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1 はじめに 

第四次産業革命による技術革新（IoT、ビッグデータ、AI 等の利活用）や FinTech など新たなサービ

ス業の台頭を受け、民間企業においては紙や押印を前提としない、デジタルデータをオンライン上にて

一貫して業務処理を行う、いわゆる｢デジタルファースト｣での業務見直しが進みつつある。 
政府においても、平成 29 年 5 月に「世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が閣

議決定され、同時期に「デジタル・ガバメント推進方針」が IT 総合戦略本部・官民データ活用推進戦略

会議において決定されるなど、デジタルファーストの考えの下、デジタル・ガバメントへの変革が動き

出しつつある。 
さらに、平成 30 年 1 月には、当該方針等に示された方向性を具体化し、実行していくために詳細化

された計画である「デジタル・ガバメント実行計画」が策定され、当該計画においては、法人が電子的

な行政手続を１つのアカウントで行うための認証システムとして「法人共通認証基盤」を構築していく

こととされたところである。 
我が国のこれまでの電子政府の取組は、紙や押印の機能を電子上で再現することを所与のものとし、

また、制度・業務ごとに個別システムを構築してきたため、システム間の連携が取れておらずシステム

ごとにアカウント等を発行しており、必ずしも利用者にとって利便であるとは言えない状況である。 
このような従来の電子政府の手法から、添付書類の削減や同一情報の提出は一度だけ（ワンスオンリ

ー）とする、サービスデザイン発想での行政サービスを実現していくためには、複数のシステム間で同

一ユーザを特定し、複数の行政手続を１つのアカウントにより申請することのできる認証基盤の整備が

必要不可欠である。さらに、認証基盤を構築することにより、複数システムでの申請内容や履歴等を紐

付けた行政ビッグデータの形成や、それを活用した質の高い行政サービスにも繋げていくことも期待で

きる。 
そこで、本事業では、経済産業省における法人共通認証基盤（以下「法人認証基盤」という。）を構築

するとともに、法人認証基盤の試行運用を通じて搭載した機能の確認及び課題の整理等を行う。 
機能の確認及び課題の整理においては、私ども NTT グループにて構成されたメンバーの事業経験を

踏まえつつ、今後手続き等にて同基盤の利用が想定されるユーザへのヒアリング等も積極的に行い、利

用者目線での意見など、有用な知見の収集にも努める。 
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2 法人認証基盤の概要 

本プロジェクトの「平成 30 年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業」にて構築する法人

認証基盤とは電子的な行政手続きの対象者を一元的に認証する基盤であり、企業の代表者や従業員、個

人事業主等が、各種電子申請システム（申請のほか、届出・報告等の業務）等を利用する際の統合認証

基盤として利用できるものである。 
 
法人認証基盤の主な機能としては、 
・アカウントを作成し、管理する機能 
・ 利用者を認証する機能 
・ 行政手続きの委任関係を管理する機能 
・ API を用いて各電子申請システムに対して認証結果やアカウント情報、委任情報を提供する 
機能 

などを提供し、これら機能により法人認証基盤のサービスを提供する。 
 
第 2 章では法人認証基盤で実現する仕様、設計内容等について記載する。なお、本章で記述した内容

の詳細については表 2-1 に示す関連ドキュメント類を参照のこと。 
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表 2-1 調査報告書関連ドキュメント類 

ドキュメント名 ドキュメントの内容 
設計書 01_画面一覧 法人認証基盤が提供する画面とその概要、画面の利用者権限など

を機能別に一覧表にて記述 
02_画面遷移図 操作毎に画面遷移を記述、またメール送信との関係もあわせて記

述 
03_画面設計書 画面毎に入出力項目、動作、処理内容などの画面設計情報を記述 
04_メール仕様書 法人認証基盤が送信するメール、SMS の名称、本文、送信タイミ

ング等の情報を記述 
05_帳票仕様書 法人認証基盤からダウンロード可能なファイル名、ファイルの内

容等の情報を記述 
06_バッチ設計書 法人認証基盤で実施するバッチ処理内容について記述 
07_API 仕様書 指定されたアカウントの委任関係に関する情報を提供するための

