第1回

平成22年12月16日（木） １．概要説明
13:30～15:30

２．報告事項

IPA 13F D貸会議室

（１）府省の動向につい

9名 議論の詳細は､附属
資料参照

て
（２）地方自治体の動向
について
３．論点の整理
第2回

平成23年1月19日（水）

１．事務局報告

13:30～15:30

（１）これまでの議論の

IPA 13F D貸会議室

整理

10名 議論の詳細は､附属
資料参照

（２）導入イメージ案
（３）アンケート中間報
告
２．「個人の識別につい
て」の報告事項
第3回

平成23年2月15日（火）

１．運用体制について

13:30～15:30

２．文字基盤として提供

IPA 13F会議室C

するべきサービスのあり

9名 議論の詳細は､附属
資料参照

かた
第4回

平成23年3月14日（月）

メール審議

13:30～15:30

１．導入シナリオのポイ

IPA 17F貸会議室A

ント（案）
２．フォントライセンス
についての検討
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ML -

3.2.3. コード化小委員会
文字符号化に係る標準化動向を検討するとともに、文字の同定、文字の符号化方式や、
符号位置の付与方式等、文字をフォントとして取りまとめるにあたっての諸問題について
専門的立場から検討した。表 5 の委員構成により、表 6 のとおり 5 回の会議を開催した。
表 5 コード化小委員会 委員名簿
委員長
高田 智和

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所 理論・構造研究系
准教授

委員
円満字 二郎

フリーライター 漢和辞典編集者

越塚 登

東京大学大学院情報学環 教授

小西 聡

日本電気株式会社ITソフトウェア事業本部第三ITソフトウェア事業部 フォ
ントグループ マネージャー

笹原 宏之

早稲田大学 社会科学総合学術院 社会科学部 教授

関口 正裕

富士通株式会社ソフトウェア事業本部事業計画統括部プロジェクト課長

田丸 健三郎

マイクロソフト株式会社 技術統括室／イノベーションセンタ本部長

冨田 信雄

株式会社モリサワ デジタルタイプセンター部長

安岡 孝一

京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター 准教授

山本 知

株式会社日立製作所情報・通信システム社ソフトウェア事業部企画本部 計
画部主任技師

オブザーバ
春本 昌宏

共同印刷株式会社IT本部ITサービス推進部担当部長

平本 健二

経済産業省CIO補佐官

堀口 宗男

社団法人日本印刷産業連合会常務理事

水野 紀子

経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット情報電子標準化推進室課長補
佐

事務局
田代 秀一

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター長

小林 龍生

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター専門委員

沼田 秀穂

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員

池田 佳代

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員
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表 6 コード化小委員会の開催状況
開催日時/場所

主な議題

出席

備考

委員
第1回

平成22年11月22日（月） １．概要説明
10:00～12:00

２．報告事項

IPA 13F会議室C

（１）フォント整備作業

9名 議論の詳細は､附属資
料参照

について
（２）汎用電子情報交換
環境整備プログラムの成
果と課題について
第2回

平成22年12月14日（火） １．報告事項と質疑応答
13:30～15:30

（１）文字符号化に関す

IPA 13F会議室C

る国際標準化動向につい

8名 議論の詳細は､附属資
料参照

て
（２）住基ネット統一文
字と汎用電子情報交換環
境整備プログラム成果と
の関係について
２．フォント整備作業上
の問題と実装方針確認
第3回

平成23年1月14日（金） １．フォント整備状況の
13:30～15:30

報告

IPA 13F D貸会議室

２．報告事項（既存シス

9名 議論の詳細は､附属資
料参照

テムのハブとなる変換テ
ーブルのメタ情報）
第4回

第5回

平成23年2月8日（火）

１．フォント化について

13:30～15:30

の方針

IPA 13F会議室B

２．メタデータについて

平成23年3月8日（火）

１．フォント作成状況

13:30～15:30

（１）フォント整備作業

IPA 13F会議室A

の報告

8名 議論の詳細は､附属資
料参照

（２）デザイン統一基準
２．文字情報の項目につ
いて
３．ライセンスについて
４．ロードマップの検討
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9名 議論の詳細は､附属資
料参照

3.2.4. 技術小委員会
ワープロ等の利用者向けアプリケーション、データベース等の基幹系アプリケーション、
OS 等の基本ソフト等につき、日本語情報処理に係る技術的可能性や問題点、動向等につき
検討した。表 7 の委員構成により、
表 8 のとおり 5 回の会議を開催した。
表 7 技術小委員会 委員名簿
委員長
筧 捷彦

早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科 教授

委員
浅田 徹

日本銀行 システム情報局 参事役 新日銀ネット開発課長

井上 エイド グ－グル株式会社 エンジニアリング マネージャー
榎本 義彦

日本アイ・ビー・エム株式会社 開発製造 テクノロジー＆オペレーション AP
標準・製造安全

筧 捷彦

早稲田大学 基幹理工学部 情報理工学科 教授

河合 孝志

株式会社日立製作所公共システム事業部 全国公共ソリューション本部 自治
体アプリケーション第二部 課長

小久保 明彦 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 公共システム事業部ソリューシ
ョン推進部 部長
鈴木 俊宏

日本オラクル株式会社 製品戦略統括本部スタンダードストラテジー＆アー
キテクチャー スタンダードストラテジー＆アーキテクチャー シニアディレ
クター

関口 正裕

富士通株式会社 ソフトウェア事業本部 事業計画統括部 プロジェクト課長

中島 豊

マイクロソフト ディベロップメント株式会社 オフィス開発統括部 ディベ
ロップメントチーム プリンシパル ディベロップメント マネージャ

山本 太郎

アドビシステムズ株式会社 エンジニアリング 日本語タイポグラフィ シニ
アマネージャー

オブザーバ
木戸 彰夫

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員

田原 恭二

凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部 課長

平本 健二

経済産業省CIO補佐官

堀口 宗男

社団法人日本印刷産業連合会常務理事

事務局
田代 秀一

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター長

小林 龍生

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター専門委員
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沼田 秀穂

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員

池田 佳代

情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター研究員
表 8 技術小委員会の開催状況
開催日時/場所

主な議題

出席

備考

委員
第1回

平成22年11月24日

１．概要説明

（水）

２．報告事項

13:30～15:30

（１）フォント整備作業につい

IPA 16F第3会議室

て

9名

議論の詳細は､附
属資料参照

（２）汎用電子情報交換環境整
備プログラムの成果と課題につ
いて
（３）漢字の取扱の現状につい
て
第2回

平成22年12月14日

１．報告事項：議論する課題に

（火）

ついて

10:00～12:00

２．論点の整理

6名

議論の詳細は､附
属資料参照

IPA 13F会議室C
第3回

平成23年1月14日

１．地方公共団体の文字処理環

10:00～12:00

境に関するアンケート中間報告

13F D貸会議室

２．報告事項：表示、検索、国

9名

議論の詳細は､附
属資料参照

際整合性
第4回

第5回

平成23年2月8日（火） １．報告事項：情報交換用のハ
10:00～12:00

ブとなるメタデータ

IPA 13F会議室B

２．システム課題の整理

平成23年3月8日（火） １．Unicode実装に関する技術
10:00～12:00

報告

IPA 13F会議室A

２．フォントライセンスについ

9名

議論の詳細は､附
属資料参照

8名 議論の詳細は､附
属資料参照

ての要望確認
３．ロードマップの確認
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3.3. ロードマップ検討の進め方
図 3 に示すような手順に従って推進委員会及び小委員会で議論を行い、導入へ向けての
ロードマップを取りまとめた。
まず、「（１）問題点の整理」として、現状の問題点を社会的要望の観点から明らかにす
る。次に、「（２）技術動向の整理」として、大量の文字を扱うために必要となる技術につ
いて、国際標準の動向と製品の動向を調査した。
これら調査結果を踏まえ、
「（３）情報システムのあるべき姿」として、理想的な姿のイ
メージを取りまとめた。
しかし、現実の社会に理想的システムをそのまま導入することは適切ではない。
そこで、
「（４）業務現場の現状と動向」として府省、 ⾃治体等の現場での⽂字の扱いに
係る現場の状況を調べ、理想的な姿へ向けての現実的でスムースな移 ⾏⼿順を検討する。
これらの検討の全体を踏まえ「
（５）導入のシナリオ」を検討し、これら検討結果全体を
ロードマップとして取りまとめた。

(1) 問題点の整理


観点
扱える文字種の不足





(2) 業務現場の現状と動向


国民の不満
事務処理コストの増加




独自文字コードの使用




(4) あるべき姿

相互運用性の欠如
国際的孤立
調達・運用コストの増加


(3) 技術動向の整理




観点
国際的整合性
相互運用性
経済合理性

(5) 導入のシナリオ

観点
国際標準の現状









従来型の体系（UCS）
異体字を扱う新体系（IVS)



製品の動向





新体系（IVS）への対応
入力メソッド

観点
システムの状況
蓄積されたデータの状況
外字の扱いに係る業務ワークフ
ローの状況
国民ID導入等、将来現場に求め
られる業務の動向






観点
技術的観点
法・制度的観点
運用管理
市場の変化
文字フォントライセンス
府省・自治体の導入シナリオ

図 3 「ロードマップの検討」の進め方
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3.4. フォント整備の実施概要
以下のような方針と内容でフォントの整備を実施した。
3.4.1. フォントの整備方針
本事業では、OpenType フォーマット（ISO/IEC 14496-22:2009 (Second Edition)3に
準拠）のフォントファイル（IPAmj 明朝）を作成した。
フォント作成のベースとして、IPA がその全権利を有しており、現在、IPA フォントライ
センス V1.0 に基づいて一般向けに無償公開している IPAex 明朝4を使用する。IPA フォン
トを文字作成の素材として使用することにより、作成する文字を、IPA フォントシリーズの
デザインポリシに従ったものとし、かつ、字体については汎用電子情報交換環境整備プロ
グラムで整理された「文字一覧表」の平成明朝⽂字図形と同定した。
IPAex 明朝は、TrueType アウトラインベースの OpenType フォントである。IPA フォ
ントシリーズは 2007 年 10 月の一般公開以来、特許庁における受領書発行業務への活用、
文化審議会における常用漢字改定のための議論の素材としての活用を始めとし、自治体等
における公用文書作成や、民間においても広く日本語文書をやりとりする際の高い互換性
を実現する基盤として活用され多くの実績を持っている。

3

ISO/IEC 14496-22:2009(Second Edition) Information technology — Coding of audio-visual
objects —Part 22:Open Font Format
http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec14496-22%7Bed2.0%7Den.pdf

4

日本語を使用する情報処理で共通に利用できる基盤的文字フォントとして IPA が提供している JIS X
0213:2004 に準拠した文字を収録した OpenType フォントであり、次のサイトから入手可能である。
http://ossipedia.ipa.go.jp/ipafont/
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3.4.2. 対象文字数
対象文字は、戸籍統一文字、住民基本台帳ネットワークシステム統一文字（以下、住基
ネット統一文字）に含まれる文字および JIS X0221 に含まれる公的文書で一般に使われる
非漢字である。
このうち、戸籍統一文字、住基ネット統一文字に含まれる文字については、汎用電子情
報交換環境整備プログラムで整理されている漢字である。
汎用電子情報交換環境整備プログラム（フェーズ 1：平成 14 年度～17 年度、フェーズ 2：
平成 18 年度～20 年度）の文字対応作業委員会では、住基ネット統一文字、戸籍統一文字、
登記統一文字の対応関係を整理している（図 4、表 9）
。
住基ネット統一文字（19,432 字）

④
①

③

②

⑤

戸籍統一文字（55,267 字）

「登記固有文字」
（10,330 字）

登記統一文字（65,597）
図 4 汎用電子情報交換環境整備プログラムで整理された漢字（１）
（第 2 回コード化小委員会報告 資料４より）

表 9 汎用電子情報交換環境整備プログラムで整理された漢字（２）
（第 2 回コード化小委員会報告 資料４より）
区分

字数

①戸籍・住基・登記に共通

15,986

② 戸籍・登記に共通

39,281

③ 住基・登記に共通

1,092

④ 住基のみに共通

2,354

⑤ 登記のみに共通

9,238
計

67,951

汎用電子情報交換環境整備プログラムでは、整理された 67,951 字（図 4、表 9）に対
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して平成明朝体グリフを割当て、その結果を「漢字情報テーブル」および「文字一覧表」
に記載している。
本事業は、このうち戸籍統一文字と住基ネット統一文字に含まれる文字を対象とするた
め、58,713 文字5（表 9 の合計 67,951 文字から「⑤の登記のみに共通」の 9,238 文字を
除いた文字数）が対象となる。
JIS X0221 に含まれる公的文書で一般に使われる非漢字としては、JIS X02136、JIS X
02127に含まれる公的文書で一般的に使用される非漢字が対象となる。
（１） 対象文字の標準化状況
本事業では、ISO/IEC10646 CJK 統合漢字に規格化されているものを符号化する。
以下に本事業が対象とする文字の、国際標準（ISO/IEC 10646 および Unicode 標準）
および国内標準（JIS）での現時点における符号化状況を整理する。
表 10 対象となる文字の標準化状況
①

ISO/IEC 10646（UCS） 「BMP」
CJK Unified Ideographs： 20,951
CJK Unified Ideographs Extension A： 6,584

27,535 文字

なお、BMP には CJK Compatibility Ideographs に該当するも
のが 457 ある。
②

ISO/IEC 10646 （UCS） 「Plane 2(Extension B)」
CJK Unified Ideographs Extension B： 42,711
な お 、 Plane 2 に は CJK Compatibility Ideographs
Supplement に該当するものが 542 ある。

③

「BMP」との差
分は約 2 万 5 千
文字

ISO/IEC JTC1/SC2 へ の ISO/IEC 10646 （ UCS ）
「Extension C、Extension D、Extension E」提案により符号

上記①、②との

位置が定められているもの（現在、標準化手続きが進行中であ

差分は約 1 千文

るものを含む）

字

CJK Unified Ideographs Extension C は追補 5 で収録された：
4,149

5

本事業開始時は 58,713 文字であったが『平成２２年度 社会環境整備・産業競争力
業

強化型規格開発事

汎用電子情報交換環境整備プログラム フォローアップ（略称：汎用電子２０１０）成果報告書』

により、13 文字（うち本事業の対象 1 文字を含む）が削除されたことをうけ、最終的には 58,712 文
字が対象となった。
6

『JIS X 0213:2000 7 ビット及び 8 ビットの 2 バイト情報交換用符号化拡張漢字集合』 日本規格協会、
東京、2000 年 1 月。
（2000 年 1 月 20 日制定）
、
『JIS X 0213:2004 7 ビット及び 8 ビットの 2 バイ
ト情報交換用符号化拡張漢字集合（追補 1）
』 日本規格協会、東京、2004 年 2 月。
（2004 年 2 月 20
日改正）

7

『JIS X 0212:1990 情報交換用漢字符号-補助漢字』 日本規格協会、1990 年

18

CJK Unified Ideographs Extension D は追補 8 に収録される
予定だが、追補 8 はまだ発行されていない。ただし、Unicode
6.0 には既に収録されている： 222
CJK Unified Ideographs Extension E は現在 IRG での審議が
中断している。審議の再開は早くても IRG#37(2011 年 11 月)
以降になる見通し。現在の Extension E のドラフトには議論中
のものも含めて約 6,700 字が含まれている。
Extension D、Extension E については、3 月末に出版がされ
ておらずかつ今後変更される可能性があるため、3 月末版では
符号化対象外とする。来期以降に符号化する。
④

Unicode Consortium への「IVD」8登録済みであるもの。
汎用電子情報交換環境整備プログラムの成果に基づく最初の

4,195 文字

バリエーション提案については 2010 年 11 月 14 日付で正式

基底文字を含

9

に IVS の割当てが行われた。この中には 1,918 の基底文字

めずに約 2 千文

(base character)に対して 4,195 のグリフをバリエーションと

字。

して登録した。
⑤

上記①、②、③、④以外の符号化が不明な漢字
（UCS の符号位置を持たず、ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 への
符号化提案や Unicode Consortium への IVD 登録手続きもさ
れていないもの）
汎用電子情報交換環境整備プログラムの委員会からこの事業
に提供された文字一覧表において、登記固有文字にしか見られ
ないものを除いた文字数(グリフの数)は 58,712。この中で
a) 属 性 情報 と し て UCS の 対 応 が つ け ら れ てい る も の ：

約 7 千文字

55,933
b) a)のうち、UCS の値が重複するものを除くと： 50,246
c) a)-b)の 5,687 についてはバリエーションとして IVD に登録
が必要な可能性がある。
d) UCS の対応がつけられていないもの：2,779

8

Unicode Ideographic Variation Database：IVS 方式による異体字識別番号を登録したデータベース。
Unicode Consortium への登録制となっている。

本事業が対象とする具体的な字形については、http://unicode.org/ivd/pri/pri167/index.html 参照
9

Variation selectors and variation sequences：文字が、形状の異なる複数の異体字を持つ場合、通常の
コードスペースで符号化する文字符号は原則１つとし、個別の異体字表記については、文字コードでは
なく、異体字識別番号によって識別しようという考え方。
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c), d) に つ いて 今 後 10646 の 統 合 漢 字 への 追加 、 ま たは
Unicode IVD への登録申請が必要なものが含まれるとして、
現在、汎用電子情報交換環境整備プログラムの委員会で精査を
進めている。また、a)についても対応付けの妥当性について確
認が必要との認識であり、その作業を通して c)や d)に該当する
ものが見つかる可能性がある。
⑥

国内規格の非漢字
「JIS X0213 および JIS X0221 に含まれ、公的文書で一般に
使われる非漢字」を対象とする。
(A) JIS X0213 収録の非漢字：1158 文字

約 1 千文字

(※X0213 の非漢字は 1183 字であるが、そのうち 25 字は結
合文字である)
(B) JIS X0212 収録の非漢字：266 文字 ((A)との重複を含む)
⑦

変体仮名
変体仮名については、文字コード標準には収録されていない。 人 名 に 頻 出 す
従って、何文字必要かについては不明。

る も の は 170

汎用電子情報交換環境整備プログラムや情報処理学会情報規 文 字 程 と 想 定
格調査会 SC2 専門委員会においても、符号化標準の議論がな

されるが、3 月

されておらず、また、参照するべき字体について公開された資

末版では検討

料が存在しない。変体仮名の今後の対応については第 6 章で記

対象外とする。

述する。
3.4.3. フォントのファイル化および符号付与の作業方針
フォントファイルのフォーマットは OpenType フォーマット(ISO/IEC 14496-22:2009
(Second Edition))10とする。メッシュサイズは OpenType 仕様に従って 2048×2048（現
在の IPAex 明朝の仕様と同一）とする。
UCS に符号位置を持つものとそうでないもの（符号化外文字と呼ぶ）について、以下の
方針でフォントファイル化を行なう。
（１） UCS 符号位置を持つ字体
UCS 符号位置を持つ字体については、以下の方針でフォントファイル化を行う。
表 11 UCS 符号位置を持つ文字のフォント化方針
①

対応するグリフが一つだけのもの

符号化してフォントファイ
ルに収録

10

ISO/IEC 14496-22:2009(Second Edition) Information technology — Coding of audio-visual
objects —Part 22:Open Font Format

http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec14496-22%7Bed2.0%7Den.pdf
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②
③

対応するグリフが複数あっても JIS X 0213:2004

符号化してフォントファイ

の符号位置との対応関係が明確なもの

ルに収録

現在、ISO/IEC JTC1/SC2 への標準化手続きが進 標準化が決定（出版）される
行中のもの

までは符号化は行わない。フ
ォントファイルには文字情
報基盤文字図形名（MJ 文字
図形名）を付与して収録す
る。

④

現在、Unicode Consortium に「IVD」として登録

フォントファイルに IVS 方

済みのもの

式で収録する。

（２） UCS の符号位置も確定しておらず、IVD にも登録手続きされていない字体（約 7
千文字）
本事業では文字情報基盤の対象文字において、国際標準で符号化できない文字11を「符号
化外文字」と表現する。異体字関係が不明確な文字の符号化には、UCS 上の新たな符号位
置への新規符号化提案や、IVD への登録手続きが必要であり、符号化決定には時間が必要
である。
従って、異体字関係が不明確な「符号化外文字」は 2011 年 3 月末では、GID と文字情
報基盤 文字図形名（以下、MJ 文字図形名）を付与する形で符号化は行わずにフォントフ
ァイルに収納する。
（３） 文字画像（1 文字 1 ファイル）
今回作成した文字図形情報については、フォントファイルに収録するほか、文字図形情
報を SVG フォーマット12で１文字１ファイルの形式で記録したものを作成した。このファ
イルは、本事業の成果物であるフォントファイルをそのままでは利用できないような環境
において、本成果物の文字図形を利用する際等に、活用することを意図したものである。
以上の方針に従った、IPAmj 明朝の符号化の全体概要を図 5 に示す。

11

ISO/IEC 10646（UCS）の符号位置を持たず、ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 への符号化提案や IVD 登録

12

SVG：Scalable Vector Graphics。Ｗ３Ｃで標準化された図形表記のフォーマット

手続きもされていないもの。
（http://www.w3.org/standards/techs/svg 参照）
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戸籍統一（漢字のみ）
(55,267文字)

登記固有
文字
(10,330)

住基統一(漢字のみ）
（19,432文字)

非漢字
（2,002図形
/1,672文字）
縦書用文字、リ
ガチャを含む

1,672文字

ISO/IEC
10646

58,712文字に固有の識別番号を振ったと
いう意味であり、複数の識別番号に同一の
字形が割り当ててある場合もある（住基文
字については500文字が該当）。

汎用電子情報交換環境整備プログラム
で整理された漢字
(58,712文字)

異なる識別番号に同一グリフの割り当てられ
ている文字のうち、住基文字由来の文字約
500文字については、全て作り分けを行う予
定（4月以降）

文字基盤文字
文字情報基盤漢字
(58,712文字)
(xx,xxx文字)

23,480文字

BMP (全65,536文字）

25,662文字

2,274文字

CJK統合漢字拡張B,C,D
(全47,000文字)

