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 調査の目的  1

本事業は、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1」という。）における普及促進策等に係る検討課題について、平成２７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、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検討を実

施したものである。 

本年度の事業では、リモート署名について、ビジネスユース等も考えながらニーズ等を

調査し、高いニーズの認められた安全基準等に求められる大枠の要素を検討した。昨年度

研究会の成果2を踏まえ、具体的な安全基準等を検討し、平成２８年度の電子署名法研究会

（以下「本年度研究会」という。）に報告し、安全基準等に求められる要件等について議論

を行った。 

なお、本検討については、リモート署名3を電子署名制度に導入する場合に求められる安

全基準等（以下「安全基準等」という。）も含めて検討した。 

  

                                                   
1 電子署名法は、安全かつ信頼性のある電子商取引を促進するため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。 
2 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mono_info_service.html 
3 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。昨年度の研究会の「サーバ署名」と同じである。 
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 用語定義 2

本報告書の用語定義は以下のとおりである。 

表 2-1 用語定義 

用語・略語 定義 

CSR Certificate Signing Request、電子証明書を発行する際の元とな

るデータ。CSR には電子証明書の発行要求者の公開鍵が含まれ

ており、その公開鍵に発行者の署名を付与して電子証明書を発行

する。データ形式として、PKCS#10 などがある。 

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。 

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） 

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） 

SAP Signature Application、SCMを用いて電子署名を生成するアプ

リケーション。（日本国内のリモート署名を検討するために新た

に定義したアプリケーションである） 

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） 

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

されている） 
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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） 

SCM Signature Creation Module、電子署名を生成するモジュール。

（日本国内のリモート署名を検討するために新たに定義したモ

ジュールである） 

SCM-C SCM内に格納している署名鍵を活性化するクレデンシャル。 

SCM-CV SCM内に格納している署名鍵を活性化するクレデンシャルを検

証する情報。 

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） 

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） 

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。 

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） 

検証局（VA） Verification Authority、電子証明書の有効性の確認を行う機関。

または、失効リストを管理する機関。本書では、電子署名の有効

性を確認する機関を意味する。 

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。 

署名鍵 ID 署名鍵の識別子。 

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。 

電子証明書 利用者の公開鍵が本人に帰属していることを証明するために認

証局が発行する電子的な証明書。公開鍵証明書ともいう。 
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登録局（RA） Registration Authority、署名者の本人確認を行い、IA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

（RS-C） 

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利用者証明用証明書、ID/パスワード、ワンタ

イムパスワードなど）リモート署名（RS）の利用者認証に用い

るクレデンシャルについては RS-Cと表記する。 

認証クレデンシャル

検証情報（RS-CV） 

リモート署名（RS）の利用者認証に用いるクレデンシャルを検

証する情報。 

認証クレデンシャル

発行機関（CSP） 

Credential Service Provider、認証クレデンシャルを発行する機

関。（例えば、JPKI利用者証明用証明書やマイナンバーカード

内の利用者証明用電子証明書、認証局が発行する利用者証明用電

子証明書等がある。また、オンラインサービスの利用申請を受付

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

ス提供者などを含む。サービス提供形態によっては認証局とは異

なる事業体もありえる） 

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。 

リモート署名事業者

（RS） 

Remote Signature Service Provider、利用者の署名鍵を設置・

保管するサーバとそのサーバ上で利用者の指示に基づき、電子署

名を行う機能を提供する者 

リモート署名サーバ リモート署名事業者が管理するサーバであり、利用者の署名鍵を

保管し、リモート署名を実施する。 

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）。 

利用者 ID 利用者の識別子。 

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。 

リライングパーティ

（RP） 

Relying Party、署名の受領者（署名受領者）。 
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 実施概要 3

本事業では、昨年度検討結果により示された、リモート署名の実施のための問題点に関

する情報収集及び調査を行い、本年度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 3-1に本事業概要を示す。 

本調査報告書では、電子署名法研究会として電子署名法とリモート署名の関連性の整理

を 4 章に報告する。さらに、リモート署名の検討結果を 5 章に、電子署名法研究会の概要

を 6 章に、本事業のまとめを 7 章に、それぞれ報告する。なお、実施期間は、平成 28 年

10月から平成 29年 3月である。 

 

 

図 3-1 本事業概要 
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 電子署名法との関係性の整理 4

 概要 4.1

電子署名法及び電子署名法施行規則においては、認定認証事業者が署名鍵を発行（利用

者が署名鍵を作成する場合並びに作成及び管理をするための設備及び環境についての取扱

いも含む。）する際の本人性の確認並びに署名鍵の発行、本人への送付及び本人へ送付後の

破棄が定められている。昨年度の検討では、電子署名・認証ガイドラインが定義した認証

フレームワーク（登録、発行・管理、トークン、認証プロセス、署名等プロセス）を用い

て、電子署名法が定めている範囲を検討した。この検討結果を図 4-1に示す。 

この検討結果によれば、電子署名法は、認証フレームワークの中で、登録及び発行・管

理に該当する箇所について、特定認証事業者が認定を受ける場合の要件となる規定を設け

ているが、その他のトークンや認証プロセス、署名等プロセスについて具体的な対策を定

めた規定を設けていない。また、リモート署名において重要とされる署名鍵の安全な管理

や利用シーンに関しても、その取扱いを規定していない。そのため、電子署名法に設けら

れている規定がリモート署名においてどのように関係するかについて整理を行った。 

 

 

図 4-1 検討内容及び報告書の範囲 

リモート署名では、利用者の署名鍵をリモート署名事業者（RS）が保管し、利用者の署

名指示に基づき署名する。電子署名法における規定が、リモート署名において、どのよう

に関係するかについて、整理するため、5 章の図 5-2 に示したローカル署名のモデルとリ

モート署名のモデルの保有情報の違いを踏まえ、図 4-2 にリモート署名で考慮すべき要件

を示した。 

図 4-2 では、電子署名法（認定認証業務含む）がカバーする範囲と定める要件を赤枠で

示す。さらに、リモート署名の場合は、それらに加えて考慮すべき範囲を青枠で示す。 
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図 4-2ローカル署名モデルとリモート署名モデルの比較 1（要件） 

 

 電子署名法における規定との関係 4.2

図 4-2 の整理に鑑みれば、電子署名法に基づく認定認証業務との関係においては、認証

局（CA）が利用者に署名鍵を発行する際の手続が認定に係る要件を満たすものであるかど

うかが問題となる。 

また、電子署名の法的効力との関係においては、リモート署名による電子署名が、本人

による署名ということができるかという点が問題となる。 

すなわち、電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われている場

合の法的効力について規定する電子署名法第３条並びに認証事業者が署名鍵を作成する場

合及び利用者が署名鍵を作成する場合における基準について規定している電子署名法施行

規則第６条第３号及び第３号の２との関係に係る整理が必要となる。 

 

表 4-1電子署名法 第３条 

第３条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作成し

たものを除く。）は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名（こ

れ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。）が行われているときは、真正に成立したものと推

定する。 
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表 4-2電子署名法施行規則 第６条 

第６条  

三 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、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。 

三の二 利用者署名符号を利用者が作成する場合において、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、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。 

 

 電子署名法第３条との関係 4.3

 電子署名法第３条との関係における整理 4.3.1

電子署名法は、図 4-1 に示したとおり、リモート署名では重要となるトークン、認証プ

ロセス及び署名等プロセス等の署名鍵の安全な管理・利用シーンにおける対策について具

体的な規定を設けていない。 

すなわち、電子署名法は、第４条以降、特定認証業務の認定を取得する場合の要件や指

定調査機関に関する規定が設けられているにとどまり、政省令以下を含めても、利用者に

交付された後の署名鍵の管理を含めた電子署名に係る取扱いについての規定は設けられて

おらず、原則として認証局が署名鍵を利用者に交付するまでに限って規定を設けている。 

このことからすれば、認証局が署名鍵を発行した後のリモート署名における署名鍵の安

全な管理・利用シーンについては、電子署名法が直接的に対象とする範囲の外にあるもの

と考えられ、その内容について電子署名法との関係を整理することは困難といわざるを得

ない。 

そして、電子署名法第３条との関係についていえば、ローカル署名においても電子署名

法第３条がいう「本人による電子署名」とは何かを明らかにしていないことに鑑みれば、

リモート署名の普及が見込まれる現時点において、今後どのような形でリモート署名が実

施されるか想定することは難しく、現時点のリモート署名として想定されるものを前提と

して電子署名法第３条の「本人による電子署名」がされているかの整理することは、今後

のリモート署名の利活用を阻害するおそれもあり適当でないと考える。 
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 本調査検討における検討方針 4.3.2

上記のとおり、本調査検討において電子署名法第３条の「本人による電子署名」がされ

ているかの整理は行わない。 

他方、リモート署名サービスが安心して行われるためには、リモート署名による電子署

名がローカル署名によるものと同程度に信頼性が確保されたものであるといえるために確

保すべき最低限の基準を明らかにしておくことが妥当であるものと考える。 

そのため、本調査検討においては、電子署名法第３条に関わらず、一般的に本人による

電子署名がされているといえるだけの技術的基準について整理することとする。 

 

 ローカル署名との相違点 4.3.3

ローカル署名のモデルでは、図 4-2 の(1)に示したとおり、利用申込みに当たっては、認

証局において本人確認を行った上、本人限定受取郵便で郵送を行うなどの方法により、安

全かつ確実に利用者に署名鍵の交付を行っている（電子署名法施行規則第６条第３号）。そ

のため、署名鍵を利用者本人が安全に保管していると考えられ、本人以外が署名鍵を利用

することは通常は考えられないことから、当該署名鍵を用いた電子署名は、本人の意思に

より行われたものとして取り扱われる可能性が高いものといえる。 

他方、リモート署名のモデルでは、リモート署名事業者が利用者の署名鍵を保管してい

ることから、本人以外が署名鍵を利用できないとはいえず、利用者の署名鍵によって署名

がされていたとしても、本人の意思により署名したとは直ちには言い難いこととなる。 

 