API 及び利用状況等のパフォーマンスについて外部サーバ等へ書

き出すことのできるパフォーマンス API について記述 
08_DB 論理設計書 法人認証基盤におけるデータベースの設計情報について記述 
09_OIDCIF 設計 法人認証基盤と電子申請システムとの間で認証における認証結果

及び該当ユーザの属性情報を提供するための API について記述 
法人認証基盤 API 仕様補足資料 
 

Open ID Connect 連携仕様、委任情報取得 API などの法人認証基

盤が提供する API 仕様について補足説明 
利用者マニュアル 
 

法人認証基盤の利用者及び G ビジネス ID 運用センター運用者が

利用する際の操作方法や画面などの利用方法等を記述 
申請書 利用者から G ビジネス ID 運用センターに送付する申請書であ

り、gBiz プライム 登録申請書 （法人用）、gBiz プライム 登録

申請書 （個人事業主用）、委任登録申請書、委任登録解除申請

書、gBiz プライム情報変更申請書 （法人用）、gBiz プライム情

報変更申請書 （個人事業主用）の申請書がある 
Gビジネス ID運用センター業務

フロー 
G ビジネス ID 運用センターの業務一覧、業務フロー、G ビジネス

ID 運用センターで利用するデータ項目について記述 
 
  



法人共通認証基盤の構築・運用に関する実証・調査事業 

  4 

2.1 法人認証基盤の全体像 

本節では、法人認証基盤のアカウント体系や取得方法、委任の関係、認証など法人認証基盤を関する

基本的な事項について記述する。 
 
2.1.1 アカウント 

2.1.1.1 アカウント体系 
法人認証基盤には、gBiz エントリー、gBiz プライム、gBiz メンバーの 3 つのアカウント種別があり

利用者の利用用途によりいずれかのアカウントを作成する。 
 
① gBiz エントリー 

・誰にでも作成できるアカウントであり、登録内容の確認は行われない。 
・法人認証基盤からの申請のみで作成可能である。 

② gBiz プライム 
・利用者が法人代表者や個人事業主本人であることを確認したアカウントであり、作成にあたっ 
ては、gBiz プライム作成のための申請を行う必要があり、印鑑証明書等の提出と審査が必須と 
なる。 

・gBiz プライム作成のための申請は、gBiz エントリーを作成した後に申請を行う方法と gBiz エ 
ントリー作成は行わず直接 gBiz プライムを作成する方法がある。 

③ gBiz メンバー 
・法人又は個人事業主の従業員等のアカウントであり、作成にあたっては gBiz プライムの承認が 
必須となる。 

 
2.1.1.2 アカウントの作成方法 
(1) gBiz エントリーの作成方法 

gBiz エントリーアカウントを作成するには、以下の方法がある。 
① 利用者自身にて法人認証基盤上で gBiz エントリーを作成する。 

 

 
図 2-1  gBiz エントリー作成方法 

 
 
(2) gBiz プライムの作成方法 

gBiz プライムアカウントを作成するには、以下 2 つの方法がある。 
① gBiz エントリーを作成後に、gBiz プライムへ変更する。 
② gBiz エントリーを作成せず、最初から gBiz プライムとして作成する。 

 
 
 

gBizエントリーアカウント無
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図 2-2  gBiz プライム作成方法 
 
 
(3) gBiz メンバーの作成方法 

gBiz メンバーアカウントを作成するには、以下 2 つの方法がある。 
① gBiz エントリー作成後に、gBiz プライムの承認に基づき gBiz メンバーに変更する。 
② gBiz エントリーを作成せず、gBiz プライムにより gBiz メンバーを作成する。 

gBiz メンバーは承認・作成された gBiz プライムに紐づいたアカウントとなる。 
 

 
図 2-3  gBiz メンバー作成方法 

 
  

gBizエントリー
gBizプライム

アカウント無

gBizエントリー
gBizメンバー

アカウント無

gBizプライムの承認

gBizプライムによる
作成
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2.1.1.3 アカウントのライフサイクル 
法人認証基盤では、gBiz アカウントは利用者または G ビジネス ID 運用センター運用者の各種操作に

