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1 調査の目的 
 
電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号。以下「電子署名法」と

いう。）は、安全かつ信頼性のある電子商取引を促進するため、電子署名（電子署名法上の

電子署名をいう。以下同じ。）が手書きの署名や押印と同等に通用することを規定した法律

として、平成１３年４月に施行された。 

本事業においては、平成２６年度の電子署名法研究会（以下「昨年度研究会」という。）

等の過去の検討結果を踏まえ、電子署名法における普及促進策等に係る検討課題について、

必要な調査研究等を行い、もって電子署名の円滑な利用の確保を図ることを目的として調

査を実施した。 
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2 用語定義 
 
本報告書の用語定義は以下のとおりである。 

 
図表 2-1用語・定義 

用語・略語 定義 

DTBS Data to be Signed、署名対象データ。（指令 1999/93/EC[3]で定義さ

れている） 

HSM Hardware Security Module、ハードウェアの暗号モジュールであり、

ハードウェア内で鍵を保管し、暗号化機能や署名機能を有する装置。 

SSM Software Security Module、ソフトウェアの暗号モジュールであり、

暗号化機能や署名機能を有するソフトウェア。 

SAD Signer's Activation Data、署名鍵を活性化するデータであり、IC カ

ードでは PIN 等である。（指令 1999/93/EC[3]で定義されている） 

SCD Signature Creation Data、署名鍵。（指令 1999/93/EC[3]で定義され

ている） 

Signer' s SCD Signer's Signature Creation Data 、署名者の署名鍵。（指令 

1999/93/EC[3]で定義されている） 

SCDev Signature Creation Device、SCD を実行するための設定済みソフトウ

ェアまたはハードウェア。（指令 1999/93/EC[3]で定義されている） 

SCDid Signature Creation Device Identifier、署名鍵の識別子。（指令 

1999/93/EC[3]で定義されている） 

SSA Server Signing Application、SCAへのリモートアクセスを提供するア

プリケーション。（指令 1999/93/EC[3]で定義されている） 

SCA Signature Creation Application、SCDevを用いて電子署名を生成する

アプリケーション。（指令 1999/93/EC[3]で定義されている） 

SSCD Secure Signature Creation Device、欧州指令の附属書 III で規定さ

れている要求事項を満たす署名生成装置。（指令 1999/93/EC[3]で定義

されている） 

PIN Personal Identification Number、本人確認のために用いる本人のみ

が知る番号などの情報。 

PKCS#12 Personal Information Exchange Syntax Standard #12、秘密鍵と電子

証明書を安全に交換するための方法を定義した仕様。 

Qualified 

Certificate 

適格証明書、指令 1999/93/EC の附属書 Iで規定されている要求事項を

満たす電子証明書であり、指令 1999/93/EC[3]の附属書 IIで規定され
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ている要求事項を満たす認証サービスプロバイダにより提供されてい

るもの。 

Qualified 

Electronic 

Signature 

適格電子署名、適格証明書に基づく高度電子署名であり、安全な署名

生成装置により生成されているもの。（指令 1999/93/EC[3]で定義され

ている） 

署名鍵 署名に用いる鍵（秘密鍵・私有鍵）。署名サーバ内で HSM等により安全

に管理される。署名を行う際に署名鍵に設定された PIN などにより活

性化される。電子署名法では「利用者署名符号」と称される。 

署名検証鍵 署名検証に用いる鍵（公開鍵）。電子署名法では「利用者署名検証符号」

と称される。 

認証局（CA） Certification Authority、署名鍵に紐づく電子証明書を発行する機関。

例えば、認定認証局など。一般に認証局は、発行局（IA）、登録局（RA）、

電子証明書の失効情報等を公開するリポジトリなどで構成される。 

発行局（IA） Issuing Authority、電子証明書発行や失効等を行う機関。 

本書では、署名用の電子証明書を発行する機関を意味する。 

登録局（RA） Ragistration Authority、署名者の本人確認を行い、認証局へ電子証

明書の発行を依頼する機関。 

本書では、署名用の電子証明書の登録局を意味する。 

認証クレデンシ

ャル 

署名者が署名サーバを利用する際の認証に用いるための情報。 

（例えば、JPKI認証用証明書、ID/パスワード、ワンタイムパスワード

など） 

認証クレデンシ

ャル発行機関 

認証クレデンシャルを発行する機関。（例えば、オンラインサービスの

利用を受付け、利用者に対して ID/パスワードを発行するオンラインサ

ービス提供者など、認証クレデンシャルによっては認証局とは異なる

事業体もありえる） 

利用者 ID 利用者の識別子。 

署名鍵 ID 署名鍵の識別子。 

利用者情報 DB 利用者認証に利用するデータベースであり、複数の利用者情報を格納

している。 

署名鍵 DB 署名処理に利用するデータベースであり、複数の署名鍵（利用者の署

名鍵）を格納している。 

利用者 リモート署名サービスを利用して署名を行う者（署名者）。 
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3 実施概要 
 
昨年度研究会の最終回の議事要旨では、中長期的に大きな論点として、「電子証明書の認

証用途」及び「リモート署名用途（リモート署名とは、一般に、事業者のサーバに利用者

（エンドエンティティ）の署名鍵を設置・保管し、利用者がサーバにリモートでログイン

し、自らの署名鍵で事業者のサーバ上で電子署名を行うことをいう。昨年度研究会におい

ては「サーバ署名」と呼んでいたが、本研究会において検討を深めた結果、議論している

方式は、遠隔地に安全に保管した重要情報（署名鍵等）へ接続するための利用者認証方法

の検討等も非常に重要であるところ、呼称としては、上記のような定義を有する「リモー

ト署名」と呼ぶのがふさわしいという検討結果に至り、本報告書においても「リモート署

名」の呼称で統一している。）」があり、この用途に関する情報収集を行うとともにビジネ

スユースなどを踏まえた議論が必要であることが示されている。図表 3-1、図表 3-2 に該

当部分の抜粋を示す。 

 

図表 3-1平成 26 年度第 5回電子署名法研究会議事要旨（認証用途 該当部抜粋） 

 利用者本人をオンライン上で認証するということについて、電子署名法上で実施す

ることについては、事務局案のとおり難しいと考える。（中略） 

 極論からいうと、電子署名法の認定の範囲でなくても、同じ認証局の鍵で認証用の

証明書が出せれば問題ないのではないかと思っている。そうすると、指針第 10条第

1 号に、「証明書所有者の認証に使う場合」という項目を追加すれば、発行できるの

ではないかと考えている。 

 その場合、どこかに「認定に係るものではない」、「認定の対象ではない」と記載し

なければならないのではないか。（中略） 

 このような情勢の下、認証用途の電子証明書を発行できるようにするというのは、

事業者にとって非常にインパクトのある話なのではないかと思われる。（中略） 

 この議論は前回もあったところであり、来年度も継続して検討させていただきたい。 
 

図表 3-2平成 26 年度第 5回電子署名法研究会議事要旨（リモート署名 該当部抜粋） 

 適格電子署名の議論は、今回の e-IDASの議論とは別に、欧州においてサーバ署名の

証明力がバラバラなので、結合しようとするものであったと認識している。きっか

けは、PC ではなくて携帯を使って署名をしたいというときに、携帯で直接署名する

のではなくてサーバサイドでやりたいという要求があって、それでいろいろなガイ

ドラインがつくられたと認識している。（中略） 

 日本の電子署名法では、署名環境について特に言及していない。（中略）どのような

管理が適正か、具体的な規定はされていないところである。来年度、改めてどの管



8 

 

理の適正さであるとか、現在どのぐらいのニーズがあるかなどといった情報も集め

た上で検討させていただきたい。 
 
本事業では、これらに関する情報収集及び調査を行い、本年度設置した電子署名法研究会

に結果を報告し、有識者の意見を基に課題や改善策を検討した。図表 3-3 に本事業概要を

示す。 

本調査報告書では、電子証明書の認証用途に関する調査を 4章に、リモート署名に関する

調査を 5章、6章に報告する。さらに、これらの調査結果からニーズがあったリモート署名

について電子署名法研究会にて検討を行なった内容を 7 章に、検討結果としてリモート署

名の機能概要を 8 章に報告し、9 章、10 章に本事業のまとめを報告する。なお、実施期間

は、平成２７年１０月から平成２８年３月である。 

 

図表 3-3本事業概要 
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4 電子証明書の利用者認証用途に関するニーズ調査 
 
4.1 電子証明書の利用者認証市場の概況 
 

電子証明書の利用者認証用途については、サーバ証明書及び本人認証、機器認証（クラ

イアント証明書）を含んだ市場として 12,450百万円（2016年予測）という市場予測がある

（富士キメラ総研調査結果 1）。 

この市場調査では、電子認証サービスとして電子証明書を発行するために必要となる CA

（認証局）を第三者の認証機関へアウトソーシングするサービスとして定義され、電子証

明書を認証用途も含まれるものである。また、電子認証サービスは、SSLサーバ証明書、ク

ライアント証明書、その他証明書から構成される。SSLサーバ証明書は、Webサーバの証明

であり、ブラウザーとの通信の暗号化に用いる電子証明書であり、クライアント証明書は、

SSL、IPsec、S/MIME などを利用し、本人認証や機器認証などが含まれる。その他証明書で

は、コードサイニング証明書、PDF 署名用証明書などが含まれる。電子証明書の利用者認証

は、クライアント証明書市場の一部であり、4章のリモート署名はその他証明書市場の一部

である。この市場予測では、2016 年の予測は 12,450 百万円で、以降毎年 3%程度増加する。 

 

図表 4-1電子認証サービスの市場予測 

 
 

これらの市場予測を踏まえ、次節に電子証明書の利用者認証用途に関するニーズ調査の

結果を報告する。 

 

 
                                                   
1 株式会社富士キメラ総研 2015 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 
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4.2 調査概要 
 
昨年度研究会において論点であった利用者認証用途の電子証明書発行及び利用の是非や

ビジネスユースやニーズ等について調査するため、認定事業者や非認定事業者等（18社程

度）を対象に、アンケート調査を実施した。特徴的な回答や深堀を要するアンケート回答

者 10社に対しては、インタビュー調査も実施した。 

なお、アンケート調査やインタビュー調査の結果には、ビジネス上・企業秘密保持の観

点から外部や第三者に明らかにすることがはばかられる特定分野の事例や実績などの競争

領域の情報も含まれることから、アンケート回答者やインタビュー回答者の要望に応じて

匿名又はある程度抽象化して集計した。 

認定事業者や非認定事業者等を対象に電子証明書の利用者認証用途に関するニーズ等に

ついて調査を実施した。図表 4-2に調査概要を示す。 

 

図表 4-2利用者認証用途に関するニーズ等の調査概要 

項目 内容 

調査内容 電子証明書の利用者認証用途に関するニーズ等 

調査期間 2015年 11月～2016年 2月 

調査対象 認定認証事業者、非認定認証事業者（国内外含む） 

電子証明書利用団体、リモート署名提供事業者 

アンケート調査 ・調査票発送数：18票、調査票回収数：17票 

・詳細調査項目の①～⑥ 

インタビュー調査 ・アンケート回答者の内 10社に対して実施 

・詳細調査項目の①～⑥ 

文献調査 ・詳細調査項目の⑤、⑥ 

海外文献調査 ・詳細調査項目の②、⑤、⑥ 

詳細調査項目 ① 利用者認証用途の電子証明書について多くの利用が見込まれる分野等

の抽出 

② オンライン認証の重要性が高まっている状況の調査 

③ 署名用途の電子証明書を利用者認証用途に利用している事例の調査 

④ 署名用途の電子署名を発行している認証局が、同じ認証局の鍵で利用者

認証用途の電子証明書を発行している事例の調査 

⑤ 信頼性を確保するための管理手法・技術の調査 

⑥ 利用者認証用途の電子証明書について規定する法令の整備状況の調査 

 
なお、認定事業者は、認定認証業務と非認定認証業務を実施しているため、以降の報告

では、認定認証業務と非認定認証業務に分けて報告する。また、上記の海外文献調査につ
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いては、5章のリモート署名の調査も含め 6章に報告する。 

 
4.3 アンケート・インタビュー調査結果 
 
電子証明書の利用者認証用途に関するアンケート及びインタビュー調査の結果を報告す

る。また、ニーズ及び利用が見込まれる分野、参考となる国内外の法令・規則、今後の検

討において得られた関連文献を調査したので、その概要を報告する。 
 
4.3.1 ニーズ及び利用が見込まれる分野 

 
電子証明書の利用者認証用途に関するニーズ等について調査した結果を以下に報告する。

電子証明書の利用者認証用途については、認定認証業務及び非認定認証業務ともに、ニー

ズがあるとの回答が回答数の 93%と多い結果であった。 

図表 4-3 に認定認証業務において電子証明書の利用者認証用途が見込まれる分野及び事

例として得られたアンケート結果とインタビュー調査の結果を示す。認定認証業務では、

特に地方自治体の電子入札や各種の電子証明書発行申請及び金融機関や法人向け融資契約

といった、伝統的な分野に係るニーズが挙げられたが、その一方で認定認証業務が発行し

た電子証明書を電子契約ビジネスへの適用を考えたいが価格的に難しいといった意見もあ

った。 

 
図表 4-3電子証明書の利用者認証用途が見込まれる分野及び事例（認定認証業務） 

 地方自治体（電子入札、証明書（住民票、戸籍、申請、印鑑登録）発行申請） 

 金融機関（銀行、保険会社） 

 法人向け融資契約 

 建設業、IT業、鉄道、メーカー等 

 ＧtoＢ電子調達における契約者認証 

 法人ポータルの利用時認証（プロファイルに法人番号の追加が必要） 
 
図表 4-4 に非認定認証業務において電子証明書の利用者認証用途が見込まれる分野及び

事例として得られた結果を示す。認定認証業務とは異なり、管理者及び資格保持者の認証

やメール本人性確認、インターネットバンキング等のインターネットサービスや社内シス

テムへのログオン認証等が多い結果となった。 

 
図表 4-4電子証明書の利用者認証用途が見込まれる分野及び事例（非認定認証業務） 

 管理者及び資格保持者の認証（及び承認署名） 

 メール本人性確認（電子署名） 
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 インターネットバンキング 

 会員限定の各種オンラインサービス 

（パブリッククラウドサービス利用者認証など） 

 社内システムへのログオン認証 

（テレワーク対応、 BYOD 対策としての端末認証等） 

 電子調達における独法等の発注者認証 
 
4.3.2 参考となる国内外の法令・規則 

 
電子証明書の利用者認証用途について参考となる国内外の法令・民間ベースの規則を確

認した結果を報告する。図表 4-5 に認定認証業務のアンケート結果とインタビュー調査の

結果を示す。認定認証業務では、利用者認証用途は提供していないため特にないが多かっ

たが、それら以外には、国内では、電子署名法、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）があり、海外では、トラストリストの

運用規程 2及び FIDO3の規約という意見があった。 
 

図表 4-5参考となる国内外の法令・規則（認証用途・認定認証業務） 

 利用者認証用途は提供していないため特にない 
 電子署名法 

 個人情報保護法 
 トラストリストの運用規程 

 FIDOの規約 
 NISC オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン（平成 22

年） 

 
図表 4-6 に非認定認証業務において電子証明書の利用者認証用途について参考となる国

内外の法令・民間ベースの規則を確認した結果を示す。認定認証業務とは異なり、認証局

運用規程及び厚生労働省保健医療福祉分野 PKI証明書ポリシ等があった。 

 
図表 4-6参考となる国内外の法令・規則（認証用途・非認定認証業務） 

 自社の認証局運用規程（CPS）に従う 

 非認定認証業務においては、弊社の CP/CPS をベースにし、社内規則ならびに US/EU

等の法令への適合を考慮して実装を行うこと 

 厚生労働省保健医療福祉分野 PKI証明書ポリシ 

                                                   
2 欧州における信頼できるサービス等を示したリスト（トラストリスト）である。関連情報は 6章を参照。 
3 オンライン認証技術の標準化を行う非営利団体 FIDO Allianceの標準。 
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 特定認証事業者は、既に、実在性の確認レベルにより、電子証明書のクラス分けを

行っている 

 
4.3.3 今後の検討において注意すべき内容 

 
電子証明書の利用者認証用途について、今後、日本において検討する場合に注意すべき

内容について確認した結果を報告する。図表 4-7 に認定認証業務のアンケート結果とイン

タビュー調査の結果を示す。認定認証業務では、法令化及び電子署名及び認証業務に関す

る法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針（平成１３年総務省・法務省・経済産業省

告示第２号。以下「認定に係る指針」という。）に関する内容、電子証明書発行審査時に関

する内容、一定のセキュリティレベルを保つ仕組みなどの意見があった。 

 
図表 4-7今後の検討において注意すべき内容（認証用途・認定認証業務） 

 署名法の「認定に係る指針」第１０条第１号に「証明書所有者の認証に使う場合」

を追記すれば、認定外ではあるが、同じ認定認証局の秘密鍵で、認証用証明書の発

行が可能となるのではないか 

 証明書発行審査時の確証として、どのような公的書類を確証とすべきか 

 住民票、個人の印鑑証明等、個人に依存する公的書類はビジネス用途には向かない 

 公的資格に発行する電子証明書については業務の電子化を促進するため、電子署名

法外においてでも法令化による有効性を確保すべき 

 現行署名用途を利用して認証用途としているアプリケーションへの確認が不可欠で

ある。認証局が「1枚の ICカードで署名用途と認証用途」を発行できるとした場合、

同一 CA 鍵、または認証用途は中間 CA から発行可能となるよう法令化の際には条文

の工夫が必要 

 利用者署名符号の管理形態に応じて、利用者電子証明書の信頼度の格付けが必要で

はないか。そのため、利用者署名符号の格納媒体に対する技術的要件を定めること

が望ましい 
 非認定の認証に利用する電子証明書を発行するための規格（法令）のハードルを下

げすぎることにより、電子証明書の安全性を損なうような事態にならないよう一定

レベルが保てるような仕組み 

 認証事業者が実施する認証業務（サービス）と、認証局機能を持つアプライアンス

製品を用いて自社運用する企業の業務とを混同しないように（利用者が誤認しない

よう）すること 

 
図表 4-8 に非認定認証業務において、今後、日本で検討する場合に注意すべき内容につ

いて確認した結果を示す。認定認証業務とは異なり、業界ごとの証明書発行手続き及び利
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用時に関するガイドラインを求める意見があった。 

 
図表 4-8今後の検討において注意すべき内容（認証用途・非認定認証業務） 

 業界ごとの電子証明書発行手続き及び利用時に関するガイドラインが必要 
 認証行為は当該者のみで行われること（行政機関を含む第三者が介入しないこと） 

 非認定については、特段の法令化は不要と考えている 
 
4.3.4 関連文献調査結果 

 
アンケート及びインタビュー調査の結果から得られた電子証明書の利用者認証用途の国

内参考文献として HPKI 電子認証ガイドライン及びオンライン手続におけるリスク評価及び

電子署名・認証ガイドライン（平成 22 年 8 月 31 日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡

会議決定。以下、「電子署名・認証ガイドライン」という。）の概要を報告する。 
 
4.3.4.1 HPKI電子認証ガイドライン 
 

認証用鍵と署名用鍵の利用については、一般社団法人保険医療福祉情報システム工業会

（JAHIS）の HPKI 電子認証ガイドライン（V1.1）[2][1]に解説があるが、図表 4-9 のとお

り署名用の鍵を認証用に使用することに伴うリスクが示されている。この回避策として、

同ガイドラインでは、開発者は、鍵をファイル名で区別すること、またはプロバイダ名で

区別すること、鍵の利用目的を確認することを推奨している。 

 

図表 4-9署名用の鍵を認証用に使用することに伴うリスク 

認証主体側が有意な文書のハッシュ値をチャレンジとして送付したとしても被認証者

側ではそのことを認識することは不可能であるため、被認証者側では通常の処理に従っ

てそのハッシュ値に対して署名値を生成し送り返すことになる。このとき、認証主体側

では元の文書と受け取った署名値とを組み合わせることによって容易に被認証者が署名

したと見做せる文書を生成することができる。例えば借用書のハッシュ値をチャレンジ

として用いた場合、被認証者は意図せず借用書に署名をしてしまい、その結果金銭を要

求されるというリスクにさらされることになる（下図）。 
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このリスクへの対策として、署名用の鍵と認証用の鍵の区別をそれぞれの公開鍵証明