 基準 4.3.4

上記のとおり、ローカル署名における取扱いも踏まえて考えれば、一般的に本人による

電子署名がされているというためには、署名鍵の適正な管理が行われていることが求めら

れる。 

すなわち、利用者による RS への署名要求において、安全な通信が確保されるとともに、

利用者本人が安全に保管していることが前提となる署名鍵を活性化するクレデンシャル

（SCM-C）によって署名鍵を活性化し、当該署名鍵によって署名されたことを担保するシ

ステムを構築して、利用者本人の署名意思に基づき電子署名が行われることが少なくとも

求められる。このような適正な管理ができていなければ、利用者が本人による署名ではな

いとして、電子署名の真正な成立が否認されるおそれがあるものと思われる。 

また、署名鍵の適正な管理を行っていること及び利用者本人の署名意思に基づき電子署

名が行われることを示すため、RSには、利用者からの署名要求があったことを記録してお

くことが求められる。記録する内容としては、利用者からの署名指示があったことについ

ては最低限必要であるが、SCM-Cによって署名鍵が活性化され、署名を行ったことに係る

一連の処理のログを記録しておくことが求められる。さらに、利用シーンについては、電

子署名法の適用範囲外ではあるものの、リモート署名サービスにおいて安全な電子署名の
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実施を行うことが可能となるよう、当該基準を含めて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及び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

にするという観点を検討し、5章にて検討を行った結果を記載する。リモート署名に関係す

るプレイヤは、5章に記載したセキュリティ要件等を基に対策を検討する必要がある。 

 

 電子署名法施行規則第６条第３号及び第３号の２との関係 4.4

 電子署名法施行規則第６条第３号及び第３号の２との関係における整4.4.1

理 

認定認証業務において、利用申込みに係る署名鍵又は検証鍵の受け渡しに際し、RSが介

在する場合は、電子署名法施行規則第６条第３号及び第３号の２を満たすことが明らかと

はいえない場合も考えられる。 

 利用申込みに係る署名鍵の受け渡し方法として、具体的には、図 4-3に示すとおり、CA

が利用者の署名鍵を作成し、RSに送付する場合の電子署名法施行規則第６条第３号との整

理、CAが利用者の検証鍵を受領する場合の電子署名法施行規則第６条第３号の２との整理

が必要である。 

 

図 4-3電子署名法の整理概要 

 

(1) 利用者作成の署名鍵送付：利用者が作成した署名鍵を RSに預託する場合 
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(2) 利用者作成の検証鍵の送付を受けた認証局から RSへの電子証明書の送付：利用者が作

成した署名鍵に対応する検証鍵をもとに、利用者が証明書署名要求を CA に送付し、

RSが CAから電子証明書を受け取り RSに預託する場合 

(3) RS作成の署名鍵送付：利用者が RSの環境において作成した署名鍵を RSに預託する場

合 

(4) RS作成の検証鍵の送付を受けた認証局から RSへの電子証明書の送付：利用者が RSの

環境において作成した署名鍵に対応する検証鍵をもとに、RS が証明書署名要求を CA

に送付し、RSが CAから電子証明書を受け取り RSに預託する場合 

(5) CA 作成の署名鍵送付：利用者の委託のもと CA が作成した署名鍵を RS に直接預託さ

れる場合 

(6) CA 作成の検証鍵送付：利用者の委託のもと CA が作成した署名鍵に対応する検証鍵と

電子証明書を RSに直接預託される場合 

 

これらの処理のなかで、以下の 3点を整理する必要がある。 

整理 1：認証局作成の署名鍵送付（図中(5)）については、利用者の委託を受けて、利用者

以外の第三者に署名鍵を直接預託する行為が電子署名法施行規則第６条第３号の

規定する「利用者」に渡すものといえるか 

整理 2：利用者作成の検証鍵送付（図中 (4)）については、利用者の委託を受けて、利用者

以外の第三者に利用者識別符号を送付することが電子署名法施行規則第６条第３

号の２の規定する「当該利用者」に渡すものといえるか 

整理 3：RS作成の署名鍵作成（図中(4)）については、整理 2とともに、利用者の委託を受

けて、利用者以外の第三者が作成した署名鍵が電子署名法施行規則第６条第３号

の２の規定する「利用者が作成する場合」といえるか 

 

なお、上記以外については、署名鍵の適正な管理という観点からは問題となり得るが、

電子署名法施行規則第６条第３号及び第３号の２との関係では問題とならない。 

すなわち、利用者作成の署名鍵送付（図中(1)）では署名鍵は利用者が作成し、RSに送信

するため CA は署名鍵を送受信しない。利用者作成の検証鍵の送付（図中(2)）では認証局

が利用者から受信した検証鍵から生成した電子証明書の送付に係る規定はなく、電子署名

法上問題は生じない。RS 作成の署名鍵送付（図中(3)）では署名鍵は RS の環境で作成し、

保管するため CA は署名鍵を送受信しない。また、認証局作成の検証鍵送付（図中(6)）で

は CAが署名鍵を作成した場合の検証鍵の送付に係る規定はなく、電子署名法上問題は生じ

ない。 

 

 整理 1（認証局作成の署名鍵送付） 4.4.2

 電子署名法施行規則第６条第３号は、CAが作成した署名鍵を利用者に交付する場合につ
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いては、「利用者」に対して署名鍵を渡すことを求めている。 

 同号は、電子署名法第６条第１項第３号の委任を受け、証明全体の信頼が損なわれるこ

とのないよう、特定認証業務の認定要件となる業務の方法を規定したものである。 

 同号における「利用者」に RSが含まれるかは文言上明らかではないが、RSが利用者と

同視し得る程度のものであれば、証明全体の信頼が損なわれるものとはいえず、同号の「利

用者」に該当すると評価し得るものと考える。 

すなわち、RSが署名鍵を受け取る場合には、利用者の意思に基づいてのみ署名鍵の行使

がされるような環境において受領しているなどにより、「利用者」と同視し得るようなもの

であることが求められる。 

 

 整理 2（RSへの利用者識別符号の送付）  4.4.3

 電子署名法施行規則第６条第３号の２は、利用者が作成した署名鍵に対応する検証鍵を

CA が受信する場合については、「利用者」に対して当該利用者の識別に用いるまでの間、

当該利用者以外に知り得ない利用者識別符号を渡すことを求めている。 

 同号は、電子署名法第６条第１項第３号の委任を受け、証明全体の信頼が損なわれるこ

とのないよう、特定認証業務の認定要件となる業務の方法を規定したものである。 

 同号における「利用者」に RSが含まれるかは文言上明らかではないが、RSが利用者と

同視し得る程度のものであれば、証明全体の信頼が損なわれるものとはいえず、同号の「利

用者」に該当すると評価し得るものと考える。 

すなわち、RSが利用者識別符号を受け取る場合には、利用者の意思により、利用者以外

に署名鍵の行使及び利用者が作成した署名鍵に対応する検証鍵を装って別の署名鍵に対応

する検証鍵の送付ができないような環境において受領しているなどにより、「利用者」と同

視し得るようなものであることが求められる。 

また、同号の文言は、「当該利用者」として、署名鍵を作成した者と利用者識別符号を受

け取る者が同一であることを求めているが、この点も同様に、上記に示した RSと「利用者」

が同視しうるようなものであることが求められると考える。 

 

 整理 3（RS作成の署名鍵）  4.4.4

 電子署名法施行規則第６条第３号の２は、利用者が署名鍵を作成する場合には当該署名

鍵が「利用者が作成する場合」であることを求めている。 

 同号は、電子署名法施行規則第６条第３号と同様、電子署名法施行規則電子署名法第６

条第１項第３号の委任を受け、証明全体の信頼が損なわれることのないよう、特定認証事

業者の認定要件となる業務の方法を規定したものである。 

 同号における「利用者が作成する場合」に RSの環境において作成する場合が含まれるか

は文言上明らかではないが、署名鍵の作成に関し RSの環境において作成されたものが利用

者において作成したものと同視し得る程度のものであれば、証明全体の信頼が損なわれる
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ものとはいえず、同号の「利用者が作成する場合」に該当すると評価し得るものと考える。 

すなわち、RSの環境において署名鍵を作成する場合には、利用者の意思に基づいてのみ

作成及び行使がされるような環境において署名鍵が作成されているなどにより、「利用者が

作成する場合」と同視し得るようなものであることが求められる。 

署名鍵は RSから移動することはなく、利用者と RSとの関係でのみ完結するものである

とともに、CA において署名鍵の作成について確認する場合は実質的に生じないことから、

問題として表面化することは少ないとも思われるが、その取扱いについては、慎重に行う

ことが望ましい。 

 

 本研究会における検討方針 4.4.5

上記検討のとおり、署名鍵を利用者が取得する状況として、複数の形態が想定されるが、

一定の条件を満たすものであれば、いずれも電子署名法施行規則第６条第３号又は第３号

の２に適合するものであるといえる。 

これらの具体的な要件については、5章において検討する。 

 

 結論 4.5

上記の検討を踏まえて、5章において、電子署名法に関わらず一般的に本人による電子署

名がされているというために求められる基準及び電子署名法施行規則第６条第３号及び第

３号の２に適合するかも含めた技術的基準を検討する。 

なお、リモート署名事業者においては、リモート署名サービスの実施に当たって、リモ

ート署名利用者の実行した電子署名にリスクが生じるものであることを認識した上でその

事業を行うべきであり、必要に応じて、損害賠償請求等に対応するためリスク移転策を検

討する等の対応を行うことが望ましい。 
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 リモート署名の検討 5

本調査検討で扱うリモート署名の定義を表 5-1 に示す。また、リモート署名の検討結果

として、5.1 節にリモート署名のプレイヤを、5.2 節にリモート署名のライフサイクルと処

理フェーズを、5.3 節に各フェーズにおけるプレイヤの役割を、5.4 節にプレイヤの検討モ

デルを、5.5節にリモート署名の構成の検討を報告する。 

 

表 5-1リモート署名の定義 

リモート署名とは、一般にリモート署名事業者のサーバに利用者の署名鍵を設置・保管

し、利用者の指示に基づきリモート署名サーバ上で自ら（利用者）の署名鍵で電子署名

を行うことをいう。 

 

 リモート署名のプレイヤ 5.1

リモート署名に関するプレイヤは、リモート署名事業者、利用者、クレデンシャル発行

者、認証事業者、署名受領者である。リモート署名に関するプレイヤの概要を表 5-2 に示

す。 

 

表 5-2リモート署名のプレイヤ 

プレイヤ 役割 

リモート署名事業者 

（Remote Signature Service 

Provider（RS）） 

利用者の署名鍵を設置・保管するサーバとそのサーバ上で利用者

の指示に基づき、電子署名を行う機能を提供する者 

利用者（署名者、User） リモート署名サービスを利用して署名を行う者（署名者） 

クレデンシャル発行者

（Credential Service Provider

（CSP）） 

リモート署名事業者のサーバを利用するための認証クレデンシャ

ルを発行する者 

認証事業者 

（Certification Authority（CA）） 
利用者の署名鍵に紐づく電子証明書を発行する機関 

署名受領者 

（Relying Party（RP）） 
署名の受領者 

 