よりアカウント有効、アカウントロック、パスワードロックなどの状態に遷移させ gBiz アカウントの

状態管理を行う。 
表 2-2 に gBiz アカウント操作を、表 2-3 に gBiz アカウント状態を示す。また、gBiz アカウントの各

種操作による gBiz アカウントのライフサイクル及び gBiz アカウント状態遷移図を図 2-4、2-5 に示す。 
 

表 2-2 gBiz アカウント操作 

操作 内容 

アカウント作成 アカウントを持たない利用者が自らアカウント登録を行う機能、または G
ビジネス ID 運用センターによって新たにアカウント登録を行う操作 

昇格 G ビジネス ID 運用センターが gBiz エントリーアカウントを審査し、gBiz
エントリーを gBiz プライムに移行、または gBiz プライムが gBiz エントリ

ーアカウントを紐づけることにより gBiz エントリーを gBiz メンバーに移

行させる操作 
アカウント削除 利用者または G ビジネス ID 運用センターがアカウントを（論理）削除する

操作。削除したアカウントを復活させることはできない 
アカウント停止 アカウント不正利用等が生じた際に、利用者の依頼により、G ビジネス ID

運用センターがアカウントロックを行う操作 
アカウント再開 停止によりログインができなくなったアカウントについて、G ビジネス ID

運用センターにより再度ログインを可能とする操作 
プロファイル変更 利用者の基本情報及び担当者情報を変更する操作。利用者が単独で変更を行

える項目と、変更を行うために G ビジネス ID 運用センターによる審査を必

要とする項目がある 
アカウント更新 アカウントの有効期限が切れる前、または有効期限が切れたアカウントのう

ち一定期間経過していないアカウントを再度利用できるように有効期限を延

長する操作 

 

 

表 2-3 gBiz アカウント状態 

状態 内容 

アカウント無 アカウント未作成の状態、またはアカウントが論理削除された状態 

アカウント有効 アカウントがシステムを利用できる状態 

アカウントロック G ビジネス ID 運用センターの停止処理により、アカウントが一時的にシス

テムを利用できない状態 

パスワードロック パスワード照合回数オーバにより、アカウントが一時的にシステムを利用で

きない状態 

有効期限切れ アカウントの有効期限が切れ、アカウントが利用できなくなった状態 
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図 2-4  gBiz アカウントのライフサイクル 

 
 

 
図 2-5  gBiz アカウントの状態遷移図 
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2.1.2 委任関係 

法人認証基盤では、電子化された行政手続きの申請時に代行事業者等による代理申請を行うことがで

きるよう、委任関係を管理する機能を有している。 
委任者と受任者は、法人認証基盤上にて委任関係を結ぶ必要があり、この際委任企業と受任企業間は

両社の「gBiz プライムアカウント」同士により委任関係を結ぶ必要がある。 
委任関係は基本的に委任者と受任者の両者が gBiz プライムを作成した上で登録を行うが、委任者につ

いてはアカウントがない状態で受任者に委任することも可能である。その場合、申請書ベースでの申請

となる。 
 

 

図 2-6  委任関係 
 
2.1.3 認証 

法人認証基盤へのアクセス時の認証はアカウント属性により認証方式が異なり、gBiz エントリーは

ID/パスワードによる 1 要素認証、gBiz プライム及び gBiz メンバーは ID/パスワードとソフトウェアト

ークン認証または SMS 認証の 2 要素認証となる。 
 

 