書の証明書ポリシ、鍵使用目的などに明記しておくことが効果的である。 

 
4.3.4.2 電子署名・認証ガイドライン 
 

電子政府システムに対するセキュリティ確保策としての認証方式ついては、内閣官房情

報セキュリティセンター（NISC：当時）が、各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議にお

いて電子署名・認証ガイドラインを 2010 年 8月に決定・公表している。この電子署名・認

証ガイドラインは、電子政府を対象としたものであり、民間のインターネットサービスを

直接の対象とはしていないが、リスクの影響度、被害規模のレベル、それらを踏まえた総

合的リスク評価からリスク分析の手法及び認証方式の検討結果が示された。 

具体的には、認証情報の登録、発行・管理、トークン自体の強度、認証プロトコルの認

証フレームワークの構成要素に求められる信頼度に合わせ、保証レベルが定められている。 

認証フレームワークの各構成要素は同一の保証レベルに見合った対策基準を実施する必

要があり、構成要素の一部が他に比べて低いレベルがあれば、そのシステム全体としては

最も低いレベルとなる。電子署名・認証ガイドラインで示された主な対策基準を図表 4-10

に示す。 

なお、電子署名・認証ガイドラインでは、申請内容の完全性、及び申請事実の非否認性

を確保するための措置を署名等としている。詳細内容については 7章を参照。 
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図表 4-10電子署名・認証ガイドラインの主な対策基準 

 
（出典）オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 
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5 リモート署名に関するニーズ調査 
 
前章と同様に昨年度研究会において論点であったサーバにおいて電子署名を行う電子署

名の是非やビジネスユースやニーズ等について調査した。電子証明書の利用者認証用に関

するニーズ調査と同時に認定事業者や非認定事業者等（18社程度）を対象にアンケート調

査を実施し、特徴的な回答や深堀を要するアンケート回答者 10社に対しては、インタビュ

ー調査も実施した。リモート署名については、非常に高いニーズが認められたところ、第

7章のリモート署名の検討は、本章における調査結果を前提に行ったものであり、特に 6.3

における構成例は、第 7章における検討モデルを作成するに当たって、参考にした。 

なお、アンケート調査やインタビュー調査の結果には、ビジネス上・企業秘密保持の観

点から外部や第三者に明らかにすることがはばかられる特定分野の事例や実績などの競争

領域の情報も含まれることから、アンケート回答者やインタビュー回答者の要望に応じて

匿名又はある程度抽象化して集計した。 

 
5.1 調査概要 
 
認定事業者や非認定事業者等を対象にリモート署名に関するニーズ等について調査を実

施した。図表 5-1に調査概要を示す。なお、リモート署名の定義等については、7.1「電子

署名制度に関する検討方針について」において説明している。 

 

図表 5-1リモート署名に関するニーズ等の調査概要 

項目 内容 

調査内容 リモート署名に関するニーズ等 

調査期間 2015年 11月～2016年 2月 

調査対象 認定認証事業者、非認定認証事業者（国内外含む） 

電子証明書利用団体、リモート署名提供事業者 

アンケート調査 ・調査票発送数：18票、調査票回収数：17票 

・詳細調査項目の①～④ 

インタビュー調査 ・アンケート回答者の内 10社に対して実施 

・詳細調査項目の①～④ 

文献調査 ・詳細調査項目の③、④ 

海外文献調査 ・詳細調査項目の②～④ 

詳細調査項目 ① リモート署名について多くの利用が見込まれる分野等の抽出 

② リモート署名が用いられている事例の調査 

③ 信頼性を確保するための管理手法・技術の調査 

④ リモート署名について規定する法令の整備状況の調査 
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なお、認定事業者は、認定認証業務と非認定認証業務を実施しているため、以降の報告

では、認定認証業務と非認定認証業務に分けて報告する。また、上記の文献調査及び海外

文献調査については 6章に報告する。 

 
 
5.2 アンケート・インタビュー調査結果 
 
リモート署名に関するアンケート及びインタビュー調査の結果を報告する。また、ニー

ズ及び利用が見込まれる分野、参考となる国内外の法令・規則、今後の検討において注意

すべき内容、実施・検討状況を報告する。 
 
5.2.1 ニーズ及び利用が見込まれる分野 

 
リモート署名について多くの利用が見込まれる分野及びリモート署名が用いられている

事例について調査した結果を以下に報告する。リモート署名については、認定認証業務及

び非認定認証業務ともに、ニーズがあるとの回答が回答数の 93%と多い結果であった。また、

リモート署名は特定の事業分野を問わずニーズがある等の意見もあった。 

図表 5-2 に認定認証業務においてリモート署名の利用が見込まれる分野及び事例として

得られたアンケート結果とインタビュー調査の結果を示す。認定認証業務では、特に建築

確認申請の電子化や法定調書の電子化に伴う公的資格者による電子署名の付与等の用途が

拡大しつつあるが、一方で認定認証業務の発行する電子証明書は相対的に利用料金が高い

ことから、現状では大きな利用用途の拡大にはなお時間を要するのではないかといった意

見もあった。 

 
図表 5-2リモート署名の利用が見込まれる分野及び事例（認定認証業務） 

 建築確認申請の電子化 

 電子契約、電子帳簿保管、e-TAX関連サービス 

（国税関係書類の電子化発行における社名及び代表者名付き電子署名の付与） 

 法定調書の電子化に伴う公的資格者による電子署名の付与 

（特定建築物、防火対象物、給水設備、排水設備、昇降機、空気調和設備、 

冷凍機、電気設備等の点検業務） 

 政府電子調達システムでの利用（将来） 

 金融機関（銀行、保険会社） 
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図表 5-3 に非認定認証業務においてリモート署名の利用が見込まれる分野及び事例とし

て得られた結果を示す。認定認証業務と同様に電子契約や電子証書配信及び電子文書の保

管業務や金融機関分野での利用が見込まれている。 

 
図表 5-3リモート署名の利用が見込まれる分野及び事例（非認定認証業務） 

 電子契約、電子証書配信 

 電子文書の保管業務 

 金融機関（銀行、保険会社） 
 
 
5.2.2 参考となる国内外の法令・規則 

 
リモート署名に関連する規定・法令について確認した結果を報告する。図表 5-4 に認定

認証業務のアンケート結果とインタビュー調査の結果を示す。国内では、電子署名法及び

電子署名・認証ガイドラインがあり、海外では、NIST の SP800 シリーズという意見があっ

た。なお、eIDASの規定については、6章を参照。 
 
 
 

図表 5-4参考にしている国内外の法令・規則（リモート署名・認定認証業務） 

 電子署名法（電子署名法の特に第３条の保管要件であり、リモート署名を行うため

に必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができる

こととなるものに限る。） 

 NISC オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 

 NIST SP 800-57 Part I/Part II/Part III Recommendation for Key Management 

 NIST SP 800-63 Electronic Authentication Guideline 

 NIST SP 800-25 Federal Agency Use of Public Key Technology for Digital 

Signatures and Authentication 
 eIDASなどの規定 
 
図表 5-5 に非認定認証業務においてリモート署名に関連する規定・法令について確認し

た結果を示す。認定認証業務とは異なり、認証局運用規程及び電子証明書利用約款及びデ

ータ交換協定書、Adobe Approved Trust List（AATL）等があった。なお、AATL については、

6章を参照。 
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図表 5-5参考にしている国内外の法令・規則（リモート署名・非認定認証業務） 

 電子署名法第 3条の保管要件（認定認証業務の回答内容と同様。） 

 自社の規準（認証局運用規程（CPS）等を含む） 

 NIST SP 800-25 Federal Agency Use of Public Key Technology for Digital 

Signatures and Authentication 

 CI-NET における電子証明書利用約款及びデータ交換協定書 

 サービスを提供していないため特にない 

 Adobe Approved Trust List（AATL）の要件にサーバ署名の要件 

 
5.2.3 今後の検討において注意すべき内容 

 
リモート署名について、今後、日本において検討する場合に注意すべき内容について確

認した結果を報告する。図表 5-6 に認定認証業務のアンケート結果とインタビュー調査の

結果を示す。認定認証業務では、電子署名法及び電子署名及び認証業務に関する法律施行

規則（平成 13年総務省・法務省・経済産業省令第２号。以下「電子署名法施行規則」とい

う。）に関する内容、代理権限及び資格者認定に関する内容などの意見があった。 

 
図表 5-6今後の検討において注意すべき内容（リモート署名・認定認証業務） 

 電子署名法の推定効が認められるサーバ署名の要件 

 署名付与済みのデータではなく、（署名を付与できる）電子証明書や署名鍵自体をサ

ーバに預託する場合のリモート署名事業者については代理人権限の検討 

 リモート署名事業者については複数の電子証明書を預かることができる資格者認定

の検討 

 電子署名法施行規則第 6 条 3 項の「利用者署名符号を安全かつ確実に利用者に渡す

ことができる方法」として認められる方法の整理 
 
図表 5-7 に非認定認証業務においてリモート署名の検討で注意すべき内容について確認

した結果を示す。認定認証業務とは異なり、利便性や価格も踏まえた検討を求める意見も

あった。 

 
図表 5-7今後の検討において注意すべき内容（リモート署名・非認定認証業務） 

 電子署名法の推定効が認められるリモート署名の要件 

 認証行為は当該者のみで行われること（行政機関を含む第三者が介入しないこと）。 

 現状のサービスの有効性を否定されては困るが、リモート署名について、明確な法

令化までは不要ではないかとも思う。ガイドラインのような形は考えられないのか。 

 厳格性も大切だが、利便性、価格が普及には必要（価格、管理、証拠力についてバ
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ラエティに富む電子証明書の存在を許容できること） 

 
 
5.2.4 実施・検討状況 

 
リモート署名の実施、検討状況として、サービス提供状況、利用者の認証方式、署名鍵

管理の状況を報告する。なお、リモート署名の提供者（以下、「リモート署名提供者」とい

う。）は、複数のリモート署名サービスを提供している場合もあるため、以下の集計結果は

1社が複数回答した結果を合算した集計結果である。 
 
5.2.4.1 リモート署名のサービス提供状況 
 

リモート署名サービスの提供状況に関するアンケート結果を 

 

 

図表 5-8 に報告する。リモート署名は、自社が提供する場合とグループ会社やパートナ

ー企業が提供する場合がある。これらの提供形態を含め、半数以上はリモート署名サービ

スを提供している状況であり、今後提供を検討している企業を含めると 70%程度がリモート

署名の提供または提供検討をしている。 
 

 

 

図表 5-8リモート署名サービス提供状況 

 

5 

8 

1 

7 

6 

3 

4 

2 

6 

6 

12 

8 

自社及びグループ会社が提供している 

顧客及びパートナー企業が提供している 

提供を検討している 

提供していない 

リモート署名の提供について（N=17） 

Yes No 無回答 



22 

 

 
5.2.4.2 リモート署名利用者の認証方式 
 

リモート署名利用者の認証方式のアンケート結果を図表 5-9に報告する。リモート署名

の利用者認証では、ID/パスワードによる認証のみと ID/パスワードと他の認証方式を利用

または併用する場合がある。他の認証方式にはクライアント証明書を利用する方式、ハー

ドウェアトークンを利用する方式、ワンタイムパスワードを利用する方式がある。ID/パス

ワードによる認証のみは約 20%であり、約 80%は ID/パスワードと他の認証方式を併用して

いるか他の認証方式を提供している状況である。 

 
 

図表 5-9リモート署名利用者の認証方式 

 

 
 
5.2.4.3 リモート署名の署名鍵管理 
 
リモート署名の署名鍵管理のアンケート結果を 

 

図表 5-10に報告する。署名鍵の管理は、リモート署名のサーバ上に PKCS#12で格納して

いる場合と HSM の中に格納している場合がある。PKCS#12 で格納している場合は 6 票、HSM

の中に格納している場合は 7票である。HSMの中に署名鍵を格納している場合は、HSMで署

名鍵を生成している場合と利用者が HSMに署名鍵をインポートしている場合がある。HSMで

署名鍵を生成している場合は 6 票、HSM に署名鍵をインポートしている場合は 3 票であり、

HSM で署名鍵を生成し、格納している場合が多い傾向である。 

7 

7 

2 

0 

2 

1 

3 

5 

8 

9 

12 

12 

ID/パスワード認証を利用 

クライアント証明書を利用 

ハードウェアトークンを利用 

ワンタイムパスワードを利用 

利用者の秘密鍵へのオンライン認証方式（N=17） 

Yes No 無回答 
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図表 5-10リモート署名の署名鍵管理 

 

 
 
署名鍵管理にソフトウェアで保護対策を実施している場合は 5票であり、全体のうち 20%

はソフトウェアによる保護対策のみである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 

6 

3 

5 

2 

1 

2 

3 

2 

9 

9 

9 

11 

10 

PKCS#12でサーバー上に格納している 

利用者の署名鍵はHSMの中に格納してい

る 
HSMで格納している場合、署名鍵はHSM

で生成している 
HSMで格納している場合、署名鍵は利用

者がインポートする 
ソフトウェア的な保護対策を実施してい

る 

利用者の秘密鍵の管理について（N=17） 

Yes No 無回答 
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6 リモート署名の関連動向調査 
 
5章の調査の結果、リモート署名のニーズが高いことが判明したため、リモート署名の関

連動向を調査した。リモート署名の関連動向として、6.1に米国の関連法令、6.2に欧州の

関連法令を調査した結果を報告する。また、6.3に欧州のリモート署名の機能構成の検討内

容、6.4に海外のリモート署名サービスの関連動向、6.5にアンケート調査結果で参照して

いた Adobe Approved Trust List（AATL）の内容、6.6にリモート署名を検討するうえで参

考になるセキュリティ要件調査を報告する。 

 
6.1 米国の関連法令 

 
米国においては、電子署名に関する主な現行の法律は 2000年前後に策定・施行されたも

ので、その後の技術の発展は反映されておらず、たとえばリモート署名についても直接言

及するものではない。むしろ、2000 年当時に策定された法律に準拠するように、前述のリ

モート署名サービス事業者らが独自のサービスを開発してきたと言える。 

 また、米国においては、商取引などが州境をまたぐ場合のみ、連邦法が適用され、同一

の州内で行われる商取引については、当該州の州法が適用されることになる。 

 

6.1.1 連邦法 

 

電子署名に関する主な連邦法は、2000年に法制化され、2001年にかけて順次施行された、

米国の電子署名法「グローバルな商取引と国内商取引における電子署名法（Electronic 

Signatures in Global and National Commerce Act：ESIGN）4。以下「米連邦電子署名法

ESIGN」という。）である。米国において、電子署名に紙に記入した物理的な署名と同様の

法的効力を認めた最初の法律であり、以下 2点を定めている（ただし、家族に関する事項、

住宅の取引、裁判記録など、複数の例外も定められている）5。 

 

• 署名、契約、及びこれらの取引に関するその他の記録は、電子データであることの

みを理由に、その法的効力、有効性、執行可能性を否定されない。 

• 取引に関する契約は、その策定の過程で電子署名や電子記録が用いられたことのみ

を理由に、その法的効力、有効性、執行可能性を否定されない。 

                                                   
4 法律番号 Public Law 106-229 

原文：https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/html/PLAW-106publ229.htm 
5 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7001; 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7003; 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/esign-guidance.pdf 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/html/PLAW-106publ229.htm
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7001
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7003
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/esign-guidance.pdf
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上記からもわかるように、米連邦電子署名法 ESIGN の目的は、電子署名の有効性を確立

することであり、有効な電子署名に使用されるべき技術を定めることではない。このため、

たとえば、後述する「電子署名」と「デジタル署名」の使用についても、基本的には利用

者の判断に委ねられている。 

 

6.1.2 州法 

 

米連邦電子署名法 ESIGN の連邦議会における審議・可決と並行して、全米の各州政府が

策定する電子署名関連の法律に一貫性を持たせる目的で策定されたモデル法がある。「統一

電子取引法（Uniform Electronic Transactions Act：UETA）6」と呼ばれるこの法律は、各

州政府の代表者で構成する非営利組織、National Conference of Commissioners on Uniform 

State Laws（ULC）7が 1999 年に策定・採択したもの。2016年 1月現在、ワシントン州、ニ

ューヨーク州、イリノイ州、プエルトリコ自治連邦区を除く全ての州・領土が UETAを採択

している（UETA を採択していない州・領土は類似の電子取引関連の法律を独自に採択・施

行）8。連邦法である ESIGN と同様に、電子記録に紙面の書類と同様に認識し、電子署名を

物理的な署名と同様の法的効力を与えることを目的とする 9。ULCによると、UETA は連邦電

子署名法 ESIGN と比較して、署名者の特定が可能であることを義務付けるなど、更に詳細

な内容となっている 10。 

 
○強力な州法の例 ～ワシントン州～ 

Microsoft、Amazon など、多くの IT 企業が本社を置くワシントン州では、上記の連邦法

や統一のモデル州法が策定されるより以前から、電子署名の法的効力を認めて、その要件

を明文化するための州法を策定している。1997 年に成立した「電子認証法（Electronic 

Authentication Act11）」がそれにあたる。同法は、1999 年にも更新されており 12、米国に

おける電子署名関連法の先駆けと言える。 

前述の連邦法（ESIGN）と統一州法（UETA）と異なる点は、ワシントン州法では電子署名

                                                   
6 原文：http://www.uniformlaws.org/shared/docs/electronic%20transactions/ueta_final_99.pdf 
7 1892年設立。全米 50州、コロンビア特別区、米国領バージン諸島、プエルトリコ自治連邦区の各政府が

独自に選出した代表者（state commissions on uniform laws）で構成。統一した法律を各州が採択すべき

である分野を特定し、モデルとなる法律を策定する。 

http://uniformlaws.org/Narrative.aspx?title=About%20the%20ULC 
8 http://uniformlaws.org/Act.aspx?title=Electronic%20Transactions%20Act 
9 http://uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Electronic%20Transactions%20Act 
10 ULCによる UETAと ESIGNの比較資料：http://uniformlaws.org/Shared/Docs/Why%20Enact%20UETA.aspx 
11 原文：http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true 
12 改正法案「SB 5962 - 1999-00 Promoting electronic commerce through digital signatures」の可決

による。http://www.sos.wa.gov/office/news-releases.aspx#/news/109; 改正法案原文：

http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/1999-00/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5962.SL.pdf 

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/electronic%20transactions/ueta_final_99.pdf
http://uniformlaws.org/Narrative.aspx?title=About%20the%20ULC
http://uniformlaws.org/Act.aspx?title=Electronic%20Transactions%20Act
http://uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Electronic%20Transactions%20Act
http://uniformlaws.org/Shared/Docs/Why%20Enact%20UETA.aspx
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true
http://www.sos.wa.gov/office/news-releases.aspx#/news/109
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/1999-00/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5962.SL.pdf
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とデジタル署名を明確に区別していることである 13。そのうえで、州政府の承認を受けた認

証機関（CA）が発行した証明書と公開鍵と組み合わされたデジタル署名のみが、法律が署

名を要求する状況において、有効であるとしている 14。同州法では、州政府の承認を受ける

CA が順守すべき基準 15や、基準順守の確認のために州政府の定期監査を受ける義務 16など

も定められている。 

 なお、同法の施行は州政府国務長官（Secretary of State）が担当しており、同法施行

において必要な各種行政規則を適宜定め、更新している 17。例えば、CA が受ける定期監査

の周期（毎年）や順守すべき基準の詳細（記録保持、情報公開、システムの信頼性 18など）

もここに定められている。 

ただし、上記のワシントン州の法律および行政規則でも、サーバー署名を他の電子署名

と区別し、特別な規則等を定めている条項はみうけられない。 

 
こうした連邦法と州法の下、現在米国では、電子署名が法的効力を持つには、以下の条

件を満たす必要があると言える 19。 

 

• 同意（Consent） 

取引の関係者全員が、電子取引を用いることに同意していなければならない。 

 

