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はじめに

電子政府の構築・運営が各国で進んでいるが，その

「入り口」というべき政府ウェブサイトをどのように

構築・運営するかは大きな課題だと言えよう。とりわ

け，そのための指針を各国の事情にあわせて策定する

ことは，一貫性のある電子政府の運営に重要な役割を

果たすものと考えられる。本稿は，電子政府の先進国

である米国連邦政府におけるウェブサイト構築・運営

の指針策定の取り組みを概観する（１）（２）。

1. 指針策定の担い手

米国連邦政府においてウェブサイト構築・運営の指

針策定に中心的な役割を果たしているのは，2003年６

月に設置された「政府情報に関する行政機関間委員会

（Interagency Committee on Government Informa-

tion：ICGI）」（３）という組織である。ICGIの設置・運

営は，2002年12月に制定された 「電子政府法」（CA

1474，E025参照）の第207条において「政府情報のア

クセスの容易性，有用性および保存」を実現するため

の組織として規定されている（４）。ICGIの「運営本部」

は，以下の各機関の代表者から構成されている。

・行 政 管 理 予 算 局 （Office of Management and

Budget: OMB）：連邦政府の行政活動を総合的に

統括・調整する。「政府情報資源管理」政策を統括

するなど，米国連邦政府における政府情報政策の

中心的な担い手でもある（５）。

・主 席 情 報 官 委 員 会（Chief Information Officers

Council）：連邦政府の各機関に置かれる主席情報

官（CIO）らの集まり。電子政府法第101条（合衆

国法典第44編第3603条）に設置規定がある。

・国立公 文書館・ 記録管理 局 （National Archives

and Records Administration: NARA)：公文書館

としての業務に加え，連邦政府の記録管理活動を

統括する。

・共 通役 務庁 （General Services Administration:

GSA)：情報技術に関するものも含め，連邦政府の

物品・施設全体の調達・管理を担当する。

2. 政府ウェブサイト構築・運営のための包括的指針

2．1 2004年6月のICGI指針

ICGIによる最も包括的な政府ウェブサイト構築・

運営指針として，2004年６月に策定された「連邦政府

の公共的ウェブサイトに対し推奨する政策・指針」

（以下「ICGI指針」とする）がある（６）。この指針は以

下の７つの大きな原則を示しており，またその下での
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様々な課題を達成すべき日を明示している。