図 2-7  各アカウントにおける認証方法 

gBizメンバー Xさん

gBizメンバー Yさん

紐づいたアカウント

gBizプライム
Aさん

委任者（A社） 受任者（B社）

gBizプライム
Bさん

委任

gBizプライム
Aさん

委任者（A社） 受任者（B社）

gBizプライム
Bさん

委任

gBizエントリー gBizプライム gBizメンバー

ID/password認証

ソフトウェアトークン認証/SMS認証

Cookieによる端末確認（新しい端末からのアクセス時に検知）

ログイン
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表 2-4 法人認証基盤の認証 

項目 内容 

ID/パスワード認証 法人認証基盤の ID とパスワードにより認証を行う。 
ID はメールアドレスとする。 

ソフトウェアトークン認証/ 

SMS 認証 

スマートフォン所有者は、あらかじめスマートフォンにインストール

したオーセンティケーター（ソフトウェアトークン）によりワンタッ

チ操作（TouchID や FaceID、スマホのボタン押下操作など）による

認証を行う。 
スマートフォンがない場合（オーセンティケーター未保有者）は、SMS
ワンタイムパスワード認証により認証を行う。 

cookie による端末確認 法人認証基盤へのログイン時、未使用利用端末からアクセスした場

合、利用者に対してメールによるログイン通知を行い、cookie により

使用端末を確認する。 
 
 
2.2 業務フロー 

法人認証基盤において利用者に提供する業務は表 2-5 に示すとおりログイン業務、アカウント登録業

務、アカウント更新関連業務、委任関連業務、その他業務があり、各業務に対する業務フローを「2.2.1
ログインフロー」～「2.2.5 その他業務フロー」に示す。 

 

表 2-5 法人認証基盤の利用者業務一覧 

業務区分 業務名 

ログイン 1 要素サイトのログイン 
 2 要素サイトのログイン 
アカウント登録 gBiz エントリー新規登録 
 gBiz エントリー→gBiz プライム昇格 
 gBiz プライム新規登録 
 gBiz メンバー新規登録 
 gBiz エントリー→gBiz メンバー紐付登録 
アカウント更新関連 メールアドレス更新 
 電話番号（SMS 用）更新 
 アカウント基本情報の更新 

 パスワードリセット 

委任関連 委任登録（委任者アカウント有・受任者アカウント有） 

 委任登録（委任者アカウント無・受任者アカウント有） 

その他 アプリインストール 

 

 

2.2.1 ログインフロー 

ログインは 1 要素サイト向けログインと 2 要素サイト向けログインの 2 種類があり、1 要素サイトへ

の gBiz エントリー、gBiz プライム、gBiz メンバーのログインについては全て 1 要素（ID/パスワード）

のみであり、2 要素サイトへのログイン時は 1 要素目（ID/パスワード）の認証成功後にアカウント種別

を確認し、gBiz エントリーであればログイン成功、gBiz プライム、gBiz メンバーであれば 2 要素認証

を求める。 
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2.2.1.1  1 要素サイトのログインフロー 
1 要素サイトのログインフローを図 2-8 に示す。 

認証 cookie が有効な場合には、ID/パスワード入力は省略してログインとなる。 
 
 

 
 

図 2-8  1 要素サイトのログインフロー 
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電子申請システム 法人認証基盤

ID,PW入力

電子申請システムにリダイレクト（認可コード）
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User Infoレスポンス（基本情報、担当者情報、アカウント種別、受任情報）
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（アクセストークン） ユーザ情報

電子申請システムログイン完了ログイン完了
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2.2.1.2  2 要素サイトのログインフロー 
1 要素目（ID/パスワード）の認証成功後にアカウント種別を確認し、gBiz エントリーであればログイ

ン成功、gBiz プライム、gBiz メンバーであれば 2 要素認証を求める。2 要素目の認証として、スマホア

プリのよるソフトウェアトークン認証と SMS ワンタイムパスワード認証を提供する。 
gBiz エントリーの 2 要素サイトのログインフローを図 2-9 に、gBiz プライム、gBiz メンバーの要素

サイトのソフトウェアトークン認証および SMS ワンタイムパスワード認証のログインフローを図 2-10、
図 2-11 に示す。 
認証 cookie が有効な場合には ID/パスワード入力は省略、2 要素認証 cookie が有効な場合には 2 要素

認証は省略してログインとなる。 
 
 

 

 