• 意図（Intent） 

署名者が文書に署名する意図があったことを証明できなければならない。 

 

• 署名と文書の関連付け（Association） 

署名は署名される文書と関連付けられていなければならない。 

 

• 署名者の特定（Attribution） 

署名者が署名したことを示せなければならない。 

 

                                                   
13 同法「19.34.020章 Definitions」「(11) "Digital signature"」「(14) "Electronic signature"」

参照。http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.020 
14 同法「19.34.300章 Satisfaction of signature requirements」参照。

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.300 
15 同法「19.34.100章 Certification authorities—Licensure—Qualifications—Revocation and 

suspension.」参照。http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.100 
16 同法「19.34.110章 Compliance audits.」参照。

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.110 
17 ワシントン行政規則（Washington Administrative Code：WAC）「434-180章 Electronic Authentication」  

原文：http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=434.180&full=true 
18 当該システムの使用状況を考慮して現実的と考えられる範囲で、最新の情報システムの基準・ガイドラ

イン（国立標準技術局＜NIST＞が定める連邦政府機関の情報システムに対する基準を含む）を満たすこと

とされている。 行政規則 434-180-360章参照：

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=434.180&full=true#434-180-360 
19 

https://university.cudasign.com/wp-content/uploads/2016/01/CUDASign-Legality-of-Electronic-Signatures-0713

2015.pdf 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.020
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.300
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.100
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.34&full=true#19.34.110
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=434.180&full=true
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=434.180&full=true#434-180-360
https://university.cudasign.com/wp-content/uploads/2016/01/CUDASign-Legality-of-Electronic-Signatures-07132015.pdf
https://university.cudasign.com/wp-content/uploads/2016/01/CUDASign-Legality-of-Electronic-Signatures-07132015.pdf
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• 記録の保存（Record Retention） 

署名された文書を、取引の関係者が正確に複製し保存することができなければなら

ない。 

 

6.1.3 政府による電子署名利用とそれに伴う政府機関ガイドライン 
 

上記のように、一般の商取引等における電子署名の扱いについて定めた法律の他、連邦

政府および州政府が、市民や企業等と種々の手続きを行うにあたり、電子署名が付与され

た電子書類を受理して、書面による手続きを減らそうとする動きがある（政府自身が電子

署名のユーザーとなる場合）。代表的な連邦レベルの法律として、1998 年成立のペーパーワ

ーク削減法（Government Paperwork Elimination Act） 20と、2002 年成立の電子政府法

（E-Government Act）21が挙げられる。 

これら政府による電子署名の利用に関わる法律の施行については、各手続きに関わる政

府機関が独自の規則やガイドラインを発行している。これらの規則やガイドラインには、

該当機関との文書のやりとりにおいて、電子文書を受理するか否かの判断基準として定め

た電子署名の種類（技術、手法など）などの規定も含む。 

こうした各連邦政府機関による規則やガイドラインの発行に先立ち、連邦政府では大統

領府行政管理予算局（Office of Management and Budget：OMB）が全省庁に向けたガイダ

ンス（覚書）を発行するのが慣行となっており、電子署名に関わるものも複数発行してい

る。 

 

• ペーパーワーク削減法施行に伴う手順とガイダンス（2000年 4月発行、M-00-10）22 

• ESIGNに従った電子署名の導入に関するガイダンス（2000年 9月発行、M-00-15）23 

• 連邦政府機関の電子認証に関するガイダンス（2003年 12月発行、M-04-04）24 

 

こうした OMB の覚書に従い、一定の一貫性を持った連邦規則やガイダンスを、各連邦政

府機関が発表している。規定を定めている連邦政府機関の例は以下の通り（ガイドライン

のみでなく連邦規則の制定もみうけられたものは、規則番号を記す）。いずれも、上記 OMB

のガイダンスから大きな解離はみられない。 

 

• 食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）25―連邦規則番号：21 C.F.R. 

Part 1126 

                                                   
20法律番号 Public Law 105-277, Title XVII 
21法律番号 Public Law 107-347 
22 サマリ：https://www.whitehouse.gov/omb/memoranda_m00-10; 全文：

https://www.whitehouse.gov/omb/fedreg_gpea2/ 
23 サマリ：https://www.whitehouse.gov/omb/memoranda_m00-15; 全文：

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/memoranda/esign-guidance.pdf 
24 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/memoranda/fy04/m04-04.pdf 
25 http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125067.htm; 

http://www.fda.gov/ForIndustry/ElectronicSubmissionsGateway/ucm113223.htm 

https://www.whitehouse.gov/omb/memoranda_m00-10
https://www.whitehouse.gov/omb/fedreg_gpea2/
https://www.whitehouse.gov/omb/memoranda_m00-15
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/memoranda/esign-guidance.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/omb/memoranda/fy04/m04-04.pdf
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm125067.htm
http://www.fda.gov/ForIndustry/ElectronicSubmissionsGateway/ucm113223.htm
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• 連邦取引委員会（Federal Trade Commission：FTC）27 

• 連邦住宅局（Federal Housing Administration：FHA）28 

• 内国歳入庁（Internal Revenue Service：IRS）29―連邦規則番号：26 C.F.R. Part 

301.6061-130 

• 保健社会福祉省（Department of Health & Human Services：DHHS）31 

• 証券取引委員会（Securities and Exchange Commission：SEC）―連邦規則番号：17 

C.F.R. Part 23232 

• 環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）―連邦規則番号：40 C.F.R. 

Part 333 

 

その他、特定の産業に関わる民間の団体・機関も、標準やガイドラインを策定している

場合がある。主な例は以下の通り。 

 

• 金融業界監督機構（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.：FINRA）34 

 
6.2 欧州の関連法令 

 
欧州では、EU 域内での国境を越えた電子取引の相互運用性の確保が求められており、電

                                                                                                                                                     
26 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=pt21.1.

11&rgn=div5 
27 2001年に、ESIGNの規定が消費者詐欺の件数に与える影響をまとめた報告書を商務省と共著。 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared-statement-federal

-trade-commission-esign/esign7.pdf 
28 https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=14-03ml.pdf; 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/press/press_releases_media_advisories/2014/HUDNo.14-0

11 
29 

https://www.irs.gov/uac/New-Electronic-Signature-Guidance-for-the-IRS-efile-Signature-Authoriz

ation; https://www.irs.gov/uac/Electronic-Signature-Guidance-for-Forms-8878-and-8879; 

https://www.irs.gov/uac/Publication-1345-Handbook-for-Authorized-IRS-e-file-Providers-of-Indiv

idual-Income-Tax-Returns 
30 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=se26.20

.301_16061_61&rgn=div8 
31 個人の保健情報を保護する「医療保険の携行性と責任に関する法律（1996年成立、Health Insurance 

Portability and Accountability Act：HIPAA）」の規定が、電子署名に関しても定めている。

http://www.hhs.gov/hipaa; 

https://283b3cfd274194af0ee5-d3c20fcb7aecff27e16fc650a5986cdf.ssl.cf2.rackcdn.com/OverviewShee

t_HIPAA.pdf 
32 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=pt17.3.

232&rgn=div5 
33 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&tpl=/ecfrbro

wse/Title40/40cfr3_main_02.tpl 
34 http://finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&element_id=9958; 

https://www.finra.org/sites/default/files/NoticeDocument/p123548.pdf 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=pt21.1.11&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=pt21.1.11&rgn=div5
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared-statement-federal-trade-commission-esign/esign7.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared-statement-federal-trade-commission-esign/esign7.pdf
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=14-03ml.pdf
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/press/press_releases_media_advisories/2014/HUDNo.14-011
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/press/press_releases_media_advisories/2014/HUDNo.14-011
https://www.irs.gov/uac/New-Electronic-Signature-Guidance-for-the-IRS-efile-Signature-Authorization
https://www.irs.gov/uac/New-Electronic-Signature-Guidance-for-the-IRS-efile-Signature-Authorization
https://www.irs.gov/uac/Electronic-Signature-Guidance-for-Forms-8878-and-8879
https://www.irs.gov/uac/Publication-1345-Handbook-for-Authorized-IRS-e-file-Providers-of-Individual-Income-Tax-Returns
https://www.irs.gov/uac/Publication-1345-Handbook-for-Authorized-IRS-e-file-Providers-of-Individual-Income-Tax-Returns
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=se26.20.301_16061_61&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=se26.20.301_16061_61&rgn=div8
http://www.hhs.gov/hipaa
https://283b3cfd274194af0ee5-d3c20fcb7aecff27e16fc650a5986cdf.ssl.cf2.rackcdn.com/OverviewSheet_HIPAA.pdf
https://283b3cfd274194af0ee5-d3c20fcb7aecff27e16fc650a5986cdf.ssl.cf2.rackcdn.com/OverviewSheet_HIPAA.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=pt17.3.232&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&node=pt17.3.232&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr3_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=acc3d09209065baa045e1d2fe5bd2e33&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr3_main_02.tpl
http://finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&element_id=9958
https://www.finra.org/sites/default/files/NoticeDocument/p123548.pdf
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子署名のセキュリティの重要性から、eIDAS規則においてリモート署名の扱いが検討されて

いる。また、欧州では eIDAS 規則施行以前から適格署名に基づくリモート署名が利用され

ていた国もあり、リモート署名に係る枠組みがある程度設けられていたことから、リモー

ト署名に係る法的、技術的枠組みの整備が急速に進められている。eIDAS規則におけるリモ

ート署名の扱いから、現在検討されているリモート署名のセキュリティ要件の調査結果を

報告する。 

 
6.2.1 eIDAS 規則における電子署名 

 
電子署名は eIDAS 規則が定めるトラストサービスの１つで、トラストサービスには、電

子署名、eシール、タイムスタンプ、電子登録配布サービス等があり、これらサービスを提

供する事業者をトラストサービスプロバイダ（TSP：Trust Service Providers）と定めて

いる。 

eIDAS 規則が規定する法的要件と下位規則で参照される技術的要件を満たしたトラスト

サービスを適格トラストサービスと定め、その法的効力と相互運用性を承認している。適

格トラストサービスの１つである適格電子署名は、手書署名と同等の法的効力を持つと定

められている。電子署名指令及び eIDAS規則の目的な範囲を図表 6-1に示す。 

 

図表 6-1電子署名指令及び eIDAS 規則 

 

 電子署名指令 eIDAS 規則 

目的  電子署名の利用促進と、法的承認へ

の寄与 

 特定認証サービスに関する法的枠

組みを構築することで、EU 域内市

場の適切な機能を確保 

 eID とトラストサービスの適切なセキ

ュリティレベルの実現による域内市場

の適切な機能を保証 

 eID の相互認証のための条件を定め、

また、トラストサービスの法的枠組み

を確立する 

範囲 電子署名 eID及び TS（電子署名、eシール、タイム

スタンプ、eデリバリ、検証サービス、長

期保存、WEB 認証） 

効力 指令に基づいて加盟国が法整備 加盟国に直接適応 

 

○リモート電子署名の扱い 

 eIDAS 規則の序文には、今後、署名者の秘密鍵をサーバ上で管理するリモート署名が増加

することが推定されており、このリモート署名についても、特定の管理・運用セキュリテ

ィ手順を適用し、また、セキュアなシステムや製品により、電子署名が署名者自らのコン
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トロール下で行われることを保証できれば、eIDAS規則が定める電子署名として認めること

ができると定められている。また、適格電子署名がリモートで行われる場合、このリモー

ト署名サービス提供者には、適格トラストサービスプロバイダ（QTSP：Qualified Trust 

Service Provider）に対する要求事項が適用される。 

 

○トラストサービスプロバイダへの要求事項と罰則 

 各加盟国は、適格トラストサービスプロバイダと適格トラストサービスプロバイダが提

供する適格トラストサービスが eIDAS 規則の要求事項に適合していることを保証するため

に、監督機関を指定する。 

 この監督機関より認定されたトラストサービスプロバイダを適格トラストサービスプロ

バイダといい、適格トラストサービスプロバイダは、eIDAS規則の要求事項に適合している

ことを確認するため、最低でも 2 年に１回は、適合性評価機関による監査を受けなければ

ならない。 

 トラストサービスプロバイダ（適格トラストサービスプロバイダを含む）は、提供する

トラストサービスのセキュリティを脅かすリスクを管理する技術的、組織的な適切な措置

を行い、かつそのセキュリティレベルが最新の技術開発動向やリスクを考慮して適正であ

ることを保証しなければならない。 

 また、提供するトラストサービスやそこで管理する個人情報に重大な影響を及ぼすセキ

ュリティ違反や完全性の喪失が発生した場合、24 時間以内に監督機関及び必要に応じて情

報セキュリティに関する管轄機関や情報保護機関等に対して、当該インシデント情報を通

知しなければならない。 

 

 適格トラストサービスプロバイダは、eIDAS 規則の義務への不準拠による損害について、

その損害がプロバイダ自身の故意又は過失に起因するものではないことを自ら立証する責

任を負っている。 

なお、加盟国において、eIDAS規則の違反者に対しては、効果的で、適当な、抑止効果の

ある罰則を制定することが要求されている。 

 
 
6.2.2 eIDAS 規則におけるリモート署名 

 
eIDAS 規則[3]には、その序文(52)にリモート署名について図表 6-2で示す記述がある。 

図表 6-2 eIDAS規則におけるリモート署名の記述（eIDAS 規則、序文(52)） 

 
電子署名生成環境の管理をトラストサービスプロバイダが署名者の代わりに行うリモ

ート電子署名の生成は、複数の経済的利益に鑑みて拡大するものである。ただし、これ
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らの電子署名が、ユーザが完全に管理している環境で生成された電子署名と同等の法的

承認を受けるためには、リモート電子署名サービスプロバイダは特定の管理・運営セキ

ュリティ手順を適用し、安全な電子通信チャンネルなどの信頼できるシステムや製品を

使い、電子署名生成環境が信頼できるものであり、署名者自らのコントロール（Sole 

Control）のもとで使用されていることを保証すべきである。適格電子署名がリモート電

子署名装置を使って作成される場合は、本規則で定める QTSP に対して適用される要求

事項を適用すべきである。35 

 
eIDAS規則では手書き署名と同等の法的効力を持つ電子署名として、適格電子署名を定め

ているが、上の序文(52)を読む限り、リモート署名であったとしても特定の管理・運用セ

キュリティ手順を適用し、セキュアなシステムや製品によってリモート署名が署名者自ら

のコントロール（Sole Control）の下で行われることが保証できる場合、適格電子署名と

同等の法的効力が得られるということが解る。 

 

また、リモート署名のサービス提供者は、適格電子署名に基づくリモート署名を提供す

る場合、eIDAS 規則が定める適格トラストサービスプロバイダとしての要求事項が適用され

る。eIDAS 規則における要求事項への適合性を主張するために、EU 加盟国が定める適合性

調査機関から 2年に 1度の外部監査を受け、eIDAS規則への適合状況を確認することが要求

されている。 

 

現在に至るリモート署名のセキュリティ要求仕様の策定を図表 6-3 に示す。なお、欧州

においては、前述の TSP が提供するリモート署名についてセキュリティ要求仕様（PP：

Protection Profile）をまとめたものを EN 419 241-1として規格化することが検討されて

おり、この規格化に対応した PP（以下「EN419 241-1 対応 PP」という。）が 2016 年夏に策

定される予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
35 eIDAS 規則より序文(52)の和訳 
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図表 6-3電子署名関連の PPの変遷 
 

 
 

○Sole Control 

CEN/TS 419 241では、リモート署名を行う際の署名者自らのコントロール(Sole Control)

について、レベル 1 とレベル 2 の 2 段階を規定しており、適格電子署名に求められるレベ

ルを 2と定めている。 

 

レベル 1とレベル 2の大きな違いは、2要素認証（複数要素認証）の有無と、署名者の認

証を署名生成装置（SCDev：Signature Creation Device）が行うか、リモート署名アプリ

ケーション（SSA：Server Signing Application）が行うかである。レベル 1 では、2 要素

認証は要求されず、署名者の認証も署名生成装置ではなく、リモート署名アプリケーショ

ンで行うことも認められている。一方で、レベル 2 では 2 要素認証（複数要素認証）が必

須とされており、また、署名者の認証も署名生成装置に対して行われる必要がある。 

 

これらのレベルの具体的説明は CEN/TS 419 201（Security Requirements for Trustworthy 

Systems Supporting Server Signing）[5]に定められているが、同規則においてセキュリ

ティ要求事項は以下の 3つに分類されている（図表 6-4を参照）。 
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図表 6-4 CEN/TS 419 201セキュリティ要求事項 

 
1. 一般セキュリティ要件 

  (General Security Requirement、 SRG) 

2. コアコンポーネントセキュリティ要件 

  (Core Component Security Requirement、 SRC) 

3. レベル 2 のための追加のセキュリティ要件 

  (Additional Security Requirement for Level 2、 SRA) 

 

また、同規則においては、3つの大分類の下に詳細なセキュリティ要件が定められており、

図表 6-5 のとおり、レベル 1 には、一般セキュリティ要求とコアコンポーネントセキュリ

ティ要件が適用され、レベル 2 には、レベル 1 のセキュリティ要求に加え、レベル 2 のた

めの追加のセキュリティ要件が適用される。各 3 つのセキュリティ要件の分類の下に下記

の図 2のとおり、詳細なセキュリティ要件が定められている。 

一般セキュリティ要求が、リモート署名を提供するシステムに適用される一般的なセキ

ュリティ要件を取り扱っているのに対して、レベル 2 の為の追加のセキュリティ要求にお

ける一般要求事項では、このレベル 2 の為の追加のセキュリティ要求が、署名者自らのコ

ントロール(Sole Control)のレベル 2 を満たすためのセキュリティ要件であり、署名鍵生

成装置、SSAに関する要件を定めていることを説明している。 

 
図表 6-5 CEN/TS 419 201セキュリティ要求事項（レベル） 

 

  レベル 1 レベル 2 項目 

一般 

セキュリティ要件 
○ ○ 

管理、運用、アクセスコントロール、識別と認証、

鍵管理、監視、記録、バックアップ 

コアコンポーネト 

セキュリティ要件 
○ ○ 

暗号鍵、署名者認証、署名生成、アクセスコント

ロール 

レベル 2 の追加 

セキュリティ要件 
  ○ 一般、鍵活性化 

なお、前述したとおり、レベル 2については、適格電子署名と同等の法的効力が得られ

るという関係から日本における認定認証業務において発行した署名鍵を用いた署名に対応

するものとも考えられる。また、欧州では、上記のとおり、レベル 1においても一般的な

セキュリティ要件が定められており、国内における非認定認証業務よりも厳密な管理や運
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用（監視及び記録等を含む）を行う必要があることから、レベル 1であっても、日本でい

う特定認証業務に比べて、格段に広範な規制が行われていると言うことができる。 
 
 

6.3 欧州のリモート署名関連動向 
 
欧州のリモート署名に関する動向として、2013 年に開催された ETSI ESI Workshop 

Barcelona で発表された資料[7]に TS 419 241（Security Requirements for Trustworthy 

Systems Supporting Server Signing）[6]の構成例を示している。この構成例の概要を示

す。これらの構成例を基に、次章における検討モデル図を作成している。なお、この資料

の略語は 2章を参照。 
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6.3.1 Sole Control Level 1 の機能構成例 1 

 
 図表 6-6に Sole Control Level 1の機能構成例 1を示す。署名者（Signer）は、署名ア

プリケーション（SSA）に対して、自らの識別子である署名者 ID（Signer id）と署名対象

データ（DTBS）を送るとともに、認証要求を行う。SSAは、署名者を認証し、署名者が正し

く認証された場合、その認証結果とともに、署名者 IDに関連付いた署名デバイス ID（SCD id）

と署名対象データを署名デバイス（SCDev）に送る。SCDevでは、署名デバイス IDで指定さ

れた署名鍵を用いて署名し、署名付き署名対象データを出力する。なお、この機能構成例 1

では、署名鍵を活性化する SADは言及していない。 

 
図表 6-6リモート署名の構成例 1 
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6.3.2 Sole Control Level 2 の機能構成例 2 