7,296文字

IVD

今回は符号化
対象外

図 5 文字符号化の概要

3.4.4. 文字作成手順の概要
本事業の対象文字が網羅されるよう、現在の IPAex 明朝に収容されていない文字を、汎
用電子情報交換環境整備プログラムの「文字一覧表」13に示された文字図形形状に従い、同
プログラムの同定基準に準拠して新規作成した。
図 6 に本提案における文字作成手順の概要を示す。
既存の IPAex 明朝の各文字を文字の偏（へん）や旁（つくり）等に分解し、さらにそれ
をストローク単位へ分解したパーツを作成し、それらを汎用電子情報交換環境整備プログ
ラムで整理された漢字の図形に従って再構成することが本手法の基本である。
この手法をとることにより、作成する文字が IPAex 明朝のデザインポリシに従い、かつ、
汎用電子情報交換環境整備プログラムで整理された漢字の字体に同定された文字となる。
2009 年度に文化審議会で行われた常用漢字の検討過程、及び 2010 年 6 月 7 日に文部科
学大臣あてに答申された「改定常用漢字表」の印刷に使用した文字フォントを IPA が作成
した際にも類似の手法を用いており、この実績を持つ手法を用いた。
（１） グリフ作成の準備作業
貸与される汎用電子情報交換環境整備プログラムの成果報告書別冊

13

「汎用電子情報交換環境整備プログラム成果報告書別冊

文字対応作業委員

文字対応作業委員会編「文字一覧表」
（PDF

ファイル）
」(「文字一覧表」)に基づき同定する。
「文字一覧表」の内容については、成果報告書の p.21・
図 1 を参照のこと。
「文字一覧表」は、戸籍統一文字・住基ネット統一文字・登記統一文字及び平成明
朝体グリフ(画像)の対応関係を示し、読み、文字コード(UCS)、施策等の文字情報との関係が記載され
ており、1 ページ当たり 12 グリフが掲載され、1 分冊当たり 500 ページで、全 12 分冊から構成され
ている。
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会編「文字一覧表」
（PDF ファイル）から、ここへ収録された文字図形を抽出する。
IPAex 明朝の図形と比較を行い、汎用電子情報交換環境整備プログラムが指定する同定
基準（汎用電子情報交換環境整備プログラム成果報告書）に従うために IPAex 明朝に必要
となる修正項目を整理した。
次に、各文字がどのようなパーツで構成されているかを整理した。

（１）グリフ作成
の準備作業

（２）IPAex明朝
データのパーツ化

（３）パーツデータの
合成貼り込み
漢字構成パーツの配列
方法及び貼り込みパー
ツの調査・整理

ベースとする
文字デザイン

IPAex明朝
フォント

騙(U+9A19) → ⿰馬扁

対応リスト

文字の貼り込み作業

汎用電子情報交換環境整
備プログラムの成果報告
書別冊 文字対応作業委
員会編「文字一覧表」

偏(U+504F) → ⿰亻扁

（JISX0213準拠）

扁(U+6241)
編(U+7DE8) → ⿰糸扁

作字する文字例
猵（U+7335） →⿰犭扁

犭(U+72AD)
（４）文字図形微調整作業

犯(U+72AF) → ⿰犭㔾

IPAex明朝
データのパーツ

狂(U+72C2) → ⿰犭王

同定

文字一覧表の
グリフイメージ

猟(U+731F) → ⿰犭鼡
パーツデータ

図 6 文字図形作成作業
（２） IPAex 明朝データのパーツ化
IPAex 明朝をパーツに分割した。
IPA では、既に、IPAex 明朝のうち、JIS X 0208:1997 で規定された範囲の漢字の文字
図形については、それらを偏(へん)、旁(つくり)、冠(かんむり)、脚(あし)、構(かまへ)、垂
(たれ)、繞(ねう)などの字形構成要素（パーツ）に分割したデータ及び、さらにストローク
単位へ分解したデータを保有している。
本事業では、さらに JIS X 0213:2004 で拡張された漢字についての文字図形分解作業を
行った。
さらに、これらについて、上記（１）で調査した形状の差異に従った修正を施した上で、
データベース化した。
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（３） パーツデータの合成貼り込み
上記（１）で整理した文字図形の構造情報に従い、
（２）で準備したパーツから必要なも
のを選び出し、再構成する作業を行なった。
表 10 の①～④に挙げた約５万 2 千文字のうち、IPAex フォントに収録されていない 4
万 2 千字については、文字の図形的構造がはっきりしているため、パーツの再構成を機械
的に行なうことができる。
一方、同表の⑤に挙げた約７千文字については、文字の図形的構造が明確でないものが
多いため、パーツの再構成は人手によって行なった。
（４） 文字図形微調整および同定作業
次に、機械的に再構成した文字について、規範とする汎用電子情報交換環境整備プログ
ラムの「文字一覧表」の各文字図形をテンプレートとして使用し、パーツの位置調整、太
さ、長さ、寄り引き、傾きなどの微調整を行なった。
この作業により、
「文字一覧表」の文字図形と最終的に同定のとれた文字図形とする。
なお、これら新規作成文字は、IPAex 明朝の文字図形を分解して生成したパーツから作
成するため、IPAex 明朝のデザインポリシを継承したものとなっている。
（５） 非漢字追加作成作業
「JIS X 0221:2007 に含まれ、公的文書で一般的に使われる非漢字を実装する」との公
募要領の趣旨に添い、JIS X 0212 の非漢字（266 文字）にあって IPAex 明朝が既に保有し
ている JIS X 0213（JIS X 0208 含む）の非漢字（1158 文字）にない非漢字 100 文字を
新規に追加作成した。
（６） フォントファイルへの実装
全グリフを収納したフォントファイルを作成した。
（７） チェック・検証作業
作字作業完了後、新たに作成した文字図形を、汎用電子情報交換環境プログラム文字一
覧表から作成したテンプレートとの間で、目視により、確認した。
作成したフォントファイルについて、Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
MacOS10.614で正確に表示されるか検証を行った。
正確に表示する基準として、①網羅性：フォントに収納されかつ符号化されている文字
すべてが出力できること、②可読性：日本語フォントとして横組み、縦組みの文章が問題
なく出力できること、とした。①②を確認するためのサンプルファイルを準備し、各 OS で
のチェック・検証を行った。
（８） 文字作成のスケジュール
上記の工程を以下のスケジュールで実施した（表 12、表 13）
。

14

Windows、Mac OS は、それぞれ Microsoft Corporation、Apple Inc.の商標である。
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表 12 フォント整備作業スケジュール
フォント制作作業
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

合成貼り込みリスト用 整理番号順の整理

「漢字情報テーブル」から必要最小限のデータを抜き出し、漢字データベースプロ
ジェクトのIDSを付加した Excelファイルを作成し、平成明朝図形に合わせて IDS を
手直しする。
符号化されていないグリフに IDS を付加する。
B) IPAex明朝パーツデータの準備
①② 6,355字：部首分解.ttf → BEにて編集（切断面整理）
①③ 3,685字：IPAex明朝.ttf → BEにて編集（部首分解・切断面整理）
C) IPAex明朝パーツデータの合成貼り込み

(2) 部首構成要素リスト、補間パーツデータを整備
(3) 合成貼り込みリストを整備
(4) 合成貼り込みの実行、作業者への提供
D) 文字図形微調整作業（49,000字）
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(1) 補間エディタと微調整作業

18

(2) 陰線処理と品質チェック
E) 非漢字追加作成作業

20

(1) 作成作業

21

(2) 陰線処理と品質チェック
F) フォントファイルへの実装

23

①〜⑥ OpenTypeフォントの作成

24

⑦〜⑨ 全グリフのSVGファイルの作成

25

⑩ すべてのパーツデータからSVGファイルの作成

26

⑪ OpenType等価のグリフを部首分解した漢字を収容する.ttfの作成

27
28

⑫ .ttfの文字と分解したグリフのパーツ関係をIDS記述したcsvファイル作成
G) チェック・検証作業

29

(1) MJメタデータと同一に符号化されているか確認

30

(2) SVGファイルの確認

31

(3) 追加非漢字の符号化確認

32

(4) IVS符号化の確認

33

(5) 各OSおよび各アプリでの動作確認

34
35

2月
7〜11 14〜18 21〜25 28〜4

(2) IDSリスト整備

14

22

1月

「文字一覧表」のグリフ画像 → １文字毎のグリフ画像をテンプレートデータとす
る。

(1) 合成貼り込み計画の作成

19

12月

8〜12 15〜19 22〜26 29〜３ 6〜10 13〜17 20〜24 27〜7 10〜14 17〜21 24〜28 31〜4

(1)「文字一覧表」からテンプレートデータ作成

13

16

11月

10月

日 26〜29 1〜5

A) グリフ作成の準備作業

12

15

月

作業項目

(6) 作成フォントファイルの確認
H) MJメタデータの作成/漢字の貼り込み作業

36

①〜③ 貼り込み

37

④ 検証作業

表 13 制作文字数の推移

制作字数

週合計
累 計
制作検査 週合計
累 計

11月
1〜5
8〜12 15〜19 22〜26 29〜３ 6〜10
4,230 3,828
3,962 4,282 2,917 3,737
3,962 8,244 11,161 14,898 19,128 22,956
4,300 3,905
1,400 5,706 2,821 3,860
1,400 7,106 9,927 13,787 18,087 21,992

12月
13〜17 20〜24
3,347 3,613
26,303 29,916
3,398 3,648
25,390 29,038

1月
27〜7 10〜14 17〜21 24〜28
3,445 3,103 3,714 3,544
33,361 36,464 40,178 43,722
2,122 3,040 3,040 4,560
31,160 34,200 37,240 41,800

2月
31〜4
7〜11 14〜18
3,815 1,116
ー
47,537 48,653
ー
3,800 3,053
ー
45,600 48,653
ー

3.5. 文字情報基盤 文字情報一覧表（略称：MJ 文字情報一覧表）
本事業で作成した文字につき、表 18（103 ページ）に示す項目の情報を記載した「文字
情報基盤 文字情報一覧表」
（以後、略称として「MJ 文字情報一覧表」を使用する。）を作
成した。作成にあたっては、フォント整備作業で実施した符号化を含め、文字情報として
「コード化小委員会」での議論結果に従って公開に必要な情報を整理した。
又、別表として、康煕字典番号-UCS 対照表、新大字典-UCS 対照表を作成した。
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3月
7〜11 14

3.6. 本事業成果物の位置づけ
本事業で整備した文字フォント(IPAmj 明朝)、文字図形情報、および文字情報一覧表（Ｍ
Ｊ文字情報一覧表）は、文字の「見える化」
、電子政府と民間活動のシームレスな連携の促
進を目的としており、あわせて、文字情報を処理するシステムの構築や、多様な用途に用
いるための商用文字フォントを開発する際等に文字索引として活用されることを意図して
いる。
上記成果物は、β版という位置づけで提供する。住民基本台帳ネットワーク統一文字に
おいては字形の区別されている約 500 組の文字について、IPAmj 明朝では同一字形を用い
ているが、運用上の必要性からこの字形の作りわけを実施することとなった。次年度事業
として拡張開発が完了したのち、正式版として広く提供するものとする。β版の期間は、
システム開発やデモンストレーション、実証実験等の目的に限定した活用が望まれる。
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第1編

ロードマップの検討

27

28

第1章 日本語文字に対する社会的要求
1.1. 文字の不足や非互換がもたらす不便の例
現在、市販のほぼ全ての情報機器で用いることのできる文字集合は、JIS X 0208 (JIS 第
1 水準、
第 2 水準)で符号化された約 7,000 文字である。
多くの機器が JIS X 0213:2004 (JIS
第 1,2,3,4 水準)で符号化されている約 10,000 文字を使用できるが、現時点では全ての機器
が対応しているとは言えないため、インターネット等で配布する情報は JIS X 0208 の範囲
に限定する場合が多い。
このため、人名などを扱う情報をインターネットで交換する場合など、多くの問題が生
じている。
以下にその例をいくつか取り上げる。
1.1.1. 厚生労働省の運用する医師等資格確認サービスの例
厚生労働省は、一般国民向けに医師の資格の有無を確認するサービスをインターネット
を介して提供している。図 7、図 8 に、その画面の例を示す。医師の氏名には JIS で符号
化されていない文字（人名漢字など）が用いられているが、医師を特定するためには、こ
れらの文字についても検索や表示の対象とすることが必要であることから、これら JIS で符
号化されていない文字を、別の仮の文字に置き換えて検索するといった、煩雑な操作を利
用者が行わなくてはならない結果となっている。
利用者は、図 8 に示すような「異体字リスト」と「外字リスト」を参照し、検索しよう
とする医師の氏名にここで定義されている「異体字」が使われている場合は、その｢異体字｣
に対応する「正字」に置き換えて検索し、ここで「外字」とされている文字が使われてい
る場合には「？」に置き換えて検索する必要がある。
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厚生労働省 医師等資格確認サービスの説明ページ
▲で示したところに、「正字」以外の字を検索する場合、異体字リスト（図 8 次ペ
ージの図）を参照して「正字」や「？」に置き換えて検索する必要がある旨の説明
がある。
図 7 医師等資格確認サービスの例（１）

30

図 8 医師等資格確認サービスの例（２）
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1.1.2. 株券電子化に伴う氏名表記への対応の例
日本証券業協会は、株式電子化に際し、株主の氏名に、日本証券業協会の定めた「振替
制度内字」に収容されていない文字が使われている場合には、株主に、その代替の文字「振
替制度内字」へ書換える様求めている。書換え手続きをするまでは、カタカナ表記を用い
るとしている。
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1.1.3. 衆議院のホームページの例
衆議院の通常のページでは、使用する文字コードを JIS X 0208 の範囲に限定している。
その結果、25 名の議員については、正確な表記を行うことができないとし、その正しい
表記をグラフィック表現で示したものと、ホームページでの表記（JIS X 0208 を用いた表
記）との対応を一覧したページを設けて説明している。

図 9 衆議院の Web ページにおける人名漢字の扱い

1.1.4. 葛城市の市名表記における例
2004 年 10 月 1 日、旧新庄町と旧當麻町が合併して葛城市となった。
ちょうどその年に JIS が改定され、新しく JIS X 0213:2004 が制定されたが、その際、
「葛」の字形が変更された。葛城市は、JIS 改定前の字形を市の正式名称に採用した。
図 10 に示すように、
葛城市は、どちらの字形を用いても不受理等にしないとしているが、
正しい文字は、あくまでも官報に告示された字形であるとし、それは JIS 改定前の例示字体
に相当する字形であるとしている。
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図 10 葛城市の市名表記の例

このように、わが国では、計算機で扱える文字が不足していることに起因した問題（医
師免許確認サービス、証券電子化、衆議院の例）や、文字の互換性に起因した問題（葛城
市の例）等が多数発生しており、行政の電子化等を普及する妨げの一つとなっている。
人名漢字等、JIS に収録されていない文字を利用機関等が独自に「外字」として登録し、
独自のコードを付与して利用していることが多く、そのため、文字情報の電子的交換が極
めて非効率となっている。

34

1.2. 人名用漢字について
1.2.1. 人名用漢字とは？
コード化小委員会の円満字二郎委員の報告によると、一般に人名用漢字と呼ばれる漢字
には、大きく異なる二つの側面がある。
一つは、日本人の姓名に用いられる漢字。特に、姓の方に登場する、他の用途ではほと
んど見かけないさまざまな漢字を指していう。
もう一つは、日本人の戸籍上の名付けに用いてよいと認められている漢字。特に、その
うちで常用漢字でないものを指す。現在では、戸籍法施行規則の別表という形で示されて
いる。
1.2.2. 名付けの漢字制限の概略
1948.01.01 改正「戸籍法」施行。戸籍上の名付けに用いることができる漢字を、当用漢
字（1946.11.16 施行、1850 字）の範囲内とする。
当用漢字の範囲内では「昌」
「弘」
「哉」
「浩」などが使用できなくなったため、国民から
不満が続出し、1950 年には「瑛」
「玖」を使えないことを不服とした裁判が起こされた。
1951.5.25 内閣告示「人名用漢字別表」制定。当用漢字以外の 92 字を名付けに用いても
よいと認めた。以後、名づけに用いてよい漢字は、一貫して増え続けている。
常用漢字表の改正に合わせ、2010 年 11 月 30 日付けで一部改定され、現在では 861 字
が認められている。
1.2.3. アイデンティティとしての人名漢字
本事業の一環として行われた複数の自治体に対するヒアリングにおいて、住民が自分の
姓名表記について細かな差異にこだわる場合があり、しばしばその対応のために、細かな
差異を持つ漢字を外字として自治体の情報システム上に登録せざるを得ないことが多々あ
ることが指摘された。
この点に付き、円満字委員は、
「自分（もしくは自分の家族）は他の人や家族とは異なる
のだ」という差異意識を持つことが、自分（もしくは自分の家族）のアイデンティティの
よりどころとなっているという見方を示している。一方、情報通信技術においては、情報
交換のためのよりどころとなる文字は、あくまでも標準化された方式による符号化文字に
限ることとし、字形の細かな差異は考慮しないという考え方によることが多い。このため、
住民意識としての漢字の差別化への要望と情報交換のための漢字符号化の標準化との間に
は、埋めることの困難な溝が存在する。
本事業においては、この二つの異なる要件を、可能な限り高いレベルで両立させるため
の具体的な方策を探ることが、一つの重要な課題となっている。
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1.3. 文字に係る行政実務の動向
1.3.1. 戸籍統一文字と戸籍の電子化
法務省は、平成 2 年 10 月 20 日付け民 2 第 5200 号民事局長通達「氏又は名の記載に用
いる文字の取り扱いに関する通達等の整理について（通達）
」及び平成 16 年 4 月 1 日付け
民 1 第 928 号民事局長通達「電子情報処理組織による戸籍の記録事項証明等の交付請求及
び戸籍の届出等の取り扱いについて」で、戸籍に用いることのできる文字及びその電子的
な扱いについて示している。
戸籍統一文字は、この二つの通達を前提として、
「戸籍のオンライン手続に使用すること
を目的として整理した文字の情報」としてまとめられた文字集合で、55,267 文字の漢字を
含んでいる。
各自治体においては、おおむね戸籍統一文字の範囲で電子化を進めているが、住民から
の強い申し出等によって、戸籍統一文字に含まれない漢字を外字として作成登録したり、
図形イメージとして取り扱ったりせざるをえない場合がしばしば見受けられる。
1.3.2. 住民基本台帳ネットワーク統一文字
住民基本台帳ネットワーク統一文字（以下住基ネット統一文字と呼ぶ）は、
「居住関係を
公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムとして
構築する」ために定めた文字集合で、19,432 文字の漢字を含んでいる。
各自治体の住民記録システムにおいては、JIS X 0208、JIS X 0213 、ISO/IEC 10646
等の標準的な情報交換用文字集合や、システムベンダー独自の文字集合を用いてシステム
の構築運用を行い、他自治体との情報交換の際に、住基ネット統一文字番号を用いる場合
と、住基ネット統一文字を基軸としたシステム構築運用を行う場合がある。
また、住基ネット統一文字は、住民記録システムのみではなく、他の住民サービス業務
に利用されている場合もある。
1.3.3. 汎用電子情報交換環境整備プログラム
経済産業省の委託事業として、日本規格協会、国立国語研究所、情報処理学会が共同で
受託し、平成 14 年から平成 20 年にかけて実施された。
戸籍統一文字、住基ネット統一文字及び登記統一文字（本文字情報基盤整備事業では対
象外）を整理統合し、平成明朝体による明朝体グリフを整備し、その符号化に関する国際
標準化提案の準備を行った。
平成 21 年度及び平成 22 年度は、そのフォローアップ事業として、継続して国際標準化
作業を行っている。
1.4.