1. 市民にとって，公式の連邦政府ウェブサイトがど

のようなものであるかを確認でき，それが時宜に沿い

正確な情報を提供していると信頼できなければならな

い。政府用のドメイン （.gov，.milなど）の使用，

「米国政府のサイト」であることの明記，リンク方針

の明記，日付の記入や更新頻度への留意，などが求め

られる。

2. ウェブサイトは利用者の視点に立って執筆・構成

されなければならない。政府機関の職員向けに限った

コンテンツは原則として提供しないこととする。また，

各機関で共通した用語法を用いること，「連絡先」「自

機関の説明（About Us）」「サイトマップ」のページ

構成なども共通性をもたせること，各機関が利用者の

満足度やサイトの使いやすさを測定することも求めら

れる。

3. ウェブサイトはそのアクセス・利用が容易なこと

を保障するかたちでデザイン・執筆がなされなければ

ならない。障害をもつ人，英語を使いこなせない人を

含め，サイトがどのような利用者にも対処できるよう

にすることが必要とされる。具体的課題として，コン

テンツ執筆には平易な言葉遣いをすること（ ７），適切な

ファイル・フォーマットを用いること，ナビゲーショ

ン機能に一貫性をもたせること，サイト内の検索機能

をつけること，標準的なメタデータを用いること，

URL変更の際にはその旨を明記すること，緊急の際

にもウェブサイト運営の継続を保障すること，などが

提示されている。

4.「垣根のない政府活動」の推進のために，各機関を

またがる情報は単純化・統一しなければならない。各

サイトでの重複をなくすこと，各機関をまたがる政府

ポータルサイトの構築・運営のために該当機関の間で

協力すること， 各サイトから包括的ポータルサイト

“FirstGov”をはじめ適切な政府ポータルサイトに

リンクを張ること，などがここでの課題である。

5. 政府機関はそれぞれのウェブサイトにコンテンツ

を掲載する優先順位と日程を策定しなければならない。

この点は電子政府法第207条(f)(2)に定められており，

どのような情報をインターネットや他の手段によって

入手可能にするかを決める手続きの策定，その情報の

優先順位および日程の策定などが求められている。

6. 各機関は連邦法，規則，政策を遵守しなければな

らない。遵守すべき法規定としては，プライバシー規

定，セキュリティ規定，障害者のためのアクセス規定

（リハビリテーション法第508条），情報自由法，情報

品質保証ガイドライン（８），英語を使いこなせない人に

対するアクセス規定，書類作成軽減法，政府書類削減

法，記録管理規定，知的財産保護規定，政府業績・結

果法， 政府内反差別・内部告 発者保護保障法 （No

Fear Act），ロビーイング規制規定，政府情報カテゴ

リー化に関する法（電子政府法第207条(d)）などが挙

げられている。

7. ウェブサイトのための政策や必要事項を策定する

のは継続的な過程であり，そのための制度を必要とす

る。具体的には，OMBによる「ウェブコンテンツ審

議会」の結成，OMBによる政府ポータルサイトの点

検，各機関のOMB長官への報告（電子政府法第202条

(g)），などの取り組みが勧告されている。

2．2 2004年12月のOMB指針

2004年12月にはOMBが「連邦政府機関の公共的ウェ

ブサイトのための政策」（以下「OMB指針」とする）

を発表した（９ ）。これについては，「電子政府法」207条

(f)(1)に，「この編（第Ⅱ編：連邦政府による電子政府

サービスの管理および推進）の施行日から２年以内に，

OMB長官は行政機関のウェブサイトに関するガイダ

ンスを発表しなければならない」と規定されており，

この「OMB指針」はこの規定に沿って制定されたも

のと言える。もっとも，「OMB指針」は「ICGI指針」

と比べると簡潔な内容にとどまっている。これは，後

述する「連邦ウェブコンテンツ管理者のための便利帳」

において，「ICGI指針」が「OMB指針」を適用する

ためのガイドラインと位置づけられていることにも関

連すると思われる。

この「OMB指針」で掲げられている原則は以下の

通りである。

1. 「 情 報 提 供対 象 物 （information dissemination

product）」の目録を作成し，また情報提供の優先順

位と日程を確立，維持すること。

2. 情報の品質を保障すること。

3. 政府各機関において包括的なリンク方針を確立，

実行すること。

4. 一般市民および州，地方政府とコミュニケーショ

ンをとること。

5. サイト内の検索機能をつけること。

6. 認可されたドメイン名を用いること（原則として

.gov，.mil，.fed.usのいずれかのみを用いること）。

7. セキュリティ保障の手段を用いること。

8. プライバシーを保護すること。

9. アクセシビリティを保障すること。

10.ウェブサイト運営に関する記録を管理すること。

この「OMB指針」については，連邦政府各機関が

2005年12月末日までに上記10原則を達成すべきであり，

達成状況をOMBが監視する，という形で強制力を持

たせている。また，これらの原則は「ICGI指針」の

内容をほぼ踏襲したものと考えられるが，「サイト内

の検索機能をつけること」を必須事項と位置づけたの
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が特徴的だと言われている（11）。

2．3 その他の関連資料

以上のように述べてきた指針に加え， ICGIは政府

ウェブサイト構築・運営に伴う内部記録の管理（E242

参照）に関する指針として，2004年12月に「インター

ネット上の政府情報およびその他の電子記録の効果的

な管理に関する提案」を発表した（12）。この「提案」も，

電子政府法第207条(e)(1)に「この法律の制定日から２

年以内に」発表すべきものと規定されている。 この

「提案」では，以下の３点の原則を定めている。

・OMB，NARAほか上級官庁による記録管理の支援。

・連邦政府組織の「全体最適化」を目指す仕組みであ

る“Federal Enterprise Architecture”（13）の中に，

記録管理の要素を組み込むこと。

・記録管理に基づくアカウンタビリティ（市民への説

明責任）の強化。

これに基づき，2005年１月にはNARAが政府ウェ

ブサイト構築・運営に伴う記録管理の指針を発表して

いる（14）。

ま た ， 2004 年 12 月 に は 米 国 地 質 調 査 局 （U.S.

Geological Survey）のスタッフにより『ウェブサイ

ト管理のベスト・プラクティスを通じて市民中心の政

府に』という報告書が出された（15）。ここでは連邦政府

各機関のウェブサイト運営の向上を促すために，優れ

た実例（ベスト・プラクティス）を取り上げている。

具 体的 には ， 住宅 ・ 都市 開発 省 （Department of

Housing and Urban Development）やエネルギー省

の 省 エ ネ ル ギ ー ・ 再 生 エ ネ ル ギ ー 局 （Office of

Energy Efficiency and Renewable Energy）の取り

組みなどが，「ベスト・プラクティス」として詳しく

紹介されている。

3. 政府ウェブサイト構築・運営指針の包括的情報源

最後に，以上挙げたような指針を集約したウェブ上

の包括的な情報源として，「連邦ウェブコンテンツ管

理者のための便利帳」を紹介しておきたい（16）。ここで

は，前述の「ICGI指針」「OMB指針」を再掲載して

いるほか，政府ウェブサイト構築・運営に関する情報

の主題索引，会合のお知らせなどを掲載している。今

後の新たな指針についても，この「便利帳」に集約さ

れるものと思われる。

以上の通り紹介した米国連邦政府の様々な指針は，

日本で政府ウェブサイトを構築・運営する上でも大い

に参考となるはずである。また，これらの指針のうち

明確な強制力があるのは「OMB指針」のみであるが，

「電子政府法」の運用という観点からも，これらの指

針について継続して吟味していく必要があるだろう。

（国立情報学研究所：古
こ

賀
が

崇
たかし

）
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