 
図表 6-7に Sole Control Level 2の機能構成例 2を示す。機能構成例 1との違いは、Sole 

Control Level 2 の要求事項に従い、2 要素認証を行っている点である。また、2 要素認証

として署名鍵を活性化する SAD は、セキュアチャネル（セキュリティを実装した通信）に

よって送信されるため署名アプリケーション（SSA）には分からない状態で署名デバイス

（SCDev）に送る。 

 

図表 6-7リモート署名の構成例 2 
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6.3.3 Sole Control Level 2 の機能構成例 3 

 
図表 6-8 に Sole Control Level 2 の機能構成例 3 を示す。機能構成例 2 との違いは、署

名者認証時に 2要素認証を行っている点、署名デバイス（SCDev）から署名者に nonceを送

るチャレンジアンドレスポンス方式を適用している点である。このため、機能構成例 2 と

同様に、署名鍵を活性化する SAD は、署名アプリケーション（SSA）には分からない状態で

署名デバイス（SCDev）に送る。 

 
図表 6-8リモート署名の構成例 3 
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6.4 リモート署名サービスの関連動向 
 
6.4.1 リモート署名について多くの利用が見込まれる分野 

 

米国のリモート署名サービス大手、DocuSign（企業情報は後述）は、図表 6-9 の分野を

主な利用者セクターとして挙げている 36。 

 
図表 6-9米国 DocuSignのリモート署名の主な利用セクター 

＜産業＞ 

• 会計・税理 

• 建築  

• 金融サービス 

• 政府 

• 保健・医療 

• 高等教育 

• 保険 

 

• 法務 

• ライフサイエンス 

• 住宅ローン 

• 非営利組織 

• 不動産 

• 人材 

• 技術 

＜部署＞ 

• 施設運営 

• 財務 

• 人事 

• IT・事務 

• 法務 

• マーケティング 

• 調達 

 

• 製品管理 

• セールス 

• サポート 

 

 
この中でも、特にライフサイエンス 37や保健・医療 38の分野などでは、電子署名法（後述）

以外にも個人情報などの保護に関する規制が存在する。そのため、各分野における規制を

遵守するために DocuSignの技術が役に立つとしている。 

また、書類をサーバにアップロードして関係者と共有することで、契約などに伴う事務

プロセス（書類の作成、確認、及び追記）の省力化及び合理化が可能となり、契約締結な

どの手続きを効率化させることができる。人的・資金的リソースが限られる中小企業など

にとっては、特に有用な特徴であるといえる。 

顧客管理（CRM）サービスベンダーの Salesforce39、Google Driveでファイル共有サービ

スを提供する Google40、支払い代行サービスベンダーの PayPal41などは、DocuSign と提携

することで、これらの事業者が提供するサービスの中でリモート署名機能を利用できる 42。 

 
 
6.4.2 リモート署名で信頼性を確保するための管理手法・技術 

 
電子署名は、広義での「電子署名（electronic signature）」と、狭義の「デジタル署名

（digital signature）」に区分される。前者の「電子署名」では、例えば、やりとりされ

                                                   
36 https://www.docusign.com/solutions 
37 https://www.docusign.com/solutions/industries/life-sciences 
38 https://www.docusign.com/solutions/industries/healthcare 
39 https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000001taX4EAI 
40 https://www.docusign.com/partner/docusign-google-drive 
41 https://www.docusign.com/partner/paypal 
42 http://www.businessinsider.com/keith-krach-docusign-future-2012-7 

https://www.docusign.com/solutions
https://www.docusign.com/solutions/industries/life-sciences
https://www.docusign.com/solutions/industries/healthcare
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000001taX4EAI
https://www.docusign.com/partner/docusign-google-drive
https://www.docusign.com/partner/paypal
http://www.businessinsider.com/keith-krach-docusign-future-2012-7
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る電子データの編集履歴を残すことで、どの時点で署名が付与されたのかを特定できるよ

うにするなどの手法がとられている。一方、後者の「デジタル署名」を用いる場合は、第

三者の認証機関（CA）が発行した電子証明書に基づく利用者確認と、公開鍵暗号技術を用

いて、検証者が、署名対象の電子データのハッシュ値と利用者のプライベート鍵（秘密鍵）

で署名された署名を、電子証明書に含まれる公開鍵で復号した値を照合することで、電子

データの完全性を確認することで信頼性を担保している 43。 

署名される電子データの完全性と署名した人物の認証が法律により義務付けられていな

い米国では 44、この「電子署名」と「デジタル署名」の両方を提供し、目的と予算により利

用者に選ばせている事業者が多いように見受けられる。ただし、国際企業を顧客にかかえ

る DocuSign、Adobe、ProSalesなどの事業者では、自社のサービスが遵守する法律として、

米国以外に欧州の法律を挙げる事業者も多い。 

以下に、リモート署名を提供する企業の管理手法・技術を整理する。 

 
6.4.3 リモート署名の事例 

 
 海外のリモート署名の事例として調査した企業を図表 6-10に示す。 
 

図表 6-10海外のリモート署名として調査した企業 

 
企業名 概要 

DocuSign 2003 年設立。米カリフォルニア州サンフランシスコに本社を

置き、米国のほか 9カ国に拠点を置く。現在、188カ国に 5,000

万人以上の利用者をかかえる、大手電子署名サービス事業者。 

Barracuda Networks 2003年設立のグローバル ITソリューション事業者（米カリフ

ォルニア州キャンプベル本社）。2013 年に電子署名・文書保存

サービス事業者 SignNow を買収し、CudaSign として提供して

いる。 

Comfact 1988年設立。スウェーデンのヨーテボリに本社を置く。欧州

の法律を順守する高い信頼性を保証する電子署名サービス、

ProSale Signing を提供する。 

 
海外のリモート署名の事例として調査した企業について、セキュリティ対策を検討する

上で重要となるリモート署名サーバの設置（クラウドを含む）、セキュリティモジュールの

                                                   
43 「2.4.3  電子署名とデジタル署名」 http://www.ipa.go.jp/security/pki/024.html 
44 

https://acrobat.adobe.com/content/dam/doc-cloud/en/pdfs/adobe-transform-business-processes-wit

h-electronic-and-digital-signature-solutions.pdf 

http://www.ipa.go.jp/security/pki/024.html
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形態（HSM又は SSM）について調査した結果を図表 6-11に報告する。 

なお、利用者認証の方式及び関連法令については附属 2を参照。 

 
図表 6-11調査対対象リモート署名のセキュリティモジュール及び利用者認証 

 
 対象企業 

DocuSign CudaSign ProSales Adobe45 RightSignature46 

サーバ DocuSignのクラ

ウドサーバある

いは、顧客保有

のサーバ 47 

Barracudaのク

ラウドサーバあ

るいは、顧客保

有のサーバ 48 

クラウドサー

バ 49 

Adobeのクラウ

ドサーバ 50 

Amazon Web 

Services (AWS) ク

ラウドサーバ 51 

セキュ

リティ

モジュ

ール 

SSMあるいは HSM

を利用するオプ

ションがあ

る 5253。 

SSMあるいは HSM

を利用するオプ

ションがある。54 

HSMを利用する

オプションがあ

る。55 

SSM 56 SSM57 

 
  

                                                   
45 https://acrobat.adobe.com/us/en/documents/esignatures.html 
46 https://rightsignature.com/ 
47 https://www.docusign.com/how-it-works/security see: Document Privacy  
48 https://techlib.barracuda.com/CudaSign 
49 https://www.comfact.com/Product/Signing 
50 https://acrobat.adobe.com/content/dam/doc-cloud/en/pdfs/Document-Cloud-Security-Overview.pdf 
51 https://rightsignature.com/security 
52 2015年 5月に DocuSignが買収した ARX社が、PrivateServerと呼ばれるハードウェアセキュリティモジ

ュールを提供しているが、DocuSignが利用しているかは不明。

http://www.arx.com/about/docusign-acquisition/;  
53 http://www.arx.com/files/DOCUMENTS/PrivateServer%20HSM%20Brochure.pdf 
54 https://www.barracuda.com/products/webapplicationfirewall/features 
55 https://www.comfact.com/Product/Technical/ 
56 

https://www.echosign.adobe.com/content/dam/echosign/docs/pdfs/Document-Cloud-Security-Overview

-ue.pdf 
57 https://rightsignature.com/security 

https://acrobat.adobe.com/us/en/documents/esignatures.html
https://rightsignature.com/
https://www.docusign.com/how-it-works/security
https://techlib.barracuda.com/CudaSign
https://www.comfact.com/Product/Signing
https://acrobat.adobe.com/content/dam/doc-cloud/en/pdfs/Document-Cloud-Security-Overview.pdf
https://rightsignature.com/security
http://www.arx.com/about/docusign-acquisition/
http://www.arx.com/files/DOCUMENTS/PrivateServer%20HSM%20Brochure.pdf
https://www.barracuda.com/products/webapplicationfirewall/features
https://www.comfact.com/Product/Technical/
https://www.echosign.adobe.com/content/dam/echosign/docs/pdfs/Document-Cloud-Security-Overview-ue.pdf
https://www.echosign.adobe.com/content/dam/echosign/docs/pdfs/Document-Cloud-Security-Overview-ue.pdf
https://rightsignature.com/security
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6.5 The Adobe Approved Trust List (AATL) 
 
一部のサービス提供者では、Adobe Approved Trust List（AATL）[4]の対応が重要であ

るというアンケート結果があった。AATL の要求事項は、多岐にわたるが、電子証明書に係

る鍵管理等について以下に抜粋する。AATL とは、Adobe が認定する「信頼できるルート証

明書」の一覧であり、Adobe が提供するサーバから AATL に含まれる「信頼済のルート証明

書」をインストールすることで、Adobeが認定した認証局から発行された電子署名書の信頼

性検証が可能である（AATL には、日本国政府発行の官職認証局のルート証明書も含まれて

いる）。 

AATLメンバーの利用者の鍵ペアは、FIPS140-2（Security requirements for cryptographic 

modules）[8]のレベル 3及び同等の HSM等で生成・保管することが義務付けられている。（図

表 6-12 を参照） 

 
図表 6-12 AATL [4]の要求事項.6（HSM） 

6. The Member must be generating and storing key pair(s) for the Supplied 
Certificate(s) in a medium that prevents exportation or duplication such as hardware 
security modules that meet FIPS 140-2 Level 3 or equivalent. 
 
AATL では、従来の PKI モデルを採用することが求められ、ハードウェアセキュリティト

ークン又は HSM に格納された秘密鍵（プライベート鍵）を物理的に所有し、管理すること

を求めている。一方、秘密鍵（プライベート鍵）が、HSM 内に保管され、強力な（利用者）

認証技術を採用している場合、より新しいモデル（すなわち、署名者が遠隔で（remotely）

サーバ上の秘密鍵（プライベート鍵）にアクセスするモデル）も許容している。ただし、

より新しいモデルの場合は、Adobeの承認が必要である。（図表 6-13を参照） 

 
図表 6-13 AATL [4]の要求事項.20（HSM及び認証） 

20. The Member must enforce a traditional public key infrastructure model, wherein 
the signer is in physical possession and control of a hardware security token or 
module that contains the private key. Newer models wherein a signer remotely 
accesses the private key on a server are possible, if the private key resides on an HSM 
and strong authentication methods are used, but will still need to be approved by 
Adobe. 
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6.6 セキュリティ要件調査 
 
リモート署名に関するセキュリティ要件を明確にするため、ISO/IEC 15408（Common 

Criteria for Information Technology Security Evaluation）[10]ドキュメントを調査し

た結果を以下に報告する。国内の Security Target（ST、セキュリティ実装仕様）及び海外

の Protection Profile（PP、セキュリティ要求仕様）について、サーバの設置環境、ネッ

トワーク対策、ログ生成機能、鍵のバックアップ機能、リカバリ機能について調査した。 

 
6.6.1 日本国の CA のセキュリティ要求仕様 

 

国内の関連動向として、CA システムに関する ISO/IEC 15408 の ST（Security Target、

セキュリティ実装仕様）のログ生成機能、鍵のバックアップ機能、サーバの設置環境、ネ

ットワーク対策の記述内容を調査した。図表 6-14に調査文献を示す。 

 

図表 6-14 日本国 CA関連のセキュリティ実装仕様 

認証 

番号 

TOE 

種別 

セキュリティ機能要件/ 

TOEセキュリティ機能 

TOEの名/バージョ

ン 

認証年月日 レベル 

C0135 

[12] 

IT製品

(PKI) 

・データ保護機能 

・データ改ざんチェック機能 

・識別･認証機能 

・監査機能  

証明書検証サーバ  

03-00  

2007/12/26 EAL2 

C0028 

[11] 

IT製品(認

証局機能) 

・申請書認証機能 

・操作者認証機能 

・申請者アクセス制御機能 

・運用支援機能 

・履歴管理機能 

Trust-CANP 

V8.0i 

2005/7/7 EAL2 

 

調査の結果から、国内の評価事例では、以下の 4点を確認した。なお、詳細の記述内容

については、附属 3を参照。 

 

１ ログ生成機能を提供するシステムと提供しないシステムが存在する。（評価対象に

はないだけであり、提供している可能性は有） 

 

２ 本件の調査範囲では、鍵のバックアップ機能の記載はない。 

 

３ 設置環境は運用・環境への要求事項に記述されている。  

記述例）「TOE（Target Of Evaluation、評価対象物）が動作するハードウェアは、

TOEを管理する組織の責任者によって入退管理が可能な安全な場所に設置、管理さ

れなければならない。 また、サーバおよび HSMは施錠可能なサーバラックに配置
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し、直接的な操作から保護されなければならない。」 

 

４ ネットワークへの対策についても運用・環境への要求事項に記述されている。  

記述例）「CAサーバとセキュアルーム外との通信は、すべてファイアウォールサー

バを通して行わなければならない。そのファイアウォールサーバには、 SSL 及び

TLS以外の通信を排除し、DOS攻撃からも保護されるよう設定されなければならな

い。」 

 
6.6.2 海外文献調査結果 

 
海外のセキュリティ要求仕様を調査するために NIAPの PP（Protection Profile、セキュ

リティ要求仕様）等についてリカバリ機能、利用者のなりすまし（リプレイアタック）へ

の対策の記述内容を調査した。図表 6-15に調査文献を示す。 

 

図表 6-15  海外の Protection Profile 

Tech Type    Profile Name CC 
Ver.    

Short Name Sponsor    Approval 
Date 

Certificate 
Authority [13] 

Protection Profile for 
Certification Authorities 
Version 1.0 

3.1 PP_CA_v1.0 NSA 2014/5/16 

Enterprise 
Security 
Management 
[14] 

Enterprise Security 
Management - Identity and 
Credential Management 
Version 2.1 

3.1 PP_ESM_ICM_V2.1 NSA 2013/11/21 

 
調査の結果から、海外の評価事例では、以下の 2点が確認できた。なお、詳細の記述内

容については、附属 3を参照。 

 
1 海外の CA-PP[13]（要求仕様）では、リカバリ機能のサポートが必須であること。  

記述内容）特権ユーザの不正利用やリモートユーザの行為によって評価対象ソフトウ

ェア（TOE））のセキュリティ機能に影響がないことを示すために Audit Record（監査

記録）が必須である。 

 

2 海外：「ID とクレデンシャル情報管理の標準プロテクションプロファイル」[14]では、

詳細な識別情報とクレデンシャル情報属性を定義できる機能が必須であること。  

記述内容）利用者になりすまし（リプレイアタック）への対策として、権限付与とア

クセス制御を提供するために、保存されたクレデンシャル情報を保護することが必須

である。 
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7 リモート署名の検討 
 
5 章で示したニーズ調査の結果、リモート署名のニーズが高いことが判明した。一方で、

電子署名法第３条の規定のとおり、電子署名が同条による推定効が認められるには、当該

電子署名が、電子署名を行うために「必要な符号及び物件を適正に管理することにより、

本人だけが行うことができる」電子署名であること、という要件を充足することが必要と

なるところ、電子署名法及び関連法令（以下「電子署名制度」という。）の枠組みでのリモ

ート署名の活用を検討する場合には、当該要件を担保することのできる基準を検討する必

要がある。 

そこで、第 9 章で示す、本年度開催した電子署名法研究会（以下「本研究会」という。）

では、そのような基準の大枠について、国内外の動向を踏まえつつ、主にリモート署名で

必要となる機能等という観点から検討を行った。本章及び次章で検討の概要を報告する。 

 

7.1 電子署名制度に関する検討方針について 
 

リモート署名とは、第 3 章において定義したとおり、一般に事業者のサーバに利用者の

署名鍵を設置・保管し、利用者がサーバにリモートでログインし、自らの署名鍵で事業者

のサーバ上で電子署名を行うことをいう。一方で、現行の電子署名制度においては、電子

署名を行う場所やデバイスの種類について特段の規定はないが、上記の電子署名法第３条

の要件を充足するという観点から、電子署名は利用者の手元にあるＩＣカードで行われる

ことが前提とされていると思われる。 

そのため、リモート署名については、上記要件を担保することができない場面もあると

考えられることから、上記要件を担保することができるようにするための基準を検討する

必要がある。 

本研究会では、リモート署名の全体像を明らかにした上で、上記要件を担保することの

できないリモート署名の場面を洗い出し、これを担保することのできるように、基準の大

枠について重点的に検討を行った（図表 7-1参照）。 
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図表 7-1現行の電子署名制度とリモート署名の関係図 

  

 

 

 

7.2 基準のレベルに関する当研究会のスタンスについて 
 

上記要件は、図表 7-2 における経験則に基づく事実の認定に係るものであるが、いわゆ

る実印に事実上の推定を認めた判例のある私文書（民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）

第 228 条第 4 項及び最高裁昭和 39 年 5 月 12 日判決等を参照）と異なり、電磁的記録につ

いてはそのような先例がないため、民事訴訟において上記要件の認定を得るためには、通

常の民事訴訟のプロセスどおり、「高度の蓋然性を証明（十中八九確かであるとの判断）」

することが求められると考えられる。 

そこで、当研究会では、そのような高度の蓋然性・安全性を担保できるような基準の大

枠を客観的に検討することができるように、現行制度、他システム、国際標準等も比較検

討の上、総合的に議論を進めることとした。 

 

図表 7-2民事訴訟におけるプロセス 
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7.3 リモート署名の全体構成について 
 

リモート署名の全体構成を検討するに当たり、前章の図表 6-6から図表 6-8に記載した

欧州におけるリモート署名の構成例を基に、国内における事業者の意見を考慮した検討モ

デルを作成した。 

 

7.3.1 検討モデル及びフェーズごとの処理の概要 

 
図表 7-3 にリモート署名を検討したモデル図（基本構成）を示す。前述した欧州のリモ

ート署名の構成例（図表 6-6、図表 6-7、図表 6-8 参照）は、署名者が署名アプリケーシ

ョン（SSA）を通じて署名付き対象データを得る処理についての構成例であったが、図表 7-3

は、以下のとおり、さらに包括的な観点でモデルを検討したものである。 

○国内におけるリモート署名の実態では、リモート署名に関連するプレイヤは、認証局

（CA）や署名検証者も存在することから各プレイヤを構成例に含め検討した。 

○リモート署名を利用する際には、事前に利用者登録することが必要であることから、

この利用者登録において、どの程度の厳密性をもって本人確認し、署名指示する際の

利用者確認（認証）するのかといった検討も行った。 

○さらに、署名検証までも含めた署名付きデータのライフサイクルの観点、署名鍵に関

する鍵のライフサイクルの観点、及び署名機能については、ハードウェアでの構成だ

けではなく、ソフトウェアでの構成も含め検討した。 

 
図表 7-3リモート署名のモデル図（基本構成） 
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図表 7-3 の緑線は利用者の登録を行うフェーズの処理であり、青線はリモート署名を行