各府省情報化統括責任者(CIO)補佐官等連絡会議における議論

CIO 補佐官等連絡会議では、情報技術 WG（平林内閣府情報化統括責任者（CIO）補佐
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官が主査）において、漢字・外字問題についての SWG を設けて、議論を積み重ねてきた。
以下は、平林主査による導入シナリオ小委員会での報告の要旨である。
1.4.1. 漢字・外字 SWG 議論状況


政府・自治体の情報システムでは、それぞれの OS 標準の文字(含む記号等)以外に、氏
名・住所等を表記するための多数の外字を作成・保有しているが、それらの外字コー
ドの体系や管理の仕組みには統一性がないため、相互運用性に欠け、個々のシステム
ごとに別々に運用管理が行われることによる無駄な重複作業が排除できていないとい
う問題がある。



この問題解決を目的とし、電子政府・自治体構築のための具体策の一環として、関係
府省庁等(経済産業省、内閣官房、総務省、法務省、文化庁、情報規格調査会、国語研
究所、日本規格協会)の連携体制のもとで、汎用電子情報交換環境整備プログラムが実
施され、文字情報が整備された。



CIO 補佐官等連絡会議情報技術ワーキンググループでは、漢字・外字 SWG を設け、
引き続き技術的検討を深めると共に、関心度の高い CIO 補佐官有志を中心に、これま
での成果をもとに、電子文字情報利活用の推進についての検討を進めることとなった。

1.4.2. 府省で扱う外字に関する課題


各種の免許・資格・証明・通知書等に印字する氏名や住所は、正当性を担保するため
に外字を使うことが多い。



各種の登録・申請・届出の手続きも、氏名や住所等の記載事項については外字を受け
入れることが多い。また、住民登録では、転入前の自治体で使用していた氏名が正し
く表示されないと苦情となることもある。



電子申請や電子契約を利用したい場合にも、氏名の外字がサポートされないため利用
できない場合が生じる。



電子政府・自治体が実現するとシステム間の連携が増加すると考えられるが、システ
ムごとに外字を扱う仕組みが異なると情報（文字）の正確な伝達が困難になる。



特に、人事・給与システム等の共通業務では各省の氏名情報等の外字の相互運用性や
マッピングの容易性にも配慮が必要である。



民間においても、金融機関やサービス業など社会活動の多くの場面で外字が求められ
ることがある。

1.4.3. 府省で扱う漢字システムの要件


異体字を含む文字図形を府省・自治体で共通化できること



類似・異体の文字図形を持つ文字図形名を検索できること



文字図形名間のマッピングにより文字情報の交換ができること



既存業務システムの大幅な改造なく文字情報を交換できること
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文字情報ＤＢを共用あるいは更新により最新状態にできること



国民等から異体字を選択してシステムに文字入力ができること



情報技術 WG での検討結果


メーカーごとに漢字や外字をシステムで扱う仕組みやコードが異なり、すでに外
字を取り入れたシステムが多数稼動している。また、システムごとにフォントが
異なり、アプリケーションに依存する場合もある。このため、外字を扱う仕組み
やコードを統一することは現実的ではない。



文字に関する情報を共通的に使用できるようにするとともに、連携の方式を整理
することが現実的である。⇒電子文字情報の共用

1.4.4. 電子文字情報の共用促進に関わる提言(CIO 補佐官等連絡会議情報技術ＷＧ)


文字の識別性・利便性が求められるシステムを構築する場合には、電子文字情報(外字)
の共用促進に配慮する必要がある。



政府及び自治体などの公的機関ですでに整備が進んでいる文字番号体系の利用を前提
とすることが得策





住基ネットワーク統一文字



戸籍統一文字



登記統一文字



汎用電子文字交換環境整備プログラム

既存の文字体系間のマッピングが容易に出来るようにするところから始めるのが現実
的


実装については、現行システムの文字体系を利用しつつ、他システムとのデータ
連携はこの文字図形名を介してマッピングする方式を活用可能とする



この文字図形名によるマッピング方式を最適化指針・TRM に盛り込み利用促進を
はかる



今後の取り組み課題


文字情報のデータベースサービス及び保守管理体制の検討



府省横断的な業務改革の視点での CIO 及び CIO 補佐官の文字課題へのさらなる取
り組み



CIO 及び CIO 補佐官は、技術的な課題だけでなく、業務改革や情報を扱うスペシャリ
ストという観点から、文字に関する様々な課題に取り組んでいく必要がある

1.4.5. 要件を実現する上での課題と留意点


既存システムでは２バイト文字しか扱えないことが多い(COBOL 言語によって作成さ
れたシステム, 汎用のデータベースシステム等)



アプリケーションの実装と文字交換の実装は分けて検討した方がよい
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既存システムと新規システムの文字入力も分けて検討した方がよい



連接するすべてのシステムを一度に改造することはできない



既存ネットワークの拡張は上位互換性を保持しなければならない



JIS は包摂の考え方により、字形を厳密に規定していないため、システムで実際に表
示・印刷される字形は実装依存となる。そのため、文字符号に加えて字形を指定する
手段を別途用意しない限り、現場で人名等を正確に印字する用途に使用することがで
きない。
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第2章 情報処理システムの現状
2.1. 情報機器等の技術動向
2.1.1. 地方自治体が発行する証明書
本事業が対象とする自治体が発行する代表的な証明書には戸籍と住民票がある。両者の
違いを表 14 にまとめる。
表 14 戸籍と住民票
戸籍

住民票

戸籍法15

住民基本台帳法16

所轄官庁

法務省

総務省

内容

日本人が出生してから死亡するまで

市区町村が住民について居住関係

根拠となる
法律

の親族的な身分関係（出生、結婚、死 （住んでいること）を証明。市民に
亡、親族関係）などについて、記録・ 交付する住民票には、「氏名」「生
証明するもの17。戸籍届出（出生・婚 年月日」「性別」「住所」「住民と
姻・死亡など）により作成される。こ なった年月日」「届出日」などが記
れらの内容を元に本人確認や相続手

載されている。「世帯主の氏名・世

続きなどに利用される。合わせて日本 帯主との続柄」「本籍・筆頭者」「住
国籍を間接的に証明する18。身分関係 民票コード」も記載できる。選挙人
＝夫婦・親子などの関係を指す。

名簿の登録その他の住民に関する

戸籍の最初に記載されている人を「筆 事務の処理の基礎とする。
頭者」といい、「筆頭者」は死亡して 戸籍情報と届出情報（氏名・本籍・
筆頭者は戸籍情報）が基となる19。

も変わらない。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同
じ戸籍に記録されている者の「名」
「生
年月日」「父、母の氏名」「出生地」
「婚姻日」などが記録されている。
（住
所は記載されていない）

15

戸籍法施行規則

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html

戸籍法 http://www.ron.gr.jp/law/law/koseki.htm
16

住民基本台帳法

17

法務省

18

渋谷区 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/koseki/koseki_shomei.html

19

地域情報プラットフォーム 実装時のポイント p.8：

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/koseki.html

http://www.applic.or.jp/seminar/cio/Kawaguchi_City.pdf
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同じ氏の者しか同じ戸籍に記載され

単位

１人（個人）が １つの単位。個人

ない。原則として1組の夫婦及びその 個人の住民票は、１つの世帯ごとに
夫婦と同じ氏の未婚の子を単位とし

編成されている。3世代の記載は可

てつくられている。3世代の記載は不 能。
可。筆頭者をはじめとして、その戸籍
にいる人全員で１つの単位となって
いる。
証明書名称

全部事項証明（謄本）： 全部を写し

住民票の写し。

たもの。その戸籍に４人いれば、４人 住民票は、１人で１つの単位である
全員載っているのが「戸籍謄本」。

ため、謄本、抄本の区別はない。た

個人事項証明（抄本）：全部ではなく だし住民票は、世帯ごとに編成され
１部を写したもので、通常は１人分の ているので、「世帯全員の住民票」
ものが「戸籍抄本」。

というものを交付できる。その人

附票：本籍人の住所履歴を記録したも 「個人の住民票」も発行できる。俗
の。住民票と違って管外の住所も記録 に、世帯全員の住民票を、「住民票
される。戸籍と一緒に管理される20。 謄本」、個人の住民票を「住民票抄
本」という場合もある21。
2.1.2. 地方自治体で利用されている情報機器等と文字について
（１） 戸籍システム
1994 年（平成 6 年）に戸籍法が改正22（戸籍法 117 条の 2 と 3 を新設）され、戸籍情
報を磁気ディスクに記録することが認められて以来、全国の自治体において戸籍事務の全
部又は一部を電子情報処理（戸籍電算化）が進められている。戸籍システムまたは戸籍情
報システムとは、この戸籍の電算化のため、日本の地方自治体が導入している戸籍の管理
を行う情報システムである。全国における戸籍電算システムの導入率は平成２１年３月末
には８０％を超える状況23に達している。電算化後の戸籍の原本は磁気媒体となり、システ
ムから出力される書類が、証明書となる。
戸籍手続の電算化にあたり、戸籍に使用できる文字として法務省が制定した 55,267 漢字

20

文京区

戸籍証明

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kosekijumin_kosekishomei_kosekishomeiindex.html
21

登米市役所 住民票謄本・抄本の申請について
http://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/koseki/jyuminhyo.html
牧之原市 よくあるお問合わせ
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/asp/mc0040.asp?eno=I966433221

22

戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律 http://www.houko.com/00/01/H06/067.HTM

23

http://www.city.shinjo.yamagata.jp/files/20090302140436.pdf#search=%27
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および非漢字約 1 千字、合計約 56,000 字を戸籍統一文字と呼ぶ。異なるコンピュータ間で
の正確な文字伝達・交換を実現するために、それぞれの文字には戸籍統一文字番号、字形
情報、読み、画数、部首などの属性情報が付与されている。
なお、戸籍統一文字は、平成 16 年 4 月 1 日付法務省民一第 928 号民事局長通達の別冊
（CD-ROM）として法務省（法務局）から市区町村へ配布されている。この別冊 CD-ROM
の「別冊 2 戸籍統一文字」で内容を確認できるほか、WEB でも「戸籍統一文字情報」とし
て、オンラインによる戸籍届出等に使用することを目的として広く国民に公開24されている。
戸籍統一文字番号とは、戸籍統一文字に付された番号のことである。
戸籍システムに入力する文字は、平成 2 年 10 月 20 日付け法務省民二第 5200 号通達に
基づき、誤字を正字に引き直すことが必要となった25。5200 号通達とは、戸籍に記載する
氏名の文字の取り扱いについて定めた通達で、何が俗字で誤字であるかを定義している。
「誤字俗字・正字一覧表」があり、誤字は戸籍に新たな記載をする際には使用できないこ
とになっている26。職権として戸籍に誤字が記載されている場合には役所の権限によって訂
正できることが明記されている。訂正した場合は事後承諾で当人へ通知することになって
いる。また、俗字は、平成 6 年 11 月 16 日付け法務省民事第 7006 号、7007 号に基づき、
漢和辞典に載っているものは入力する事になる。ただし、本人の異議があった場合は、事
故簿として紙で管理できる。正字、俗字、誤字の自治体における判断は辞書「新大字典（講
談社）、康煕字典（講談社）、大漢和辞典（大修館）等」を参照し記載内容で判断されてい
る。ただし、辞書上になくとも、戸籍上にあり（戸籍に記載された文字には誤字が含まれ
ている）
、法務局により認められた文字は使用できる。法務局によっては、使用できる誤字
に対する判断の差も存在している。
ここで言う、正字、俗字、誤字は脚注 16 のとおりであるが、コンピュータで扱える「内
字、外字」とは概念が異なる。また、正字、俗字が必ずしも自治体が構築している戸籍シ
ステムの内字で扱えるとは限らない。例えば、文字コード体系(符号化文字集合)が JIS X
0208:1978 となっているシステムでは、漢字は 6,349 字が内字であり、それ以外は正字、
俗字であっても外字として扱う必要がある。コンピュータで扱える文字の符号化詳細は第 6
24
25
26

戸籍法

http://www.ron.gr.jp/law/law/koseki.htm

日本加除出版企画部編「最新人名用漢字と誤字俗字関係通達の解説」日本加除出版、2005 年 6 月/
(1)正字とは、常用漢字表などに掲載されている社会一般において正しいとされる文字である。
(2)俗字とは、習慣によって用いられている文字であり、漢和辞典などで俗字として掲載されている文
字である。
(3)誤字とは、正字と俗字のどちらにも属さない文字である。
登記実務では、平成６年１１月３０日民三第８７１３号依命通知により、登記名義人の表示が本表に掲
げられた誤字・俗字で記載されている場合には、申請書等が本表の正字で記載されていても更正又は同
一人たる証明書の添付は不要とされている。また、平成１７年４月１８日民二第１００９号通達により、
磁気ディスク登記簿に移記をする場合、登記名義人の氏名が誤字又は俗字等で記載されているときは、
この一覧表に示された正字等に引き直して移記することとされた。法務省民事局局（2005）
『新 誤字
俗字・正字一覧表』テイハン
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章で述べる。
（２） 住民記録システム（住民基本台帳システム）
住民基本台帳法27（以下「住基法」という）の第七条には
一

氏名

二

出生の年月日

三

男女の別

四

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との
続柄

五

戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨

六

住民となった年月日

七

住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住
所を定めた年月日

八

新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の
年月日（職権で住民票の記載をした者については、その年月日）及び従前の住所

九

選挙人名簿に登録された者については、その旨

十

国民健康保険の被保険者（国民健康保険法 （昭和三十三年法律第百九十二号）第
五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第
三十一条第三項において同じ。
）である者については、その資格に関する事項で政令
で定めるもの

十の二

後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和五十七

年法律第八十号）第五十条 及び第五十一条 の規定による後期高齢者医療の被保険
者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。
）である者について
は、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三

介護保険の被保険者（介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）第九条 の規

定による介護保険の被保険者（同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。
）を
いう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。）である者については、
その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一

国民年金の被保険者（国民年金法 （昭和三十四年法律第百四十一号）第七条 そ
の他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者（同条第一項第二号 に規定
する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。）をいう。
第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。
）である者については、その資格に
関する事項で政令で定めるもの

十一の二

児童手当の支給を受けている者（児童手当法 （昭和四十六年法律第七十三

号）第七条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三

27

住民基本台帳法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
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十一条第三項において同じ。
）については、その受給資格に関する事項で政令で定め
るもの
十二

米穀の配給を受ける者（主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 （平成六
年法律第百十三号）第四十条第一項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が
実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるも
のをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。）については、その米穀の
配給に関する事項で政令で定めるもの

十三

住民票コード（番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。
以下同じ。
）

十四

前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

を住民票には、記載（磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録）をする
ことが明記されている。
各自治体で構築している住民記録システム（以下、住記システムという）とは、上記の
基本台帳法に規定する住民票の管理や発行等の住民記録業務全般処理を行うシステムであ
る。住民票をまとめたものが住民基本台帳である。
住民基本台帳は、全国の市町村ごとに作成され、住民票の写しの交付等、住民の居住関
係の公証をはじめ、選挙人名簿の登録、国民健康保険や介護保険、児童手当など、行政サ
ービスの基礎となっている。住民基本台帳は、遡れば戸籍に起因している。住民基本台帳
の文字は戸籍の文字に準じたものを使用するとされている。住記システムで使用されてい
る文字コード体系は自治体によって（構築しているベンダーによって）異なる。ベンダー
毎で異なる OS、プログラムを使用していたため、運用と共にそこから生まれてきたプログ
ラム資産や、ドキュメント、フォント（文字体系が各社で違った）の変更（コンバート）
にコストがかかるため、昭和 50 年代にホストコンピュータを導入した際に、各自治体が購
入した際のベンダーに今も固定されている事例が多いと考えられる。自治体が構築してい
る「住記システム」の内字に無いものは外字となる。内字の範囲は構築している住記シス
テムによって異なる。
外字を作成する判断としては、出生、転入などの増の場合、戸籍の届け出による氏の変
更、名の変更が発生する時に、その自治体で住記システム上の内字として扱われないもの、
またはすでに外字として登録されているものに無い場合、かつ辞書に存在している字形を
外字として作成して登録されている。デザイン差を許容するかしないかの判断はある程度
自治体に任されている。
（３） 住民基本台帳ネットワークシステム
平成 11 年の住基法改正により、地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基
本台帳のネットワーク化を図られた。この住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住
基ネット」という）は、住民の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資す
るため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認がで
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きるシステムとして構築するものである（総務省ホームページ28より）。市区町村の住民基
本台帳に記録されている者（＝日本国民）に 11 桁の住民票コードが割り当てられる。
住基ネットで使用される文字についても「戸籍統一文字」と同様に総務省が選定した住
民基本台帳ネットワーク統一文字（以下、住基ネット統一文字という）及びそれに付され
た統一文字コード（以下、住基コードという）の番号が存在する。住民基本台帳ネットワ
ーク統一文字（住基ネット統一文字）の漢字数は 19,432 字である。
各自治体で管理している住記システムの文字コードを、自治体において、住基ネット統
一文字と自治体が保有している文字を同定して、住基ネット上では住基ネット統一文字コ
ード、もしくは住基ネット統一文字に同定できない場合には、残存外字として住基ネット
ではイメージ（画像）で流通している。
（４） 地域情報プラットフォーム
自治体ごとの業務データは、複数のシステムで異なるデータ形式による多重管理が行わ
れており、データ交換をするにも複雑な変換が必要である。そのため、一部業務をオープ
ン化するにも、データの整合をとるための設計が複雑で、レガシー改革の足かせになって
いる現状がある。
このようなベンダー間の連携が困難なベンダーロックインの状況に対して、自治体が持
つ情報システムをはじめとした、地域内外のあらゆる情報システムを全国規模で連携させ
るための共通基盤として提唱されているのが「地域情報プラットフォーム」である。総務
省主催の「地域における情報化の推進に関する検討会29」の中で提言され、2005 年 10 月
に設立された「全国地域情報化推進協会30」で標準仕様の作成・管理が行われている。
Web サービスや XML などの技術を活用して情報システムの基盤を共通化することで、
異なる情報システム間でのシームレスなデータのやり取りを実現し、行政・民間を問わず
地域のさまざまなサービスを連携・統合して提供することを目的として、地域情報プラッ
トフォーム標準仕様の策定の検討が進められている。
（５） 総務省 自治体クラウド
自治体クラウド31とは、近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラウドコンピューティ
ングを電子自治体の基盤構築にも活用していこうとするものである。
総務省では、平成 21 年度から自治体クラウド開発実証事業に取り組んでいる。この事業

28

総務省 住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html
総務省住民基本台帳カード総合情報サイト http://juki-card.com/index.html
財団法人地方自治情報センター（LASDEC）
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https://www.lasdec.or.jp/cms/14.html

地域における情報化の推進に関する検討会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/local/index.html
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財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC） http://www.applic.or.jp/
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総務省 自治体クラウド
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/index.html
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は、地方公共団体の情報システムをデータセンターに集約し、市町村がこれを共同利用す
ることにより、情報システムの効率的な構築と運用を実現するための実証実験である。
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2.1.3. 地方公共団体の文字処理環境の現状
（１） 現状について
自治体の住記システムに対して、電子認証基盤連携を通じて外部基盤との情報交換や、
住民基本台帳ネットワーク等を通じて他の市町村と情報交換が行われるネットワーク基盤、
そして、行政職員がアクセスする自治体内の住民情報系システムと、住民や企業とインタ
ーネット等で接する行政窓口系システムとの情報交換が行われている（図 11）
。また、
表 14
で整理したとおり、住民票は戸籍情報＋届出情報が元となる情報であり、住記システム、
戸籍システム双方で重複する項目は連携を行うことで整合性維持、再入力負荷の低減を図
ることができる。ただし、住民票は管内に居住する市民のデータであるのに対して、その
市民が必ずしも当該自治体に戸籍を置いているとは限らない。同一自治体で戸籍と住記の
マッチングが可能になるのは本籍人かつ管内住所人ということになる。

市町村の各業務システムにおける情報交換について（例）

住民・企業
家庭

公共施設

携帯電話

企業パソコン

インターネットなど
行政窓口系
システム

電子申請

電子
情報公開
電子申告 総合相談
入札・調達
情報提供

公共施設
予約

ネットワーク基盤

住民ポータル

外部基盤
認証局

電子認証
基盤連携

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

電子認証
基盤連携

総合行政
ﾈｯﾄﾜｰｸ

統合連携システム

省庁
都道府県

住民基本台帳
ﾈｯﾄﾜｰｸ

市区町村

行政職員ポータル

住民情報系
システム

住民記録

介護保険

後期高齢

福祉

国民年金

税

戸籍

健康推進

職員

職員

図 11 市町村の各業務システムにおける情報交換について（例）
（第 4 回技術小委員報告 資料 4 より）
本事業において、具体的な地方公共団体の文字処理環境を明らかにするため、アンケー
ト調査を実施した。実施方法は以下である。
■質問紙調査実施方法
全国の市・区(合計８０９団体)に調査票を配布し，郵送及び電子メールにより回収し，
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１月 19 日現在で４０４の団体様より回答を得た。
・配布自治体 政令指定都市(19) / 特別区(23) / その他の市(767)
・実施期間

１２月３日 配布開始～１２月２４日 回答締切り

・回答

４０４団体 回答率 49.9% (１月２１日現在)

住記システムと連携が取られている自治体内の住民情報系システムである「外国人登録、
印鑑証明、選挙人名簿、税務システム、後期高齢者医療、国民健康保険」と、自治体から
は外部システムとなる「住基ネット、都道府県、他団体、広域連合団体、法務局、裁判員
制度」それぞれに対しての連携状態について質問をした。
結果として、住記システムと他システムとの連携関係は図 12 のとおりであった。自治体
内の業務システム間では過半数が同一コードで運用されており、外部システム間は「変換
テーブル」を介していることが分かる。
付属資料 5 にアンケート全体の結果を掲載した。

外国人登録

33.7%

3.2%
3.5%

印鑑証明

76.5%

2.0% 14.6%

選挙人名簿

72.5%

7.2%

納税関連

73.5%

5.7% 10.9%

後期高齢医療

52.2%

国民健康保険

31.2%
74.5%

住基ネット

11.1%

10.4%

65.6%

同一コード
変換テーブル
画像化データ

6.9%
6.9%

11.1%

4.0%

9.2%

住民ID
上記の組合せ
分からない

他自治体連携 2.2%6.4%
広域連合 3.7%
0%

31.7%
10%

20%

3.0%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

図 12 住記システムと他システムの文字情報連携について

図 13 は、ある自治体の情報システムにおける文字環境の事例である。問題点として、各
システムで固有の文字体系を採用しており、各システム固有の外字登録・配信環境を保有
していることにより、外字作成や外字登録に時間がかかり、かつ漏れや変換先間違い等の
ミスを誘発する可能性が高い状況が報告されている。また、住記システムは、戸籍のよう
に文字の基準がなく、戸籍の基準では誤字であった場合でも、住民票には記載されること
があり得る。作字が行われる場合も、既に存在している文字を探しきれず、同じ文字を新
たに作成してしまう場合がある。このように、自治体情報システムの文字環境には、複数
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の文字整備上の不備を誘発する要因が存在している。

図 13 自治体情報システム文字環境の現状（第 4 回技術小委員会報告 資料 3 より）
システム間での文字変換の手法については、システム連携に「統一文字コード」を使用
するケースと、ダイレクトに受け取り側システムの文字コードを使用するケースが考えら
れる（図 14）
。
文字変換テーブルは、双方のシステムにて運用されている文字間で同定を行って作成さ
れる。例えば、住記システムと戸籍システム間では、住民記録文字１文字に対して戸籍シ
ステム文字１文字になるように行われる。ここで、どちらかのシステムに存在しない文字
は、そのシステムに新規搭載されることとなる。文字の発生源は戸籍である。住民票は、
戸籍情報＋届出情報を元情報として作成されている。従って、住民票は戸籍の文字に準じ
た字形で作成される。また、住民基本台帳を基にした各種業務は住民基本台帳と同じ字形
を使用することが基本的には求められる。従って、異なるフォントを用いているシステム
間の字形同定作業と変換テーブル作成が必要となる。戸籍の正字・俗字でコンピュータ上
の内字でないものは外字登録される。戸籍の非電算化団体からの転入は誤字でも登録され
てしまう。同定作業において字形・デザインの差をどの程度許容するかは自治体判断とな
っている。
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図 14 各システム間の「文字変換」について（第 4 回技術小委員会報告 資料 3 より）

2.2. 文字に関する国際標準化動向（情報交換用符号化文字集合）
2.2.1. JIS X 0208
7 ビット及び 8 ビットの 2 バイト情報交換用符号化漢字集合。1978 年の制定当初は JIS
C 6226 とよばれていた。
1983 年に第 1 次改正、1990 年に第 2 次改正、1997 年に第 3 次改正が行われた。なか
でも、1983 年の改正（以後、83JIS）の際には、1978 年制定のオリジナルの JIS（以後、
78JIS）との区点位置の入れ替え（合計 26 組）と 78JIS からの字形変更（29 区点位置）
が行われ、新旧 JIS 問題として、のちのちまで混乱が尾を引くことになった。
後述の ISO/IEC 10646 には、その制定当初からすべての文字種が含まれている。

2.2.2. JIS X 0212
情報交換用漢字符号(補助漢字)。1990 年制定。
後述の ISO/IEC 10646 には、その制定当初からすべての文字種が含まれている。
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2.2.3. JIS X 0213
7 ビット及び 8 ビットの 2 バイト情報交換用符号化拡張漢字集合。2000 年制定。
JIS X 0208 の一部の漢字を包摂分離したため、一部 JIS X 0208 との相互運用の際に注
意を要する符号位置がある。
2000 年の国語審議会による「表外漢字字体表」答申に呼応して、2004 年に改正を行い、
160 字あまりの例示字形の変更と 10 符号位置の追加を行った。
ISO/IEC 10646 とは、
JIS X 0213 のすべての符号位置との対応関係がとられているが、
非漢字においては、必ずしもすべての符号位置が一対一に対応しているわけではなく、一
部、
ISO/IEC 10646 の複数の符号の列と JIS X 0213 の一つの符号が対応する場合がある。
また、漢字の一部は CJK 統合漢字拡張 B（Plane 2）に対応するため、ISO/IEC 10646 に
よる実装のためには、システムが UTF-16 に対応している必要がある。

2.2.4. ISO/IEC 10646(UCS)
国際符号化文字集合。初版は 1993 年。現時点では、2003 年に成立した統合第 2 版が最
新版となる。翻訳規格として、JIS X 0221 がある。図 15 に示すような大きな文字登録空
間（UCS コードスペース）を定義している。この空間には十分な余裕があり、文字符号化
に係る国際標準化グループである ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 に提案を行うことで、未使用
の箇所に符号化することができる。
UCS の漢字に係わる部分としては、下記のブロックがある。


CJK 統合漢字：BMP(Basic Multilingual Plane)上にある。約 21000 字



CJK 互換漢字：本来は CJK 統合漢字に統合されるべきであるが、各国規格等のさま
ざまな理由により、互換性維持のために例外的に別符号位置を割り当てられたもの。
500 字弱



CJK 統合漢字拡張 A：BMP 上にある。約 6,500 字。



CJK 統合漢字拡張 B：初めて SIP(Supplemental Ideographic Plane)に割り当てら
れた。約 43,000 字。この領域の漢字を扱うためには、UTF-16 と呼ばれる 16 ビッ
ト 2 個を組み合わせた特殊な記法の実装が必要となる。



CJK 互換漢字補助：SIP に割り振られた互換漢字。約 500 字。



CJK 統合漢字拡張 C：SIP に割り振られた統合漢字。約 4100 文字。汎用電子情報
環境整備プログラムの成果として提案された漢字が含まれている。



CJK 統合漢字拡張 D：SIP に割り振られた統合漢字。約 200 字。汎用電子情報環境
整備プログラムの成果として提案された漢字が含まれている。



CJK 統合漢字拡張 E： 現在規格化作業が進められている統合漢字。拡張 B の多カ
ラム化等のため、拡張 E の作業は遅延しており、規格化までには少なくともあと 2
～3 年はかかると見られている。

JIS X 0208、JIS X 0212、JIS X 0213 とは、基本的に双方向での互換性が保たれている。
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ごく一部の非漢字に関し、JIS 規格としての正式な対応と一部の実装との間に相違があり、
相互運用の場合は、注意を要する。

Information technology — Universal Multiple-Octet
Coded Character Set (UCS), ISO/IEC 10646 :2003,
2003-12-15 より抜粋

図 15 ISO/IEC 10646 のコードスペース

2.2.5.