 

 従来のローカル署名とリモート署名のプレイヤの違い 5.1.1

 

 従来の利用者（署名者）の環境で署名を行うモデルとリモート署名のモデルの違いを図 

5-1 に示す。従来のローカルで署名を行うモデル（図 5-1 の(1)）とリモート署名のモデル

（図 5-1 の(2)）を対比すると、リモート署名の場合はリモート署名事業者（RS）と、RS

と利用者を紐付けるクレデンシャル発行者の 2つのプレイヤが追加となる。 
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図 5-1 ローカル署名モデルとリモート署名モデルの比較 2（プレイヤ） 

 

なお、検証局（VA）は、電子署名の基本構成として抽象的に記載したプレイヤであり、実

際の事例では利用者が利用者環境で検証する場合や電子契約における当事者である署名受

領者（RP）の環境で検証する場合など様々な場合が存在する。 

 

 

 従来のローカル署名とリモート署名の保有情報の違い 5.1.2

 

 従来のローカル署名のモデルとリモート署名のモデルによる保有情報の違いを図 5-2 に

示す。従来のローカルで署名を行うモデル（図 5-2 の(1)）では、利用者が署名鍵と署名鍵

を活性化する署名鍵のクレデンシャル（SCM-C）及び公開鍵証明書を保有する。一方、リ

モート署名のモデル（図 5-2 の(2)）では、利用者は署名鍵のクレデンシャルと公開鍵証明

書及びリモート署名（RS）のサービスを利用するためのサービス IDとサービス IDに対応

する認証クレデンシャル（RS-C）を保有する。さらに、RS は、署名サービスを提供する

正当な利用者であるかを認証するために利用者の認証情報（認証クレデンシャル検証情報

（RS-CV））と認証情報に対応した利用者の署名鍵を保有する。 
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図 5-2 ローカル署名モデルとリモート署名モデルの比較 3（保有情報） 
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 リモート署名のライフサイクルと処理フェーズ 5.2

 

 リモート署名のライフサイクル 5.2.1

 

リモート署名のライフサイクルは、登録フェーズ、署名フェーズ、署名検証フェーズ、

利用停止で構成される。リモート署名のライフサイクル図 5-3に示す。 

登録フェーズは、リモート署名を利用するために必要となる利用者の各種の登録手続等

を行うフェーズである。利用者の本人性を確認し署名鍵ペアを発行すること及び署名鍵の

設置又は保管を行う。また、リモート署名を利用するための認証クレデンシャルの発行や

登録などの手続を行う。 

なお、利用者の署名鍵を設置、保管するサーバは、リモート署名を実施するためにリモ

ート署名事業者が管理するサーバ（以下「リモート署名サーバ」という。）であり、5.5 節

に詳細を示す。リモート署名サーバに設置、保管する署名鍵は、登録時に新規に生成する

場合と予め生成した署名鍵をリモート署名サーバに登録（インポート）する場合がある。

また、認証クレデンシャルも同様に、登録時に新規に発行する場合と予め発行した認証ク

レデンシャルをリモート署名で利用する場合もある。 

 

 

図 5-3 リモート署名のライフサイクル 

  

署名フェーズは、利用者の指示に基づき、リモート署名サーバ上で利用者が自らの署名

鍵を使って電子署名を行うフェーズである。利用者がリモート署名を行うためには、リモ

ート署名をサービスとして利用するための認可などの手続、登録フェーズにおいて登録し

た利用者本人であることの認証、署名対象データのアップロード、リモート署名サーバ上

に設置又は保管している署名鍵の活性化、署名対象データへの電子署名の実施により構成

される。 

署名検証フェーズは、署名データを検証するフェーズである。利用者が指定した署名検

証者による署名検証の実施などの手続により構成される。 

利用停止フェーズは、リモート署名に登録していた各種の利用者情報を破棄し、リモー

ト署名の利用を停止するフェーズである。利用者の指示に基づき、リモート署名サーバ上

に保管されている利用者の署名鍵等の安全な破棄などの手続により構成される。 
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 リモート署名の処理フェーズ 5.2.2

 

リモート署名の処理フェーズを図 5-4 に示す。緑線は利用者の登録を行う登録フェーズ

であり、青線はリモート署名を行う署名フェーズ、橙線は署名検証を行う検証フェーズで

ある。 

登録フェーズにおいてローカル署名のモデルでは、(a) 署名鍵生成・IC カード等への格

納、(b) 公開鍵証明書発行・登録を行うが、リモート署名のモデルでは、(a) 利用者認証用

クレデンシャルの発行、(b) RSサービス利用のためのアカウント開設、(c) 署名鍵生成・登

録（インポート）、(d) 公開鍵証明書発行・登録を行う。ローカル署名のモデルの(a) 署名鍵

生成・ICカード等への格納は、リモート署名のモデルの(c) 署名鍵生成・登録に対応し、(b) 

公開鍵証明書発行・登録は(d) 公開鍵証明書発行・登録に対応する。 

 

 

図 5-4ローカル署名モデルとリモート署名モデルの比較 4（処理フェーズ） 

 

 署名フェーズにおいてローカル署名のモデルでは、(a) 対象情報と署名鍵を選択、(b) 署

名生成（結果の検証）を行うが、リモート署名のモデルでは、(a) RSサービス利用申請（ロ

グイン）、(b) 対象情報を送付し署名指示（鍵を指定）、(c) RSで署名生成（ログ取得）、(d) 署

名結果の返却（User による検証）を行う。ローカル署名のモデルの(a) 対象情報と署名鍵

を選択は、リモート署名のモデルの(b) 対象情報を送付し署名指示に対応し、(b) 署名生成

は(d) 署名結果の返却に対応する。 

ローカル署名のモデルとリモート署名のモデルのフェーズ間での違いを図 5-5 にフロー
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図で示す。登録フェーズにおいてローカル署名のモデルでは、①鍵ペア生成、②証明書発

行を行うが、リモート署名のモデルでは、リモート署名を利用するために、①クレデンシ

ャル発行、②RS利用登録を行い、③鍵ペア生成した後に④証明書発行を行う。 

 

 

図 5-5ローカル署名モデルとリモート署名モデルの比較 5（処理フロー） 

 

署名フェーズにおいてローカル署名のモデルでは、③対象選択、④署名生成を行うが、

リモート署名のモデルでは、リモート署名を利用するために、⑤RSログインした後に、⑥

署名要求として署名対象データをリモート署名事業者に送信し、リモート署名事業者が⑦

署名生成する。最後にリモート署名事業者は利用者に対して⑧署名返却を行う。なお、署

名検証フェーズは、ローカル署名のモデルとリモート署名のモデルとも処理は同じである。 
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 各フェーズにおけるプレイヤの役割 5.3

 

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

ト署名に関係するプレイヤの役割の詳細を表 5-3 に示したプレイヤごとに検討した結果を

報告する。 

 

(1) リモート署名事業者 

リモート署名事業者は、利用者の署名鍵を設置・保管するサーバとそのサーバ上で利用

者の指示に基づき、電子署名を行う機能を提供する者である。そのためリモート署名利用

者の各種の本人確認し登録を行い、利用時にリモート署名利用者の認証及び署名指示を受

け付けリモート署名を処理する役割を担う。以下に主な役割を示す。 

 

表 5-3リモート署名事業者の役割（概要） 

ライフサイクル 内容 

登録時 登録  安全な経路で利用者登録が申請されたことの確認及び本人確認を行

う 

 安全な経路で認証クレデンシャル検証情報（RS-CV）を受信したこと

の確認及び本人確認を行う 

 安全な経路で署名鍵を受信したことの確認及び本人確認を行う 

利用時 保管  RS-CVを適切に管理する（他者に漏らさない） 

 署名鍵を適切に管理する（他者に漏らさない） 

 利用者情報と鍵情報の紐付けを適切に管理する（他者に漏らさない） 

 SCM、SAPなどの設定や設備環境を正しく管理する 

認証  安全な経路で RS-Cを受信したことの確認及び本人確認を行う 

署名  安全な経路で署名対象データ及び署名が指示されたことを確認する 

 安全な経路で SCM-Cを受信したことを確認する 

 CRYPTREC 暗号リストに記載されたアルゴリズム、鍵長等で署名す

る 

 署名結果を利用者に伝える 

利用停止 削除  安全な経路で削除要求を受信したことの確認及び本人確認を行う 

 RS-CVを適切に削除する 

 署名鍵を適切に削除する 

 利用者情報と鍵情報の紐付けを適切に削除する 

その他 その他 

（契約期間内） 

 利用者からの依頼に応じてログを提供、照会する。 
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(2) リモート署名利用者 

リモート署名利用者は、リモート署名サービスを利用して署名を行う者であり、リモー

ト署名事業者やクレデンシャル発行者及び認証事業者に本人確認や登録を依頼し、自らが

意図した署名対象データをリモート署名事業者に送信し、リモート署名を指示する役割を

担う。また、リモート署名の実施については、リモート署名利用者が自らの鍵ペアを生成

する場合も想定される。以下に主な役割を示す。 

 

表 5-4リモート署名利用者の役割（概要） 

ライフサイクル 内容 

登録時 リモート署名の利用登録  RSに対して正しい本人情報を安全な経路で送信し、利用者登

録の申請を行う 

認証クレデンシャルの登

録 

 CSPに対して正しい本人情報を安全な経路で送信し、クレデ

ンシャル発行依頼を行う 

 CSP から受信した初期認証クレデンシャル（初期 RS-C）を

変更する 

署名鍵の登録 
（鍵ペア生成を依頼する場合） 

 鍵ペア生成者に対して正しい本人情報を安全な経路で送信

し、鍵ペア生成依頼を行う 

 鍵ペア生成者から受信した初期署名鍵活性化クレデンシャル

（初期 SCM-C）を変更する 

署名鍵の登録 
（鍵ペアを自ら生成する場合） 

 CRYPTREC 暗号リストに記載されたアルゴリズム、鍵長等

で鍵ペアを生成する 

CSRを送信する場合  CA に対して正しい本人情報で確認を行い、安全な経路で

CSRを送信する 

利用時 保管  RS-Cを適切に管理する（他者に漏らさない） 

 SCM-Cを適切に管理する（他者に漏らさない） 

認証  RS-Cを安全な通信路で RSに送信する 

署名  SCM-Cを安全な通信路で RSに送信する 

 意図した署名対象データを確認し、署名指示する 

 意図した署名結果が得られたか確認する 

利用停止 消去  RSに対して正しい本人情報を安全な経路で送信し、利用者削

除の申請を行う 

 CSPに対して正しい本人情報を安全な経路で送信し、クレデ

ンシャル失効依頼を行う 

 CAに対して正しい本人情報を安全な経路で送信し、失効要求

を行う 
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(3) クレデンシャル発行者 

クレデンシャル発行者は、リモート署名事業者のサーバを利用するための認証クレデン

シャルを発行する者であり、リモート署名利用者の本人確認し登録を行い、クレデンシャ

ルを発行する役割を担う。以下に主な役割を示す。 

なお、5.4のプレイヤの検討モデルに示すとおり、クレデンシャルの発行を他の機関（リ

モート署名事業者や認証事業者等）が実施する場合は、クレデンシャルを発行する機関が

以下の役割を担う必要がある。 

 