うフェーズの処理であり、橙線は署名検証を行うフェーズの処理である。それぞれの線に

おいて行われる処理の概要は以下のとおりである。 

①a、①b リモート署名の利用者（署名者）として①a で登録を行い、①b で利用者に対

して利用者認証のための認証クレデンシャルを発行する（認証クレデンシャル発行機関は、

リモート署名提供者である事例が多い）。 

②a、②b 利用者登録を行うと同時に、署名鍵と署名検証鍵及び署名用の電子証明書を

発行する。②aで登録局が利用者に対して、署名鍵を活性化する PIN等を送信し、②bで登

録局が認証局に電子証明書の発行要求を行う（発行は発行局（IA）が行い、電子証明書の

登録及び利用者への送付は登録局（RA）が行うが、登録局（RA）が登録のみを行い、発行

局（IA）が発行と利用者への送付を行う場合もある）。 

③ 認証局は電子証明書等をリモート署名システムの署名機能に送信する（リモート署

名システムの署名機能は、HSM等が設置され安全に管理する）。 

④ 利用者は、署名フェーズにおいて署名するためにリモート署名システムに対して認

証要求を行う。 

⑤a、⑤b 利用者は、認証要求を行い、⑤aで署名指示、⑤bで署名対象データをリモー

ト署名システムに送信する。なお、リモート署名システムをオンライン等の通信経路で利

用する場合には、利用者が送信した署名指示に異なる署名対象データで署名指示する等の

危険性があるため、利用者の認証情報とともに、署名指示と署名対象データは対で送る必

要がある。 

⑥ 署名機能において署名対象データに署名を行う。 

⑦ 署名（付きデータ）をリモート署名システムから署名受領者に送信する。 

⑧ 検証フェーズにおいて署名受領者は、電子署名検証サーバに対して、署名検証指示

と署名（付きデータ）を送信し、署名を検証する。なお、電子署名検証サーバは、基本構

成として抽象的に記載したサーバであり、実際の事例では利用者環境で検証する場合や電

子契約における当事者の環境で検証する場合など様々な場合が存在する。 
 

7.4 検討項目の整理 
 

図表 7-4及び図表 7-5は、以上の検討を踏まえて、多様なプレイヤの整理、符号の適正

な管理、利用者の本人性の確保、一定期間内における電子署名の適正さの検証、他システ

ムやサービスとの適正な連携、さらに今後のより信頼される電子署名制度の構築に向けて

問題提起されるべき課題の抽出といった観点で、7.2のスタンスに基づき、検討要素を整理

したものである。 
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図表 7-4リモート署名の検討概要図 

 

 

１ リモート署名に関するプレイヤと各プレイヤの役割を整理した（図表 7-4 及び図表 

7-5 内の「Ⅰプレイヤ・役割の検討」）。 

２ リモート署名自体及びリモート署名をサービスとして提供する者（リモート署名提供

者）に求めるセキュリティ対策等を検討した（図表 7-4及び図表 7-5内の「Ⅱリモート

署名・提供者の検討」）。 

３ リモート署名を行う際に必要な機能の整理（図表 7-4及び図表 7-5内の「Ⅲリモート

署名を行う際に必要な機能の検討」）をした。 

４ 登録と署名にフェーズを分け、利用者の登録フェーズで求められるセキュリティ対策

（図表 7-4 及び図表 7-5 内の「Ⅳ登録フェーズの検討」）及び署名フェーズで求められ

るセキュリティ対策（図表 7-4 及び図表 7-5 内の「Ⅴ署名フェーズの検討」）を検討し

た。 

５ その他関連する事項（図表 7-4 及び図表 7-5 内の「Ⅵその他の検討」）について検討

した。 

 

検討項目ⅠからⅥの各検討項目の詳細を図表 7-5に示す。 
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図表 7-5リモート署名の検討項目 

検討項目 詳細 記載箇所 

Ⅰ．プレイヤ・役割 １． リモート署名のプレイヤ・役割の整理 7.5 

Ⅱ．リモート署名・提供

者 

２． リモート署名提供者の要件・保証レベル 7.6.1 

３． 署名の利用用途に応じたレベルの検討 7.6.2 

４． リモート署名の構成・設置環境の検討 7.6.3 

Ⅲ．リモート署名を行う

際に必要な機能 

５． 署名機能要件 7.7.1 

６． 署名検証機能の有無 7.7.2 

７． 署名鍵のバックアップ機能の有無 7.7.3 

８． 署名生成ログ機能の有無 7.7.4 

９． 署名付きデータの送信機能の有無 7.7.5 

Ⅳ．登録フェーズ 

１０．利用者登録方法 7.8.1 

１１．利用者の署名鍵の設置 7.8.2 

１２．利用者の署名鍵の保護対策 7.8.3 

Ⅴ．署名フェーズ 

１３．署名指示の要件 7.9.1 

１４．利用者認証方法 7.9.2 

１５．利用者情報と署名鍵情報の保護対策 7.9.3 

Ⅵ．その他 

１６．利用者環境での分散署名処理 7.10.1 

１７．利用者による署名対象データの確認 7.10.2 

１８．長期署名の適用 7.10.3 

１９．電子署名法との関連 7.10.4 

 
各検討項目の検討結果は、以下のとおりである。 

 

7.5 プレイヤ・役割 
 

リモート署名の具体的な利用シーンを踏まえ、プレイヤを整理し、各プレイヤの役割と

求められる管理策や技術面・運用面について検討した。 

 

7.5.1 プレイヤ・役割の検討結果 

 

電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点からプレイ

ヤとその役割を検討した。国内のリモート署名調査の結果、認定事業者が認定認証業務内

でリモート署名を提供している企業はいないが、認定事業者が非認定認証業務としてリモ

ート署名を提供している企業が存在することが判明した。また、非認定事業者がリモート

署名を提供している事例も存在することが判明した。以下、図表 7-6 に国内の事例取集で
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得た代表的な構成の 3種類を示す。 

 

図表 7-6国内におけるリモート署名の 3種類の事例構成 

 

 

 

事例構成 1 は、リモート署名提供者は 1 社で構成されている事例である。この構成事例

では、リモート署名を提供する業務部門と認証業務部門、認証クレデンシャル発行を行う

業務部門がリモート署名提供者の企業内に各々独立して存在し、利用者にサービスを提供

している。 

事例構成 2は、リモート署名提供者と認証局が異なる企業であり、2社が共同でリモート

署名を提供する事例である。この構成事例では、リモート署名提供者にリモート署名を提

供する業務部門と認証クレデンシャル発行を行う業務部門が企業内に存在し、リモート署

名提供者と認証局が連携して利用者にサービスを提供している。 

事例構成 3は、利用者とリモート署名提供者が同一の企業で構成されている事例である。

この構成事例では、従事者のリモート署名業務システムを自社システムとして提供してい

る。リモート署名に利用する電子証明書は認証局から得ている。この事例構成 3 は、事例

構成 1 や 2 とは異なり、自社内の環境において提供されるシステムであり、もしセキュリ

ティ対策の不備があった場合でも自社の影響範囲に留まることから自社内で求めるセキュ

リティ対策のレベルに応じて運用している。このため、この事例構成 3 は本リモート署名

で検討する構成例に含めないこととする。 

なお、上記で図示した以外のプレイヤに署名検証者と署名検証サーバがある。リモート

署名の利用では、ニーズ調査で報告したとおり、電子契約などが多く、署名検証行為は電

子契約が正当に締結されているかを証明する際に必要となり、主な署名検証者は係争時に

おける契約当事者などであり、署名（付きデータ）を検証する役割であるため、リモート

署名の検討において追加、検討すべき役割があった場合に別途検討することとした。 
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7.6 リモート署名・提供者 
 

7.6.1 リモート署名提供者の要件・保証レベル 

 

電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点から、リモ

ート署名提供者の要件・保証レベルを検討した。国内のリモート署名の事例だけではなく、

欧州や米国などの先行事例も併せて調査し、リモート署名提供者の要件や求められる保証

レベルについて検討した。 

 

7.6.1.1 リモート署名提供者の要件・保証レベルの検討結果 
 

欧州のトラストリストなどの定義を調査した結果（6.2 を参照）、リモート署名の基とな

る電子署名については法的根拠が伴い、技術的な要求仕様を定めるととともに、その運用

についても監査を実施することが定められている。一方、日本においては、リモート署名

に関する基礎的な要件が十分に検討されていない状況であることから本研究会では、リモ

ート署名に求められる機能要件を検討した。 

本研究会では、様々なリモート署名の事例（7.5.1 を参照）を検討したが、特定企業内

部のシステムから外部向けのサービスまで、多様なサービスが提供、検討されている状況

にあることが判明し、各々のサービスに見合った提供者の要件や保証レベルについては、

今後、さらに詳細な調査を行うとともに調査結果から得られた内容を基に検討することと

なった。 

 

7.6.2 署名の利用用途に応じたレベル 

 

電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点から、電子

署名の利用用途に応じたレベルを検討した。リモート署名は、電子契約や電子申請など様々

な利用があり、今後の電子化の促進に伴い、利用シーンはさらに拡大することが想定され

ている。これらの利用シーンで求められる電子署名の信頼性やレベルは多種多様であるが、

署名の利用用途に応じて求める基準や機能に差を設ける是非について検討した。 

 

7.6.2.1 署名の利用用途に応じたレベルの検討結果 
 

現行の電子署名制度において、電子証明書発行時の詳細な技術的基準の規定があり、さ

らに運用上定期的な検査・確認が義務付けられているのは認定認証業務のみである。一方、

利用用途に応じて求める基準や機能の差については、上記 7.6.1.1 と同様に、さらにリモ

ート署名の実態を調査するとともに調査結果から得られた内容を基に検討することとなっ
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た。 

 

7.6.3 リモート署名の構成・設置環境 

 
電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点から、リモ

ート署名の構成・設置環境を検討した。リモート署名で必要と考えられるハード面・ソフ

ト面及び設置環境の要件及びクラウド環境を想定した場合の要件に変化があるのかについ

て検討した。 

 

7.6.3.1 リモート署名の構成・設置環境の検討結果 
 

本検討では、日本国内においては、リモート署名に関する基礎的な機能要件が十分に検

討されていない状況にあることから、リモート署名に求められる機能要件を検討した。こ

のため、国内の関連文献及び海外文献では、ISO/IEC 15408 における関連システムに関する

ハード面、ソフト面、設置環境を調査した。さらに、同様にクラウド環境においても ISO/IEC 

15408の文献を調査した。ISO/IEC 15408において求められる非機能要件の記述を調査した

が、具体的なハード面、ソフト面、設置環境及びクラウドのシステム構成等については、

さらに詳細を調査し、求められる要件を検討することとなった。 

 

 

7.7 リモート署名を行う際に必要な機能 
 
リモート署名は、サーバに利用者の署名鍵及び電子証明書を設置・保管し、利用者がサ

ーバにリモートでログインし、署名指示した電子ファイルに対してリモート署名サーバ上

で署名する。現行の電子署名制度では、署名鍵や電子証明書の発行、失効に係る技術的な

対策は定められているが、署名鍵の安全な管理や署名機能及び署名鍵のバックアップや署

名生成のログについては定められていない。本項では、このように署名者がリモート署名

する際に必要と考えられる機能について、現行の電子署名制度と異なる点を洗い出し、重

点的に検討した。 

 

7.7.1 署名機能要件 

 

本人だけが電子署名を行うことができるようにするという観点から、署名機能の要件を

検討した。リモート署名は、事業者のサーバに利用者の署名鍵を設置・保管し、利用者が

サーバにリモートでログインし、自らの署名鍵で事業者のサーバ上で電子署名を行うシス

テムであるため、署名機能はリモート署名の中心的な機能であり、最も重要な機能と考え
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られ、署名機能に求められる安全性やレベルについて検討した。 

 

7.7.1.1 署名機能要件の検討結果 
 

署名機能の要件については、電子署名・認証ガイドラインで示された署名等プロセスの

保証レベルが参考となる。電子署名・認証ガイドラインは、民間のインターネットサービ

スを対象としていないが、電子政府システムにおけるセキュリティ確保策として、オンラ

イン手続きにおける脅威に対するリスクの影響度を踏まえた合理的な認証方式や電子署名

等の検討が示されている。署名等プロセスの保証レベルは、レベル 3 とレベル 4 だけであ

りレベル 1とレベル 2はない（図表 7-7参照）。署名機能の要件については、特にレベル 3

の署名方式の指定とレベル 4 の用途の制限である。レベル 3 は、電子政府における調達の

ために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)に記載された公開鍵暗号による署名

方式を用いることが求められ、安全な署名結果を得るために重要である。また、さらに安

全性を求める場合は、レベル 4 の電子署名用電子証明書の用途を電子署名のみに限定する

ことが求められる。これは、4.3.4.1で示した電子証明書の誤用による意図しない署名結果

を防止するために重要である。以上のことから、リモート署名の署名機能は、レベル 3 及

び 4相当とした。 

なお、署名機能を確実に実装していることを確認するために第三者評価・試験認証制度

である ISO/IEC 15408や ISO/IEC 19790（Information technology - Security techniques 

- Security requirements for cryptographic modules）[9]の適用については、その利用

形態や取扱う情報の重要性を含め検討することとなった。 

 

図表 7-7 署名等プロセスの保証レベル 

 

※１ 上記は、電子署名を用いる場合の対策基準である。その他、電子署名・認証ガイドラインにおける

検討すべき課題や関連事項について電子署名・認証ガイドラインを参照。 

※２ 「◎」は各保証レベルへの準拠にあたり必須の対策基準であることを示す。 

（出典）オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 
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7.7.2 署名検証機能の有無 

 

電子署名の適正さを検証できるようにするという観点から署名検証機能の有無について

検討した。リモート署名システムで署名した署名付きデータは、利用者本人だけではなく、

利用者が指定した関係者も署名検証できる必要がある。一方、リモート署名は、膨大なデ

ータを高速に署名する等の利用シーンもあり、リモート署名の機能として署名検証機能を

必須とするか又はリモート署名のプロセスとは別に署名検証を行うべきかを検討した。 

 

7.7.2.1 署名検証機能の検討結果 
 

電子署名は改ざんや事実否認を検証できる技術であり、署名検証が必要である。署名検

証機能が必要であることはリモート署名においても変わらないため、リモート署名におい

ても署名検証機能は、必須とも考えられる。一方で、署名検証鍵は公開鍵でもあり、署名

検証可能なツールは、無料配布されている場合もあり、利用者環境においても検証可能で

ある場合が多い。さらに、前述のとおり、リモート署名は膨大なデータを高速に署名する

等の利用シーンもあり、このような利用シーンでは、署名の度に署名検証することはなく

署名検証をリモート署名とは別に提供している場合もある。以上のことから署名検証機能

は、リモート署名の必須機能ではないこととした。 

なお、署名者自らが署名した結果を確認するために検証する必要もあり、このような場

合でもサーバ環境ではなく利用者の環境で検証することはできるが、リモート署名で署名

検証機能の提供を妨げるものではない。 
 
7.7.3 署名鍵のバックアップ機能の有無 

 

電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点から、署名

鍵のバックアップ機能の有無について検討した。リモート署名において利用者の署名鍵の

管理は重要である。リモート署名は利用者の署名鍵を安全に預かり、管理する必要がある

ことから可用性についても考慮すべきであり、リモート署名の機能として利用者の署名鍵

のバックアップ機能を必須とするかを検討した。 

 
7.7.3.1 署名鍵のバックアップ機能の検討結果 
 

上記のとおり、リモート署名の可用性の観点から、署名鍵のバックアップが要求され、

海外のリモート署名の関連事例として、欧州の CEN/TS 419 241（6.3 参照）においてもレ

ベル 1で署名鍵のバックアップが規定されていることが判明した。この調査結果も踏まえ、
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署名鍵のバックアップ機能はリモート署名の必須機能とした。 

だたし、暗号化するなど署名鍵は署名者以外に利用できない（活性化できない）ように

保管する必要あり、署名者以外に利用できない状態でバックアップ保管することが求めら

れることに注意する必要がある。 

 

7.7.4 署名生成ログ機能の有無 

 

電子署名の適正さを一定期間中検証できるようにするという観点から、署名生成ログ機

能の有無について検討した。リモート署名システムで署名する際に、正しく署名をしたこ

との証跡（ログ）を残すことも安全性の観点から検討すべきであり、リモート署名の機能

として署名生成ログ機能を必須機能とするかを検討した。 

 

7.7.4.1 署名生成ログ機能の検討結果 
 

前述同様に、署名生成ログに関する海外事例としては、欧州の CEN/TS 419 241において

署名生成に関するログの機能が必須として規定されている。レベル 1 では、署名生成に関

する一連の処理のすべてをログとして保存することが規定され、レベル 2 ではレベル 1 に

追加して、署名鍵へのアクセスを含む鍵管理（鍵生成や鍵破棄等の一連の鍵のライフサイ

クルの管理。ただし、リモート署名において鍵生成を行わず、鍵ペアのインポートを行う

場合は、鍵生成のログを保持・管理する必要はない。）のすべての動作をログとして保存す

ることが規定されていることが判明した。この調査結果も踏まえ、リモート署名で正しく

署名をしたことのログを残すことは安全性の観点から重要であるため、少なくとも署名生

成に関する一連の処理のすべてをログとして保存することを必須とした。 

なお、ログの対象や保管期間及び完全性や改ざん検知等については利用形態に基づき別

途検討する必要がある。 

 

 

7.7.5 署名付きデータの送信機能の有無 

 

 電子署名の適正さを一定期間中検証できるようにするという観点から、署名付きデータ

の送信機能の有無について検討した。リモート署名システムを利用し得られた署名付きデ

ータは、利用者本人が保管するだけではなく、他のサービスとの連携を考慮する必要があ

り、利用者の指定に基づき、特定の送信先に送信する機能も検討すべきとの意見があり、

リモート署名の機能として署名付きデータの送信機能を必須機能とすべきかを検討した。 
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7.7.5.1 署名付きデータの送信機能の検討結果 
 

リモート署名の国内調査の結果では、リモート署名と連携して署名した後の署名付きの

対象データを保管する利用シーンは多く存在するが、その他の利用シーンについては明ら

かではなかった。そのため、リモート署名によって署名したデータがどのようなシステム

やサービスと連携するかについては、さらに実態を調査し、求められる要件を検討する必

要がある。そのため、署名付きデータの送信機能については、リモート署名に必須な機能

ではないこととした。 

 

 

7.8 登録フェーズ 
 

図表 7-8 にリモート署名を検討したモデル図（登録フェーズ）を示す。内容の概要は以

下のとおりである。 

リモート署名の利用者の登録フェーズ（以下「登録フェーズ」という。）では以下の処理

を行う。 

①a、①b リモート署名の利用者（署名者）として①a で登録を行い、①b で利用者に対

して利用者認証のための認証クレデンシャルを発行する（認証クレデンシャル発行機関は、

リモート署名提供者である事例が多い）。 

②a、②b 利用者登録を行うと同時に、署名鍵と署名検証鍵及び署名用の電子証明書を

発行する。②a で登録局が利用者に対して、署名鍵を活性化する PIN 等を送信する。また、

②b で登録局が認証局に電子証明書の発行要求を行う。 

③ 認証局は電子証明書等をリモート署名システムの署名機能に送信する（リモート署

名の署名機能は、HSM 等が設置され安全に管理する）。 
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図表 7-8リモート署名のモデル図（登録フェーズ） 

 

 

 

 

7.8.1 利用者登録方法 

 

本人だけが電子署名を行うことができるようにするという観点から、利用者登録方法を

検討した。利用者の登録には、利用者本人の確認を行うとともに、アカウント作成、認証

クレデンシャルの発行を行い、適切に利用者に配布することが求められることから、これ

らの方法や求められる対策・管理策を検討した。 

 

7.8.1.1 利用者登録方法の検討結果 
 

利用者登録の方法については、電子署名・認証ガイドラインで示された申請等に係る厳

密さの程度や、登録の保証レベルが参考となる。図表 7-9 に示すとおり、申請等に係る厳

密さの程度は、レベル特高、高、中、低の 4 つであり、この中で公的証明書等による確認

を実施しているレベルは、高及び特高であり、レベル中では、レベル特高、高ほどの厳密

さを求めていない。 
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図表 7-9申請等に係る厳格さの程度 

 

（出典）オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 

 