IVS および IVD

ISO/IEC 10646 規格の一部である VS(Variation Selector)のメカニズムを漢字に適応す
るため、
Unicode Consortium が制定した登録手続きとして、
Unicode Technical Standard
#37 "Ideographic Variation Database"がある。ISO/IEC 10646 は、規格本文でこの UTS
#37 を引用することにより追認している。
IVS(Ideographic Variation Sequence)は、この IVD に登録されるコレクションを構成
する個々の符号位置と字形選択子の列のことを言う。図 16 に概念を示すように、文字が、
形状の異なる複数の異体字を持つ場合、通常のコードスペースで符号化する文字符号は原
則一つとし（以後これを「代表文字」と呼ぶ。）、個別の異体字表記については、文字コー
ドではなく、異体字識別番号によって識別しようという考え方である。従って個々の異体
字は、代表文字に与えられた文字コードと、各異体字に与えられた異体字識別番号とのペ
アによって識別することとなる。
IVS を用いることにより、同一の符号位置に対して異なる字形イメージを特定することが
可能となるが、規格上は、符号位置としての値は同値である。
2009 年から 2010 年にかけて Adobe 社の Acrobat、Microsoft 社の Windows 7、Apple
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社の Mac OS X など32で、相次いで実装されたが、他の OS、ミドルウェア、アプリケーシ
ョンなどでの実装が普及するためには、しばらく時間を要するものと考えられる。技術小
委員会の議論では、数年以内にはワープロ等、PC 用の主要アプリケーションが対応すると
の見方が示されている。

…
通常の文字コード

8FBA

…

7DE8
8FD4
904D

XXX1
XXX2
XXX3
XXX5

異体字識別番号

邊 0001
邉 0002

…

XXX4

篇 7BC7
編 7DE8
辺 8FBA
返 8FD4
遍 904D

異体字を、代表文字のコー
ドと、異体識別番号とのペ
アで表現する
（識別番号の値は実際の
規格と異なります）

XXX6

…
…

XXX7
XXX8

…

邁
邀
邊
邉
邏
邨
邯
邱

7BC7

…

篇
編
辺
返
遍

構造化されたコード割り当て方式（IVS )
現行のコード割り当て方式

図 16 IVS(Ideographic Variation Selectors/Sequences)の考え方

2.2.6. 改定常用漢字表及び表外漢字字体表
常用漢字表は、1981 年に当用漢字の後継として制定され、2010 年改定された。2010
年 6 月 7 日に文化審議会から文部科学大臣に答申され、2010 年 11 月 30 日、内閣告示・
訓令となった。
従来の常用漢字表に 196 字が追加され、5 字が削除された。
改定常用漢字表と JIS の各漢字コードの関係については、経済産業省から「改定常用漢字
表に関する規格検討委員会報告」が公表されている。
表外漢字字体表は、2000 年 12 月 8 日に、国語審議会から文部大臣に答申された。
当時の常用漢字表に含まれない漢字の印刷標準字体を示している。
改定常用漢字表、表外漢字字体表ともに、「現に地名・人名などの固有名詞に用いられて
いる字体にまで及ぶもので」はない。

32

Acrobat、Windows、Mac OS は、それぞれ Adobe Systems Inc.、Microsoft Corporation、Apple Inc.
の商標である。
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2.3. 電子書籍、ネットワークサービス等の現状
2.3.1. 電子書籍における外字・異体字運用の現状
2010 年の iPad、Kindle333の発売に象徴されるように、電子書籍の市場は日本でも急速
に立ち上がりつつある。それにともない、電子書籍における外字・異体字の扱いについて
も問題が顕在化しつつある。経済産業省では、この問題の現状を調査把握するため平成 22
年度に「コンテンツ配信型・ハイブリッドビジネスモデル実証事業（デジタル・ネットワ
ーク社会における出版物の利活用推進のための外字・異体字利用環境整備調査）
」を実施し、
平成 23 年度には、この調査に基づく実証実験の実施を計画している。
電子書籍における外字・異体字の運用と、行政実務における人名漢字の運用とでは、国
際符号化文字集合では統合される字形についての使い分けが要求される、国際符号化文字
集合で符号化されていない文字の表示が要求される、などの共通点はあるが、要求される
区別の粒度、文字種などに、かなり大きな相違があることが予想される。このため、相互
に問題解決のための技術情報は共有しつつ、統一的な運用等の議論については、中長期的
に検討する必要がある。
2.3.2. ネットワークサービスにおける文字関連技術の現状
ウェブブラウザーを中心とするインターネットサービスにおいては、従来からシフト JIS、
EUC などの符号化方式と UTF-8 を中核とする国際符号化文字集合による符号化方式とが
混在してきたが、近年になって、国際符号化文字集合による符号化への対応は、ほぼ行き
渡りつつある。
各ウェブブラウザーの UTF-16 への対応もほぼ完了している。
最近注目されているウェブブラウザーにおけるフォント技術として、WOFF34と呼ばれる
ウェブ用のオープンタイプフォントフォーマット及び SVG-Font35がある。
IVS への対応も各ブラウザーベンダーともに検討課題としては認識しているが、現時点で
はその実装は進んでいない。
次善の解決策として、SVG-Font を用いた IVS および UCS 符号化外文字の排他的固有名
による文字図形表示が考えられる。これについては、一部ブラウザでは実装済みであるが、
WOFF の実装が一段落した時点で順次実装が進むことが期待される。

33

iPad は Apple Inc.の、Kindle は Amazon.com, Inc.の商標である。

34

WOFF : Web Open Font Format。http://www.w3.org/Submission/WOFF/参照。

35

SVG-font W3C によるの SVG(Scalable Vector Graphics)規格の一部で、SVG による文字図形情報に、
フォントとして活用可能な属性情報を付加したもの。http://www.w3.org/TR/SVG/fonts.html 参照。
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第3章 将来あるべき情報処理システムの姿
3.1. 公的情報サービスの将来像
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）決定「新たな情報通信技術
戦略」
（平成２２年５月１１日）36では新たな情報通信技術戦略の３つの柱の一つとして「国
民本位の電子行政の実現」を掲げその具体的目標として以下を設定している。
① 2020 年までに国民が、自宅やオフィス等の行政窓口以外の場所において、国民生活
に密接に関係する主要な申請手続や証明書入手を、必要に応じ、週 7 日 24 時間、ワ
ンストップで行えるようにする。この一環として、2013 年までに、コンビニエンス
ストア、行政機関、郵便局等に設置された行政キオスク端末を通して、国民の 50％
以上が、サービスを利用することを可能とする。
② 2013 年までに政府において、また、2020 年までに 50％以上の地方自治体において、
国民が行政を監視し、自己に関する情報をコントロールできる公平で利便性が高い
電子行政を、無駄を省き効率的に実現することにより、国民が、行政の見える化や
行政刷新を実感できるようにする。
③ 2013 年までに、個人情報の保護に配慮した上で、２次利用可能な形で行政情報を公
開し、原則としてすべてインターネットで容易に入手することを可能にし、国民が
オープンガバメントを実感できるようにする。
このように、我が国政府は、情報技術の活用による行政の効率化および、行政の「見え
る化」
、
「オープン化」へ向けた努力を行うという方針を打ち出している。
（赤字は文字に直接関連する事柄）
*「新たな情報通信技術戦略

工程表」
，高度情報通信ネットワーク社会推進本部, 平成 22 年 6 月

** 「外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究」 最終報告，総務省自治行政局市町村課
外国住民制度企画室，平成 22 年 1 月

図 17 に、同戦略を踏まえた「新たな情報通信技術戦略 工程表」37から抜粋してまとめ
た我が国のロードマップを示す。
以上の方針から、広く国民の所有する情報機器を政府、自治体等の公的情報サービスの
システムへ接続し、そこから情報を取得できることがまずは求められることになる。とこ
ろが、このような情報には個人名等に用いられる文字など、現状市場にある情報機器では
十分に扱えない情報が含まれることになるため、これを処理可能とする対策が必要不可欠
である。
このためには、国際整合性を持ち、市場の情報システムが対応する形で文字情報をやり
取りする手法を確立し、同ロードマップに掲げられた各目標時期に合致するように普及さ
36

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100511honbun.pdf

37

新たな情報通信技術戦略 工程表、平成 22 年 6 月 22 日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100622.pdf
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れてゆくことが不可欠である。
また、公的機関における情報処理についても、クラウド型のサービスやシステムの活用
が進むことが予想されるが、そのためにも、統一された文字符号の整備は不可欠である。

FY2010

国民ＩＤ制度
の導入と国民
による行政監
視の仕組みの
整備(*)
新たな情報通信
技術戦略 工程表

政策・行政機関の
情報共有

FY2013

・国民ID制度
・情報共有の推進
・自己情報確認
・第三者機関設置

実現条件整理

要件整理

自己情報確認の
仕組みを整備

個人情報保護に関する検討

第三者監視機関の
設置

有識者委員会設
立準備

厚労

国民ID準備
配布・ひも付け・運用

政省令
整備

国民ID
制度導入
システム設計・開発・テスト

民間有識者委員会での検討

検討内容を踏まえた
実証実験

官房

連携システム運用開始

第三者機関の
設立準備

第三者機関による監視・監督

公的個人認証サービスの
利便性向上・用途拡大

制度改革等

サービス拡大のた
めのロードマップを
策定

2013年度国
民の50%が
利用可
コンビニでの証明書交付の普及促進(住民票・印鑑, 戸籍証明)
ニーズ・費用対効果等を踏まえ取得可能証明書を拡充 官房 総務

キオスク端末

端末メニューや設置場所の検討
端末仕様の検討・標準化

2020年度までに週7
日24時間ワンストップ
サービスを実現

法務他

申請手続き・証明書入手を
週7日24時間ワンストップ
で行えるように順次施策を
拡大・推進

行 政 キオスク端末の導入

官房 総務 経産他

ニーズ・費用対効果等を踏まえ新たな行政サービスを週7日24時間オンライン
サービスの推進

自宅オンライン
証明書入手

携帯/TVからのアクセス検討・実証
自宅オンライン証明書入手の検討

検討結果を踏まえた措置
開発・導入等

全国共通電子行政
サービスに関する整備
方針のとりまとめ

電子フォーマット
の共通化

新業務（ワンストップサービス等）プロセス範囲拡大（随時）
改革後の業務プロセス、
電子的共通フォーマット
の標準仕様等の検証・
実証及び決定

行政サービス、バック
オフィス連携、業務プ
ロセス改革に関する
体制、範囲・課題等の
検討

バックオフィス
連携推進

・現行業務プロセスの
分析
・業務プロセスの改革
電子的共通フォー
方針の検討
マット、文字コード等
・法制度整備方針の検 官房 総務
の導入
討
制度所管府省
・バックオフィス連携基
盤整備の在り方の検
討
・地方自治体システム
への普及・整備方針検
討
バックオフィス連携と業務プロセス改革に関する
・文字コード、セキュリ
モデルシステムの開発等
総務
ティ、ユーザビリティ、ア
クセシビリティ等の技
国、地方自治体が保有する電子化情報の活用
術的方針の検討
に関する制度検討・システム開発
官房 制度所管府省
法務 経産

官房

総務

地方自治体
クラウドの活用

地方自治体システム
等連携対象システム
の調査
総務

電子的フォーマットの対象拡大（随時）
法制度の改正（随時）

一部
実証
順次
実証

バックオフィス連携を
前提とした一部地
域・一部サービスの
開始

サービス提供地域・範囲の拡大（随時）

各府省

地方自治体連携機能設計・構築
（文字コード変換機能等）
総務

6道府県66市町村
開発実証事業
調達基準等の策定

地方自治体のクラウドコンピューティングを活用した統合・集約の導入

クラウドの活用、
地方自治体システム
の統合・集約化に関
する整備方針の検討
総務

政府の対応

法制度の改正（随時）

国民ID制度の
制度設計・システム要件

官房 総務

新たな情報通信
技術戦略 工程表

FY2020

FY2018

・キオスク端末で取得可能
証明書の拡充
・頻度・利便性の高いサー
ビスのオンライン利用

業務プロセスの
改革

市町村におけ
るスケジュー
ル(**)

FY2016

整理・合理化の検討

官房他

利便性向上・
用途拡大の検討 総務

ロードマップ策定

法案
提出

システム要件定義

官房 総務 各府省

全国共通の電
子行政サービ
スの実現(*)

FY2014

官房他

実 証 事業

公的個人認証

新たな情報通信
技術戦略 工程表

FY2012
制度設計

公的個人
公的ICカード
認証

行政ポータル
の抜本的改革
と行政サービ
スへのアクセ
ス向上(*)

FY2011

自治体等に対する
改正・新制度の周知
運用通知

総務

全国展開するための調査・研究、課題への対応等

総務

地域への再投資等を促進するための制度設計・整備（補助金、インセンティブ等）

総務

改正基準日 施 行日
H 24年5月 H 24.7月

改 正適用日
施 行日から1年程度
外 国人住民も住基ネット

外国人登録情報のデータ移行準備

外国住民に係る
住民登録業務の
あり方に関する
調査研究

外国人住民に対する
広報・説明活動

自治体の対応

システム改修 システム
仕様策定
予算要求

FY2010

システム改修

FY2011

試験

FY2012

FY2013

FY2014

FY2016

FY2018

FY2020

（赤字は文字に直接関連する事柄）
*「新たな情報通信技術戦略

工程表」
，高度情報通信ネットワーク社会推進本部, 平成 22 年 6 月

** 「外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究」 最終報告，総務省自治行政局市町村課
外国住民制度企画室，平成 22 年 1 月

図 17 政府、自治体のロードマップ
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3.2. 民間情報サービスの将来像
企業のグローバル化が進むにつれ、一般に、民間から市場に提供されるシステムは、世
界の各言語圏へ向けた文字処理に関するカスタマイズ等を個々に行うことなく、全世界へ
向けてただ一種のものを提供する、
「シングルソース」と呼ばれる方式を取ることが多くな
っている。
この結果、例えば、日本における人名漢字の処理へ向けたカスタマイズを期待すること
は極めて困難である。
文字については、ISO/IEC 10646 が、多様な言語の文字を収容した唯一の国際標準文字
符号体系として活用されている。現在の多くの機器は、そのうちのサブセットである 16 ビ
ット範囲のものにしか対応していない。コストや処理速度向上への配慮から、多バイト長
の文字を扱うシステムの導入へ慎重な考え方を示すベンダーも多いが、ISO/IEC 10646 の
最新の要件を満たす文字符号を扱える機器は確実に国際的に普及してゆくものと考えられ
る。
現在、検索サービスや SNS 等、インターネットを活用した情報サービスが急速に普及し
ているが、そのサービスベンダーは、人名漢字等の活用に強い関心を持っており、他バイ
トの符号への対応や、さらには IVS への対応等を積極的に進めている。
クラウドと呼ばれる形態の情報システムでは、情報の縦横無尽な接続やいわゆる「マッ
シュアップ」と呼ばれる情報統合、さらには大量の情報から必要な情報を抽出するデータ
マイニング等が国際的に拡大することになるが、そこでも人名漢字等を除外したシステム
となることは現実ではなく、国際整合性を持ちつつ、扱える文字種の拡大が確実に進むも
のと考えられる。
近年、電子書籍の普及が急速に進みつつあるが、ここでも 16 ビット範囲を超えた文字の
需要が高まっており、業界団体などでその対応への検討が進められている。
PC 向けの OS、アプリを開発している大手ベンダーの技術者は、今後２～3 年以内に、IVS
への対応を含むワープロ等が出荷されるとの見通しを述べている。
しかし、どのような時点においても、扱える文字の範囲が異なる新旧システムが混在し
続けることは確実であし、それらの両立性を図るシステム開発が求められる。
3.3. 文字フォントのライセンス
3.3.1. オープンなライセンスの必要性
2004 年、経済産業省は JIS X 0213 の例示字形を国語審議会で答申された表外漢字字体
表の印刷標準字体に合わせて変更を行った。また、2010 年には常用漢字の改正が行われた
が、その過程でどのような字形を印刷文字における現代の通用字体とするかについて様々
な議論が行われた。
このように、文字の公的な規範は、日常使われるとされる文字の範囲についても、その
字形についても常に変化を続けている。第 1 章に示したように、文字は国民にとっても高
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い関心事項であり、どのような文字を使ってゆくべきかといった議論に国民が参加できる
ことも、
「国民本位の電子行政」を推進してゆくためには不可欠である。
文字のさまざまな情報を開示し、それに触れる機会を拡大することは、国民参加にとっ
て重要である。また、文字フォントのデザインを変更するためには特殊なツールを必要と
するが、近年は、FontForge38のように、オープンソースライセンスで誰でも入手可能なツ
ールが公開されており、だれでもフォントを編集することができる環境が整いつつある。
フォント自体のライセンスが、その改変を許すものとなっていれば、国民が、文字の形状
について自由に修正を行い、試行してみる等、字形の議論への参加、さらには貢献が可能
となる。
一方、日本語で用いている漢字は、欧米で用いられるアルファベット等とは異なり、一
つの文字が一つの意味を表す表意文字であり、わずかなデザインの変更が文字の意味を大
きく変えてしまう可能性がある。また、同じ文字から派生した多数の異体字を持ち、人に
よってそのどれを用いるかの嗜好が異なる場合がある。
そのため、フォントの改変が自由になることにより、派生フォントが乱立し、文字への
信頼性が低下してしまう可能性についても考慮する必要がある。
IPA では 2007 年 10 月より、IPA フォントを一般向けに公開を開始しているが、以上
の状況を考慮し、フォント向けの新しいライセンスのあり方を検討してきた。その結果、
文字改変の自由と文字の信頼性を両立させるためのライセンスとして、フォントを改変し
て作成した新しいバージョンのフォント（これを「派生フォント」と呼ぶ）について、以
下のような条件を課すことを特徴とした IPA フォントライセンス v.1.0 を策定するに至った。
 利用者が、その意志により、派生フォントをオリジナルのフォントに戻せる方法を提
供しなければならない。
 派生フォントは、Web 等のだれもがアクセスできる方法により一般公開しなくては
ならない。
 派生フォントには、それをさらに改変するために必要となる十分な情報を添付しなけ
ればならない。
 派生フォントにも、同じ IPA フォントライセンスを継承しなければならない。
IPA では 2008 年 4 月以後、IPA が配布するフォントに適応している。
本報告書 63 ページに、IPA フォントライセンス v1.0 の全文（日本語、英語）を掲載し
た。
同ライセンスは、同年年 4 月 1 日、米国の団体、OSI(Open Source Initiative）39から、
同団体の定める、
「オープンソース・ソフトウェアの定義」
、Open Source Definition (OSD)
に合致するライセンスであるとして認定され、国際的認知も広がっている。
38

FontForge:

OpenType フォーマット, TrueType フォーマット等のフォントファイルを編集するため

のツールで、オープンソースライセンスで配布されている。http://fontforge.sourceforge.net/
39

OSI : http://www.opensource.org/参照
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同ライセンスを適用することにより、フォントについてオープンな開発体制を構築する
こができ、文字の改善、追加等に多くの人が参加できるようになった。このことは、平成
22 年 11 月に告示された常用漢字表の検討過程において、字形の試作と評価等のために大
いに活用されることとなった。
3.1 で述べたように、新たな情報通信技術戦略の趣旨である、オープンガバメントを達成
するためには、広く国民が本事業成果の文字を活用できる必要がある。また、文字そのも
のの在り方についても、その議論に広く国民が参加し、貢献できることが望まれる。この
ような自由さと、文字の信頼性確保との両立性を狙ったライセンスとしては、IPA フォント
ライセンス v1.0 をベースとしたものを検討することが最も適切であると考えられる。
今回、本プロジェクトでの検討のために組織した小委員会及び委員会の議論においても、
作成されるフォントが、官民を問わず無償で活用可能であるべきことが繰り返し指摘され
ている（付属資料 委員会議事録参照）
。
3.3.2. 自治体でのフォント活用に関する検討
本事業の成果物として作成したフォント（IPAmj 明朝フォント）は、TrueType ベースの
OpenType フォーマットに準拠している。しかし、現状、自治体等に導入されているシス
テムの中には、他のフォント形式を使用しており、TrueType ベースの OpenType フォー
マットに対応していない物が存在する。特に古い機器や、高速プリンタ等では、データサ
イズの節約や、文字処理の高速化の必要上、独自のデータ形式を採用している場合が多い。
これらのシステムで本事業の成果である IPAmj 明朝フォントを利用するためには、
OpenType フォーマットから当該機器で使用可能なフォントフォーマットへの変換が必要
であるが、変換されたフォントは上記ライセンスで言うところの「派生プログラム」に該
当することになるため、
「オリジナル・プログラム」
（OpenType フォーマットによる IPAmj
明朝フォント）へ置き換えを可能とすることが要求される。しかし、OpenType に対応し
ていない機器ではこの置き換えが不可能である場合がある。
この結果、自治体現場等で本プロジェクトの成果物であるフォントを活用できないケー
スが出てくる可能性があり、そうならないよう、ライセンスについて検討が必要である旨
の指摘が、技術小委員会から出された。
IPA フォントの上記条項は、派生フォントとしてオリジナルと異なる字形が作られ、配布
されても、利用者が利用者の意思で元の字形を選択できることを保証することにより、文
字の信頼性を保証することを意図したものである。
また、IPA フォントは、一般的な PC 等で使用される基本フォントとして活用されること
を想定しており、それ以外の利用については商用フォントが利用されることを想定してい
る。フォントの適用範囲をあまりにも広げ過ぎてしまった場合、フォントに係る民間のビ
ジネスモデルに影響を与える懸念も出てくる。
そこで、一般での利用に対しては現在の IPA フォントライセンスを適用し、自治体、官
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公庁等での利用については、上記の問題点を考慮した第二の新たなライセンスを設定する
ことが適切であると考えられる。
新たなライセンスは、基本的に現在のライセンスから 3 条 1 項(2)の条項を削除したもの
となると想定されるが、用途限定の対象の絞り方、その記述等については、4 月以降に検討
する必要がある。その際、考慮すべきポイントとしては、


フォントのデータ形式について自由に変換ができること。



自治体等が民間に情報処理や印刷業務等を外部委託した場合においても、それを受
託した企業等が活用できること。



異体字の乱立といった混乱を招かないこと。



フォントに係るビジネスを抑制することなく、むしろ活性化するものであること。

推進委員会の議論において、このような点を検討した新たなライセンスを決定したのち、
そのライセンスと、IPA フォントライセンス v1.0 をデュアルライセンスとして併存させる
方向で今後詰めてゆくこととなった。
3.4. 文字情報テーブルおよび文字図形ファイルに適用するライセンス
文字図形(SVG ファイルフォーマットによる提供)と文字情報基盤文字一覧表には、その
自由な活用をめざし、CCPL (Creative Commons Public License)40を適用するものとする。
CCPL は、文書や画像などのコンテンツを対象として広く用いられているライセンスであり、
ライセンスの条件を 4 つの要素に分割し、それらの組み合わせによって権利者の必要に応
じた柔軟な条件を指定することができる（表 15 参照）
。
表 15 Creative Commons ライセンスにおける条件の選択肢
表示

非営利

作品のクレジットを表示すること

営利目的での利用をしないこと

改変禁止

継承
元の作品と同じ組み合わせの CC ライセン

元の作品を改変しないこと

スで公開すること

本事業で作成した文字図形のうち SVG ファイルフォーマットによる字形データと文字情
報基盤文字一覧表については、上記４つのライセンス条件の中から、
「表示 (Attribution）
、

40

http://creativecommons.jp/参照
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継承 (ShareAlike)」を指定したライセンスで提供するものとする。

この条件は著作権者のクレジット（氏名、作品タイトルと URL）を表示し、改変した場
合には元の作品と同じライセンス（このライセンス）で公開することを守れば、営利・非
営利を問わず、二次利用も許可されるライセンスである。
推進委員会において、本成果物をβ版として配布している期間にさらに詳細を詰め、正
式版に適用するとの方針が示されている。
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IPA フォントライセンス v1.0
許諾者は、この使用許諾（以下「本契約」といいます。）に定める条件の下で、許諾プ
ログラム（1 条に定義するところによります。）を提供します。受領者（1 条に定義す
るところによります。）が、許諾プログラムを使用し、複製し、または頒布する行為、
その他、本契約に定める権利の利用を行った場合、受領者は本契約に同意したものと見
なします。
第 1 条 用語の定義
本契約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによります。
1.
「デジタル･フォント･プログラム」とは、フォントを含み、レンダリングしま
たは表示するために用いられるコンピュータ・プログラムをいいます。
2.
「許諾プログラム」とは、許諾者が本契約の下で許諾するデジタル･フォント･
プログラムをいいます。
3.
「派生プログラム」とは、許諾プログラムの一部または全部を、改変し、加除
修正等し、入れ替え、その他翻案したデジタル･フォント･プログラムをいい、
許諾プログラムの一部もしくは全部から文字情報を取り出し、またはデジタル･
ドキュメント･ファイルからエンベッドされたフォントを取り出し、取り出され
た文字情報をそのまま、または改変をなして新たなデジタル・フォント・プロ
グラムとして製作されたものを含みます。
4.
「デジタル・コンテンツ」とは、デジタル・データ形式によってエンド・ユー
ザに提供される制作物のことをいい、動画・静止画等の映像コンテンツおよび
テレビ番組等の放送コンテンツ、ならびに文字テキスト、画像、図形等を含ん
で構成された制作物を含みます。
5.
「デジタル・ドキュメント・ファイル」とは、PDF ファイルその他、各種ソフ
トウェア･プログラムによって製作されたデジタル・コンテンツであって、その
中にフォントを表示するために許諾プログラムの全部または一部が埋め込まれ
た（エンベッドされた）ものをいいます。フォントが「エンベッドされた」と
は、当該フォントが埋め込まれた特定の「デジタル・ドキュメント・ファイル」
においてのみ表示されるために使用されている状態を指し、その特定の「デジ
タル・ドキュメント・ファイル」以外でフォントを表示するために使用できる
デジタル・フォント・プログラムに含まれている場合と区別されます。
6.
「コンピュータ｣とは、本契約においては、サーバを含みます。
7.
「複製その他の利用」とは、複製、譲渡、頒布、貸与、公衆送信、上映、展示、
翻案その他の利用をいいます。
8.
「受領者」とは、許諾プログラムを本契約の下で受領した人をいい、受領者か
ら許諾プログラムを受領した人を含みます。
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第２条 使用許諾の付与
許諾者は受領者に対し、本契約の条項に従い、すべての国で、許諾プログラムを使用す
ることを許諾します。ただし、許諾プログラムに存在する一切の権利はすべて許諾者が
保有しています。本契約は、本契約で明示的に定められている場合を除き、いかなる意
味においても、許諾者が保有する許諾プログラムに関する一切の権利および、いかなる
商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をも受領者に移転するものではあ
りません。
1.
受領者は本契約に定める条件に従い、許諾プログラムを任意の数のコンピュー
タにインストールし、当該コンピュータで使用することができます。
2.
受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、また
は改変を行ったうえで、印刷物およびデジタル・コンテンツにおいて、文字テ
キスト表現等として使用することができます。
3.
受領者は前項の定めに従い作成した印刷物およびデジタル・コンテンツにつき、
その商用・非商用の別、および放送、通信、各種記録メディアなどの媒体の形
式を問わず、複製その他の利用をすることができます。
4.
受領者がデジタル・ドキュメント・ファイルからエンベッドされたフォントを
取り出して派生プログラムを作成した場合には、かかる派生プログラムは本契
約に定める条件に従う必要があります。
5.
許諾プログラムのエンベッドされたフォントがデジタル・ドキュメント・ファ
イル内のデジタル・コンテンツをレンダリングするためにのみ使用される場合
において、受領者が当該デジタル・ドキュメント・ファイルを複製その他の利
用をする場合には、受領者はかかる行為に関しては本契約の下ではいかなる義
務をも負いません。
6.
受領者は、3 条 2 項の定めに従い、商用・非商用を問わず、許諾プログラムを
そのままの状態で改変することなく複製して第三者への譲渡し、公衆送信し、
その他の方法で再配布することができます(以下、「再配布」といいます。)。
7.
受領者は、上記の許諾プログラムについて定められた条件と同様の条件に従っ
て、派生プログラムを作成し、使用し、複製し、再配布することができます。
ただし、受領者が派生プログラムを再配布する場合には、3 条 1 項の定めに従
うものとします。
第３条 制限
前条により付与された使用許諾は、以下の制限に服します。
1.
派生プログラムが前条 4 項及び 7 項に基づき再配布される場合には、以下の全
ての条件を満たさなければなりません。
(1) 派生プログラムを再配布する際には、下記もまた、当該派生プログラムと一
緒に再配布され、オンラインで提供され、または、郵送費・媒体及び取扱手
数料の合計を超えない実費と引き換えに媒体を郵送する方法により提供さ
れなければなりません。
(a) 派生プログラムの写し; および
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2.

3.

4.

(b) 派生プログラムを作成する過程でフォント開発プログラムによって作
成された追加のファイルであって派生プログラムをさらに加工するに
あたって利用できるファイルが存在すれば、当該ファイル
(2) 派生プログラムの受領者が、派生プログラムを、このライセンスの下で最初
にリリースされた許諾プログラム（以下、「オリジナル・プログラム」とい
います。）に置き換えることができる方法を再配布するものとします。かか
る方法は、オリジナル・ファイルからの差分ファイルの提供、または、派生
プログラムをオリジナル・プログラムに置き換える方法を示す指示の提供な
どが考えられます。
(3) 派生プログラムを、本契約書に定められた条件の下でライセンスしなければ
なりません。
(4) 派生プログラムのプログラム名、フォント名またはファイル名として、許諾
プログラムが用いているのと同一の名称、またはこれを含む名称を使用して
はなりません。
(5) 本項の要件を満たすためにオンラインで提供し、または媒体を郵送する方法
で提供されるものは、その提供を希望するいかなる者によっても提供が可能
です。
受領者が前条 6 項に基づき許諾プログラムを再配布する場合には、以下の全て
の条件を満たさなければなりません。
(1) 許諾プログラムの名称を変更してはなりません。
(2) 許諾プログラムに加工その他の改変を加えてはなりません。
(3) 本契約の写しを許諾プログラムに添付しなければなりません。
許諾プログラムは、現状有姿で提供されており、許諾プログラムまたは派生プ
ログラムについて、許諾者は一切の明示または黙示の保証（権利の所在、非侵
害、商品性、特定目的への適合性を含むがこれに限られません）を行いません。
いかなる場合にも、その原因を問わず、契約上の責任か厳格責任か過失その他
の不法行為責任かにかかわらず、また事前に通知されたか否かにかかわらず、
許諾者は、許諾プログラムまたは派生プログラムのインストール、使用、複製
その他の利用または本契約上の権利の行使によって生じた一切の損害（直接・
間接・付随的・特別・拡大・懲罰的または結果的損害）（商品またはサービス
の代替品の調達、システム障害から生じた損害、現存するデータまたはプログ
ラムの紛失または破損、逸失利益を含むがこれに限られません）について責任
を負いません。
許諾プログラムまたは派生プログラムのインストール、使用、複製その他の利
用に関して、許諾者は技術的な質問や問い合わせ等に対する対応その他、いか
なるユーザ・サポートをも行う義務を負いません。

第４条 契約の終了
1.
2.

本契約の有効期間は、受領者が許諾プログラムを受領した時に開始し、受領者
が許諾プログラムを何らかの方法で保持する限り続くものとします。
前項の定めにかかわらず、受領者が本契約に定める各条項に違反したときは、
本契約は、何らの催告を要することなく、自動的に終了し、当該受領者はそれ
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以後、許諾プログラムおよび派生プログラムを一切使用しまたは複製その他の
利用をすることができないものとします。ただし、かかる契約の終了は、当該
違反した受領者から許諾プログラムまたは派生プログラムの配布を受けた受領
者の権利に影響を及ぼすものではありません。

第５条 準拠法
1.

2.

IPA は、本契約の変更バージョンまたは新しいバージョンを公表することができ
ます。その場合には、受領者は、許諾プログラムまたは派生プログラムの使用、
複製その他の利用または再配布にあたり、本契約または変更後の契約のいずれ
かを選択することができます。その他、上記に記載されていない条項に関して
は日本の著作権法および関連法規に従うものとします。
本契約は、日本法に基づき解釈されます。

IPA Font License Agreement v1.0
The Licensor provides the Licensed Program (as defined in Article 1 below) under the
terms of this license agreement (“Agreement”). Any use, reproduction or
distribution of the Licensed Program, or any exercise of rights under this Agreement by
a Recipient (as defined in Article 1 below) constitutes the Recipient’s acceptance of
this Agreement.
Article 1 (Definitions)
1. “Digital Font Program” shall mean a computer program containing, or used to
render or display fonts.
2. “Licensed Program” shall mean a Digital Font Program licensed by the Licensor
under this Agreement.
3. “Derived Program” shall mean a Digital Font Program created as a result of a
modification, addition, deletion, replacement or any other adaptation to or of a
part or all of the Licensed Program, and includes a case where a Digital Font
Program newly created by retrieving font information from a part or all of the
Licensed Program or Embedded Fonts from a Digital Document File with or
without modification of the retrieved font information.
4. “Digital Content” shall mean products provided to end users in the form of
digital data, including video content, motion and/or still pictures, TV programs or
other broadcasting content and products consisting of character text, pictures,
photographic images, graphic symbols and/or the like.
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5.

6.
7.

8.

“Digital Document File” shall mean a PDF file or other Digital Content created
by various software programs in which a part or all of the Licensed Program
becomes embedded or contained in the file for the display of the font
(“Embedded Fonts”). Embedded Fonts are used only in the display of
characters in the particular Digital Document File within which they are
embedded, and shall be distinguished from those in any Digital Font Program,
which may be used for display of characters outside that particular Digital
Document File.
“Computer” shall include a server in this Agreement.
“Reproduction and Other Exploitation” shall mean reproduction, transfer,
distribution, lease, public transmission, presentation, exhibition, adaptation and
any other exploitation.
“Recipient” shall mean anyone who receives the Licensed Program under this
Agreement, including one that receives the Licensed Program from a Recipient.

Article 2 (Grant of License)
The Licensor grants to the Recipient a license to use the Licensed Program in any and
all countries in accordance with each of the provisions set forth in this Agreement.
However, any and all rights underlying in the Licensed Program shall be held by the
Licensor. In no sense is this Agreement intended to transfer any right relating to the
Licensed Program held by the Licensor except as specifically set forth herein or any
right relating to any trademark, trade name, or service mark to the Recipient.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

The Recipient may install the Licensed Program on any number of Computers
and use the same in accordance with the provisions set forth in this Agreement.
The Recipient may use the Licensed Program, with or without modification in
printed materials or in Digital Content as an expression of character texts or the
like.
The Recipient may conduct Reproduction and Other Exploitation of the printed
materials and Digital Content created in accordance with the preceding
Paragraph, for commercial or non-commercial purposes and in any form of media
including but not limited to broadcasting, communication and various recording
media.
If any Recipient extracts Embedded Fonts from a Digital Document File to create
a Derived Program, such Derived Program shall be subject to the terms of this
agreement.
If any Recipient performs Reproduction or Other Exploitation of a Digital
Document File in which Embedded Fonts of the Licensed Program are used only
for rendering the Digital Content within such Digital Document File then such
Recipient shall have no further obligations under this Agreement in relation to
such actions.
The Recipient may reproduce the Licensed Program as is without modification
and transfer such copies, publicly transmit or otherwise redistribute the Licensed
Program to a third party for commercial or non-commercial purposes
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7.

(“Redistribute”), in accordance with the provisions set forth in Article 3
Paragraph 2.
The Recipient may create, use, reproduce and/or Redistribute a Derived Program
under the terms stated above for the Licensed Program: provided, that the
Recipient shall follow the provisions set forth in Article 3 Paragraph 1 when
Redistributing the Derived Program.

Article 3 (Restriction)
The license granted in the preceding Article shall be subject to the following
restrictions:
1. If a Derived Program is Redistributed pursuant to Paragraph 4 and 7 of the
preceding Article, the following conditions must be met :
(1) The following must be also Redistributed together with the Derived Program,
or be made available online or by means of mailing mechanisms in
exchange for a cost which does not exceed the total costs of postage,
storage medium and handling fees:
(a) a copy of the Derived Program; and
(b) any additional file created by the font developing program in the course
of creating the Derived Program that can be used for further
modification of the Derived Program, if any.
(2) It is required to also Redistribute means to enable recipients of the Derived
Program to replace the Derived Program with the Licensed Program first
released under this License (the “Original Program”). Such means may be
to provide a difference file from the Original Program, or instructions setting
out a method to replace the Derived Program with the Original Program.
(3) The Recipient must license the Derived Program under the terms and
conditions of this Agreement.
(4) No one may use or include the name of the Licensed Program as a program
name, font name or file name of the Derived Program.
(5) Any material to be made available online or by means of mailing a medium
to satisfy the requirements of this paragraph may be provided, verbatim, by
any party wishing to do so.
2. If the Recipient Redistributes the Licensed Program pursuant to Paragraph 6 of
the preceding Article, the Recipient shall meet all of the following conditions:
(1) The Recipient may not change the name of the Licensed Program.
(2) The Recipient may not alter or otherwise modify the Licensed Program.
(3) The Recipient must attach a copy of this Agreement to the Licensed
Program.
3. THIS LICENSED PROGRAM IS PROVIDED BY THE LICENSOR “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY AS TO THE LICENSED PROGRAM OR ANY
DERIVED PROGRAM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE LICENSOR BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXTENDED, EXEMPLARY,
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4.

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO;
PROCUREMENT OF SUBSTITUTED GOODS OR SERVICE; DAMAGES ARISING
FROM SYSTEM FAILURE; LOSS OR CORRUPTION OF EXISTING DATA OR
PROGRAM; LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
INSTALLATION, USE, THE REPRODUCTION OR OTHER EXPLOITATION OF THE
LICENSED PROGRAM OR ANY DERIVED PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY
RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
The Licensor is under no obligation to respond to any technical questions or
inquiries, or provide any other user support in connection with the installation,
use or the Reproduction and Other Exploitation of the Licensed Program or
Derived Programs thereof.

Article 4 (Termination of Agreement)
1. The term of this Agreement shall begin from the time of receipt of the Licensed
Program by the Recipient and shall continue as long as the Recipient retains any
such Licensed Program in any way.
2. Notwithstanding the provision set forth in the preceding Paragraph, in the event
of the breach of any of the provisions set forth in this Agreement by the Recipient,
this Agreement shall automatically terminate without any notice. In the case of
such termination, the Recipient may not use or conduct Reproduction and Other
Exploitation of the Licensed Program or a Derived Program: provided that such
termination shall not affect any rights of any other Recipient receiving the
Licensed Program or the Derived Program from such Recipient who breached
this Agreement.
Article 5 (Governing Law)
1. IPA may publish revised and/or new versions of this License. In such an event,
the Recipient may select either this Agreement or any subsequent version of the
Agreement in using, conducting the Reproduction and Other Exploitation of, or
Redistributing the Licensed Program or a Derived Program. Other matters not
specified above shall be subject to the Copyright Law of Japan and other related
laws and regulations of Japan.
2. This Agreement shall be construed under the laws of Japan.
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第4章 導入のシナリオ
4.1. 導入の基本方針
自治体へ向けて行ったアンケート結果（付属資料 5「地方公共団体の文字処理環境に関す
るアンケート調査結果」
）からわかるように、現在、多くの自治体で、扱える文字符号のビ
ット長が 16 ビット固定であるような、古い形式の情報処理システムが用いられている。
今回整備された文字の数は約 6 万文字であり、これは 216=65,536 の範囲内に収まる数
である。しかし、文字符号の国際標準である ISO/IEC 10646 のＢＭＰ(Basic Multilingual
Plane)と呼ばれる 16 ビット範囲の領域には、漢字以外の他の言語の文字も収容されている
ことから、この範囲で漢字に割り当てられている文字数は約 28,000 文字である。
したがって、国際整合性を図るためには、本成果物の文字の半数を超えた数の文字は、
16 ビット領域を超えた領域へ符号化することが必要である。
したがって、文字符号のビット長が 16 ビットに限定されたシステムでは、本成果物のフ
ォントをそのまま活用することはできない。
また、多数の自治体等では、JIS X 0208 等、16 ビット範囲に限定された文字符号標準や、
独自の文字符号体系を使用しており、その文字符号によって記述された大量のデータをデ
ータベースやファイル等の電子媒体に蓄積している。
本事業の成果物を活用することにより、多様された「外字」の間での相互運用性の欠落
などから生み出されている無駄なコストを削減でき、また、国際整合性を持つことにより、
市場で市販されるシステムを調達できるようになることから、将来的には大きなコスト削
減を達成できると考えられるが、そこへの移行のためのコストが過大であっては、導入が
困難なものとなる。移行コストと最終的に達成が期待されるコスト削減とのバランスをよ
く検討することが重要である。
導入シナリオを策定するために考慮するポイントとして、として以下をあげることがで
きる。


現状のシステムを否定せず、そこへ容易に導入できること



新旧システムやデータが並存可能であること



移行のコストが、達成の期待されるコスト削減との比較において過大にならないこ
と
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FY2011