表 5-5クレデンシャル発行者の役割（概要） 

ライフサイクル 内容 

登録 クレデンシャル発行（本

人確認、登録） 

 安全な経路で発行が依頼されたことの確認及び本人確認

を行う 

 本人情報を登録する 

クレデンシャル発行（生

成※1） 

 CRYPTREC暗号リストに記載されたアルゴリズム、鍵長

等で鍵ペアを生成する 

クレデンシャル発行（送

付※1） 

 初期認証クレデンシャル（初期 RS-C）を安全な経路で本

人のみに送付する 

 認証クレデンシャル検証情報（RS-CV）を安全な経路で

RSに送付する 

 送付後、安全に破棄する 

利用 利用時（保管※1）  ルートの鍵（ルート証明書）を適切に管理する 

利用停止 削除（本人確認、削除）  安全な経路で削除が要求されたことの確認及び本人確認

を行う 

 認証クレデンシャル及び関連情報を適切に削除する 

 リポジトリからクレデンシャルに関する情報を削除する

（リポジトリを管理する場合） 

その他 その他（契約期間内）  利用者及び RS からの依頼に応じてログを提供、照会す

る。 

※1 上記は電子証明書の例であり、ID/パスワードや OpenID、SAMLの場合は異なる。 

 

(4) 認証事業者 

認証事業者は、利用者の署名鍵に紐づく電子証明書を発行する機関であり、リモート署

名の実施については利用者の鍵ペアを認証事業者が担う場合も想定される。以下に主な役

割を示す。 

 

表 5-6認証事業者の役割（概要） 

ライフサイクル 内容 

登録時 CSR（本人・内容確認、

署名、送信） 

 安全な経路で CSR を受信したことの確認及びその内容

や本人確認を行う 

 CRYPTREC暗号リストに記載されたアルゴリズム、鍵

長等で署名する 

 安全な経路で証明書を送信する 

鍵ペア生成する場合（本

人確認、登録） 

 安全な経路で鍵ペア生成が依頼されたことの確認及び

本人確認を行う 

 本人情報を登録する 

鍵ペア生成する場合（生  CRYPTREC暗号リストに記載されたアルゴリズム、鍵
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成） 長等で鍵ペアを生成する 

鍵ペア生成する場合（送

付） 

 署名鍵および証明書のペアを安全な経路で本人（または

依頼者）に送付する 

 SCM-C を安全な経路で本人（または依頼者）に送付す

る 

 送付後、安全に破棄する 

利用時 利用時（保管）  ルートの鍵を適切に管理する 

利用停止 失効（本人確認、失効、

失効リポジトリ登録） 

 安全な経路で失効要求を受信したことの確認及び本人

確認を行う 

 遅滞なく失効する 

 失効情報をリポジトリ登録する 

 

(5) リライングパーティ 

リライングパーティは、署名の受領者であり、署名検証を行う。以下に主な役割を示す。 

 

表 5-7リライングパーティの役割（概要） 

ライフサイクル 内容 

利用時（署名検証）  受領した署名付き電子データの完全性、可用性の検証を行う。 

 利用者電子証明書の有効性確認を行い、署名者と署名付き電子デー

タの紐付けを行う。 
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 プレイヤの検討モデル 5.4

 

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

ト署名のモデルを検討した。実際のリモート署名を提供するサービスを想定し、検討モデ

ルを検討した。リモート署名は、前述したプレイヤが連携し提供する場合と、複数のプレ

イヤを一組織や事業者が兼ねて提供する場合がある。以下にプレイヤの関係について検討

したモデルを図 5-6に示す。 

 

図 5-6 リモート署名の検討モデル 

 

(1) 三者別パターン 

三者別パターン（図 5-6の①）は、認証局（CA）とクレデンシャル発行者（CSP）とリ

モート署名事業者（RS）が別の事業者であり、各々プレイヤが相互に連携してリモート署

名を提供するパターンである。CA、CSP、RS が異なる事業者であるため、検討モデルに

おいて基本となるパターンである。 

 

(2) CSPと RS同一パターン 

CSPと RS同一パターン（図 5-6の②）は、CSPと RSが同じ事業者で、CAと連携し

てリモート署名を提供するパターンである。CSPと RSが同じ事業者であるため、リモー

ト署名利用者がリモート署名サービスの登録申請（例えば、本人確認書類の提出）などを

ワンストップで処理できる等の利点がある。また、リモート署名の利用用途である電子契
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約サービス等では、CSPと RS同一パターンが多い。 

 

(3) 三者同一パターン 

三者同一パターン（図 5-6の③）は、CAと CSPと RSが同じ事業者でリモート署名を

提供するパターンである。CAと CSP及び RSが同じ事業者であるため、リモート署名利

用者がリモート署名サービスの登録申請から署名鍵ペアの生成までをワンストップで処理

できる等の利点がある。一方で、登録申請から署名鍵ペアの生成までを行えるため、事業

者内で不正行為やミスが発生した場合に、利用者が意図していない署名鍵ペアの生成が行

われるおそれもあるため、CAを行う組織（または部門）と RSを行う組織（または部門）

との独立性や事業主体としてのガバナンス等が求められる。 

 

(4) CAと CSP同一パターン 

CAと CSP同一パターン（図 5-6の④）は、CAと CSPが同じ事業者で RSと連携して

リモート署名を提供するパターンである。CA と CSPが同じ事業者であるため、リモート

署名に利用する署名鍵ペアの生成とクレデンシャル発行の本人確認を一度で済ませること

ができる等の利点がある。なお、リモート署名に利用する署名鍵ペア生成時の本人性の確

認とクレデンシャル発行時の本人性の確認の度合いが同一である場合も異なる場合も考え

られるが、詳細については、附録 A-1登録フェーズに記載している。 

 

(5) CAと RS同一パターン 

CAと RS同一パターン（図 5-6の⑤）は、CAと RSが同じ事業者であり、CSPと連携

してリモート署名を提供するパターンである。三者同一パターンで例として示した内容と

同様に、CAと RSが同じ事業者であるため、リモート署名利用者がリモート署名サービス

の登録申請から署名鍵ペアの生成までをワンストップで処理できる等の利点がある反面、

CAを行う組織（または部門）と RSを行う組織（または部門）との独立性や事業主体とし

てのガバナンス等が求められる。 

 

(6) 利用者と RS同一パターン 

利用者と RS同一パターン（図 5-6の⑥）は、利用者と RSが同じ事業者であり、CAや

CSPと連携してリモート署名を提供するパターンである。  
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 リモート署名の構成の検討 5.5

 

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

ト署名の構成の詳細を検討した。リモート署名は、署名生成を行う署名値生成モジュール

（SCM、モジュールはソフトウェアで構成する場合とハードウェアで構成する場合がある）、

署名値生成モジュールを用いて署名を行う署名アプリケーション（SAP）で構成される。 

署名アプリケーションは、利用者認証機能、利用者情報管理機能、利用者情報 DB、Hash

値生成機能、署名鍵活性化機能、署名フォーマット構築機能、証明書署名/発行要求機能、

署名鍵登録機能、署名検証機能、署名生成ログ機能で構成される。 

署名値生成モジュールは、鍵ペア生成機能、署名機能、署名鍵管理機能、署名鍵バック

アップ機能、署名鍵 DB で構成される。図 5-7、にリモート署名の構成概要を、表 5-8 に

署名アプリケーション（SAP）機能概要を、表 5-9に署名値生成モジュール（SCM）機能

概要を示す。 

 

図 5-7 リモート署名の構成概要 

 

なお、図 5-7 の署名値生成モジュール及び署名アプリケーションは、リモート署名を行

ううえで必要と考えられる機能を表した論理的な構成図であり、他の機能と署名生成ログ

機能を別のコンポーネントで実現するなど、各機能を分割して構成することやリモート署

名の事業形態や提供するサービスや機能に合わせて図 5-7 に記載した機能を取捨選択する

ことも考えられる。 
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表 5-8署名アプリケーション（SAP）機能概要 

機能名 機能概要 

利用者認証機能 リモート署名の正規利用者であるかを確認するため、利用者の認

証を行い、認証結果を出力する。 

利用者情報管理機能 利用者 ID 等の利用者認証情報と署名鍵 ID を管理し、利用者 ID

と署名鍵 IDを格納している利用者情報 DB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。 

利用者情報 DB 利用者 IDに対応した鍵 IDやその他の利用者情報を蓄積する。 

Hash値生成機能 利用者から得た署名対象データを入力とし、Hash値を生成し、署

名値生成モジュール（SCM）に出力する。利用者から署名対象デ

ータのHash値を得た場合は、Hash値を変更せず、そのまま SCM

に出力する。なお、Hash値生成機能は、SCM内にあっても良い。 

署名鍵活性化機能 SCMクレデンシャル（SCM-C）と SCMクレデンシャル検証情報

（SCM-CV）の整合性を検証。検証結果が正しい場合、署名鍵を

活性化し、署名機能へ送付する。 

署名フォーマット構築機能 署名対象データと SCM で生成した署名値を入力とし署名フォー

マットを出力する。 

証明書署名/発行要求機能 電子証明書の発行と要求（CSR）を行う。 

署名鍵登録機能 署名値生成モジュール（SCM）以外で生成した署名鍵を登録（イ

ンポート）する。 

署名検証機能 署名フォーマット構築機能で作成した署名及びその他の署名を検

証し、結果を出力する。 

署名生成ログ機能 署名生成や検証に関する一連の処理及び署名鍵のライフサイクル

に関するログ収集する。 

 