登録の厳密性は申請時の厳密さと密接に関係していることから、電子署名・認証ガイド

ラインでは、申請等に係る厳密さのレベルを基に登録の保証レベルを定めている。登録の

方法としては、対面の場合と遠隔（オンライン）の場合があり、図表 7-10に対面の場合の

登録の保証レベルを示す。レベル 2 とレベル 3 は公的な身分証明書での確認を求めている

点は同じであるが、レベル 2 では公的な身分証明書の確認を求め、レベル 3 では公的な台

帳との照合を求めている。さらに、レベル 4 では、レベル 3 に加え、重複登録でないこと

の確認が求められる。リモート署名の利用においては、唯一の利用者が複数の利用者登録

を行い、異なる署名付きデータ（電子申請や電子契約等への署名付きデータ）と処理する

ことは避けるべきであり、重複登録でないことを確認できることも求められる場合がある。

以上のことから対面による登録については、レベル 3及びレベル 4相当とした。 

 

図表 7-10登録の保証レベル（対面の場合） 

 

※１ 「◎」は各保証レベルへの準拠にあたり必須の対策基準、「○」は任意の対策基準であることを示

す。 

※２ 公的な写真つきの身分証明書を必須とする 
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※３ 公的な台帳との照合を必須とする 

（出典）オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 

 

遠隔（オンライン）の場合の登録の保証レベルを図表 7-11に示す。保証レベルは、レベ

ル 1 からレベル 3 まででありレベル 4 はない。対面の場合と遠隔の場合のレベルを比較す

ると、レベル 3 の公的な台帳の照合、または公的証明書によりチェックすることが同じで

あるが、遠隔の場合のレベル 3 では、申請書に本人の電子署名を付与して申請することが

認められている。 

 

図表 7-11登録の保証レベル（遠隔の場合） 

 

※１ 「◎」は各保証レベルへの準拠にあたり必須の対策基準、「○」は任意の対策基準であることを示

す。 

※２ 登録申請にあたってクレジットカードによる決済行為を伴う場合には、結果として他機関であるク

レジットカード会社の登録情報に基づく対象者の存在確認の効果が得られると考えられる。 

※３ 電子署名は対象の保証レベルと同等の基準を満たすものの利用が望ましい 

（出典）オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 

 

なお、図表 7-11ではレベル 4について規定されていないが、現在では、電子署名・認証

ガイドラインが発行された 2010年に比べてさらに電子化やオンライン化が進んでいる一方

で、セキュリティリスクの高まりも懸念されている状況である。リモート署名は、このよ

うな状況の変化も反映してニーズが高まっている技術であることから、今後レベル 4 に相

当する議論も行うこととなった（具体的なレベル 4で求める定義について今後検討を行う。）。

特に、政府が発行するマイナンバーカードをレベル 3 の範疇とするか、レベル 4 とするか

については、その利用形態を含めさらに検討する必要がある。 
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7.8.2 利用者署名鍵の設置 

 

電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点から、利用

者署名鍵の設置を検討した。リモート署名の調査の結果から、現在市場で行われているリ

モート署名における利用者の署名鍵の設置については、利用者本人からリモート署名のサ

ーバに入力（インポート）する場合と、リモート署名のサーバで署名鍵を生成する場合が

存在することが判明した（図表 7-12 参照）。電子署名制度の枠組みでのリモート署名の活

用を検討するに当たっては、そもそもこれらの方法が認められるのか、さらに認められる

場合に各々に求められる対策について検討した。 

 

図表 7-12リモート署名の署名鍵の設置事例 

 

 

 

 

7.8.2.1 利用者署名鍵の設置の検討結果 
 
図表 7-13のとおり、電子署名法施行規則では、図表 7-13のとおり、鍵ペアを認証事業

者が発行する場合と、利用者が発行する場合の双方を認めた上で、要件を区別している。

この考え方を参考にすれば、6.5のとおり鍵の生成は基本的に HSMで行うべきものではある

が、HSMで作成しなかった利用者秘密鍵のインポートという考え方もあり得るところである。 
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図表 7-13電子署名法施行規則における鍵ペアの発行 

  
認証事業者が鍵ペアを発行する場合 

（電子署名法施行規則第６条第３号） 

利用者が鍵ペアを発行する場合 

（同規則第６条第３号の２） 

鍵の作

成者 

利用者が電子署名を行うために用いる

符号（以下「利用者署名符号」という。）

を認証事業者が作成する場合において

は、 

利用者署名符号を利用者が作成する

場合において、 

オンラ

イン処

理 

（対応する要件なし） 当該利用者署名符号に対応する利用

者署名検証符号を認証事業者が電気

通信回線を通じて受信する方法によ

るときは、 

安全性

に関す

る記述 

当該利用者署名符号を安全かつ確実に

利用者に渡すことができる方法 

あらかじめ、利用者識別符号（認証

事業者において、一回に限り利用者

の識別に用いる符号であって、容易

に推測されないように作成されたも

のをいう。）を安全かつ確実に当該

利用者に渡すことができる方法 

送信・送

信後の

処理 

により交付し、又は送付し、かつ、当

該利用者署名符号及びその複製を直ち

に消去すること。 

により交付し、又は送付し、かつ、

当該利用者の識別に用いるまでの

間、当該利用者以外の者が知り得な

いようにすること。 

適合例

※ 

認証設備室内又は同等の安全性が確保

できる環境で鍵ペアを生成・管理等 

利用者識別符号の生成・管理等を厳

格に行う。 

→鍵ペアの生成・管理等についての

具体的規定はなし。 

※適合例：特定認証業務の認定に係る調査表における適合例。 

※上記の適合例には、適合例とともに電子署名法及び電子署名法に基づく指定調査機関の調査に関する

方針も含む。 

 

また、上記で生成及びインポートする署名鍵については、トークンの保証レベルも参考

にして検討した。トークンは、認証要求者が所持、管理し、認証情報を格納する物及び認

証情報を出力する物等であり、IC カードやワンタイムパスワード生成器がある。リモート

署名を前提としない環境では、IC カード等では認証情報とともに署名鍵が格納されている

場合もあり、署名鍵についても認証情報と同等に安全に格納する必要があることから、リ
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モート署名で保管する署名鍵の保証レベルについては、電子署名・認証ガイドラインの署

名等プロセスのトークンに関する保証レベルを参考に検討した。電子署名・認証ガイドラ

インの署名等プロセスのトークンに関する保証レベル（概要は図表 7-7 を参照）では、ソ

フトウェアトークン及びハードウェアトークンは、保証レベル 3 であり、保証レベル 4 は

ハードウェアトークンに限定している。 

検討の結果、署名鍵の生成やインポートの観点及びトークンの保証レベルの観点から、

利用者の署名鍵の設置についても電子署名・認証ガイドライン同様にレベル 3及びレベル 4

相当と考えられるので、ソフトウェアトークンも認められ得る。例えば、マイナンバーカ

ードについては、単一の ICカード内において署名用電子証明書及び鍵、認証用電子証明書

及び鍵が格納される予定であり、積極的に解する意見も多かった。一方で、他の認証業務

等から発行するカードについては、リモート署名の利用者登録時の本人確認との差分・確

認方法、留意事項が少なくないことから、さらに議論を深めて行くこととなった。 

 

 

7.8.3 利用者署名鍵の保護対策 

 

電子署名を行うために必要な符号を適正に管理できるようにするという観点から、利用

者署名鍵の保護対策を検討した。本項は、符号の適正な管理の確保に直接的に関わるため、

特に重点的に検討を行った。 

国内のリモート署名調査の結果から、リモート署名における利用者の署名鍵の保護につ

いては、リモート署名のサーバに接続した HSM（Hardware Security Module）で保護する場

合と、SSM（Software Security Module）で保護する場合があることが判明した。さらに HSM

での保護については、利用者の署名鍵を HSMで保護する場合と、HSMに唯一存在する暗号鍵

によって利用者の署名鍵を暗号化し、HSM 外部で保護する場合がある（図表 7-14 参照）。

前述のとおり、HSMで署名鍵を保護することは、ISO/IEC 19790などで物理的対策等が規定

され、多くの製品が流通しているため署名鍵の安全性は認められると考えられるが、SSMに

ついては ISO/IEC 19790 などの要求仕様に適合した製品ではない場合もあり、その安全性

について対策を示すべきかといった議論があり、これらの場合の是非及び各々に求められ

る対策について検討した。 
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図表 7-14リモート署名の署名鍵の保護対策事例 

 

 

 

 

7.8.3.1 利用者署名鍵の保護対策の検討結果 
 

図表 6-3 で示したとおり、欧州においては、ISO/IEC 15408 に基づいたセキュリティ要

求仕様（PP: Protection Profile）を数多く定めている。このなかで、近年では、SCDev-PP

（署名デバイスのセキュリティ要求仕様）が検討されている。SCDevは旧来ではスマートカ

ード等を主として議論されていたが、リモート署名の検討においては、HSMとして検討が進

められている。この検討では、HSM 内に利用者すべての署名鍵を格納し、署名鍵の活性化及

び署名生成も行うことを求める可能性がある（上図のハードウェアによる管理 1 に該当す

る）。さらに欧州が今年公表する「EN419 241-1 対応 PP」等（図表 6-3）では、HSM が署名

者の認証を行うことまで盛り込まれる可能性があり、今後の検討動向を注視することとな

った。 

また、HSMの利用方法については、署名処理能力の関係から上図のハードウェアによる管

理 2で示した構成で実現している場合もある。この管理方法では、HSM内に唯一ある暗号鍵

で署名鍵を暗号化して HSM外で保管する。HSM内にある暗号鍵は HSM内で管理するため、物

理的対策を考慮した管理方法であり、HSMベンダでも提供されている管理方法であり、海外

においてはオーストリアのリモート署名でもこの管理方法 58である。 

一方で、現時点での国内外のリモート署名サービスでは、SSMによって署名鍵を保護して

いる事例もある（国内事例は図表 5-10、海外事例は図表 6-11を参照）。 

SSM による管理方法においても署名鍵は暗号化された状態で保管されている場合が多く、

リモート署名のシステムを構成するにあたり複数 HSM を導入することはコスト面からも処

理能力面からも敬遠される場合があるところ、リモート署名で署名対象となる情報によっ

て求める対策が異なることから、署名鍵の管理方法については技術的な対策を万全にする

だけではなく、設置環境や運用も含めたシステム全体として管理することで、リモート署

名のセキュリティレベルを高い水準に保つことができるとも考えられる。 

以上のことから、7.8.2.1と同様に署名鍵の管理は基本的に HSMで行うべきものではある

                                                   
58 Secure Signature Creation Device PkBox, Version 3.0.3 

https://www.a-sit.at/pdfs/bescheinigungen_sig/1.111_confirmation_pk-box_signed.pdf 
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が、SSM での管理についても、欧州で今年公表する「EN419 241-1 対応 PP」等（図表 6-3）

に規定が盛り込まれる可能性もあるため、その動向も踏まえ引き続き検討することとなっ

た。 

 

7.9 署名フェーズ 
 

図表 7-15にリモート署名を検討したモデル図（署名フェーズ）を示す。リモート署名の

署名フェーズ（以下「署名フェーズ」という。）の内容の概要は以下のとおりである。 

① 利用者は、署名するためにリモート署名システムに対して認証要求を行う。 

利用者は、認証要求を行い、②aで署名指示、②bで署名対象データをリモート署名シス

テムに送信する。なお、リモート署名システムをオンライン等の通信経路で利用する場合

には、利用者が送信した署名指示に異なる署名対象データで署名指示する等の危険性があ

るため、署名指示と署名対象データは対で送る必要がある。 

③署名機能において署名対象データに署名を行う。 

④署名（付きデータ）をリモート署名システムから署名受領者に送信する。 

 

図表 7-15 リモート署名のモデル図（署名フェーズ） 

 

 

7.9.1 署名指示の要件 

 
本人だけが電子署名を行うことができるようにするという観点から、署名指示の要件を

検討した。リモート署名で署名する利用者本人であるかを正しく特定及び確認するために、

利用者本人の認証に求められるレベルを明確にするだけではなく、署名対象データと署名

指示の紐づけ（署名対象のすり替えによるリプレイアタックの防止など）や通信路の安全

性について検討した。 
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7.9.1.1 署名指示の要件の検討結果 
 
 セキュリティプロトコルを用いて確実に利用者認証を行うことで通信路の安全性を確保

することができるが、6.3.3 の Sole Control Level 2 の構成例 2 でも署名指示と署名対象

データを特定・関連する対策がされているとおり、署名対象のすり替えによるリプレイア

タック等を防止するためには、署名対象データと署名指示の紐づけが重要である。なお、

署名指示の要件は、特定のプロトコルで対策可能であるか等も含め、引き続き調査、検討

することとなった。 

 

 

7.9.2 利用者認証方法 

 

本人だけが電子署名を行うことができるようにするという観点から、利用者認証を検討

した。リモート署名システムで署名する利用者本人であるかを正しく特定及び確認するた

めに、利用者本人の認証に求められるレベルを検討した。 

 

7.9.2.1 利用者認証方法の検討結果 
 

利用者認証方法を検討するにあたり電子署名・認証ガイドラインの認証プロセス（図表 

7-16）を参考に検討した。電子署名・認証ガイドラインでは、オンライン上の推測、リプ

レイ攻撃、盗聴、セッション・ハイジャック、中間者攻撃、フィッシング／ファーミング

について、1から 4の各保証レベルで対策を講ずるべき脅威を定めている。リモート署名に

おいても同様の脅威が考えられる。例えば、認証に用いる利用者だけが知り得る情報（パ

スワード等）をオンライン上で推測される脅威が考えられ、同様に認証等に用いる情報に

ついてはリプレイ攻撃、盗聴なども脅威となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7-16認証プロセスの保証レベル 
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※１ 「◎」は各保証レベルへの準拠にあたり必須の対策基準、「△」は対策の強度に制約を設けて良い

ことを示す。 

（出典）オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン 

 

リモート署名においても、これらの脅威について対策を講じることが求められるため、

電子署名・認証ガイドラインの保証レベル 3 及びレベル 4 相当とした。また、リモート署

名の利用者認証では、認証要求の際に認証クレデンシャルをリモート署名に送信するため、

認証クレデンシャルについても同様の対策が求められ、電子署名・認証ガイドラインの保

証レベル 3及びレベル 4を参考に、引き続き調査、検討することとなった。 

なお、リモート署名を電子契約などのシステムで利用する場合、電子的な契約書を作成

する他のサービス（ASP59等も含む）と連携する場合もある。このような場合には、利用者

とリモート署名との間に他の事業者が存在するため中間者攻撃と区別する必要があり、連

携するサービスの構成について、引き続き調査、検討することとなった。 

 

 
7.9.3 利用者情報と署名鍵情報の保護対策 

 
本人だけが電子署名を行うことができるようにするという観点から、利用者情報と署名

鍵情報の保護対策を検討した。リモート署名では、利用者の確認（認証）の結果から正当

な利用者を特定し、その利用者の署名鍵によって正しく署名を行う必要がある。そのため、

利用者と署名鍵の関連付けは重要な情報であり、利用者 ID と署名鍵 ID のマッピング（関

連付け）を保管する利用者情報 DBに求められる管理策や対策を検討した。 

 

7.9.3.1 利用者情報と署名鍵情報の保護対策の検討結果 
  

利用者情報 DBでは、利用者 IDと利用者の署名鍵 IDの関連付け情報を格納している。利

用者 IDと署名鍵 ID の関連付けが正しくない場合、正しく署名処理ができないこととなる。

                                                   
59 Application Service Provider （アプリケーションサービスの提供者または提供すること） 
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このため、利用者 IDと署名鍵 ID の関連付け情報を格納している利用者情報 DBは、正しい

関連付けを保持し続けるように保護する必要があるが、具体的なアクセス権限の限定等に

ついては、リモート署名システムの具体的な運用を引き続き調査し、その調査結果を基に、

さらに検討することとなった。 

 

 

 

7.10 その他 
 

7.10.1 利用者環境での分散署名処理 

 

欧州の eIDAS では、利用者の環境として、スマートフォン等のモバイルデバイスを利用

した署名サービスも存在するところ、国内のリモート署名におけるモバイルデバイスでの

署名処理について検討した。 

 

7.10.1.1 利用者環境での署名処理の検討結果 
  

海外においてはスマートフォンを利用した署名サービスなどの事例が存在しており、国

内でも検討されている。総務省においてスマートフォンへの利用者署名機能のダウンロー

ドが別途検討されている状況であり、モバイル署名については、今後、本研究会において

もその検討結果等を踏まえて議論を行っていくこととなった。 

 

 

7.10.2 利用者による署名対象データの確認 

 

本人だけが電子署名を行うことができるようにするという観点から、利用者による署名

対象データの確認について検討した。リモート署名では、利用者からの署名指示と署名対

象データを受け付け、署名を行う。そのため署名対象データは利用者環境で正しく意図し

たデータであることを確認することが必要である。そのため、署名対象データの利用者確

認について検討した。 

 

7.10.2.1 利用者による署名対象データの確認の検討結果 
  

本研究会では、日本国内においては、いまだリモート署名に関する基礎的な機能要件が

十分に検討されていない状況にあったことから、リモート署名を提供する際に求められる

サーバ側で実装すべき機能要件を検討した。このため、利用者環境に求められる機能やシ
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ステム構成等については、改めて詳細を調査し、求められる要件を検討することとなった。 

 

 

7.10.3 長期署名の適用 

 

リモート署名の国内調査の結果では、電子契約の利用が最も多いことが判明したところ、

電子署名制度においても長期署名技術を導入することを検討すべきか、検討した。 

 

7.10.3.1 長期署名の適用の検討結果 
 

長期署名技術の有効性を確認する必要があり、また、リモート署名の議論と直接関わら

ないため、当研究会では検討の対象外とした。 

 

 

7.10.4 電子署名制度との関連 

 

その他、電子署名制度との関連については、次の２点について検討し、今後も継続して

議論することとした。 

① 現行の電子署名制度は、認定認証事業者が利用者の署名鍵の登録・発行・破棄を規定

したものであり、利用者の署名鍵の保管状態や安全な保管に求める対策を規定してい

ない。そのため電子署名制度の枠組みにおいてリモート署名を活用することを検討す

る場合には、リモート署名提供者による利用者の署名鍵の保管に関する規定を定める

べきか。 

 

② 本章で検討したとおり、リモート署名は様々なサービスでの利用が想定され、求めら

れる信頼性やレベルについても多様である。このような多様性を考慮した場合、ガイ

ドラインも含めた電子署名関係法令等において具体的な設備・人員等の要件を新たに

も検討すべきではないか。 

 

 

7.11 リモート署名に必要な機能の検討結果 
 

上記において検討したとおり、リモート署名は、利用者認証機能、利用者情報管理機能、

署名機能、署名鍵管理機能、署名生成ログ機能、署名鍵バックアップ機能から構成される。

次章において、これらの検討結果を基に各機能の概要を説明する。 
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8 リモート署名検討結果 
 
8.1 概要 
 
本章では、前章の検討結果を踏まえて、リモート署名の機能について概説する。本章の

構成は、2 項にリモート署名の概要、3 項にリモート署名の機能、4 項にリモート署名の運

用において考慮すべき事項を記載する。 

 

8.2 リモート署名の概要 
 
リモート署名とは、リモート署名サーバに利用者の署名鍵を設置・保管し、利用者の署

名指示によってリモート署名サーバ上で特定ファイルに対して電子署名を作成、付加する

こととする。リモート署名の構成は、利用者認証機能、利用者管理機能、署名機能、署名

生成ログ機能、署名鍵管理機能、署名鍵バックアップ機能から構成される。（図表 8-1を参

照） 

 

図表 8-1リモート署名機能構成概要 

 
 

図表 8-1 は、前章の検討モデル図と基本的に同一であるが、機能構成図として整理する

ために、以下の点について変更を行った。 

①検討の結果から署名生成ログ機能、署名鍵バックアップ機能を追加し、利用者情報 DB

を DB-1（利用者 ID、署名鍵 ID）、署名鍵 DB を DB-2（署名鍵 ID、署名鍵等）と重要情報を
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明記した 

②モデル図では登録フェーズと署名フェーズに分けて記載していたが、フェーズの各工

程が理解できるように図表 8-1ではひとつの図にまとめた。 

 

8.3 リモート署名の機能 
 
リモート署名の機能を以下に説明する。 

 