FY2012

FY2013

FY2014

▼β版文字情報基盤フォント・文字
情報一覧表・文字図形の提供開始

文字情報基盤の運用
に関する検討体制

政策運営

FY2016

FY2018

FY2020

▼運用体制の確立

文字の追加・削減に係る指針
政省令の整備・改正等の検討

文字に係る法制度（随時）

基盤運用指針・共通文字コード標準化
システム利用に関する制度の検討

文字情報基盤の利用に係る指針（随時）

調達仕様への反映を検討

各自治体における固有外字と文字情報基盤フォントとの同定作業

β版文字情報基
盤フォント・文字
情報一覧表・文
字図形の提供

文字情報基盤フォント・文字情報一覧表・文字図形の提供（文字情報データベースの運用）、
文字情報基盤の維持管理（追加・更新等の実務作業）

文字情報基盤

自治体の符号化文字の拡大

符号化外文字の自治体間共有方法の検討

既存IPAフォント検索システムの利活用
文字情報の見える化
新システムの設計

実務運用

自治体の符号化外文字の縮小化

新システム本格運用

新システム運用開始

文字情報基盤システムの開発・テスト

実証実験
・地方自治体
・Web申請の部分利用

文字情報基盤の周知・広報活動

住基対応
不足文字図形
作成

変体仮名の検討

追加文字の国際標準符号化検討/登録検討

標準化
情報交換用プロトコルの検討、ガイドライン作成、標準化

汎用電子情報交
換環境整備
プログラム

国際標準の全面的サポートの確立
・相互運用性の確立
（マルチベンダー環境でシステム間連携環境の確立）

フォローアップ
国際標準化

変換テーブル、BMP内での運用、文字図形での交換

システム移
行イメージ

ISO10646準拠システム

サロゲートペアへの対応
IVDへの対応

16ビットまでしか扱え
ないシステムでの外字
対応

FY2011

ローカルコード→UCS
変換テーブル、BMP内での運用、文字図形での交換

FY2012

FY2013

FY2014

FY2016

図 18 文字情報基盤のロードマップ
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FY2018

FY2020

4.2. 導入の前提となる開発課題
4.2.1. フォント及び文字図形関連
（１） 住民基本台帳ネットワーク統一文字との一対一対応【短期】
汎用電子情報環境整備プログラムにおいて、平成明朝体のデザインポリシに従ってデザ
イン統合をしたために、住民基本台帳ネットワーク統一文字の複数の字形が、MJ 文字情報
一覧表に掲示される IPAmj 明朝の一つの字形に対応している場合が、約 500 例存在する。
これらについては、住民基本台帳ネットワーク統一文字と IPAmj 明朝のすべてが一対一に
対応するよう字形を追加制作する必要がある。
（２） IPAmj 明朝の継続的メンテナンス【中・長期】
一般に、フォントはメンテナンスを継続することによって、段階的に品質が向上するこ
とが期待できる。文字情報基盤事業においては、一般的な意味でのフォントメンテナンス
作業を継続する以外に、下記の点に留意する必要がある。


将来的な標準化動向に対応したフォントの追加：少数とはいえ、MJ 文字情報一覧表に
対応する文字が増加する場合があり得る。このような状況が生じた場合は、情報処理
学会情報規格調査会 SC2 専門委員会を通した追加標準化の働きかけをするとともに、
標準化動向に合わせてフォントファイルの追加を行う必要がある。



将来的に、政令等の規定、政策的運営主体の判断などにより、人名・地名に用いられ
る文字数が減少する場合があり得る。このような場合は、その動向に合わせてフォン
トファイルの整理改定を行う必要が生じる場合がある。

4.2.2. MJ 文字情報一覧表関連
（１） 漢字字典情報の充実（短期）
「新大字典」（講談社刊）
、大字源（角川書店）など、戸籍統一文字の典拠となった漢字
字典を中心に、見出し文字情報を中心とする関連情報を増補する。
（２） 類似文字情報の検討と充実（中期）
類似文字のとらえ方は、必ずしも一元的ではない。そもそも類似文字検索ユーザーの利
便性に資するかという問題意識での検討を行う。
その検討結果を受けて、具体的な類似文字情報の充実を図る。
4.2.3. 文字情報データベース関連
（１） API の公開
本データベースを他のシステムからダイナミックに利用可能とするため、
API を整備公開
する。その際、公開する API については実ユーザーの利便性、知的所有権の保護、民間に
よる関連事業の促進などを総合的に検討した上で決定する。
（２） 付加価値検索機能の促進
API を公開した上で、サードパーティによる付加価値検索機能の開発を促進する。このこ
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とにより、本データベースを核とする民間事業の促進を図る。
4.3. 情報機器の移行シナリオ
4.3.1. 推進すべき技術開発
（１） UTF-16、IVS への OS、ミドルウェアの対応促進
国際整合性のある人名・地名の相互運用性を高めるためには、ISO/IEC 10646 に準拠し
た情報交換環境の普及が不可欠である。特に、UTF-16 及び IVS への対応を促進するため
の施策が不可欠である。その促進に当たっては、既存システムとの両立性について十分配
慮し、直接に文字コードを送信するだけでなく、XML による転送や、転送前の機器間ネゴ
シエーション手順などを含めた十分な検討とガイドライン作成および必要に応じた国際標
準化提案を行うことが重要である。
（２） 排他的固有名による文字図形の扱い
UTF-16、IVS 対応は、国際標準準拠という点では不可欠であるが、現行の実装システム
においては、未だ IVS に対応していないものも多く存在しており、短期での実装普及も望
みがたい状況にある。また、人名漢字などに用いられる特殊な漢字の一部には、符号化あ
るいは異体字識別番号の登録に相当の時間を要するものが残ることが想定される。このた
め、UTF-16、IVS の実装普及および符号化完了までの過渡的手段として、排他的固有名に
よる個別図形文字としての扱いについて、技術的な手段の情報共有を図る必要がある。
また、
JIS X 0213 に含まれる漢字の一部は CJK 統合漢字拡張 B に対応づけられており、
その全体の活用には、16 ビットを超えた範囲の文字符号を扱える機器が必要となるが、
ISO/IEC 10646 の符号化方式を用いたシステムには、UTF-16 に対応していないものも少
なからず存在する。特に自治体等の現場で使用されている装置には 16 ビットしか扱えない
ものが多い。さらに、現在でも JIS X 0208 ベースで符号化されたシフト JIS やベンダー固
有の符号化方式も多数現用されている（付属資料 5 アンケート結果参照）
。
これらに対しては、システム内部では、従来の私用領域を用いた外字方式を採用し、広
い意味での情報交換およびインターネット等での表示のためには、排他的固有名による文
字図形として扱う技術的な手段の情報共有を図る必要がある。
（３） MJ 文字情報一覧表と各自治体固有外字との同定作業（短期～長期）
本文字情報基盤整備事業において行ったアンケート及びヒアリングによると、多くの自
治体が 2000 字程度の独自作成による外字を保有している。大規模自治体ほど外字数が多く
なる傾向がある（付属資料 5 参照）。また、多くの自治体は、依然として JIS X 0208 ベー
スのシステムを運用している。各自治体が保有する固有外字を MJ 文字情報一覧表と対応づ
けることにより、UCS に対応する外字や IVS で処理可能な外字を特定することが可能とな
り、UCS ベースのシステムに移行する際に、外字の量を大幅に低減することが可能となる。
この対応作業は、各自治体独自もしくは各自治体からの業者発注によって行われること
が多くなると思われるが、一部自治体において、先行的に実証実験を行う必要がある。
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4.3.2. 推進すべき国際標準化
（１） IVD 登録の追加【短期】
2011 年度も汎用電子情報交換環境整備プログラムのフォローアップ委員会が開催され
る。この委員会において、汎用電子情報交換環境整備プログラムで整理された文字のうち、
UCS では統合されるが、現在 IVD には登録されていない残余の文字について、情報処理学
会情報規格調査会 SC2 専門委員会を通して、IVD への登録手続きが行われる予定である。
これらについては、登録手続きが正式に完了し次第、IPAmj 明朝のフォントファイルにお
いても、IVS テーブルを追加する必要がある。
（２） UCS 未符号化の文字【中期】
MJ 文字情報一覧表には、
UCS に対応する符号位置を持たない文字がなお存在している。
これらの文字については、汎用電子情報交換環境整備プログラムおよび情報処理学会情報
規格調査会 SC2 専門委員会を通じて、UCS での標準符号化を促進する。
しかし、ISO/IEC JTC1 における国際標準化プロセスは必ずしも迅速とはいえず、短期
的な標準化は困難と言わざるを得ない。標準化までの過渡的手段として、排他的固有名に
よる個別文字図形として取り扱う必要がある。
4.4. 法・制度面の検討
4.4.1. 漢字同定ハンドブックの法令的裏付け
「利用ガイド」の別冊として、
「漢字同定ハンドブック」を制作する必要がある。ここに
は、MJ 文字情報一覧表を基軸とする漢字の同定に資する基準及び具体例が掲載されるが、
このハンドブックを用いた漢字同定の判断に法令的裏付けを与えることが、行政実務での
円滑な運用を担保するためにも必須である。
4.4.2. 印刷物による公証業務と電子的な公証業務
電子的な公証業務における文字符号、特に人名・地名表記の位置づけについての法令的
裏付けは現状では必ずしも明確ではない。下記のそれぞれの場合に付き、法令的裏付けを
明確にする必要がある。
Ａ．電子媒体による公証業務
Ｂ．印刷媒体による公証業務
Ｃ．公証以外の業務のうちオンラインでの名前表示を伴うもの
Ｄ．公証以外の業務のうちその他のもの
4.5. ケーススタディ
4.5.1. 府省、自治体等の移行シナリオ（利用ガイド）
本文字情報基盤事業の成果物を、府省、自治体等で導入利用するための移行に資するた
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め、
「利用ガイド」を作成する。この利用ガイドには、移行シナリオのケーススタディなど、
下記の項目が含まれる。
① 人名・地名表記の拘束力のレベル分け（戸籍等厳密性を求められるもの、国際符号
化文字レベルでの情報交換、より簡易な人名・地名同定など。4.4.2 参照）
② いわゆる電子政府全体の中での文字情報基盤の位置づけの明示（4.1 参照）
③ 各自治体内部での複数システムの運用例
④ 複数自治体間での文字情報交換例
⑤ 個別自治体での既存外字と MJ 文字情報一覧表とのマッピングテーブル開発ガイド
（4.3.1.（３）参照）
⑥ MJ 文字情報一覧表の排他的固有文字名を用いた複数自治体間での情報交換事例（い
わゆる情報交換用符号化文字とは異なるレベル）
⑦ UTF-16 や IVS を扱えない既存システムでの排他的固有文字名を用いた運用例
⑧ UCS による外国人名の扱い例
⑨ 住民によるクレーム対応例
以下のような例に対する対応例を既述する必要がある（一例）
請求書の記載氏名が戸籍の文字と異なるため支払いを拒否する人に対する対応。
⑩ 人名・地名関連凡例
79 ページに、地方自治体等へ向けた利用ガイドの例を示す。
4.5.2. 民間サービスの移行ケーススタディ
導入シナリオ小委員会および推進委員会の審議で、本事業の成果物は中・長期的には官
民サービス、民民サービスにも積極的に利用の促進を図るという点で意見の一致を見た。
しかし、具体的なシナリオについては、市場動向等不確定な要素も多く、官官利用の実績
を踏まえた上で、今後さらに詳細なシナリオを検討することとした。
4.6. 実証実験の必要性
文字情報基盤事業をより実効性のあるものとするため、実証実験および調査研究活動を
継続し、その成果及び知見を情報発信し、利用者やベンダーによる文字基盤活用の促進の
ため、役立てることが必要である。特に、実証実験から得られた技術的知見は、可能な限
り運用ガイドに反映する。
実証実験に際しては、下記のような要素に留意し、第 1 段階として、4.6.1、4.6.2 に示
す実証実験を計画する。


実運用の際してのコスト要因



類似文字選択のユーザインタフェース



レガシーシステムとの両立性
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典型的実装手順の抽出



具体的な運用場面の設定



MJ 文字情報一覧表に対応レコードを持たないいわゆる残存外字の図形文字による
扱い

4.6.1. 自治体システムにおける相互運用実証実験
メインフレームなどの既存システムを含む相互運用実証実験が有益である。実証実験の
実施に当たっては、該当自治体の各個別システムが持つ文字セットと MJ 文字情報一覧表と
のマッピングテーブルの開発および、符号化外文字などについての MJ 文字情報一覧表の固
有名を用いた情報の送受実験、文字図形情報自体を送受する実験等を実施する。
4.6.2. ウェブブラウザーでの文字運用・表示の実証実験
将来のネットワーク申請等の業務を視野に入れて、インターネットによる人名漢字送受
とウェブブラウザーによる表示の実証実験を行う。
本事業の継続と実務運用のためには、インターネット技術との親和性は技術的最重要課
題であるが、第 1 段階としては、既存のウェブブラウザー技術での視覚再現性の確保と、
その技術的解決策についての実証実験を行う。
4.7. その他の課題
4.7.1. 登記統一文字の扱い
登記統一文字は、その性格上、毎年、数十文字程度増加しており、今後も継続的な増加
が予想される。文字情報基盤事業として、登記統一文字の扱いをどのようにするかは、特
に国際符号化文字集合との関連において、慎重に検討する必要がある。
4.7.2. 普及のための広報活動
文字情報基盤事業の成果及び活動内容の周知を図るための、広報活動が必要であるとの
複数の意見が、導入シナリオ小委員会で提起された。具体的な施策については、政策的運
営主体、実務的運営主体が協力して検討実施する必要がある。
4.7.3. 官民連携、民民連携への道筋
将来的に本事業の成果を官民連携、民民連携にも活用すべきとの点で、導入シナリオ小
委員会及び推進委員会では原則的な合意を得ている。
ある程度の実務運用の実績を踏まえた上で、文字情報基盤事業の成果物の官民連携局面
への利用、民民連携への利用への利用についても検討すべきである。その際、費用負担に
ついても考慮する必要がある。
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4.7.4. 外字利用の抑制から廃止へ
外字利用が、さまざまなレベルで社会の効率化を妨げていることは、言を俟たない。導
入シナリオ小委員会で、将来的には、外字利用を抑制するだけではなく、廃止をも視野に
入れるべきとの意見が提起された。また、一般の利用では、常用漢字に限定すべきとの意
見も提起された。
文字情報基盤データベースは、何らかの方法で、行政実務における文字利用の頻度情報
も収集することを計画している。この情報も踏まえた上で、中長期的に検討する必要があ
る。
4.7.5. 外国人名の扱い
外国人名に対する情報処理システム上の扱いについて、意見を寄せる自治体があった。
（付属資料 5 アンケート調査結果参照）。本成果物の展開時に、必要に応じて案内・検討
をしていく必要がある。
4.7.6. IVD における Hanyo-Denshi と AJ1-6 コレクションとの関連
IVD に日本での利用を前提としたコレクションが 2 種類登録されていることに関し、コ
レクション間での重複が将来の実務運用上、混乱の元になるのではないか、との問題提起
があった。今後の実利用実態の推移を見極めた上で、継続課題として検討する必要がある。
4.7.7. CJK 互換漢字と IVD
CJK 互換漢字は、Unicode の正規化プロセスで、CJK 統合漢字に統合される見通しとな
っており、CJK 互換漢字のうち、一部の漢字については、改めて IVD に登録する必要性に
ついての議論がある。汎用電子情報交換環境整備プログラムにおける議論も踏まえ、継続
的に検討する必要がある。
4.7.8. 追加文字の可能性
ごく少数と想定されるが、現在の MJ 文字情報一覧表に含まれない漢字を、MJ 文字情報一
覧表に追加する必要が生じる可能性がある。ワークフロー上の扱い、フォントのバージョ
ンアップを含め、継続的に検討する必要がある。文字についてはその数を抑制するべきと
の議論もあることから、政策的運営主体による十分な議論を踏まえてこの処理に当たる必
要がある。
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参考：自治体等向け利用ガイド(案)

本事業成果物（フォント、MJ 文字情報一覧表）の利用ガイド（案）
本資料は、平成 22 年度の文字情報基盤事業の成果物であるフォントと MJ 文字情報
一覧表をどのように活用するかについて、イメージを明確にするために作成したも
のでである。
実際の運用に当たっては、平成 23 年度に実施予定の実証実験の結果なども踏まえ、
さらに検討を加え、詳細化する必要がある。
特に今後議論を深める必要がある項目については、※で注記をほどこした。

1.

成果物の概要
本事業成果物は、戸籍統一文字および住基ネット統一文字を中心に、国際符号化文字
集合（ISO/IEC 10646）や JIS 漢字コード、漢字に関する各種情報を整理統合した文
字情報一覧表および、この一覧表に対応するフォント・漢字図形データから構成され
ており、主に行政システムの構築、運用、保守に伴う氏名表記に関わる実務の利便性
向上に資することを目的としています。個人識別を目的とした利用は想定していませ
ん。

1.1. 文字情報基盤文字情報一覧表（MJ 文字情報一覧表）とは？


成果物の「MJ 文字情報一覧表」には、成果物の漢字に付けられた固有名（MJ 文
字図形名）と住基ネット統一文字コード、戸籍統一文字番号等、国際符号化文字
集合、JIS コード等との対応関係及び、各種属性情報、主要な漢字字典を典拠とす
る参考情報などが一覧表として記載されています。



MJ 文字情報一覧表は、漢字の異同確認、同定、各種文字コード間での交換用テー
ブル作成用途などに用いることができます。同一覧表は、CCPL (Creative
Commons Public License)の「 表示 (Attribution）
、継承 (ShareAlike)」ライセ
ンスにより配布しています。

1.2. IPAmj 明朝フォントとは？


IPA が既に公開している IPAex 明朝フォントのデザインポリシに従い、新たに作
成した TrueType ベースの OpenType フォーマットによるフォントです。IPA フ
ォントライセンス V1.0 と、公的団体向けライセンス（詳細は平成 24 年度中に策
定予定）とのデュアルライセンスで配布しており、利用目的によりどちらかを選
択して無償で利用することができます。
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SVG フォーマットによる 1 文字１ファイルの文字図形データについては、CCPL
(Creative Commons Public License)の「 表示 (Attribution）
、継承 (ShareAlike)」
ライセンスにより配布しています。



IPAmj 明朝フォントに収録された漢字は、住基ネット統一文字の漢字 19,432 文
字及び戸籍統一文字 55,267 文字に対して１対１に同定されています（平成 23 年
3 月時点では住基ネット統一文字のうち約 500 文字について、異なる MJ 文字図
形名について同一の字形が割り当てられているものがあり、字形が一対一対応と
なっていないものがあります。これらについては平成 23 年度前半に字形の作り分
けを行いますが、それまでの間はフォントファイルおよび文字図形ファイルはβ
版としての配布とします。正式版では約 500 文字の字形が変わることになります。
MJ 文字図形名は変わりません。
）
。

戸籍統一（漢字のみ）
(55,267文字)

登記固有
文字
(10,330)

住基統一(漢字のみ）
（19,432文字)

汎用電子情報交換環境整備プログラム
で整理された漢字

非漢字
（2,002図形
/1,672文字）
縦書用文字、リ
ガチャを含む

(58,712文字)

異なる識別番号に同一グリフの割り当てられ
ている文字のうち、住基文字由来の文字約
500文字については、全て作り分けを行う予
定（4月以降）

文字基盤文字
文字情報基盤漢字
(58,712文字)
(xx,xxx文字)

1,672文字

ISO/IEC
10646

58,712文字に固有の識別番号を振ったと
いう意味であり、複数の識別番号に同一の
字形が割り当ててある場合もある（住基文
字については500文字が該当）。

23,480文字

BMP (全65,536文字）

25,662文字

2,274文字

CJK統合漢字拡張B,C,D
(全47,000文字)

7,296文字

IVD

今回は符号化
対象外

ほぼ全ての情報機器で利用可能

市販の最新の情報機器の多くで利用可能

一部のOSで対応が始まっているが、アプリケーションでの対応は未達

「外字」としての利用（印刷、表示等に限定した利用）

①

②

③

図１ 本事業成果物である文字（文字情報基盤漢字）の概要
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2.

運用モデル

2.1. 業務の形態と、利用の推奨される文字の範囲
人名に用いられる漢字の同定にはその利用目的によりさまざまなレベルが考えられ
ます。戸籍実務の場合は、戸籍法および戸籍法施行規則に従った厳密な運用が求めら
れますし、住民に対する一般的な通知などでは、郵便物が住居地に届けることができ
ればよい、といったレベルでの対応もありえます。
ただし、氏名表記の異同を、厳密な意味での個人同定に用いることは適切ではないと
される判例等が多いことにご留意ください。
厳密な同定の求められない業務においては、実務や使用するシステムの状況に合わ
せて使用可能な範囲の文字のみを用いることが推奨されます。
基本的には下記のようなことがらを考慮して具体的な運用を図ることが望まれます。
・ 誰でも読み書きできるという利便性・公共性
・ 簡易化することによる社会コストの削減
・ 範囲の広い文字セットの利用は、伝わることよりも公証が重要な業務に絞り込む。
・ 基本的に常用漢字表の「明朝体のデザインについて」「明朝体と筆写の楷書体との
関係について」
、国際符号化文字集合の統合規則など、公的性格を持つ規範を準用
し、できるだけ小さい範囲の文字セットに同定することを検討する。
氏名表記と個人同定の関係については、各行政機関でそのポリシーを整備すること
が必要です
※氏名表記と個人同定の関係については、政策的運営主体が中心となり、法令等
により明確に位置づけることが望まれる。
※政策的運営主体の議論に基づき、常用漢字表の「字体についての解説」、国際符
号化文字集合における統合規則、戸籍統一文字に採録されている異体字などを参
考とし、多数の例示により、複数のレベルでの異同判断が容易に行える『漢字同
定ハンドブック』の作成を目指す。法令等によりその位置づけを明確にし、実務
運用における規範として用いられるものとすることが求められる。
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以下に、業務形態と、各形態での利用が推奨される文字の範囲を例示します。
本 事 業 成 果 物 に お ける

電子媒体による

公証以外での

印刷媒体に

公証以外の

文字範囲 （○付数字は

公証業務

一般市民から

よる公証業

一般業務

のアクセス

務

図 1 中の番号）

（Web 等）
JIS X0208
(①の一部)
文字セット

○

○

○

○

△

△

△

△

住基ネット統一文字

●

△(＊)▲

●▲

戸籍統一文字

●

△(＊)▲

●▲

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

△

△

△

△

△

△

●

▲

●▲

▲

一般的な申

一般的な書

請。通知。

類作成

JIS 第 1、第 2 水準
JIS X0213
(①,②の一部)
JIS 第 1、2、3、4
水準

JIS 第 1、第 2 水準
のみ
ISO/IEC 10646 の
①の範囲
符号化範囲

(JIS 第 1,2 水準+第
3,4 水準の大部分)
ISO/IEC 10646 の
②の範囲
(JIS 第 3,4 水準で、
①に無いもの)
ISO/IEC 10646
の③の範囲
符号化外文字（④）

事例

戸籍業務

電子申請等

実際には、利用ポリシーの詳細を各行政機関等で定めることが推奨されます。国の機関
等、他の行政機関と連携して業務を行う場合には、連携先の環境や要望を考慮して定めて
いく必要があります。
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表中、△印は、国際標準的視点からはその文字を活用可能であるが、現状では市場
にある多くのシステムが対応しているとは言えず、文字の表示可否がシステム異存
になるため、一般市民による活用や、市販製品の調達による活用においては問題が
出る可能性のあるものを示しています。
▲印は符号化外文字について画像化による表示等の工夫が必要なことを示します。
＊印については、IPAmj 明朝等、該当文字種が ISO/IEC10646 で符号化されたフ
ォントを使用した場合にのみ、PC 等市販の情報機器を用いた市民からのアクセス
が可能となります。
●印については、一般に市販されている製品は対応しておらず、特注品等が必要と
なります。

なお、ISO/IEC 10646 には日本語以外の文字も含まれており、外国人の氏名表記に活用
することは技術的には可能ですが、使用に当たっては、法令等の確認、フォント等の技術
的対応に留意する必要があります。本事業の成果物のフォントに含まれているのは、日本
の漢字のみです。
3.