表 5-9署名値生成モジュール（SCM）機能概要 

機能名 機能概要 

鍵ペア生成機能 署名鍵、検証鍵の鍵ペアを生成する。 

署名機能 入力されたデータ（データの Hash 値）に対して、利用者の指定

した署名鍵で署名値を出力する。 

署名鍵管理機能 署名鍵 IDと署名鍵を管理し、署名鍵 DB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。 

署名鍵 DB 鍵 IDと鍵 IDに対応した「署名鍵」と SCM-C 検証情報を蓄積す

る。 
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 登録フェーズ 5.5.1

 

登録フェーズは、リモート署名の利用者（署名者）の登録を行う。概要を図 5-8に示す。

認証クレデンシャル発行機関は、利用者の本人確認を行い認証クレデンシャル情報（RS-C）

を利用者に発行し（図 5-8 の①）、リモート署名事業者に認証クレデンシャル検証情報

（RS-CV）を送信する（図 5-8の②、③）。なお、認証クレデンシャル発行機関は、リモー

ト署名事業者である事例が多い。 

署名鍵の登録については、認証局（CA）が生成した鍵ペアを登録する場合とリモート署

名内の署名値生成モジュール（SCM）で鍵ペアを生成し登録する場合を説明する。CAが生

成した鍵ペアを登録する場合は、CAは利用者の本人確認を行い鍵ペアを生成し、署名鍵を

活性化する SCMクレデンシャル（SCM-C）4を利用者に送信し（図 5-8の③a）、鍵ペア及

び電子証明書、署名鍵を活性化する SCMクレデンシャル検証情報等を署名アプリケーショ

ン（SAP）に送信し（図 5-8の④a）、署名値生成モジュールに登録する。 

 

 

図 5-8 登録フェーズの処理例 

 

SCM で鍵ペアを生成し登録する場合は、SCM 内の鍵ペア生成機能で鍵ペアを生成し、

SCM-Cを利用者に送信する（図 5-8の③b）。また、CAに証明書署名要求（CSR）を行い

（図 5-8の③’）、CAから電子証明書を受信し、登録する（図 5-8の④b）。登録フェーズに

                                                   
4 署名生成モジュール（SCM）内の署名鍵を活性化する PIN等の情報である。 
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おける送受信情報を表 5-10に示す。 

表 5-10登録フェーズにおける送受信情報 

認証クレデンシャルの登録 

① 認証クレデンシャル（RS-C） 

② 認証クレデンシャル検証情報（RS-CV） 

認証局（CA）が生成した鍵ペアを登録する場合 

③a署名鍵を活性化する SCMクレデンシャル（初期）（初期 SCM-C） 

④a 鍵ペア、電子証明書、SCMクレデンシャル検証情報（SCM-CV） 

リモート署名内の署名値生成モジュール（SCM）で鍵ペアを生成し登録する場合 

③’ 証明書署名要求（CSR） 

③a 署名鍵を活性化する SCMクレデンシャル（初期）（初期 SCM-C） 

④b 電子証明書 

 

 署名・検証フェーズ 5.5.2

 

署名フェーズと検証フェーズの処理例を図 5-9に示す。利用者は、署名するために署名

アプリケーション（SAP）に対して認証クレデンシャルを送信し、認証要求を行う（図 5-9

の⑤a）。利用者認証は、SAP 内の利用者認証機能が処理する。利用者認証で認証クレデン

シャル発行機関に検証を依頼する場合は、SAP が認証クレデンシャル機関に認証クレデン

シャル検証を送信する。利用者認証結果が正しい場合、利用者認証機能は、利用者情報管

理機能を介して利用者情報 DB内にある利用者 IDに紐付いた鍵 IDを出力する（図 5-9の

⑥）。利用者は署名指示（図 5-9 の⑦）と署名対象データ（図 5-9 の⑧）を SAP に送信す

る。なお、利用者が複数の署名鍵を所有している場合は、署名指示時に鍵 ID を送信する。

また、利用者が送信した署名指示と署名対象データに対して異なる署名対象データにすり

替えられ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。 
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図 5-9 署名・検証フェーズの処理例 

 

署名対象データは、署名対象データである場合と署名対象データの Hash 値である場合

がある。署名対象データの場合は、Hash値生成機能が署名対象データのHash値を生成し、

鍵 IDとともに署名値生成モジュール（SCM）に出力する（図 5-9の⑨）。また、利用者は

署名鍵を活性化する PIN 等の SCM クレデンシャル（SCM-C）を SCM に対して送信する

（図 5-9の⑩）。 

SCMの署名機能は、電子証明書の有効性検証等を行い、SAPから得た鍵 IDに紐付いた

署名鍵と署名対象データの Hash値、及び利用者から受信した SCM-Cによって署名値を生

成し、SAPに出力する（図 5-9の⑪）。このとき、署名機能は、署名鍵管理機能を介して署

名鍵 DB 内に格納されている署名鍵にアクセスできる。さらに、SAP は署名値から所定の

署名フォーマットを成形し、署名データを生成、出力する（図 5-9の⑫）。 

検証フェーズでは、SAPから得た署名データは署名検証機能でリポジトリと連携し、署

名検証を行い、署名検証結果を出力する（図 5-9の⑫）。 

署名・検証フェーズにおける SAP－利用者間の送受信情報を表 5-11に示す。 
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表 5-11署名・検証フェーズにおける SAP－利用者間の送受信情報 

⑤a 認証要求：認証クレデンシャル（RS-C） 

⑦ 署名指示：利用者が複数の署名鍵を所有している場合は鍵 IDを含む 

⑧ 署名対象データ：署名対象データまたは署名対象データの Hash値 

⑩ 署名鍵を活性化する SCMクレデンシャル（SCM-C） 

⑫ 署名データ 

⑬ 検証結果 

 

 リモート署名の詳細検討 5.6

 

 附録資料について 5.6.1

 

4章でリモート署名を安全に利用するためには、利用者本人しか署名ができないよう署名

鍵が適正に管理され、利用者本人の意思に基づき署名することが求められる。5.1節で示し

たリモート署名のプレイヤや 5.2節及び 5.3節で示した各処理フェーズ、及び 5.4節のプレ

イヤの検討モデルを基に、詳細な検討結果の概要を以下に報告する。 

各フェーズにおいて検討すべき事項を詳細化し、附録 A に付帯した。A-1 登録フェーズ

においては、利用者登録方法の概要を検討するとともに、本人確認をどの程度厳密に実施

すべきか、また認証用のトークンについて検討した結果を A-1-1 に報告している。また、

登録フェーズでは、鍵の管理も重要であるため、鍵の設置や保護対策について検討した結

果を A-1-2に報告している。 

A-2署名フェーズにおいて、利用者認証方法や署名機能及び署名生成ログ機能について検

討した結果を報告している。さらに、A-3署名検証フェーズ及び A-4利用停止フェーズの検

討結果を報告している。また、リモート署名事業者が管理するリモート署名サーバの物理

的環境への対策も重要であるため、附録 B にリモート署名サーバの設置環境及び設備に関

する検討結果を報告している。 

 

 別添資料について 5.6.2

 

附録 A に示した各フェーズのなかでも特に登録フェーズが重要であり、リモート署名の

利用者登録で必要となる詳細を別添として附帯している。登録フェーズでは、リモート署

名の利用者として本人確認を行い、各種の登録を行う。これらの登録において認証クレデ

ンシャルの登録、署名鍵の登録が重要であり、一連の利用者登録において利用者本人では

ない者が詐称し、不正に登録できないような方法が必要である。附録では、別添 1 で初期

発行フェーズの詳細検討を示し、別添 2 で鍵ペア生成から証明書発行の詳細検討、別添 3
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でクレデンシャル発行シーケンス、別添 4で鍵ペア生成から証明書発行シーケンスを示し、

これらのリスク分析を別添 5に示す。 

 

 ガイドライン化に向けた重要検討項目について 5.6.3

 

 本検討において 4 章に示したリモート署名については一定程度の安全性を満たすことが

可能であると考えられる。一方、5.4節に示したとおり、リモート署名に関する各プレイヤ

の関係性や具体的なサービスを想定した場合には、様々な利用が考えられるため、リモー

ト署名の普及については解説書やガイドラインを作成する必要もあり、さらに詳細を検討

する必要がある。以下にガイドライン化に向けた重要検討項目を示す。 

 

(1) 利用者認証と署名鍵活性化の詳細化 

リモート署名で署名を行うためには、リモート署名の利用者認証後に署名対象文書と署

名指示及び署名鍵を活性化するクレデンシャル（SCM-C）が必要である。リモート署名の

具体的なサービスを想定した場合、利用者はリモート署名サービスにログインして署名を

行うが、多量の署名を行う場合に、署名の都度、SCM-Cの入力を行う場合と、一度の SCM-C

の入力で多量の署名を処理する場合があり、これらの詳細化を検討し、必要応じて求めら

れる要件を検討する必要がある。 

 

(2) 署名結果の利用者確認方法の詳細化 

リモート署名では、利用者（署名者）が意図した署名対象文書に正しく署名されたこと

を確認する必要がある。リモート署名の具体的なサービスを想定した場合、正しく処理さ

れた結果のみを表示する場合や、署名を検証した結果を表示する場合、または RSが正しく

処理したことを第三者が署名検証した結果（検証局による検証等）を表示する場合など様々

な方法が考えられる。そのため、これらの確認方法の詳細化を検討し、必要応じて求めら

れる要件を検討する必要がある。 

 

(3) リモート署名でインポートする署名鍵等のリスク分析及び対策 

リモート署名では、署名を行う署名鍵や利用者認証を行う認証クレデンシャルなど多く

の情報をリモート署名のシステム（署名アプリケーションや署名値生成モジュール等）に

インポートする必要がある。今回の検討で想定していない利用ケースにおいてはインポー

トするデータも異なる可能性があり、インポートするデータについてはリスク分析を行い

技術的や運用面での対策を検討する必要がある。 

 

(4) 署名鍵の生成環境の区別 

上記の(1)と同様に、署名鍵の生成環境については利用者環境で生成したものであるか RS
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の環境で生成したものであるかが重要になる。リモート署名の安全に利用するためには、

RS の SCM で鍵ペアを生成したものか否かについて利用者や署名検証者及び第三者から区

別できるような対策も検討する必要がある。また、署名鍵の生成環境の情報や設定を変更

できないようにする必要も考えられるため、これらに求められる要件を具体化し、対応方

法を検討するが必要となると思います。さらに、既存の認定制度や監査制度においても、

これらの情報を監査や認定の対象とし、監査結果や認定結果を公表することも検討する必

要がある。 

 