8.3.1 利用者管理機能 

 
利用者管理機能は、利用者 ID 等の利用者認証情報と署名鍵 ID を管理する。また、利用

者管理機能は、利用者 IDと署名鍵 IDを格納している DB-1を制御する。認証情報等の管理

には、登録、変更、削除、更新/再発行、失効を含む。利用者認証機能の要求に基づき、DB-1

に格納した利用者認証情報及び署名鍵 IDを利用者認証機能へ送信する。 

初回の認証情報登録では、登録指示を受け、利用者本人の確認結果を基に、利用者認証

情報と署名鍵 ID を DB-1に登録する。 

利用者 IDと署名鍵 IDの関連付け情報を格納している DB-1は、正しい関連付けを保持し

続けるように保護する必要があり、アクセスを限定する必要がある。DB-1 へのアクセスは

必ず利用者管理機能を介して行われる必要があり、DB-１の登録者及び管理者に限定される。 

 
8.3.2 利用者認証機能 

 
利用者認証機能は、利用者の署名指示を受け、利用者の認証を行う。利用者認証の結果

に応じて、利用者 ID に対応した「署名鍵 ID」、及び利用者から受信した「PIN と署名対象

データ」を署名機能に送信する。 

認証プロトコルは、オンライン上の推測、リプレイ攻撃、盗聴、セッション・ハイジャ

ック、中間者攻撃、フィッシング／ファーミングについて対策する必要がある。さらに、

署名指示と署名対象データは、すり替えによるリプレイアタック等についても対策する必

要がある。 

 
8.3.3 署名鍵管理機能 

 
署名鍵管理機能は、署名鍵 IDと署名鍵を管理する。また、署名鍵管理機能は、署名鍵 ID

に対応した署名鍵を格納している DB-2 を制御する。署名鍵等の管理には、登録、更新/再

発行、失効を含む。 

署名機能の要求に応じて、署名鍵 ID に対応した署名鍵を署名機能に送信する。（署名鍵
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は暗号化された署名鍵の場合もある） 

初回の署名鍵登録では、登録指示を受け、利用者本人の確認結果を基に、署名鍵 IDと対

応した署名鍵を登録する。（送信された署名鍵を登録する場合と生成した署名鍵を登録する

場合がある） 

利用者の署名鍵 ID の関連付け情報を格納している DB-2 は保護する必要があり、アクセ

スを限定する必要がある。DB-2 へのアクセスは必ず署名鍵管理機能を介して行われる必要

があり、DB-2の登録者及び管理者に限定される。 

 
8.3.4 署名機能 

 
署名機能は、利用者認証機能の認証結果を受け、利用者の署名鍵を用いて署名を行う。

また、署名鍵をリモート署名サーバ内で生成する場合には、署名鍵の生成及び消去を行う。

また、署名鍵が暗号化されている場合は、暗号化された署名鍵を復号する。 

利用者認証機能から受信した「認証結果」及び「署名対象データ」と署名鍵管理機能か

ら受信した「署名鍵」を用いて署名し、署名結果（署名付き署名対象データ）を出力する。 

署名アルゴリズム及び鍵長は、電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト

(CRYPTREC 暗号リスト)に記載された安全な署名アルゴリズム及び鍵長のみに限定し、第三

者試験・認証制度の認定取得モジュールや製品を利用することが望まれる。 

 
8.3.5 署名鍵バックアップ機能 

 
署名鍵バックアップ機能は、署名鍵のバックアップを行う。バックアップする署名鍵は、

暗号化するなどの対策を施し、署名者（利用者）以外が利用できない状態でバックアップ

する必要がある。 

なお、バックアップ期間や具体的な方式及び運用上の対策については、利用目的や取扱

う情報の重要度に応じて別途検討する必要がある。 

 

8.3.6 署名生成ログ機能 

 
署名生成ログ機能は、署名生成処理に関する一連の処理のログを出力する。署名生成ロ

グは、改ざんされたことを検知できる必要がある。 

なお、ログを生成する具体的な内容やログの保存期間及び改ざん検知の技術的な方式、

運用上の対策については、利用目的や取扱う情報の重要度に応じて別途検討する必要があ

る。 
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8.3.7 署名検証機能 

 

署名検証機能は、署名付き署名対象データと署名検証鍵を基に署名検証し、検証結果を

出力する。なお、リモート署名で得られた電子署名は、改ざん検知や否認防止のために署

名検証を行う必要がある。一方で、署名検証は、署名者の環境で検証する場合や他のサー

バや署名検証サーバ等で行うことも想定され、リモート署名に必須機能とは言い難い。そ

のため、リモート署名の構成として必須の機能ではない。 

 

8.4 リモート署名の運用・管理に関する配慮事項 
 
本章は、リモート署名で必要となる機能を示したものであり、リモート署名を提供する

提供者の人的・組織的な管理やサーバの構成及びサーバの設置環境や物理的な対策は検討

の対象外である。これらの運用面や管理面については、リモート署名の利用目的や取扱う

情報の重要度に応じて別途検討する必要がある。 
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9 電子署名法研究会 
 
9.1 開催目的 
 
昨年度研究会等の過去の検討結果や新たな調査結果等を踏まえ、電子署名法における普

及促進策等に係る検討課題について、特に①電子証明書を利用者認証用途に用いることに

対するニーズ等、②リモート署名のニーズ等の調査研究を行う。 

 
9.2 開催概要・主な議題 
 
第１回 開催概要 

 日時：平成２７年１２月４日（金） 

 場所：経済産業省 

 主な議題 

 開催要綱・開催スケジュールについて 

 座長の互選 

 議事の公開について 

 サーバ署名のニーズ等について 

 

第２回 開催概要 

 日時：平成２８年１月２５日（月） 

 場所：経済産業省 

 主な議題 

 開催要綱・開催スケジュールについて 

 サーバ署名の機能及び論点整理 

 電子署名・認証関連ガイドラインの概要について 

 国内サーバ署名事例について 

 想定する署名機能について 

 

第３回 開催概要 

 日時：平成２８年２月２２日（月） 

 場所：経済産業省 

 主な議題 

 サーバ署名の機能等について 

 サーバ署名における鍵生成・管理について 

 本人確認等の在り方について 
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 調査結果（案） 

 課題整理について 

 

第４回 開催概要 

 日時：平成２８年３月２５日（金） 

 場所：経済産業省 

 主な議題 

 報告書（案）の検討 
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9.3 構成員 
 
以下に電子署名法検討会の構成員を示す（敬称略・五十音順）。なお、◎は電子署名法

の座長である。 

 

大澤 昭彦 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

電子署名・認証センター 副センター長 

小田嶋 昭浩 

株式会社帝国データバンク 

業務推進部 ネットサービス課 

◎手塚 悟 
東京工科大学 

コンピュータサイエンス学部 教授 

長尾 慎一郎 
新日本有限責任監査法人 

アドバイザリー事業部 シニアパートナー 

中村 克巳 
ジャパンネット株式会社 

技術部長 

西山 晃 
セコムトラストシステムズ株式会社 

営業開発本部 担当部長 

早貸 淳子 
JPCERT コーディネーションセンター 

専務理事 

松本 泰 
セコム株式会社 IS研究所  

コミュニケーションプラットフォームディビジョン  マネージャー 

南 芳明 
株式会社シマンテック 

UA プロダクトマネージメント部 部長 

宮内 宏 
五番町法律事務所 

弁護士 

山岸 篤弘 
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 
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10 まとめ 
 

本事業では、昨年度研究会等の過去の検討結果を踏まえ、電子署名法における普及促進策

等に係る検討課題について、必要な調査研究等を行い、研究会にて検討、議論を行った。

特に、ニーズ調査の結果、ニーズが高いとされたリモート署名について、現行法制度との

比較や必要となる機能を検討した。 

その結果、第 7章及び第 8章における検討結果は得たが、特にリモート署名提供者に求め

る保証レベルや、署名鍵の設置方法や保護管理については、さらなる検討事項が少なくな

いことから、今後も引き続き調査を行い、我が国におけるリモート署名のあるべき姿につ

いて検討を行うこととなった。 

本事業で検討したリモート署名は、すでに欧州や米国において広く利用されているサー

ビスであり、電子証明書及び電子署名の利用を拡大するものである。また、我が国におい

ても 2016年からマイナンバーカードの利活用が進み、2017年にはマイナポータルにおいて

官民が連携し、各種の申請や手続きが電子化されることで国民にとっても電子証明書及び

電子署名がより身近に利用できる環境が整う。さらに、昨今の電子契約については、利便

性が高く、安全なサービスが求められるため、本事業で検討したリモート署名は、この電

子契約の促進に資するものであり、より安全な社会経済の更なる発展に向けて大きく貢献

するものと考える。 
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附属.2. 海外調査（インタビューを含む） 
 図表 6-11の詳細として、利用者確認及び順守している法律・規則を以下に示す。 

 対象企業 

DocuSign CudaSign ProSales Adobe RightSignature 

利用者確

認 

コード（SMS・電子メールな

どで送付）、電話認証 60、使

用者のみ回答できる質問 61、

第 3者発行の電子証明、SNS

へのサインイン情報、現在地

の GPS情報など 62 

パスワード及び、SMSなどで

送付されたコードを用いる

2段階認証  など（電子メ

ールアドレス、IPアドレス、

タイムスタンプなども、記録

される。） 

コード（SMS・電子メールな

どで送付）、PKI証明書、Eid2

（スウェーデンの電子 ID）、

などを利用した 2段階認証 

など 

電子メール、パスワード、生

体認証、第三者機関によるウ

ェブ ID、秘密の質問による

認証 など 

電子メール認証、IPアドレ

ス、生体認証、カメラでの認

証 など 

順守して

い る 法

律・規制 

＜米国＞ ESIGN、UETA、FDA、

FTC、FHA、IRS、FINRA 

＜欧州＞ 英国 Electronic 

Communication Act、EU電子

署名指令（1999/93）63 

＜米国＞ ESIGN、UETA、

HIPAA64 

＜米国＞ ESIGN 

＜欧州＞ EU電子署名指令

（1999/93）、eIDAS、スウェ

ーデン E-Identification 

Board及び National 

Procurement Services承

認 65 

＜米国＞ ESIGN、UETA 

＜欧州＞ 英国 Electronic 

Communications Act、EU 

eIDAS 

＊このほか、全先進国の電子

署名関連法に順守している

としている。66 

＜米国＞ ESIGN、UETA、HIPAA 

＜欧州＞ EU電子署名指令

（1999/93） 

なお、略称表記となっている米国の規制については 6.1を参照。

                                                   
60 利用者が指定された番号に電話をかけ、氏名・コードを入力するもの。 
61 リサーチデータベース会社 LexusNexisと提携し、あらかじめ利用者が設定するものではない個人情報を聞くもの。 Knowledge-based authentication  

参照：http://www.lexisnexis.com/risk/products/knowledge-based-authentication.aspx 
62 https://www.docusign.com/features-and-benefits/features 
63 https://www.docusign.com/how-it-works/legality 
64 https://university.cudasign.com/wp-content/uploads/2016/01/CUDASign-Legality-of-Electronic-Signatures-07132015.pdf 
65 https://www.comfact.com/Product/LegalAndSecurity/ 
66 http://e-signatures.com.au/wp-content/uploads/2014/09/EchoSign-LegalCompliance-FAQ.pdf 

http://www.lexisnexis.com/risk/products/knowledge-based-authentication.aspx
https://www.docusign.com/features-and-benefits/features
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1 Adobe に対するインタビュー調査結果 
 
Adobe Approved Trust Listの技術要件（Technical Requirements Version 1.4）につい

て、Adobe のデジタル署名部、クラウド文書担当シニアマネージャーより、以下の回答を得

ている。 

 

質問 1 

 技術要件第 6 条では、「鍵ペアは、HSM のように、FIPS140-2 のレベル 3 を満たす方

法で生成・保管すること」とされているが、現在 HSM 以外の方法で鍵ペアを生成・

保管する AATLメンバーはいるのか。 

 

回答 1 

 現在、そうしたメンバーはいない。全ての AATL メンバーが、FIPS を満たす HSM に

よって鍵ペアが生成・保管されている認証を提出する必要がある。Adobe は、メン

バーの CP/CPS文書や監査証明書を通してこれを監視している。 

 しかし、気を付けて頂きたいのは、第 6 条は AATL のメンバー候補が、AATL への登

録審査のために Adobe に対して提出する、候補自身の認証について述べたものであ

り、AATL メンバーが署名サービスを提供するエンドユーザーの認証について述べた

ものではないことである。 

 エンドユーザーの認証に関する要件は、第 11.2条 67に記載されており、エンドユー

ザーの認証も何等かのハードウェアでサポートされていることを要求しているが、

これはスマートカードや USBトークンも含み、必ずしも HSMでなくても良い。 

 

質問 2 

 技術要件第 20条で言及のある、遠隔の署名者のための新しいモデルについて、Adobe

が認める「強力な認証方式（strong authentication methods）」には、どのような

例があるか。複数の認証プロセス（多要素認証）を持つことで十分と言えるか。 

 

回答 2 

                                                   
67 第 11条原文 

「11. All intermediate and end entity certificates under the Member’s Supplied Certificate must be compliant 

with items 6-9 above, with the exceptions that requirements for end-entity certificates are reduced to: 

 11.1. Key length of 1024-bit up to July 1, 2013, then 2048-bit key lengths or ECC P256 must be issued 

11.2. Hardware certified to FIPS 140-2 Level 2; Common Criteria, ISO 15408, Protection Profile: CWA 14169; 

or Certification as a Secure Signature Creation Device (SSCD) from an EU government entity. 

If only some of the certificates are compliant with these items, then the Member must be able to differentiate 

those certificates through either the submission to Adobe of specific intermediate CAs (ICAs) or Policy OID 

values.」 
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 Adobeが認証した典型的な認証プロセスには、以下が含まれる。 

 

• 以下の方法で届けられるワンタイムパスワード（OTP） 

o ソフトウェア―携帯アプリなど 

o ハードウェア―キーフォブなど 

o 携帯電話へのメール（SMS） 

• バイオメトリック認証 

• 携帯通話トランケ―ション（Mobile call truncation） 

 

 基本的には、ここでの条件を満たす方法は、別々の独立した手段を用いた、複数の

認証プロセスを持つことである（例：ウェブサイトでのユーザーネーム及びパスワ

ードの入力と携帯アプリを用いたワンタイムパスワードなど）。 

 

質問 3 

 AATLは、現在では脆弱であるとされる初歩的な認証プロトコル（特定の暗号アルゴ

リズム等も含む）を排除することはあるか。例えば、シングル DES や SSL 1.0 がこ

れに含まれる。もし、そうであれば、排除されるプロトコルの一覧はあるか。 

 

回答 3 

 AATL プログラムは、必然的に Adobe の Acrobat ソフトウェア群との関連性が強い。

これらのソフトウェアは、ISO32000 標準に定められた、PDF ベースのデジタル署名

を用いている。これには、公開鍵に基づくデジタル署名しか含まれず、DESや SSL 1.0

とは無関係である。 

 AATLの技術要件には、必要とされるアルゴリズム 68や最低限求められる鍵の長さ 69

を指定しており、長年信頼できるようなデジタル署名を保証することを目指してい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
68 第 9条参照。2013年 7月 1日以降は、SHA-2と同等のもののみ認めるとしている。 

「Supplied Certificate key sizes should be at least RSA 2048-bit or ECC P256. Hash algorithm should be at least 

equivalent to SHA-1 or the SHA-2 family (256/384/512) up to July 1, 2013, then SHA-2 only.」 
69 先述の第 9条を参照。2013年 7月 1日以降、2,048-bit以上か ECC P256を要求している。 
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2 産業別の動向 
 

2.1 不動産業 
＜ReMax Signature Properties＞70 

米ノースカロライナ州シャーロット市に本拠地を置く中小規模の不動産業者。コロラド

州デンバー市に本社を置き、国際展開する大手不動業者、ReMax71のフランチャイジーであ

る。シャーロット市は、Bank of America を始めとする複数の大手金融機関が本社や拠点を

構える米国有数の金融中心地であり、これら金融機関の人事異動を理由に、州外からの人

の出入が激しい。 

 

このため、Signature Properties も、州外に住む遠隔の顧客と契約書のやりとりするこ

とが多い。従来は、郵便あるいはファクシミリを使っていたが、時に時差のある遠隔の顧

客とのやりとりは時間がかかり、ファクシミリを使ったやりとりには情報漏えいや署名の

劣化といったリスクが伴った。早期かつ正確に社員の異動を完了したいと考える企業顧客

のニーズに答えるため、DocuSign の電子署名サービスを導入することで、スピーディで信

頼できる契約成立を実現している。 

 

中間サービスの可能性 ① 

上記の例におけるエンドユーザーである、Signature Properties は、DocuSignの電子署

名サービスの利用を開始する前から、顧客への書類の送付には不動産業者向け書類管理ツ

ールを提供する企業 zipLogix72のソフトウェアを用いていた。ZipLogixが DocuSignと提携

していたことが、電子署名サービス利用開始のきっかけとなっている。ユーザーは、

ZipLogixのアカウントで作成・保存した書類を、ZipLogixのアカウントから直接 DocuSign

の共有フォルダへ送り、関係者と共有して署名を求めることができる 73。 

 

2.2 IT 企業 
自らが最新の IT 技術を用いたサービスを提供する企業は、電子署名などの新規サービス

のアーリーアダプター（初期採用者）にもなりやすいといえる。DocuSign は以下の 2 社を

紹介している。 

 

＜Salesforce＞74 

                                                   
70 http://www.signatureprops.com/; 

https://www.docusign.com/customers/remax-signature-properties 
71 http://www.remax.com/ 
72 本社、ミシガン州 Fraser。Real Estate Business Services 社と、全米不動産仲介業者協会（National 

Association of Realtors）の合弁企業。 https://www.zipform.com/company/background.asp 
73 https://www.zipform.com/docusign/index.asp; https://www.docusign.com/dsre/ 
74 https://www.salesforce.com/; https://www.docusign.com/customers/salesforcecom 

http://www.signatureprops.com/
https://www.docusign.com/customers/remax-signature-properties
http://www.remax.com/
https://www.zipform.com/company/background.asp
https://www.zipform.com/docusign/index.asp
https://www.docusign.com/dsre/
https://www.salesforce.com/
https://www.docusign.com/customers/salesforcecom
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顧客情報管理のオンラインツールを提供する大手企業、Salesforce は、新規の企業顧客

との契約プロセスを短縮する手段を模索していた。そこで、電子署名を利用することで時

間短縮を図ることが検討されたが、それに加え、自社サービスもオンラインで提供してい

ることに着目し、新規アカウント設置のプロセスに契約への署名手続きも統合することと

なった。 

 

具体的には、Salesforceによる見積もりが顧客に承認された時点で、Salesforceから契

約書が送付され、顧客が DocuSignを通して電子署名した時点で、署名者の認証や契約書の

内容が自動的に確認され、基準を満たしている場合に、自動的に Salesforce アカウントの

新規設置手続きが始まる仕組みとなっている。 

 

＜LinkedIn＞75 

LinkedIn が提供するプロフェッショナルな関係作りを目的とした SNS は、求職者の職探

しや、企業による求人のためのツールとして、大いに活用されている。特に後者の目的で

は、企業顧客に対して、膨大なユーザーの履歴書情報から、ニーズに合う人材を特定する

サービスを提供している。 

 

当初、LinkedIn は社内で企業顧客との契約書を管理しており、電子署名も活用していた

が、その管理はセールス部門の各社員に任されていた。このため、契約書と署名者情報が

マッチできない状態で管理されており、請求プロセスに時間がかかるといった問題が発生

した。そこで、LikedIn は、DocuSign の電子署名サービスの利用を開始し、顧客情報と契

約書の電子署名に関するデータを整理して管理して、請求プロセスにかかる稼働時間を大

幅に短縮することに成功した。 

 

中間サービスの可能性 ② 

上記の例のエンドユーザー、LinkedIn は、先述の Salesforce の顧客情報管理ツールと

DocuSignの電子署名サービスを統合した形で導入している。具体的には、Salesforceのア

カウントに入力された顧客情報から、自動的に DocuSignのフォーマットで作られた契約書

を、顧客に PDF ファイルとして直接送付できる。この際、LinkedInの社員は、DocuSignの

アカウントにサインインする必要はない。このことで、契約書のフォーマットや記入項目

が統一され、不完全な契約書に署名するようなトラブルも減った。 

 