自治体等における成果物の活用イメージ

3.1. 初期の活用
(ア) 窓口等で不足文字が発生した場合における活用
(1) 窓口等で新たな外字の作成が必要になった場合、本事業成果物である「MJ
文字情報一覧表」を検索し、「漢字同定ハンドブック」を参考に、その中に
該当する文字があるかどうかを確認します。この際、「MJ 文字情報一覧表」
及び「漢字同定ハンドブック」は、住民等に、類似文字を提示し、住民に説
明するため等に活用することも可能です。また、各自治体等で定めた文字同
定ポリシーを説明し、極力既存文字の中の、基本文字セットの範囲（図１の
①）に近い範囲の文字を選ぶよう努め、文字の増加を来さないように配慮し
ます。
(2) 「MJ 文字情報一覧表」に該当する文字が見つかった場合、その図形データ
をフォントファイル、あるいは SVG ファイルから取り出し、使用中のシス
テムで使用することが出来ます。あるいは、その形状を参考にして、使用中
のシステムに対応した外字データ等を作成して運用することも可能です。
(3) 後の情報交換で活用するため、当該文字の固有名（MJ 文字図形名）を必ず
記録してください。住民記録のデータ項目に MJ 文字図形名による氏名表記
の欄を設ける等により、後の情報交換を円滑に行うことが可能となります。
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(4) もし、
「MJ 文字情報一覧表」に、該当する文字が見つからない場合は、従来
と同様の手順で外字を作成するとともに、その事象を記録するとともに、文
字情報基盤の運用組織にご提供いただけるようにお願いします。当該記録に
ついては、文字基盤の運用組織が、文字の見直しのために活用させていただ
きます。
※文字の同定に疑義のある事例について、統一的に判断する組織及び
手続きが必要である。判断の結果は、文字情報基盤の政策的運営主体
の承認を経て、
「漢字同定ハンドブック」に反映される必要がある。ま
た、必要な文字については、適宜国際符号化文字集合への標準化手続
きを行う必要もある。

(イ) 外字として使用している文字の、他団体等との情報交換での活用
(1) 本成果物である「MJ 文字情報一覧表」を検索し、当該外字に該当する文字
を特定します。
(2) 当該文字の「MJ 文字図形名」を記録し、この図形名を伝達してください。
(3) 図形名を受け取った団体は、
「MJ 文字情報一覧表」を参照してその図形を参
照し、当該図形を新たに自己のシステムの外字として登録して使用するか、
あるいは、既に利用している外字に同定できる場合においては、その外字を
使用します。
(4) 後の再利用のために、当該文字の外字コードと MJ 文字図形名との対応関係
を記録してください。
(5) なお、情報を受け取る団体等の側の事情により、送付する情報に MJ 文字図
形名だけではなく、文字図形そのもののデータを埋め込んだり添付したりす
る必要が生じる場合があります。団体等相互の事前の連絡を密にするよう留
意してください。
(ウ) PC 等、一般的な情報機器での活用


職員が日常業務等で使用している情報機器（PC 等）が、TrueType ベー
スの OpenType フォントも対応したものであれば、本成果物のフォント
（IPAmj 明朝フォント）をインストールすることにより、そのまま成果
物の文字を活用できます。ただし、当該機器の対応している文字範囲（図
１参照）により、フォントの中から実際に使用できる文字の範囲は異な
ります。なお、フォントに、当該機器で扱える範囲を超えた範囲の文字
が含まれていることについては、何ら運用上の問題は生じません。
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符号化対象外となっている文字（納品時点では約 7,000 文字。の図 1 の
④）についてはそのままでは使用することはできません。これらの文字
を必要とする場合においては、当該機器に外字として登録する等の処置
が必要となります。

3.2. （近い将来）市民向け情報サービス等での活用


今後１～２年の間に、図１の①～③の範囲の漢字を表示可能な web ブラウザが
普及することが見込まれます。



一般市民は、自己保有の PC 等のブラウザを当該ブラウザにバージョンアップす
るとともに、本事業成果物のフォント（IPAmj 明朝フォント）をインストールす
ることで本成果の文字（符号化対象外文字は除く）を使用できます。



一般に普及している PC 等の文字入力手段が、本事業成果物の文字全てをカバー
したものとなるには相当の時間を要すると考えられますが、それ以前でもサーバ
側で適切な文字選択手段を提供すれば、利用者が必要とする文字を入力できるよ
うになることが期待できます。



このようなサーバを構築することにより、施設利用券等の氏名表記等に市民が求
める文字を表記したものを発行できるようになります。



しかし、いたずらに文字の範囲を広げることのないよう、極力基本文字セット（図
１の①の範囲）の範囲内か、それに近い範囲の文字を用いるよう誘導に努めるこ
とが求められます。
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【参考資料１】 住民説明用運用ポリシー例
当組織では、利用者に全体に正確かつ迅速に行政サービスを提供するために行政
手続に使用する文字に制限をもうけています。そのために、氏名の表記で正確な
氏名を記述できない場合がありますのでご了解いただけますよう宜しくお願いい
たします。
○当組織では、
［ＪＩＳの第１，２，３，４水準］の文字でシステムを運用してい
ます。ただし＊＊手続きに関しては［戸籍統一文字］に収録されている文字を
使用することします。字形は IPAmj 明朝です。
○［ＪＩＳの第１，２，３，４水準］以外の漢字については、初期利用時に「か
な」若しくは「デザインポリシに従う近似文字」を選択していただき、登録す
ることとします。
［］内は各行政機関が業務の内容により選択する。
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【参考資料２】

事象の記録の例

期日：＊＊年＊＊月（住民特定を防ぐため月は非公開）
場所：＊＊市役所住民課窓口（住民特定を防ぐため非公開）
タイトル：＊＊＊＊＊
対象文字： 邊の異体字（場合によっては画像を貼り付ける）
カテゴリ：
□

電子化の拒否

■

外字作成要求

□

持ち込み外字

□

画像での対応要求

□

送付物などの受け取り拒否

□

正確な表記要求

経緯：
転入住民の「○邊」氏から外字の申し出有り。
事務処理方針として ISO/IEC10646 の①～③の文字しか対応していないこ
と、字形は IPAmj 明朝を使用していることを職員が説明。
事務処理規則の開示、デザインポリシの説明。
住民の意見
・

戸籍にのっている文字は正確に表記すべきである。

・

転出した市では外字を作成してくれた。

職員が代替手段の選択肢を提示
・

仮名での表記。

・

類似した文字での表記。

住民の意見
・

個人のアイデンティティとして認められない。

職員から、仮名での事務処理を提示
結果：
□

住民が納得して終了

■

住民が納得しないが終了

□

未解決のまま
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文字管理体系の検討
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第1章 運営体制について
文字情報基盤を普及、活用させるためには、新たな文字の登録や文字の削減、符号化外
文字への継続的な符号化作業、更新された情報の円滑な共有等を維持するための管理運用
体制を構築することが不可欠である。特に文字を無制限に増やすことは文字の識別や情報
交換の上で利便性の低下を招く恐れもあることから、文字数を適切に制御すること、及び、
制限された文字数の範囲で業務が円滑に進むよう、個人識別と文字との関係に係る考え方
を整理し、それに沿って法・制度等を調整する作業が不可欠である。そのため、
「政策的運
営」と「実務的運営」の２つの体制を構築することが必要である。
1.1. 政策的運営体制
文字にまつわる法・制度等の検討を継続的に行うために、
「新たな情報通信技術戦略工程
表」に従い、内閣官房

情報通信技術（ＩＴ）担当室を中心に関係府省が連携して推進を

図って行くとの方針が、文字情報基盤推進委員会で確認された。
1.2. 実務的運営体制
文字のメンテナンス、符号化、標準化提案、文字データベースの運用等の作業を継続的
に行うため、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）を中心とした運用体制の構築を図ると
の方針が、文字情報基盤推進委員会で確認された。
また、符号化作業、標準化提案等については、国際標準化関係機関及び汎用電子情報交
換環境整備プログラムとの十分な連携をとりつつ実施するべきとのことが確認された。
特に、以下の項目については本事業終了後速やかに着手することが確認された。


事業中に、住基ネット統一文字と本事業成果物の文字との間の字形に関する 1 対 1
の対応関係を担保するために追加が必要であるとわかった約 500 文字についての作
字作業



変体仮名文字の扱い



本事業終了時においては符号化対象外となっている文字についての符号化検討およ
び登録／標準化提案



新旧システムの両立性を考慮した情報交換プロトコルの検討



実証実験



文字情報データベースの検討

第2章 文字の追加手順について
2.1. 文字の符号化方針
ISO/IEC10646 CJK 統合漢字に規格化されたものを符号化することが本事業の方針で
ある。2011 年 3 月末での事業成果物であるフォントの符号化状況の概要は図 19 のとおり
である。
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ある情報機器で扱える範囲の外にある文字については、必要に応じ、当該機器で扱える
範囲内に設定された外字領域へ登録して活用する等が想定される。この処理は、市場にあ
る多くの「外字ソリューション」において実施可能であると考えられる。
「外字」として登
録した場合においては、その外字コードを外部に送信することの無い様、以下の方針に従
うよう配慮する。

戸籍統一（漢字のみ）
(55,267文字)

登記固有
文字
(10,330)

住基統一(漢字のみ）
（19,432文字)

汎用電子情報交換環境整備プログラム
で整理された漢字

非漢字
（2,002図形
/1,672文字）
縦書用文字、リ
ガチャを含む

(58,712文字)

異なる識別番号に同一グリフの割り当てられ
ている文字のうち、住基文字由来の文字約
500文字については、全て作り分けを行う予
定（4月以降）

文字基盤文字
文字情報基盤漢字
(58,712文字)
(xx,xxx文字)

1,672文字

ISO/IEC
10646

58,712文字に固有の識別番号を振ったと
いう意味であり、複数の識別番号に同一の
字形が割り当ててある場合もある（住基文
字については500文字が該当）。

23,480文字

BMP (全65,536文字）

25,662文字

2,274文字

CJK統合漢字拡張B,C,D
(全47,000文字)

7,296文字

IVD

今回は符号化
対象外

ほぼ全ての情報機器で利用可能

市販の最新の情報機器の多くで利用可能

一部のOSで対応が始まっているが、アプリケーションでの対応は未達

「外字」としての利用（印刷、表示等に限定した利用）

①

②

③

④

図 19 事業成果物である文字の符号化概要
外部との情報交換については、①、②の範囲の文字については UCS 符号を用いる。
異体字の関係を持つことが Unicode Consortium の IVD で明確とされているもの
（Hanyo-Denshi として IVD 登録されている）については UCS 符号及び IVD に登録され
た字形識別符号（IVS）を用いる。③の文字については、多くの機器が IVS に対応していな
い状況を考慮し、字形識別符号の送受に係るプロトコルについて、早急にその標準化を検
討する。
異体字関係が不明確なものについては、GID のみ付与する形で符号化は行わずにフォン
トファイルに収納して供給する（図 19 の④）
。同時に、BMP に符号化している文字以外
（図 19 の②③④）の文字図形について、文字情報基盤の文字図形名（以下、MJ 文字図形
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名とよぶ）をファイル名とした SVG ファイルフォーマットでも供給する。
④の範囲の文字の送受については、供給する文字図形の画像を用いるか、本事業の成果
物の「MJ 文字情報一覧表」を活用する等の情報交換を行う。
2.2. 使用目的／使用局面を明確にした運用基準策定の必要性
IVS に対応した機器を用いることにより、図 19 の③の範囲の文字について字形の区別を
行えるようになるが、行政の業務等における個人識別等の用途については①②の範囲の符
号を用いることを原則とし、③の範囲の文字については、その利用が個人識別のために不
可欠であるとされることの無い様、法・制度面の整備を含めた検討を行うことが望まれる。
④の範囲の文字については、国際的整合性を持つ方式による情報交換に用いることが出
来ない。そのため、この範囲の文字については、目的を絞った利用とする等、運用上の配
慮、及び法・制度的整備の検討を行うことが望まれる。
2.3. 今後の作字方針（2011 年度）
（文字の 1 対１対応について）
2011 年 3 月末のフォントついては、MJ 文字情報一覧表上で MJ 文字図形名と、住基ネ
ット統一文字コードとは 1 対１対応となる。文字図形については、住基ネット統一文字で
は文字図形として区別していても、IPAmj 明朝では「汎用電子情報交換環境整備プログラ
ム」の漢字情報テーブルへの同定に従って、同一デザインと判断し、同一の文字図形とな
っている場合がある。異なり数で約 500 字程度である。
この約 500 字については 2011 年度に住基ネット統一文字に同定できるように IPAex 明
朝デザインに従って文字図形の作り分けを行う。この作業が完了するまでの間は、本事業
の成果物はβ版という扱いで提供するものとし、作業完了後に正式版とする。
総務省殿、法務省殿と連携を深めて、重出、同形異字、デザイン差の扱いを含めて各統
一文字間の整理を行い、住基ネット統一文字あるいは戸籍統一文字と字形レベルでも １：
１をさらに目指す。
2.4. 変体仮名についての今後の作字方針
変体仮名は、各自治体における住記システム、戸籍システム、そして住基ネットそれぞ
れに存在している。変体仮名を住記システムから住基ネットに転送するにあたって、可能
なものは各自治体で同定し文字コード変換しているが、自治体によって対応は異なり、か
つ完全に同定できているとは言えない。同定できない変体仮名は、自治体の残存外字扱い
で画像として住基ネットに送られている（表 16 参照）
。
変体仮名は現在、国際標準符号化検討が行われていないため、文字情報基盤として作字
を検討するには、住基ネット統一文字の変体仮名を参照しつつ、かつ戸籍に存在する多様
な変体仮名を調査して、専門的見地からの精査が必要である。
従って、2011 年 3 月までの文字情報基盤プロジェクトでは変体仮名はフォーカス外とし
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た。
しかし、戸籍には変体仮名が残存しており、住記システムでも使用されていることから、
変体仮名のニーズがあることは確かであるため、今後の作字に向けた充分な検討が必要で
ある。
変体仮名の検討については、政策レベルで変体仮名が必要だということであれば当然作
字すべきであろうが、今後減少していくものについてコストを割くべきか、ということを
充分に考慮すべきという意見もある。フォント化し、誰もが使えるようになったら必然的
に使用頻度があがることも考えられるため、政策レベルの検討も要する。
一方、変体仮名を情報基盤として符号化してフォントで供給するには国際標準
（ISO/IEC10646）への規格化が必要である。規格化されればフォントに収納する。規格
化までは、自治体の残存外字扱いとなるため、具体的なニーズ・事例に基づいて、以下の
フェーズに沿って文字図形として供給する方向で整理していく。
2011 年以降の体制に基づいて、専門的見地から必要な変体仮名の字形を検討する。
必要と判断された変体仮名は作字を行い、符号化外文字の扱いとして文字図形で供給す
る。本事業の成果に基づく標準化提案についても検討する。
標準化提案の検討結果として ISO/IEC10646 に規格化されればフォントに符号化を行う。
表 16 自治体における変体仮名の状況について
変体仮名の使用事例

変体仮名の登録数

住基ネット統一文字の変
体仮名と同定は可能か

A市

住記システムの文字と

戸籍を参照のうえ、外字作 住記システムで文字コー

住基ネットで用いてい

成の必要性があれば登録。 ド変換し住基ネットに転

る住基ネット統一文字

件数はそう多くはない。

送している。住記システム

は別物。

に登録してある変体仮名

使用回数は不明。

については、住基ネット統
一文字との対応表が出来
ている。
厳密に１対１の対応にな
っているかどうかは、変換
表の仕様を確認してみな
いと不明。

B市

戸籍システムで使用さ

「登」 の文字だけでも7文 一部同定。

れていれば、住記システ 字登録している。

例えば、「登」はAC46

ムにも使用。

全体では200文字くらい。 AC47と同定、ほかは同定

住基ネット統一文字に

基本的に戸籍に記載され

収納されている文字か

ている文字で、ベースフォ して登録。
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できないため残存外字と

どうかではない。

ントにない文字を外字と

住民の要望ではなく、戸 して登録する。
籍に記載されているた
め、かなり難解な文字を
登録したことがある。
C市

窓口業務に使用。

住記システムで16文字登

同定可能。

録。
D市

窓口で使用している文

住記システムで61文字登

一部同定。

字は、住記システムの文 録。

住記システムの文字は（ユ

字。住基ネット統一文字 もとは同じ仮名でも字形

ニコードのJEF）は住基ネ

と同定された住記シス

ット統一文字コードに変

が違うため違う外字とし

テムの変体仮名は、住基 て登録しているものも含

換して連携。

ネット統一文字の変体

住記システムにある文字

む。

仮名と同じ。

で、住基ネット統一文字に
ある文字は同定している
が、無いと認定された文字
は残存外字としてイメー
ジとして、住基ネット側へ
送付している。

E区

使用している「ＪＥＦ拡 ユーザー外字としては作

不可能。

張漢字」に変体仮名が網 成していない。

変体仮名は、「画像情報」

羅されている。

住基ネット統一文字への

として住基ネットに送っ

変換は住基ネット連携用

ている。

のサーバーで稼動してい

「住基ネット統一文字の

るベンダーのパッケージ

変体仮名」と、完全に同一、

（MICJET）が行っており、 と判断できなかったため
変体仮名はここで（画像
に）変換している（と思わ
れる。区の資産であるプロ
グラムの中ではこの変換
を扱っていない）。
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と思われる。

F市

住記システムで使用し

「住記システム」へ外字と 一部同定。

ている。

して登録している文字数

同定した外字は、登録外字

全体が6853文字で、うち、 の２割程度で、残りは画像
変体仮名は332文字。

として転送。

変体仮名についてはこの2

変体仮名332文字の内、同

年間では２字しか追加し

定できているのは165文

ていない。

字。残り167文字について
は画像として転送。

2.5. 「符号化外文字」についての今後の方針
ISO/IEC10646 での標準化進捗や Unicode Consortium への IVD 登録にあわせて、符
号化外文字の符号化を進めていく。
具体的には 2011 年 3 月末では本事業の符号化作業時期において標準化の決定が間に合
わずに見送った Extension D （ISO/IEC10646 Amendment 8）が 2011 年度には標準化
が決定する。決定次第本領域の符号化を追加する作業に入る。その他、Extension E 等の
ISO/IEC10646 での標準化進捗が行われれば符号化、汎用電子情報交換環境整備プログラ
ムのフォローアップ事業から Unicode Consortium に IVD 登録が追加されれば、IVS 方式
による符号化を追加し、符号化外文字をさらに減少させていく。同時に上記以外において
も、追加文字の国際標準符号化検討/登録検討を来期以降の実務運用の中で進めていく。
一方、各自治体で、各自治体における固有外字と文字情報基盤フォント（IPAmj 明朝）
との同定作業、変換テーブルを整備いただき、政策運営主体と実務運用を担う IPA が連携
を取りながら残存外字を減少させ内字としての流通を促進していく。同時に符号化外文字
の自治体間共有方法の検討を行っていくこととする。
2.6. 新規文字追加に対する基本的方針と文字追加に係わる意思決定機構のあり方
情報交換を文字の側面から支援していくため、第１編で述べたとおり、国際符号化文字
集合のサポートと同定作業により符号化外文字の減少を推進していく。しかし、自治体窓
口において、符号化文字に同定できず符号化外文字として新たに文字の追加せざるを得な
い現状がある。本事業の今後の展開として、これらの文字追加要求に係わる情報連携のあ
り方の参考例を図 20 および 表 17 にまとめた。これをベースに来期以降にシステム検討、
設計を行い、中期目標としてサービス開始を検討していく必要がある。
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IPAmj明朝フォントを利用した窓口業務サンプルフロー
自治体窓口での新規登録におけるサンプルフロー

自治体窓口

IPA文字情報
データベース
システム

住記・戸籍システム
MJ Server
DB
情報収集
更新

IPAmj明朝
フォント

文字を入力する

所望の
文字が
あった

各種DB
文字入力支援
システム

情報収集

MJ Server
DB

各種DB

更新

(InputMethod)

MJ Registry
mjDB

コンバータ
YES

情報収集

登録住民データ

更新

NO
類似文字検索等で検索

文字利用カウンタ

符号化外文字の符号化、
IVDへの登録を進める。
ユーザーの利用頻度情
報やユーザー独自の文
字図形の登録状況を見
ながら、更新を行う。

文字
図形

NO

文字
図形

文字図形または文字図形の
mj文字図形名を貼り付ける

文字
図形

YES

MJ Server
DB

検索結果（メタデータ、画像データ）

文字
図形

所望の
文字が
あった

文字
図形

文字図形を検索する

作字する

文字図形名
文字
図形

作字工程

文字
図形

文字図形を検索して似た
文字をダウンロードする。

Mj文字図名のある文字図形

文字図形を加工
して作字する。

作字した文字図
形を登録する。

図 20 窓口業務サンプルフロー(参考例)
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文字
図形

作字した文字図形また
は文字図形名を貼り付
ける

自治体作成文字図形

表 17 文字追加要求に係わる情報連携（参考例）
【 文字図形・ 利用、作字、アップロード登録】

検索・ 配信サーバー（ 複数）
（ MJ Se rve r）

住記・ 戸籍システム

自治体窓口

文字図形登録・ 検索・ 配信
（ MJ Re gistry）
自治体ID、ベンダーID、個人ID

新規登録
＜通常の文字入力（文字コード）のみで良い場合＞
文字入力
表示
新規登録

文字検索
＜通常の文字入力では入力できない文字がある場合＞ ﾛｸﾞｲﾝ（ID：MJ Server）
文字図形の検索指定（複数可）
文字図形候補の表示（文字図形、文字図形の固有名、文字図形の情報表示）