(5) システムログと監査ログの詳細化 

リモート署名は、電子契約などの利用も想定されている。そのため、今回検討した一般

的なシステムログの他に監査ログ等が必要になることが想定される。そのため、一般的な

署名生成ログと監査ログを分けて詳細なログの内容を検討する必要がある。 

 

(6) リモート署名利用者の本人確認の詳細化 

リモート署名は、利用者の本人確認を行う。今回の検討では、利用者が利用している認

証クレデンシャルの利用も想定したが、クレデンシャル発行機関がどの程度の本人確認や

身元確認を行っているかの詳細は検討していない。実際のリモート署名サービスの実現に

ついては、クレデンシャル発行機関がどの程度の本人確認や身元確認を行っているか。ま

た、保証レベル（Level of Assurance）や Identity Proofing等の観点も含め、本人確認の

詳細化を検討する必要があり、本人確認の厳密性や関連制度を含んだ調査も必要である。 

 

(7) リモート署名に関連する規格や要求仕様及びガイドライン 

欧州の eIDAS等を含め海外ではリモート署名関連の規格が存在し、これらの規格を基に

要求仕様やガイドライン等が検討されている状況である。今回のリモート署名の検討結果

がこれら海外の要求仕様やガイドラインとの関連を整理する必要がある。 

 

(8) リモート署名のポリシーの詳細化 

リモート署名利用者の本人確認の厳密性を含め、リモート署名事業者は、その利用者に

対してサービスレベルやポリシーを明言し、サービス提供することが求められる。これら

リモート署名事業者のポリシーで最低限記載することが求められる内容及び記述の詳細化

を検討する必要がある。 
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 電子署名法研究会の概要 6

 開催概要 6.1

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、特にリモート署名の安全基準等に求められる大枠の

要素等について調査研究を実施した。 

 

第一回 電子署名法研究会 開催概要 

 日  時：平成２８年９月２９日（木）１０：００－１２：００ 

 場  所：経済産業省 経済産業省別館 2F238各省庁共用会議室 

 主な議題１：電子署名法と本研究会で検討するリモート署名との関連 

主な議題２：リモート署名サービスを行う場合に検討すべき基準 

主な議題３：成果物の利用方法 

 

第二回 電子署名法研究会 開催概要 

 日  時：平成２８年１２月２２日（木）１５：００－１７：００ 

 場  所：経済産業省 別館１０１－２ 各省庁共有会議室 

 主な議題：リモート署名検討の全体像について 

  主な議題２：リモート署名検討モデル概要 

  主な議題３：リモート署名検討の論点 

 

第三回 電子署名法研究会 開催概要 

 日  時：平成２９年２月７日（火）１５：００－１７：００ 

 場  所：経済産業省 別館１０４ 各省庁共有会議室 

 主な議題：設備環境について 

  主な議題２：鍵管理機能等について 

  主な議題３：ログ生成機能について 

  

臨時 電子署名法研究会 開催概要 

 日  時：平成２９年３月１４日（火）１５：００－１７：００ 

 場  所：経済産業省 別館１階１１４各省庁共用会議室 

 主な議題：電子署名法との関連整理について 

 主な議題２：リモート署名構成図の修正について 

 主な議題３：リモート署名検討の論点 

 

第一回 エディタWG 開催概要 
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 日  時：平成２８年９月２９日（木）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 

 

臨時 エディタWG 開催概要 

 日  時：平成２８年１０月２５日（火）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 

 

 

第二回 エディタWG 開催概要 

 日  時：平成２８年１１月２２日（火）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 

 

 

臨時 エディタWG 開催概要 

 日  時：平成２８年１２月１２日（月）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 

 

第三回 エディタWG 開催概要 

 日  時：平成２９年１月２０日（金）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 

 

臨時 エディタWG 開催概要 

 日  時：平成２９年２月２０日（月）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 

 

臨時 エディタWG 開催概要 

 日  時：平成２９年３月２４日（金）１６：００－１８：００ 

 場  所：JNSA 一階会議室 

 主な議題：報告書の進捗確認 
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 構成員 6.2

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、◎は電子署名法研究会及びエディタWGの座長である。 

 

表 6-1 署名法研究会構成員 

No 氏名 所属 

1 大澤 昭彦 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

2 袖山 喜久造 SKJ総合税理士事務所  

3 ◎手塚 悟 慶應義塾大学大学院政策 メディア研究科特任教授 

4 長尾 慎一郎 新日本有限責任監査法人 

5 永田 宏輝 三井住友銀行 事務統括部 

6 早貸 淳子 JPCERT コーディネーションセンター 

7 松本 鋭一 株式会社 住宅性能評価センター 

8 松本 泰 セコム株式会社 IS研究所 

9 宮内 宏 五番町法律事務所 弁護士 

10 茗原 秀幸 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 

 

表 6-2 エディタWG構成員 

No 氏名 所属 

1 浅井 孝夫 アドビシステムズ株式会社 

2 新井 聡 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト 

3 牛島 直紀 GMO クラウド株式会社 

4 小川 博久 みずほ情報総研株式会社 

5 小田嶋 昭浩 株式会社帝国データバンク 

6 佐藤 桂史郎 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

7 佐藤 雅史 セコム株式会社 IS研究所 

8 ◎手塚 悟 慶應義塾大学大学院政策 メディア研究科特任教授 

9 中嶋 勝治 セイコーソリューションズ株式会社 

10 中村 克巳 ジャパンネット株式会社 技術部長 

11 西山 晃 セコムトラストシステムズ株式会社 

12 濱口 総志 株式会社コスモス・コーポレイション 

13 舟木 康弘 ジェムアルト株式会社 

14 政本 廣志 NTTアドバンステクノロジ株式会社 

15 南 芳明 株式会社シマンテック 
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No 氏名 所属 

16 宮崎 一哉 三菱電機株式会社 

17 宮地 直人 有限会社ラングエッジ 

18 宮脇 勝哉 日本電子認証株式会社 

19 山神 真吾 タレスジャパン株式会社 

20 山岸 篤弘 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

 

 

  



39 

 

 

 まとめ 7

本事業で検討したリモート署名サービスは、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、各種の申請や手続きが電子化されることが期待される中、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いつつあるといえる。 

さらに、昨今の電子契約等については、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サービスは、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。 

本報告書は我が国においてリモート署名サービスの実施が未だ十分広まっているもので

はないものの、その実施における利用シーンを整理し、実施のために必要となる事項を整

理したものである。 

本報告書における検討結果を踏まえて、リモート署名サービスの利活用が進み、その安

全な運用について事例が蓄積され、事業として成熟することを期待するものである。 
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附録 A：リモート署名の各フェーズの検討 

 リモート署名のフェーズの検討として、A-1 に登録フェーズを、A-2 に署名フェーズを、

A-3に署名検証フェーズを、A-4に利用停止フェーズを、A-5に参考情報を示す。 

 

A-1登録フェーズ 

A-1-1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の詳

細を検討した。利用者登録では、リモート署名事業者が、利用者の本人性を確認し、リモ

ート署名サービスの利用者として登録する。利用者登録では、利用者本人を確認し、利用

者を登録するが、登録する情報には、リモート署名を利用する際の認証用のクレデンシャ

ル、電子署名を行うため署名鍵および署名鍵に紐づく電子証明書の登録が必要となる。利

用者本人の確認については A-1-1-1 本人確認に、認証用のクレデンシャルについて A-1-1-2 

クレデンシャルのトークンに、電署名鍵については A-1-1-3 署名鍵のトークンに示す。 

 

A-1-1-1 本人確認 

昨年度の検討では電子署名・認証ガイドライン[1]を参考に検討し、対面と遠隔（オンラ

イン）による登録時の本人確認の内容について電子署名・認証ガイドラインのレベル 3 及

び 4 相当とした。そのため、以下のレベル 3 を必須、レベル 4 を推奨とした対策が求めら

れる。 

 

A-1-1-2 クレデンシャルのトークン 

昨年度の検討では電子署名・認証ガイドライン[1]を参考に検討し、電子署名・認証ガイ

ドラインのトークンのレベル 3 及び 4 相当とした。そのため、クレデンシャルについても

同等のレベルが求められることから、アイデンティティ管理技術解説[2]を参考に、以下の

レベル 3を必須、レベル 4を推奨とした対策が求められる。 

なお、レベル 4のトークンに記載のとおり、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しい。 

 

A-1-1-3 署名鍵のトークン 

昨年度の検討では電子署名・認証ガイドライン[1]を参考に検討し、電子署名・認証ガイ

ドラインのトークンのレベル 3 及び 4 相当とした。そのため、以下のレベル 3 を必須、レ

ベル 4を推奨とした対策が求められる。 

なお、レベル 4 のトークンに記載のとおり、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しい。 
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A-1-2 鍵管理について 

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

ト署名で扱う鍵管理の詳細を検討した。なお、詳細化の検討については、ISO/IEC 27002、

ISO/IEC 27017を参考にした。ISO/IEC 27002、ISO/IEC 27017には具体的な鍵の種類を

定めていないため、リモート署名で扱う下鍵の種類及び鍵のライフサイクルを定め、各々

の管理を検討した結果を以下に示す。 

 

A-1-2-1 リモート署名で扱う鍵の種類 

リモート署名で扱う鍵は、リモート署名システムの構成により異なる。以下に示す鍵の

種類は例である。なお、表中の HSMは、Hardware Security Moduleの略称であり、SCM

の一形態である。そのため、鍵管理については、SCMの例として記載する。 

 

表 A-1-2-1リモート署名で扱う鍵の種類の例 

名称 内容 

署名鍵（秘密鍵） 署名に利用する秘密鍵 

検証鍵 署名検証に利用する公開鍵 

暗号化鍵 データ暗号に利用する対称鍵 

暗号化マスター鍵 暗号化鍵や鍵ラッピング用鍵等を導出するために利

用する対称鍵 

鍵ラッピング用鍵 その他の鍵の暗号化に利用する対称鍵 

例えば、HSM内部の鍵をラップ（暗号化）して HSM

外部に出力するために利用する鍵 

 

A-1-2-2 SCMが管理する鍵のライフサイクル 

リモート署名で扱う鍵のライフサイクルは、(1)鍵生成、(2)鍵インポート、(3)鍵属性管理、

(4)鍵利用、(5)鍵エクスポート、(6)廃棄である。以下にこれらの詳細を示す。なお、鍵管理

に関連する事項として、(7)ログも示す。 

 