この Salesforce のツールと DocuSign のサービスを統合したシステムは、Drawloop 

Technologies76という企業が提供している。Drawloop では、以前から、Salesforce 及び顧

                                                   
75 https://www.linkedin.com/; https://www.docusign.com/customers/linkedin 
76 http://www.drawloop.com/ 

https://www.linkedin.com/
https://www.docusign.com/customers/linkedin
http://www.drawloop.com/
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客企業独自のデータベースに入力された情報から、見積や提案書などを自動的に作成する

ソリューションを提供してきた。署名を必要とする契約書などの書類の作成では、DocuSign

と提携することで、更に効率的で信頼できる書類作成を実現している 77。 

 

2.3 製造業（技術系企業） 
前述の DocuSign関係者のコメントでは、設計図などへの署名に対する基準が厳しいとさ

れた技術系企業だが、事例が全くないわけではない。Adobe 及び Comfactが、自社のウェブ

サイトにて、以下 2社の自動車メーカーの事例を挙げている。 

 

• Jaguar Land Rover78―社内書類（人事契約、設計図など）の電子化 

• Kia Motors America79―全米各地の販売事業者（ディーラー）との契約の電子化 

• Volvo Transport AB80 

 

2.4 政府機関 
本調査の対象企業では、特に Comfact が、政府機関を得意とする顧客の所属産業として

挙げた。自社のセキュリティ対策が強固であることを、政府機関が Comfact を好んで利用

する理由の一つとしても述べた 81。Comfactがインタビューおよび自社ウェブサイトで例に

挙げている顧客の例は以下の通り 82。 

 

• スウェーデン政府省庁 

o 税務局（Tax Authority） 

o 企業登録局（Companies Registration Office） 

o 年金局（Pension Agency） 

o 不動産局（Agency For Real Property） 

o 交通局（Transport Administration） 

• 地方自治体 

o ノルウェー、Fredrikstad市 

• 国際機関 

o Bank of International Settlements 

• 欧州連合 

o European Central Bank 

o 欧州委員会、Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG 

ECFIN) 

o 欧州委員会、Eurostat 

 

                                                   
77 https://www.docusign.com/customers/drawloop-technologies 
78 https://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/customer-success/pdfs/jaguar-land-rover-case-study.pdf 
79 https://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/customer-success/pdfs/kia-motors-america-case-study.pdf 
80 https://www.comfact.com/Home/Customers 
81 2016年 3月 17日に Comfactの CEO、Anders Törnqvist氏にインタビュー結果による。 
82 https://www.comfact.com/Home/Customers 

https://www.docusign.com/customers/drawloop-technologies
https://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/customer-success/pdfs/jaguar-land-rover-case-study.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/customer-success/pdfs/kia-motors-america-case-study.pdf
https://www.comfact.com/Home/Customers
https://www.comfact.com/Home/Customers
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2.5 セールス 
＜DuPont Crop Protection＞83 

米国有数の化学企業、DuPont の農薬部門。各種農薬を穀物・農作物生産者や林業者に納

入している。同社のセールス部門は、DocuSign の電子署名サービスを導入することで、以

下の課題を解決している。 

 

• 紙面の契約プロセス（郵送・署名など）管理の社員の稼働を軽減しセールスライフ

サイクルを短縮 

• 契約プロセスの信頼性を高め、契約書の即時公開を可能にして、政府規制への順守

を強化 

• 電子署名のオプションを与えることで、顧客の満足度を向上 

 

中間サービスの可能性 ③ 

上記の例のエンドユーザー、DuPont Crop Protection は、以前から顧客管理ツールの大手

提供企業、Salesforce の顧客関係管理（CRM）ソフトウェア 84を利用していた。DocuSign

では、利用者の多い既存の CRM ツールと容易に統合できる電子署名サービスを提供するこ

とで、シームレスなサービス導入を実現している。 

なお、Salesforceは、自らも、DocuSignの顧客である（前述）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
83 http://www.dupont.com/products-and-services/crop-protection.html; 

https://www.docusign.com/customers/dupont 
84 https://www.salesforce.com/crm/ 

http://www.dupont.com/products-and-services/crop-protection.html
https://www.docusign.com/customers/dupont
https://www.salesforce.com/crm/
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附属.3. 関連する ST・PP 

 
3 国内の関連 ST 
 
認証番

号 
ＴＯＥ種別 セキュリティ機能要件/TOE セ

キュリティ機能 
TOE の名称

/TOE のバージ

ョン 

認証年月日   

C0135 IT 製品

(PKI) 
・データ保護機能 
・データ改ざんチェック機能 
・識別･認証機能 
・監査機能  

証明書検証サー

バ  
03-00  

2007/12/26 EAL2 

C0028 IT 製品(認
証局機能) 

・申請書認証機能 
・操作者認証機能 
・申請者アクセス制御機能 
・運用支援機能 
・履歴管理機能 

Trust-CANP 
V8.0i 

2005/7/7 EAL2 

 

 

3.1 C0028 
 
3.1.1 C0028 の前提条件・脅威 

 

図表 3-1  C0028の前提条件・脅威 

前提条件・脅威 

SO.AUDIT_DATA TOEは、ログファイルに対して改ざんまたは削除を検出することが可能で

なければならない。 

A.PHYSICAL_PROTECT TOEが動作するために必要なハードウェアは、入退管理されている場所に

設置され、直接的な物理攻撃から保護されているものとする。また、サ

ーバおよび HSMは施錠可能なサーバラックに配置し、直接的な操作から

保護されているものとする。 

A.HSM HSMにてセキュアに管理される CAの秘密鍵は、ハードウェアの直接的な

物理攻撃によって暴露、改ざんされないものとする。 

A.IC_CARD 正当な操作者が所有する ICカードは、所有者が正当であることを確認で

きる情報を提供するものとする。 

A.FIREWALL CAサーバとセキュアルーム外との通信は、SSLもしくは TLS以外の通信

を排除でき、DOS攻撃からも保護されているものとする。 

A.NETWORK CAサーバと CAO端末間の通信路の情報は、改ざんの無いものとする。 

A.OPERATOR 操作者は、信頼されるものであり、ガイダンス文書に従って CAの運用を

行い、・自己の所有する ICカードを他人に使わせない・操作の途中、認

められた操作者以外の者に CAO端末を操作させないものとする。 
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A.ADMIN CA管理者は、細心の注意を払って CAの運用を行い、誤った操作を行わな

いという点でも信頼できるものとする。 

P.MANAGEMENT TOEを管理する組織の責任者は、予め組織内部セキュリティポリシーを決

定し、実施すること。 

P.RA_TRUST TOEを管理する組織の責任者は、CAと同等のセキュリティポリシーを実

施している RAを登録すること。 

P.PASSWORD TOEを管理する組織の責任者及び CA管理者は、CAに関するパスワードの

安全性を保てるように、パスワードの運用規則を定め、実施すること。 

 

 

3.1.2 C0028 の非機能要件（運用・環境情報） 

 

図表 3-2  C0028 の非機能要件（運用・環境情報） 

対策方針（セキュリティ機能以外） 

P.AUDIT_DATA 
TOEの生成するログは、改ざんや消去の検出が可能な状態で記録されなけれ

ばならない。 

SOE.PHYSICAL_PROTECT 

TOEが動作するハードウェアは、TOEを管理する組織の責任者によって入退管

理が可能な安全な場所に設置、管理されなければならない。また、サーバお

よび HSMは施錠可能なサーバラックに配置し、直接的な操作から保護されな

ければならない。 

SOE.HSM 
CAの秘密鍵は、FIPS140-2レベル 3相当の HSMによって保護されなければな

らない。 

SOE.IC_CARD 
ICカードは、PINによって操作者が所有することを確認後、正当である証拠

を提供しなければならない。 

SOE.FIREWALL 

CAサーバとセキュアルーム外との通信は、すべてファイアウォールサーバを

通して行わなければならない。そのファイアウォールサーバには、SSL及び

TLS以外の通信を排除し、DOS攻撃からも保護されるよう設定されなければな

らない。 

SOE.NETWORK CAサーバと CAO端末間の通信は SSLを用いなければならない。 

SOE.OPERATOR 

TOEを管理する組織の責任者は、操作者に信頼される人を選定し、ガイダン

ス文書に従うことを周知しなければならない。操作者は、自己の所有する IC

カードの紛失、ICカードの PINの漏洩に注意し、操作の途中、認められた操

作者以外の者に CAO端末を操作させないようにしなければならない。 

SOE.ADMIN 

TOEを管理する組織の責任者は、細心の注意を払って CAの運用を行い、誤っ

た操作を行わないという点でも信頼できる CA管理者を選定しなければなら

ない。 
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SOE.MANAGEMENT 

TOEを管理する組織の責任者は、組織内部セキュリティポリシーを作成し、

そのポリシーに基づいたガイダンス文書を作成する。その上で CA管理者、CA

操作者、監査人を適切に指導しポリシーを実施させ、RAを登録する際もポリ

シーに従わなければならない。 

SOE.PASSWORD 

TOEを管理する組織の責任者及び CA管理者はパスワードの安全性を保てるよ

うに、TOEの運用に関連するパスワードの運用規則を定め、実施しなければ

ならない。 

 

3.2 C0035 
 

3.2.1 C0135 の前提条件・脅威 

 

前提条件・脅威 

A.CVS_MACHINE(CVSマシンの設

置) 

CVSマシン、ファイアウォール及び HSMはシステム管理者のみが入退出でき

るエリアに設置される。 

A.OPERATOR(人的資源) 
システム管理者及び CVS操作員は、TOEのセキュリティに対する不正及び秘

密情報の漏洩を行わない。 

A.CVS_R_ACCESS(CVSマシンへ

のリモートアクセス) 
CVSマシン上の OSへのリモートからのログインはできない。 

A.CVS_NETWORK(CVSマシンのネ

ットワーク設定) 

DMZセグメント及び内部セグメントとインターネットそれぞれとの間は、目

的としたもの以外のアクセスを全て拒否する。 

A.CLIENT(利用者側クライアン

トプログラムの設置) 

一般利用者は、証明書検証結果署名を検証できる利用者側クライアントプロ

グラムを設置する。 

A.ADMIN_SSL(CVS操作員証明書

の使用) 

SSLクライアント認証の場合、CVS操作員が管理端末から TOEにアクセスす

るための CVS操作員証明書は、CVS操作員のみが使用できる。 

T.MAN_IN_THE_MIDDLE(中間者

攻撃) 

インターネット上の悪意者が、ネットワーク上で TOEの証明書検証結果応答

を取得し、改ざんして一般利用者へ送信することによって、一般利用者が、

不正な証明書検証結果応答を受信するかもしれない。等 

T.UNAUTH_ACCESS(不正なアク

セス) 

不正な利用者が、管理端末マシン上の OSから TOEにアクセスし、保護対象

資産を改ざんするか、あるいは削除することで、正当な証明書検証結果応答

の送信を行うことができなくなるかもしれない。 
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3.2.2 C0135 の非機能要件（セキュリティ機能以外） 

 

対策方針（セキュリティ機能以外） 

OM.SETTING(設置規定) 
CVSマシン、HSM及びファイアウォールは、セキュリティエリア内

に設置しなければならない。 

OM.S_AREA_CONTROL(セキュリティエリア

の入退室制限) 

セキュリティエリアは、システム管理者のみ入室できるよう入退室

管理を行い、不正な物理的アクセスから保護しなければならない。 

OM.OPERATOR(人的資源に関する規定) 

CVSを運用する組織の長は、システム管理者及び CVS操作員に対し

て TOEのセキュリティに関する教育を十分に実施し、保護対象資産

への不正な操作、及び、自身が保持する秘密情報の漏洩を行うこと

のない信頼できる人物を配置する。 

OM.R_LOGIN(CVSマシンへのリモートログ

イン) 

CVSマシン上の OSにより提供されるリモートログインのためのサ

ービスである、Rlogin、Telnet、SSH、Rsh、FTPを全て停止した状

態で稼動する。 

OM.CONNECT(接続規定) 
DMZセグメントは、ファイアウォールを介してインターネットに接

続しなければならない。等 

OM.CLIENT(利用者側クライアントプログ

ラムの設置規定) 

CVSを運用する組織は、一般利用者に対し、証明書検証結果署名を

検証できる利用者側クライアントプログラムの設置を指導する。 

OM.ADMIN_SSL(CVS操作員証明書・CVS操作

員秘密鍵の提供に関する規定) 

システム管理者は、CVS操作員証明書及び CVS操作員秘密鍵を、CVS

操作員にのみ提供する。CVS操作員は、以下の条件を満たす PINを

CVS操作員秘密鍵に付与して、CVS操作員証明書とともに管理端末

に登録する。 

OE.HSM(HSMによる暗号操作) 
CVS秘密鍵の生成・破棄等の処理については、IT環境として提供さ

れる HSMが TOEからの指示によって実現する。 

OE.CLIENT(利用者側クライアントプログ

ラムによる証明書検証結果応答の検証) 

証明書検証結果署名の検証処理については、IT環境として提供さ

れる利用者側クライアントプログラムによって実現する。 

OE.ADMIN_MACHINE(管理端末マシン上の OS

による CVS操作員秘密鍵の管理) 

CVS操作員認証に SSLクライアント認証を利用する場合、以下の処

理についてはIT環境として提供される管理端末マシン上のOSによ

って実現する。 

OE.HTTPD_BASIC(Apacheのベーシック認証

による識別･認証) 

CVS操作員認証にベーシック認証を利用する場合、Apacheは、設定

された「CVS操作員が管理端末から TOEをアクセスするために必要

な CVS操作員のユーザ ID・パスワード」を用いて、Apache上で、

CVS操作員が管理端末から TOEをアクセスする場合の CVS操作員の

識別･認証を実現する。 
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4 海外の関連 PP 
 
 

図表 4-1  海外の Protection Profile 

 

Tech Type    Profile Name CC 
Ver.    

Short Name Sponsor    Approval 
Date 

Certificate 
Authority 

Protection Profile for 
Certification Authorities 
Version 1.0 

3.1 PP_CA_v1.0 NSA 2014/5/16 

Enterprise 
Security 
Management 

Enterprise Security 
Management - Identity and 
Credential Management 
Version 2.1 

3.1 PP_ESM_ICM_V2.1 NSA 2013/11/21 

 
 
 
4.1 米国 NIAP の CA-PP 
 
4.1.1 NIAP の CA-PP の脅威とセキュリティ機能 

 

Threat（脅威） Objective（セキュリティ機能） 

T.PRIVILEGED_USER_ERROR 

O.TOE_ADMINISTRATION 

O.AUDIT_PROTECTION 

O.AUDIT_LOSS_RESPONSE 

O.SESSION_LOCK 

T.UNDETECTED_ACTIONS 

O.SYSTEM_MONITORING 

O.AUDIT_PROTECTION 

O.AUDIT_LOSS_RESPONSE 
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4.1.2 NIAP の CA-PP のセキュリティ機能 

 

セキュリティ機能 内容 

O.RECOVERY 

The TOE will have the capability to store and recover to a previous 

state at the direction of the administrator (e.g., provide support 

for archival and recovery capabilities). 

TOE は、管理者の指示により以前の状態を保持し、回復する（例えば、

アーカイブおよびリカバリ機能のサポート）。 

O.AUDIT_LOSS_RESPONSE 

The TOE will respond to possible loss of audit records when audit 

trail storage is full or nearly full by restricting auditable events. 

TOE は、監査証跡の保存量が上限に達するまたは監査可能なイベント

の制限量に達するときに、監査レコードの損失を通知する。 

O.AUDIT_PROTECTION 

The TOE will protect audit records against unauthorized access, 

modification, or deletion to ensure accountability of user actions. 

TOE は、ユーザアクションの説明責任を確保するため監査レコードを

不正アクセス、変更、削除から保護する。 

 
 

4.1.3 NIAP の CA-PP の脅威 

 

脅威 内容 

T.PRIVILEGED_USER_ERROR 

A privileged user or non-person entity(NPE) improperly 

exercises or adversely affects the TOE, resulting in unauthorized 

services, ineffective security mechanisms, or unintended 

circumvention of security mechanisms. 

特権ユーザまたは非人物の実体（NPE）の不適切な行使または許可さ

れていないサービス、無効セキュリティ機構、またはセキュリティ機

構の意図しない回避の結果、TOE に影響を与える。 

T.UNDETECTED_ACTIONS 

Remote users or external IT entities may take actions that 

adversely affect the security of the TOE. 

リモートユーザまたは外部 IT エンティティの行為によって、TOE の

セキュリティに影響を与える。 

 



91 

 

 
4.1.4 NIAP の CA-PP の前提条件と対策方針 

 

前提条件・脅威 対策方針 

A.ENROLLMENT ― クレデンシャル情報の割り当ての

前に、利用者の識別情報を確認する定義された登録プロ

セスが存在すること。 

OE.ENROLLMENT ― 運用環境は、クレデンシャ

ル情報の割り当ての前に、利用者の識別情報を確

認する定義された登録プロセスを提供すること。 

T.INSUFFATR ― 割付管理者が TOE を利用して権限付

与とアクセス制御を利用できるほど十分に詳細な認証情

報、クレデンシャル情報、及び属性を定義できず、不当

なアクティビティを許したり正当なアクティビティを禁

止したりするような他の ESM 製品のふるまいが引き起

こされてしまうおそれが ある。 

O.IDENT ― TOE は 割付管理者へ、詳細な識別

情報とクレデン シャル情報属性を定義できる能

力を提供すること。  

T.RAWCRED ― 悪意のある利用者が、他の利用者にな

りすますためにリプレイされるおそれのあるクレデンシ

ャル情報を取得するために、保存されたクレデンシャル

情報データへ直接アクセスしようとするおそれがある。  

O.PROTCRED ― TOE は、保存されたクレデンシ

ャル情報を保護できること。  

T.WEAKIA ― 悪意のある利用者が、認証クレデンシャ

ル情報の力ずくの推定により TSF から不法に認証される

おそれがある。  

O.ROBUST ― TOE は、認証中に攻撃者が本物の

利用者になりすます能力を低減するメカニズムを

提供すること。  

OE.ROBUST ― 運用環境は、認証中に攻撃者が本

物の利用者になりすます能力を低減するメカニズ

ムを提供すること。  
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4.2 米国の ID とクレデンシャル情報管理 PP 
 

4.2.1 ID とクレデンシャル情報管理 PP の前提条件と対策方針 

 

前提条件・脅威 対策方針 

A.ENROLLMENT ― クレデンシャル情報の

割り当ての前に、利用者の識別情報を確認する

定義された登録プロセスが存在すること。 

OE.ENROLLMENT ― 運用環境は、クレデンシャル情

報の割り当ての前に、利用者の識別情報を確認する定義

された登録プロセスを提供すること。 

T.INSUFFATR ― 割付管理者が TOE を利用

して権限付与とアクセス制御を利用できるほ

ど十分に詳細な認証情報、クレデンシャル情

報、及び属性を定義できず、不当なアクティビ

ティを許したり正当なアクティビティを禁止

したりするような他の ESM 製品のふるまいが

引き起こされてしまうおそれが ある。 

O.IDENT ― TOE は 割付管理者へ、詳細な識別情報と

クレデン シャル情報属性を定義できる能力を提供する

こと。  

T.RAWCRED ― 悪意のある利用者が、他の利

用者になりすますためにリプレイされるおそ

れのあるクレデンシャル情報を取得するため

に、保存されたクレデンシャル情報データへ直

接アクセスしようとするおそれがある。  

O.PROTCRED ― TOE は、保存されたクレデンシャル

情報を保護できること。  

T.WEAKIA ― 悪意のある利用者が、認証クレ

デンシャル情報の力ずくの推定により TSF か

ら不法に認証されるおそれがある。  

O.ROBUST ― TOE は、認証中に攻撃者が本物の利用

者になりすます能力を低減するメカニズムを提供する

こと。  

OE.ROBUST ― 運用環境は、認証中に攻撃者が本物の

利用者になりすます能力を低減するメカニズムを提供

すること。  
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