認証

＜検索結果に利用したい文字図形があった場合＞
文字図形のダウンロードを指示
利用カウント
文字図形と文字図形のメタ情報（MJ文字図形名等）をダウンロード
利用文字図形の権利情報（CCPL）
住民の新規登録（文字図形、文字図形名の貼り付け）

作字
＜検索結果に利用したい文字図形が無く作字が必要と判断する場合＞
＜類似の文字図形を元に作字する場合＞
ﾛｸﾞｲﾝ（ID：MJ Server）
作字利用文字図形のダウンロードを指示

認証

文字図形と文字図形のメタ情報（MJ文字図形名等）をダウンロード
文字画像を加工して作字
作字利用文字図形の権利情報（CCPL）
住民の新規登録（文字図形and/or文字図形名の貼り付け）

新規文字図形の登録・公開
＜類似の文字図形を元に作字した文字図形を自治体間で共有する場合＞
登録要求

ﾛｸﾞｲﾝ（ID：MJ Registry）
認証
登録画面表示
自治体制作文字図形名の新規発行
MJ文字情報一覧表には組み込まない

登録
・アップロード文字図形
・権利情報（CCPL）
・メタ情報（作字元文字図形名の指定）

アップロード文字図形のハッシュ値算出

タイムスタンプ
登録完了、文字図形名発行
文字図形名の登録

差分情報取得
設定した定時に差分情報取得
図形、文字図形名の登録・公開

他システム
他自治体

利用カウント情報取得
設定した定時に利用カウント情報収集

MJ文字情報一覧表の改訂
自治体制作文字図形の利用状況によって同定変更
MJ文字図形名の発行、MJ文字情報一覧表改訂
改訂情報の取得
改訂情報

他システム
他自治体

表 17 のシーケンス図を用いて以下に文字追加要求に係わる情報連携のあり方を提案す
る。
（１） 新規登録
自治体窓口では、IPAmj 明朝に保有している文字の場合は、通常の文字入力作業で住民
票あるいは戸籍等の新規登録作業を行う。
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（２） 文字検索
通常の文字入力では対応できない場合、文字検索を行う。文字図形登録・検索・配信機
能を持つ MJ Registry の傘下に検索・配信サーバー機能を持つ MJ Server がベンダーある
いは自治体に多数設置されていることを想定する。これらは具体的なハードウェアやソフ
トウェアを指しているのではなく機能として捉えることとする。住記・戸籍システムから
MJ Server にログインを行い、文字図形の検索によって、文字図形候補の表示（文字図形、
文字図形の固有名、文字図形の情報表示） が行われる。検索結果に検索結果に利用したい
文字図形があった場合は、当該文字図形のダウンロードを指示し、住民票あるいは戸籍等
の新規登録（文字図形、文字図形名の貼り付け）を行う。ダウンロードされた文字図形は
利用回数のカウントを行う。
（３） 作字
検索結果に利用したい文字図形が無く作字が必要と判断する場合、検索によって、作字
利用をしたい文字図形と文字図形のメタ情報（MJ 文字図形名等）をダウンロードする。ダ
ウンロードした文字画像に対して必要な加工（作字）を行う。作字が終了すれば住民票あ
るいは戸籍等の新規登録（文字図形 and/or 文字図形名の貼り付け）を行う。
新規作成の文字図形と文字図形名の運用の手順について、今後、実運用に合わせた検討
が必要である。（４）の手順を先に踏んだ後に住民票等への貼り込みを行うか、あるいは、
一時的に文字図形を自治体システムに登録後、MJ Registry からの文字図形名を取得して、
文字図形と文字図形名の関係を紐づける、などにより、運用と公開・共有のバランスを図
ることで効果的な文字情報連携を図ることが期待される。
（４） 新規文字図形の登録・公開
作字した新規文字図形は、MJ Registry に対して登録することができる。MJ Registry は
登録要求に対して、登録画面表示し、自治体制作文字図形名の新規発行を行う。必要なメ
タ情報（作字元文字図形名の指定）とともに、作字した文字図形をアップロードする。自
治体サイドで作字下文字図形は MJ 文字情報一覧表には組み込まない。
登録された文字については、実務的運営主体による検討と必要に応じ、政策的運営主体
での検討を経て、公開される。
（５） MJ Server と MJ Registry
MJ Server は、設定した定時に MJ Registry から差分情報（規に文字図形が登録されて
いれば、MJ Server はその情報）を取得する。同時に MJ Registry は、設定した定時に MJ
Server から文字図形の利用カウント情報を収集する。
（６） MJ 文字情報一覧表の改訂
自治体制作文字図形の利用状況によっては、今後策定する規定を下にして同定変更を行
い、
新たな MJ 文字図形名の発行とともに MJ 文字情報一覧表改訂を行い、
新規に公開する。
MJ Server はその情報を設定した定時に取得する。
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第3章 類似文字の整理手法について
3.1. 文字整理に対する基本的方針
導入シナリオ小委員会での審議を踏まえ、文字整理に関する基本方針は、
「漢字同定ハン
ドブック」としてまとめることとする。
文字を同定するためのよりどころとなる法令及び国際標準には、下記のものがある。情
報交換用符号化文字集合に限らず、それぞれの文字集合の漢字字形同定の基準はそれぞれ
異なっている。


JIS X 0208、JIS X 0213 では包摂規準として、JIS X 0221 では CJK 統合漢字の統合
及び配列の手順として、明文化されている。



常用漢字及び表外漢字字体表には、
（付） 字体についての解説として「明朝体のデザ
インについて」及び「明朝体と筆写の楷書との関係について」が例示とともに示され
ている。



JIS X 0208 及び JIS X 0213 では、常用漢字表の「明朝体のデザインについて」を明
示的に引用することにより、これらの工業規格では、明朝体のデザイン差を区別しな
いと明確に述べている。



現在の戸籍統一文字には、JIS X 0208 や JIS X 0213 の包摂規準や JIS X 0221 の統合
規則では同一視される複数の字形が区別して収録されている場合が多くある。



ISO/IEC 10646(UCS)では、統合規則では同一視されるが、運用上区別して取り扱う
必要が生じる局面に対応するため、Unicode Technical Standard #37 “Ideographic
Variation Database”を明示的に引用することにより、VS(Variation Selector)のメカ
ニズムを用いる登録方式を標準化している。



汎用電子情報交換環境整備プログラムの成果の一部は、この制度を利用し、
Hanyo-Denshi コレクションとして登録されている。2011 年度も汎用電子情報交換環
境整備プログラムのフォローアップ事業として、引き続き、IVD への登録活動が継続
される見通しである。
これらを踏まえた上で、漢字同定ハンドブックは、下記の複数のレベルでの具体例を可

能な限り多く収集する必要がある。


改定常用漢字表に掲載されている「明朝体のデザインについて」
「明朝体と筆写の楷書
との関係について」に準じた、明朝体のデザイン差および明朝体と筆写の楷書との差
に依拠した具体例の増補



ISO/IEC 10646 の統合基準に依拠した字形異同の判別例（JIS の包摂規準と UCS の
統合規則との間に差異がある場合は、個別に検討した上指針を示す必要がある）



戸籍統一文字での区別を最小限の粒度とする具体的判別例
上記の判断基準と相違を持つ住民基本台帳ネットワーク統一文字における類似文字同定

の判断については、政策的運営主体及び総務省担当部局における判断を仰ぐ（将来的には、
判断の依拠となる法令の整備が必要である）
。
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3.2. 文字整理に係わる検討体制のあり方
実務的運営を担当する IPA が事務局となり有識者からなる委員会構成し、漢字同定基準
の起草及び具体例の収集を行い、政策的運営主体による検討を経た上で漢字同定ハンドブ
ックを作成する。
この漢字同定ハンドブックは、自治体等行政窓口での担当職員による文字同定判断や、
必要に応じて住民への説明等に用いることのできるものであることが求められる。
3.3. 符号化方式のあり方
行政実務における広義の公証実務を含む情報交換目的にために用いる符号化方式は、現
状で国際整合性を持った唯一の選択子である ISO/IEC 10646 を用いるのが適切である。
公証実務と国際符号化文字集合の関係については、別途、法令的裏付けを明確にする必
要がある。
相互運用性を担保するためには、現状、IVS は、情報交換目的のために用いるべきではな
い。
戸籍実務等で必要となる情報交換用の符号化では区別することが出来ない字形の差異表
現については、IVS および MJ 文字情報一覧表の固有名を含む何らかの排他的固有名を持っ
た文字図形として扱うことが必要である。
また、当面は、最新の国際符号化文字集合規格に適合しない従来のシステムとの相互運
用性について、格段の配慮が必要である。文字符号等を直接通信するだけでなく、機器間
でのネゴシエーション手順等を含む情報交換手順の標準化について検討が必要とされよう。
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第4章 文字情報の共有に係わる公的サービスのあり方
4.1. 文字情報データベース
4.1.1. MJ 文字情報一覧表を用いた文字情報の共有（見える化）
文字情報のコアとなるのが「MJ 文字情報一覧表（表 18）」である。文字情報基盤の文字
図形名（MJ 文字図形名）に対して、住基ネット統一文字コード・戸籍統一文字番号等の対
応する番号情報、画数、読み情報、常用漢字や人名用漢字などの漢字施策情報、UCS 等の
文字コード情報、IPAmj 明朝フォントへの符号化情報、そして、各種辞書リファレンス情
報を記載した表である。本表については、実務的運営主体である IPA が中心となり、継続
して充実させてゆくものとする。
なお、2011 年度にフォントは約 500 字については住基ネット統一文字に同定できるよ
うに文字図形の作り分けを行う。この作業が完了するまでの間は、MJ 文字情報一覧表も β
版という扱いで提供するものとし、作業完了後に正式版とする。本文字情報は各自治体、
あるいは自治体向けにシステムを提供する事業者等が、各自治体における固有外字と文字
情報基盤フォント（IPAmj 明朝）との同定作業、変換テーブルの整備作業等に活用するこ
とが想定される。
また、
MJ 文字情報一覧表を広く共有することにより、
政策運営主体と実務運営を担う IPA
が連携を取りながら残存外字を減少させ、符号化された文字の流通を促進していくことが
期待される。
MJ 文字情報一覧表は、以下の方針で作成した。
① MJ 文字情報一覧表は、本事業で新たに作成した文字と、IPA が保有していた JIS X
0213 範囲の文字情報全体にわたって、一貫して情報を整備した。
② 今回作成する文字情報基盤の文字図形名（MJ 文字図形名）は、汎用電子整理番号・
平成明朝体グリフのグリフ名・住基ネット統一文字コード・戸籍統一文字番号の各々
とは１：１対応できるようにした。
MJ 文字情報一覧表のメンテナンスは、以下の方針で行うものとする。
① 汎用電子情報交換環境整備プログラムとも連携を取る。
② 辞書リファレンス情報の充実を行う。
③ 文字の類似度を表す情報など、文字の検索や、情報交換に資する情報のあり方を検
討し、その整備を進める。
④ 民間によるシステムやサービスの開発および運用に資する情報整備を図る。
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表 18 文字情報基盤 文字情報一覧表（略称：MJ 文字情報一覧表）
項目

内容

今後の
改定作業

MJ文字図

文字情報基盤の文字図形名。

-

汎用電子

汎用電子情報交換環境整備プログラムの漢字情報テーブル

-

整理番号

におけるレコードの通し番号。

平成明朝

平成明朝体グリフのグリフ名。平成明朝体グリフは文字グリ -

形名

フ作業委員会にて制作されたものである。
部首

部首欄には部首番号を記した。『康煕字典』の部首の通し番 号により、1から214までである。

内画数

内画数欄には部首内画数を記した。

-

総画数

総画数欄には文字の総画数を記した。

-

読み

読み欄には文字の読みを記した。原則として、音読みは片仮 名、訓読みは平仮名である。

漢字施策

「常用漢字」は、常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示） 常用漢字表の
に示された通用字体（常用漢字表で括弧が添えられていない 内閣告示に伴
漢字）である。「人名用漢字」は、戸籍法施行規則別表第二 う変更
の「漢字の表一・二」に示された漢字である。

戸籍統一

戸籍統一文字番号は6桁の数字である。

-

住基ネット統一文字コードは4桁の16進数である。

-

登記統一文字番号は8桁の数字である。

-

文字番号
住基ネッ
ト統一文
字コード
登記統一
文字番号
X0213

X0213欄には、JIS X 0213:2004の面区点コードを記した。 -

包摂連番

包摂連番欄には、該当する文字にJIS X 0213:2004の包摂規 準を適用させると符号化できる場合、包摂規準連番を記し
た。

包摂区分

包摂区分欄には、「0」「2」の2種を記した。「0」は、該
当する文字がJIS X 0213:2004規格票の例示する字体に相
当する字形であることを示す。「2」は、該当する文字がJIS
X 0213:2004の包摂規準を適用できる字体に相当する字形
であることを示す。
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-

X0212

X0212欄には、JIS X 0212:1990の区点コードを記した。

-

UCS

UCS欄には、ISO/IEC 10646:2003/Amd.5の16進のUCS

標準化の進展

コードを記した。

に伴い拡充

UCS符号

IPAmj明朝フォントへの実装において上記UCSを割り当て

標準化の進展

化

た文字に○を記した。

に伴い拡充

IVS

Unicode ConsortiumのIVD Version 2010-11-14の

標準化の進展

Hanyo-Denshiコレクションに登録されているIVSを記し

に伴い拡充

た。
IVS符号

IPAmj明朝フォントへの実装において上記IVSを割り当てた 標準化の進展

化

文字に○を記した。

大漢和

大漢和欄には、諸橋轍次『大漢和辞典』（修訂第二版第六刷、 -

に伴い拡充

大修館書店、2001年）及び鎌田正・米山寅太郎『大漢和辞
典補巻』（初版、大修館書店、2000年）の親字番号を記し
た。なお、『大漢和辞典』及び『大漢和辞典補巻』の親文字
と漢字字体に差異があるものの同定が可能なものには、親字
番号の末尾に＃を付けて示した。
また、以下の項目については、今期においては、康煕字典番号-UCS対照表、新大字典-UCS
対照表を別表として作成し、来季において、大字源番号、日本語漢字字典の情報を追加す
るとともに、全体をデータベース化する予定である。
康煕字典番号

康煕字典番号欄には、
『康煕字典』
（中華書局発行第7版、1989
年）の4桁のページ数と2桁のページ内文字番号（ページ数.ペ
ージ内文字番号）と末尾に"0"を記した。
（参照：
http://www.unicode.org/reports/tr38/#kIRGKangXi）。

新大字典番号

新大字典番号欄には、『新大字典』（講談社、1993年3月11
日発行第一版）の見出し文字通し番号を記した。

大字源番号

角川書店刊。

日本語漢字字典

新潮社刊。

4.1.2. 漢字情報データベースを用いた文字情報の共有（見える化）
文字情報の共有の当初はフォントと共に MJ 文字情報一覧表をファイルで提供からスタ
ートするが、来期以降にはデータベースを用いた文字情報の共有（見える化）に着手する。
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IPA は現在、IPAex フォントが収録しているグリフ（文字図形）の情報を、読み、文字
コード（JIS 面区点コード、Unicode、康煕字典番号、諸橋大漢和字典番号、Adobe Japan1-6
コードに対応） や部首、IDS（文字図形の大まかな構造）などから検索できる「IPA 文字
検索システム」を公開している41。その利用例を図 21～図 26 に示す。
2011 年 4 月以降に、速やかに本事業によって整備された新たな文字を同検索システムに
収録し、「住基ネット統一文字コード」、「戸籍統一文字番号」、「登記統一文字番号」等の
MJ 文字情報一覧表に含まれる新たな文字情報をデータベースのテーブルに収納できるよ
うに拡張し、文字情報の共有を行っていく。

図 21 IPA 文字検索システム（簡易検索画面）

41

IPA フォント検索システム：http://ossipedia.ipa.go.jp/ipafont_glyph/
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図 22 IPA 文字検索システム（コード検索画面）
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図 23 IPA 文字検索システム（部首検索画面）

図 24 IPA 文字検索システム（IDS 検索画面）

図 25 検索結果の簡易表示画面
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図 26 検索結果の詳細表示画面
4.1.3. 文字情報の共有に係わる次期 DB の設計、開発
フォントや文字図名、文字に係る情報参照を円滑に提供できる文字情報基盤システムの
設計を識者の意見、実証実験の結果を踏まえつつ 2011 年 4 月以降に着手し、2012 年度に
は開発・テストに入り、2013 年以降には試験運用を目指す。検索・配信サーバー機能は各
自治体や人名漢字の入出力システム等を構築するベンダーがその構築や運用にあたって活
用できるようにしていく。検索サーバー機能は自治体やベンダーに多数設置されるものと
想定する。開発した検索・配信サーバー機能の提供ライセンスは幅広く活用できる方向で、
別途来期以降の運用体制の中で検討する。
検討する方向性のイメージを図 27 に記載する。ポイントは以下である。
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分散化を図り、運用や効率の効率化を目指す。



ＡＰＩを公開し、人間や、多様な機器やシステムが、その必要に応じて情報を取得
できるようにする。



民間による製品やサービス等との適切な役割分担を図り、民間における技術開発、
サービス展開の促進に資するものとする。



民間によるシステム開発や変換テーブル作成等に活用できるよう、文字情報の一括
ダウンロードも可とする

文字に係る情報をダウンロードするだけでなく、文字の利用状況、文字などへの要求事
項など、利用者側からの情報を収集することも可能とする。係る情報は、文字追加や削減
の検討（
「2.6 新規文字追加に対する基本的方針と文字追加に係わる意思決定機構のあり方」
参照）へ活用することが期待される。
文字情報の共有に係わる公的サービスを識者の意見および実証実験で確認しつつ、政策
運営と実務運用が連携を取りながら運用体制の確立を行っていき、公的サービスだけにと
どまらず、住民、民間企業を含む文字基盤の活用を目指していく。
政策的運営主体
報告、相談

方針

実務的運用主体
文字追加要求、修正要求等
• 不足文字等の追加要求
• 利用状況統計
• 問題の報告

更新
DB

窓口等

API

• 文字検索
• 文字選択
• 不足文字の追加要求

検索
UI

一般国民
• 文字検索
• 文字選択

検索
DB

DB

DB

システム
開発

窓口等
DB

DB

一般国民

窓口等
DB

API

UI

コード変換

図 27 文字情報基盤システムのイメージ
4.2. 文字フォントのメンテナンス
IPAmj 明朝、MJ 文字情報一覧表、文字情報基盤システム、自治体で行われる同定作業、
変換テーブル等は永続的なメンテナンスが必要である。文字フォントについては以下を実
施していく。


住基ネット統一文字では別の字形とされている文字について（約 500 字）、字形の作
りわけ作業を行う
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ISO/IEC10646 での標準化進捗や Unicode Consortium への IVD 登録にあわせて、
符号化外文字の符号化を進めていく。



符号化作業等については、国際標準化関係機関及び汎用電子情報交換環境整備プロ
グラムとの十分な連携を行っていく。



各自治体が保有している残存外字については、各自治体で、文字情報基盤フォント
の字形と同定を行って、変換テーブルを整備いただき、残存外字を 減少させ内字と
しての流通を促進していく。



文字の使用頻度調査を行う仕組みも検討し、使用頻度の高い符号化外文字の標準化
提案、使用頻度のない符号化外文字の整理・縮小を進めていく。



総務省殿、法務省殿と連携を深めて、重出、同形異字、デザイン差の扱いを含めて
各統一文字間の整理を行い、住基あるいは戸籍と字形レベルでも １：１をさらに目
指す。



2011 年以降の体制に基づいて、専門的見地から必要な変体仮名の字形を検討する。



追加文字の国際標準符号化検討/登録検討

上記のメンテナンス作業をベースに「自治体の符号化外文字の縮小化/自治体の符号化文
字の拡大」国際符号化文字集合 ISO/IEC 10646 (UCS)をサポートしたシステムへの移行を
目指していく中で、


MJ 文字情報一覧表の整備と配布



MJ 文字情報一覧表に対応した IPA 明朝体の整備と配布



文字情報基盤データベースの構築と公開



文字情報基盤事業の実務運用への移行を迅速かつ円滑に行うため、運用ガイドを策
定し、継続的に増補整備



利用ガイドの一環として、漢字同定ハンドブックを策定し、継続的に増補整備を行
う。



漢字同定ハンドブックは政策的運営主体を通して、各利用現場での実効的使用の周
知徹底をはかる。



その他広報活動

等の文字情報基盤事業の継続を 2011 年度に設立が検討されている「政策的運営主体」と
共に事業の整備を継続し、メンテナンス体制の構築、維持・運営を行っていく。
同時に、文字情報基盤事業をより実効性のあるものとするため、実証実験および調査研
究活動を継続し、その成果及び知見を情報発信し、利用者やベンダーによる文字基盤活用
の促進を目指した活動を継続していく。
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付属資料
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1.文字基盤情報推進委員会
1-1「第１回 文字基盤情報推進委員会」議事次第・配布資料/議事録
1-2「第２回 文字基盤情報推進委員会」議事次第・配布資料/議事録
1-3「第３回 文字基盤情報推進委員会」議事次第・配布資料/議事録
2.導入シナリオ小委員会
2-1「第１回 導入シナリオ小委員会」議事次第・配布資料/議事録
2-2「第２回 導入シナリオ小委員会」議事次第・配布資料/議事録
2-3「第３回 導入シナリオ小委員会」議事次第・配布資料/議事録
3.コード化小委員会
3-1「第１回 コード化小委員会」議事次第・配布資料/議事録
3-2「第２回 コード化小委員会」議事次第・配布資料/議事録
3-3「第３回 コード化小委員会」議事次第・配布資料/議事録
3-4「第４回 コード化小委員会」議事次第・配布資料/議事録
3-5「第５回 コード化小委員会」議事次第・配布資料/議事録
4.技術小委員会
4-1「第１回 技術小委員会」議事次第・配布資料/議事録
4-2「第２回 技術小委員会」議事次第・配布資料/議事録
4-3「第３回 技術小委員会」議事次第・配布資料/議事録
4-4「第４回 技術小委員会」議事次第・配布資料/議事録
4-5「第５回 技術小委員会」議事次第・配布資料/議事録
5. .地方公共団体の文字処理環境に関するアンケート調査結果

上記付属資料は、
http://ossipedia.ipa.go.jp/article/31
からダウンロード可能です。
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