(1) 鍵生成 

• 安全なアルゴリズム（電子署名法施行規則第二条、及び CRYPTREC暗号リスト等）

を利用して鍵生成を行う必要がある。 

• 鍵生成時に鍵の属性を考慮に入れて生成を行う必要がある。 
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(2) 鍵インポート 

• 署名アプリケーション（SAP）と署名生成モジュール（SCM）間はセキュアチャネ

ルを利用することが望ましい。 

– 例）通信の暗号化（TLS）等のセキュリティプロトコルを利用する。デバイ

スドライバと SCM間のデータについて暗号化機能などを検討する。 

• インポート対象の鍵は暗号化されていることが望ましい。 

– 例）PKCS#11 が定義しているラップ（暗号化）を利用する。HSM が提供

するインポート機能を利用する。 

• 暗号化に利用する鍵は暗号対象の鍵と同等のセキュリティ強度を持つことが望まし

い。 

 

(3) 鍵の属性管理 

• 鍵は、アルゴリズム、利用用途、許可設定などを特定する属性情報と紐付けた状態

で管理する。 

• 例えば、署名鍵は署名のみ利用可能とする等、鍵の属性を設定することで用途を限

定的にする。 

 

(4) 鍵利用 

• SCM内の鍵を利用する場合は SCMに対して認証処理が必要であること。 

• 鍵は認定された暗号アルゴリズム（電子署名法施行規則第二条、及び CRYPTREC

暗号リスト等）で処理すること。 

• 暗号処理の演算過程で生成される中間値にはSCM外部からアクセスできないこと。 

 

イ）鍵の保管 

鍵の保管に関しては、ISO/IEC 27002と同等の対策が必要である。 

 全ての暗号鍵は、改変及び紛失から保護することが望ましい。さらに、署名鍵及び

プライベート鍵は、認可されていない利用及び開示から保護する必要がある。 

 鍵の生成、保管及び保存のために用いられる装置は、物理的に保護されることが望

ましい。 

 

ロ）鍵に関する設定変更 

HSMにおいて鍵を利用可能または利用不可にする等の設定変更については、別の管理策

が必要となる（この管理策は、技術的な対策だけではなく、組織・運用の対策も含まれる）。

以下に詳細を示す。 

• HSMを利用可能に設定変更する場合、及び HSMを利用不可に設定変更する場合に

は、複数の者によって行う必要がある。 
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• 一方、上記以外のすべての HSMに関する作業を複数人で作業しなくともよい。 

– 例えば、署名者本人の署名鍵の HSM へのインポートが必要と仮定すると、

その作業（インポート作業）はシステムやアプリケーションで対応する場合

も想定できる。 

 

(5) 鍵エクスポート 

• 署名アプリケーション（SAP）と署名生成モジュール（SCM）間はセキュアチャネ

ルを利用することが望ましい。 

– 例）通信の暗号化（TLS）等のセキュリティプロトコルを利用する。 

• エクスポート対象の鍵は暗号化されることが望ましい。 

– 例）PKCS#11 が定義しているラップ（暗号化）を利用する。HSM が提供

するエクスポート機能を利用する。 

 

(6) 廃棄 

• 利用廃止時に鍵は廃棄され、鍵が不正利用されるリスクをなくすこと。 

– 例えば、HSMを用いている場合に、HSM内部の鍵を廃棄する場合は、HSM

が提供する鍵消去方法を利用すること。 

• バックアップした鍵については、鍵が不正利用されるリスクをなくすこと。 

 

(7) ログ 

• 以下の作業時には SCM を利用する署名アプリケーション（SAP）もしくは SCM

（HSM等）が提供するログ機能を利用してログを取得することが望ましい。 

– HSM設定（HSM設定ポリシー等など含む） 

– 鍵生成 

– 鍵廃棄 

• HSM 自体にログをアーカイブ保存する機能がない場合には、アーカイブされたロ

グを管理するシステムを用意する必要がある。 

 

なお、これらの鍵のライフサイクルを踏まえ、リモート署名で特に注意すべき利用者の

署名鍵の設置を A-1-2-3 利用者の署名鍵の設置に、署名鍵の保護を A-1-2-4 利用者の署名

鍵の保護対策と A-1-2-5 利用者情報と署名鍵情報の保護対策に、署名鍵のバックアップを

A-1-2-6 署名鍵のバックアップ機能に示す。 

 

A-1-2-3 利用者の署名鍵の設置 

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リモー

ト署名利用者の署名鍵の設置の詳細を検討した。 
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リモート署名利用者の署名鍵の生成については、以下の 3種類が想定できる。 

 リモート署名利用者が自ら署名鍵ペアを生成する方法 

 認証事業者がリモート署名利用者の署名鍵ペアを生成する方法 

 リモート署名事業者の環境においてリモート署名利用者の署名鍵ペアを生成する方

法 

 

電子署名法施行規則第六条では、署名鍵ペアを認定認証事業者が発行する場合と、利用

者（リモート署名資料者）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。ま

た、リモート署名事業者の環境において署名鍵ペアを生成する場合でも、リモート署名事

業者の環境が電子署名を行うために必要な符号を適正に管理でき、利用者が指定し、利用

者の管理下にあり適切に管理されている場合には、リモート署名利用者が署名鍵ペアを発

行する場合と同様とも考えられる。そのため、上記の署名鍵ペアの生成のパターンについ

て詳細な手順やシーケンスを検討した。また、これらのシーケンスに基づきリスク分析を

行った。詳細な初期登録フェーズ、鍵ペア生成から証明書発行、クレデンシャル発行シー

ケンス、鍵ペア生成から証明書発行シーケンス、及びこれらのリスク分析について別添１

～５を参照し、具体的な対策を検討する必要がある。 

 

A-1-2-4 利用者の署名鍵の保護対策 

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

の署名鍵の保護対策の詳細を検討した。署名鍵の保護は、SCM上で行われ、(1)署名鍵管理

機能、(2)署名鍵 DB のアクセス制御機能、(3)署名鍵の初期登録機能で構成される。以下に

これらの機能概要を示す。 

 

(1) 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。 

 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。

（署名鍵は暗号化された署名鍵の場合もある） 

 

(2) 署名鍵 DBのアクセス制御機能 

 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署名鍵 DB を

制御する。 

 利用者の署名鍵 ID の関連付け情報を格納している署名鍵 DB は保護する必要

があり、アクセスを限定する必要がある。 

 署名鍵 DB 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、

署名鍵 DBの登録者及び管理者に限定される。 
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(3) 署名鍵の初期登録機能 

 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） 

 

A-1-2-5 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

情報の保護対策の詳細を検討した。利用者情報と署名鍵情報の保護は、SAP 上で行われ、

(1)利用者管理機能、(2)利用者情報 DBのアクセス制御機能、(3)利用者情報の初期登録機能

で構成される。以下にこれらの機能概要を示す。 

 

(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。 

 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。 

 

(2) 利用者情報 DBのアクセス制御機能 

 利用者管理機能は、利用者 IDと署名鍵 IDを格納している利用者情報 DBを制

御する。 

 利用者認証機能の要求に基づき、利用者情報 DB 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。 

 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り、アクセスを限定する必

要がある。 

 利用者情報 DB 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、利用者情報 DBの登録者及び管理者に限定される。 

 

(3) 利用者情報の初期登録機能 

 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を利用者情報 DBに登録する。 

 

 

A-1-2-6 署名鍵のバックアップ機能 

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詳細を検討した。昨年度の検討では、リモート署名の可用性を考慮

し、欧州の CEN/TS 419 241 を参考に署名鍵のバックアップを検討した（CEN/TS 419 241
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ではレベル 1において署名鍵のバックアップを規定している）。 

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。詳細については、A-1-2-2 SCMが管理する鍵のライフサイクルの(7)ログ

を参照。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。 
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A-2署名フェーズ 

 

A-2-1 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

象データの確認の詳細を検討した。署名対象データは、利用者（署名者本人）が確認、指

定するものである。そのため、リモート署名の利用者が、署名対象データを適切に確認、

指定しリモート署名に送信（または指定）することが求められる。 

 

A-2-2 署名指示 

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詳細を検

討した。TLS 等のセキュリティプロトコルを用いて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。一方、欧州の TS 419 241[5]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必要がある。そのため、署名指示については、

署名対象データと署名指示の紐づけが必要である。 

 

A-2-3 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方法の詳

細を検討した。 

利用者認証機能は、利用者の署名指示前にリモート署名サービスが正規な利用者である

かを認証する機能である。利用者から受信した利用者 ID とクレデンシャル及び利用者情報

DB に保管している利用者 ID に対応したクレデンシャル検証情報を入力として、利用者の

認証を出力する。検証結果が正しくない場合は、利用者に対して利用者 IDとクレデンシャ

ルの再入力を促す等の処理を行い、検証結果が正しい場合には、利用者 IDに対応した「署

名鍵 ID」、及び利用者から受信した署名鍵を活性化する「SCM-C」と「署名対象データ」を

署名機能に送信する。利用者とリモート署名サービス間の通信は、TLS 等のセキュリティ

プロトコルを利用することを前提とし、昨年度の検討結果を踏まえ、以下の攻撃等に対策

する必要がある。 

 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 
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 フィッシング／ファーミング 

 署名指示と署名対象データのすり替えによるリプレイアタック 等 

 

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（ASP 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る。 

 

A-2-4 署名機能 

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詳細を検

討した。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

行う機能である。署名鍵 DB に保管している署名鍵が暗号化された状態である場合は、暗

号化された署名鍵を復号する。利用者の認証結果、利用者 ID に対応した「署名鍵 ID」、及

び署名鍵 DBに保管している「署名鍵」、利用者から受信した「署名対象データ」と署名鍵

を活性化する「SCM-C」を入力として署名値を出力する。 

また、昨年度の検討では電子署名・認証ガイドライン[1]を参考に検討し、電子署名・認

証ガイドラインのレベル 3及び 4相当とした。そのため、以下のレベル 3を必須、レベル 4

を推奨とした対策が求められる。 

なお、レベル 3 の電子署名の署名方式については、A-1-2-2 SCM が管理する鍵のライフ

サイクルの(4)鍵利用に記載した通り、認定された暗号アルゴリズム（電子署名法施行規則

第二条、及び CRYPTREC 暗号リスト等）である。また、レベル 4 のトークンに記載のと

おり、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しい。 

 

A-2-5 署名生成ログ機能 

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

の詳細を検討した。昨年度の検討では、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ことを参考に、CEN/TS 419 241 のレベル 1及

び 2相当とした。 

 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必要がある。（必須対策） 

 上記に加え、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

フサイクルの管理に関するログを保存することが望ましい。（推奨対策） 

（但し、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。） 

 

上記の昨年度の検討結果を踏まえ、具体的に保存すべきログを検討した結果を以下に示

す。 
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表 A-2-5取得すべき署名生成ログの種類 

ログの種類 内容 

アクセスログ 要求元を特定するための情報が出力されたログ。 

（記載項目例：接続日時、接続元の IPアドレスなど） 

トランザクションログ 要求されたリクエストの入力情報およびレスポンスの出力情報が出

力されたログ。 

（記載項目例：接続日時、セッション ID、申請番号、リクエスト情

報、レスポンス情報など） 

アプリケーションログ 要求されたリクエストの処理内容が出力されたログ。サブシステム

ごとに出力される。 

（記載項目例：接続日時、スレッド ID、申請番号、処理内容など） 

 

その他、署名生成ログに関する留意事項を以下に示す。 

 

 ログの改ざん検知 

 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。 

 

 ログの保存期間 

 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。 

 

 秘匿情報・個人情報の取り扱い 

 個人を特定できるような情報や SCM-C やパスワードなどの秘匿性の高いデータ

は出力しない、またはマスキングなどの対応が必要である。 

 

 ログのトレーサビリティの確保 

 利用者による署名リクエスト（始めから終わり）までの一連の処理内容（トラン

ザクション）がシステム全体のログからトレースできるようにインターフェース

およびログ設計を行う必要がある。 
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A-3署名検証フェーズ 

A-3-1 署名検証機能 

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詳細を検討し

た。署名検証機能は、署名値及び署名対象データと検証鍵を入力とし署名検証結果を出力

する。 

なお、レベル 3 の電子署名の署名方式については、A-1-2-2 SCM が管理する鍵のライフ

サイクルの(4)鍵利用に記載した通り、認定された暗号アルゴリズム（電子署名法施行規則

第二条、及び CRYPTREC 暗号リスト等）である。また、レベル 4 のトークンに記載のと

おり、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しい。 

 

A-4利用停止フェーズ  

 

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停

止フェーズの詳細を検討した。利用停止フェーズでは、リモート署名事業者が保管してい

る利用者の署名鍵等の重要情報を可破棄（削除）する。詳細については、A-1-2-2 SCMが

管理する鍵のライフサイクルの(6)廃棄を参照。 
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A-5参考情報 

A-1-1-1 本人確認で参考にした電子署名・認証ガイドライン[1]のレベル 3 及びレベル 4

の概要を示す。 

 

表 A-5-1電子署名・認証ガイドラインの登録の対策基準 

対面/遠隔 保証レベル 対策基準 

対面 レベル 3 1. 申請者は、公的な写真つきの身分証明書（運転免許証、パス

ポート等）を 1種類、または、その他の身分証明書を 2種類

提示する。 

2. 申請者の氏名や住所等の公的な台帳との照合、または申請書

に添付された公的証明書（住民票等）によりチェックする。 

レベル 4 1. 申請者は、公的な写真つきの身分証明書（運転免許証、パス

ポート等）を 1種類提示する。（※レベル 4では、公的な写

真つきの身分証明書を必須とする） 

2. 申請者の氏名や住所等の公的な台帳との照合によりチェッ

クする。（※レベル 4では、公的な台帳との照合を必須とす

る） 

3. 重複登録ではないことを確認する。 

遠隔 レベル 3 1. 申請者の氏名や住所等の公的な台帳との照合、または申請書

に添付された公的証明書（住民票等）によりチェックする。 

2. 申請者の氏名と住所等が記載された申請書に本人の電子署

名（郵送の場合は署名又は捺印）を付与して申請する。（※

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。） 

レベル 4 ※遠隔ではレベル 4を定義していない。 

 

 

A-1-1-2 クレデンシャルのトークンで参考にしたアイデンティティ管理技術解説[2]のレ

ベル 3及びレベル 4の概要を示す。 

 

表 A-5-2アイデンティティ管理技術解説のクレデンシャルのトークンの対策基準 

保証レベル 基準/例示 内容 

レベル 3 対策基準  [記憶された秘密など]  

 攻撃者が有効な認証情報を推測できる確率は、2-14（16384分の
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1）未満とすること。 

[複数要素認証または複数トークンによる認証]  

 複数の認証要素を利用すること。 

対策例示 【ソフトウェアトークンとパスワードなどの複数のトークンの組み

合わせ】 

 パスワード付きソフトウェアワンタイムパスワードトークン 

 パスワード付きソフトウェアトークン 

 パスワード付きハードウェアワンタイムパスワードトークン 

レベル 4 対策基準 下記以外はレベル 3と同様。 

 [所有による認証かつ複製に対する強い耐性を有する認証]  

 耐タンパ性（Common Criteria による EAL4+、又は JCMVP

のセキュリティ評価に基づく耐タンパ性等）が確保されたハー

ドウェアトークンを利用し、トークン・認証情報の複製に対し

強い耐性を有すること。 

対策例示 【耐タンパ性を有する ICカードや USBトークンなど】 

 耐タンパ性を有するパスワード付きハードウェアトークン 

 

A-1-1-3 署名鍵のトークンで参考にした電子署名・認証ガイドラインのレベル 3及びレベ

ル 4の概要を示す。 

 

表 A-5-3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の対策基準 

保証レベル 基準/例示 内容 

レベル 3 対策基準  [記憶された秘密など]  

 攻撃者が有効な認証情報を推測できる確率は、2-14（16384分の

1）未満とすること。 

[複数要素認証または複数トークンによる認証]  

 複数の認証要素を利用すること。 

対策例示 ソフトウェアトークン（PIN あり）またはハードウェアトークン

（PIN あり）による電子署名 

レベル 4 対策基準 下記以外はレベル 3と同様。 

 [所有による認証かつ複製に対する強い耐性を有する認証]  

 耐タンパ性（Common Criteria による EAL4+、又は JCMVP

のセキュリティ評価に基づく耐タンパ性等）が確保されたハー

ドウェアトークンを利用し、トークン・認証情報の複製に対し

強い耐性を有すること。 

対策例示 耐タンパ性を備えた ICカード（PIN あり）や USB トークン（PIN
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あり）等による電子署名 

 

A-2-4 署名機能で参考にした電子署名・認証ガイドラインのレベル 3 及びレベル 4 の概

要を示す。 

表 A-5-4電子署名・認証ガイドラインの署名等プロセスの対策基準 

保証レベル 対策基準 

レベル 3 電子署名 

 電子政府推奨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。 

トークン 

[記憶された秘密など]  

 攻撃者が有効な認証情報を推測できる確率は、2-14（16384分の１）

未満とすること。 

[複数要素認証または複数トークンによる認証]  

 複数の認証要素を利用すること。 

レベル 4 電子署名 

 電子署名用の証明書の用途を電子署名のみに限定すること。 

トークン 

 下記以外はレベル 3と同様。 

 [所有による認証かつ複製に対する強い耐性を有する認証]  

 耐タンパ性（Common Criteria による EAL4+、又は JCMVP のセ

キュリティ評価に基づく耐タンパ性等）が確保されたハードウェア

トークンを利用し、トークン・認証情報の複製に対し強い耐性を有

すること。 
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附録 B：リモート署名サーバの設置環境及び設備 

 

B-1リモート署名サーバの設置環境の検討 

 

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

ート署名サーバの設備環境の詳細を検討した。なお、詳細化の検討については、ISO/IEC 

27002、ISO/IEC 27017 をベースに特定認証業務の認定に係る調査表（一般財団法人日本

情報経済社会推進協会）、データセンターセキュリティガイドブック（日本データセンター

協会、 Japan Data Center Council（JDCC））を参照した。これらの参照文献を基に検討

した結果、物理的及び環境的セキュリティについては、以下を前提とする。 

 該当する地域標準、国内標準及び国際標準が要求するレベルの抵抗力を確立するた

めに、隔壁と併せて、警報機能を備え、監視し、試験する。 

 ハウジング、クラウド環境の両方においては、本事項は契約等によりサービス提供

企業にて対応されるものとする。 

 

B-1-1 物理的セキュリティ境界について 

利用者の署名鍵、または利用者の署名鍵の暗号化で使用する共通鍵を保護するために、

署名を行う装置（SCM を構成するための設定済みソフトウェアまたはハードウェア）は、

通常のデータセンター環境よりも高いセキュリティが必要である。このため、一般のコン

ピュータラックを設置する環境を「コロケーションエリア」と定義する。この「コロケー

ションエリア」よりも高いセキュリティの環境を定義して、当該エリア（または領域）を

「SCM設置室」（仮称）と呼んで明確に区別する。 

なお、上記の高いセキュリティの環境で SCM をハードウェア（HSM）またはソフトウ

ェアで構成する場合に、以下の考え方があるが、ビジネスモデルに基づき検討が必要。 

1. HSM が保護する領域の重要性を鑑み、高いセキュリティの「SCM 設置室」の領域

に設置することが望ましい。 

2. 一方、HSMの耐タンパ性の特性から、不正アクセスを行おうとすると自己破壊（署

名鍵などの重要情報のゼロ化）を行うため、HSMを組み込むサーバ類は一般環境で

ある「コロケーションエリア」に置いても良いものとする。 

3. SCMをソフトウェアで構成する場合には、上記 1及び 2と同等のレベルでのデータ

保護が可能かをリモート署名事業者が検討する必要がある。 
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B-1-2 セキュリティを保つべき領域 

「リモート署名サーバ」を設置する建物、当該建物内の「SCM 設置室」、及びその「コ

ロケーションエリア」を物理的セキュリティ境界として定める。図 B-1-2に概要図を示す。

「リモート署名サーバ」を設置する建物（又は敷地）、当該建物内の「SCM設置室」、及び

「SCM設置室」の「コロケーションエリア」を物理的セキュリティ境界として定める。「SCM

設置室」に、より高いセキュリティレベルが要求される場合に「コロケーションエリア」

を設けることがある。「SCM設置室」と「コロケーションエリア」がある場合、「コロケー

ションエリア」を通過しなくては「SCM設置室」にアクセスすることはできないものと定

義する。 

 

 

図 B-1-2 物理的セキュリティ境界の概要図 

 

 

 

 