図 2-9  2 要素サイトのログインフロー（gBiz エントリーの場合） 
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図 2-10  2 要素サイトのログインフロー 
（gBiz プライム/gBiz メンバーソフトウェアトークン認証の場合） 
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図 2-11  2 要素サイトのログインフロー 
（gBiz プライム/gBiz メンバー SMS ワンタイムパスワード認証の場合） 
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2.2.2 アカウント登録フロー 

利用者によるアカウント登録に係る業務を表 2-6 に示す。 
 

表 2-6 アカウント登録に係る業務一覧 

アカウント登録業務 業務内容 
gBiz エントリー新規登録 gBiz エントリーを申請者自身が作成する 
gBiz エントリー→gBiz プライム 
昇格 

登録した gBiz エントリーを gBiz プライムに昇格する 

gBiz プライム新規登録 gBiz エントリーを登録せずに gBiz プライムを作成する 
gBiz メンバー新規登録 gBiz プライムが gBiz メンバーを作成する 
gBiz エントリー→gBiz メンバー 
紐付登録 

登録した gBiz エントリーを gBiz メンバー-として紐付登録する 

 
 
2.2.2.1 gBiz エントリー新規登録フロー 

gBiz エントリーの新規登録フローを図 2-12 に示す。 
gBiz エントリーを作成したい利用者が法人認証基盤にアクセスし、gBiz エントリーのアカウントを作

成する。作成する gBiz エントリーが法人の場合には国税庁の法人番号公表サイトにアクセスして法人

番号の存在確認を行う。 
 
 

 

 

図 2-12  gBiz エントリー新規登録フロー 
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2.2.2.2 gBiz エントリー→gBiz プライム昇格フロー 

gBiz エントリーから gBiz プライムへの昇格フローを図 2-13 に示す。 
gBiz エントリーが法人認証基盤にアクセスし、gBiz プライムへの昇格申請に係る操作を行った後に昇

格申請に必要な書類一式を G ビジネス ID 運用センターに郵送する。G ビジネス ID 運用センターでは

書類審査を行い、昇格審査が完了したら法人認証基盤より確認手続きが通知され、それに従って処理を

行うことで gBiz プライム昇格が完了する。 
 
 

 

 

図 2-13  gBiz エントリー→gBiz プライム昇格フロー 
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2.2.2.3 gBiz プライム新規登録フロー 
gBiz プライムの新規登録フローを図 2-14 に示す。 

gBiz プライムを作成したい利用者が法人認証基盤にアクセスし、gBiz プライムの登録申請に係る操作

を行った後に登録申請に必要な書類一式を G ビジネス ID 運用センターに郵送する。G ビジネス ID 運

用センターでは書類審査を行い、登録審査が完了したら法人認証基盤より確認手続きが通知され、それ

に従って処理を行うことで gBiz プライム登録が完了する。 
登録申請する gBiz プライムが法人の場合には国税庁の法人番号公表サイトにアクセスして法人番号

の存在確認を行う。 
 

 

 
図 2-14  gBiz プライム新規登録フロー 

 

サイトアクセス（未ログイン）
ブ
ラ
ウ
ザ

サイトアクセス

利用者（申請者）

申請メニュー要求申請メニュー押下

gBizプライム登録申請

申請書ダウンロード

申請書（申請ID）表示

申請書送付（申請書、印鑑登録証明書）

法人認証基盤

ブ
ラ
ウ
ザ

申請データ確認（申請ID）

確認用データ表示

メール送信要求確認OK

申請ID入力

データ確認

gBizプライム登録メニュー
押下

申請書類チェック

アカウント仮登録
（ 種別： gBizプライム）

申請ID取得

※オペレータログイン処理省略

国税庁法人番号
公表サイト

法人番号存在確認（法人番号）

法人番号存在確認レスポンス
（商号、本社住所）

※法人の場合のみ
（個人事業主の場合
は不要）

申請内容入力確認申請内容入力

申請内容表示

OTPメール送信（URL）

仮ログインリンクURL押下
ブ
ラ
ウ
ザ

SMS送信（OTP）
ブ
ラ
ウ
ザ

OTP要求

OTP確認OTP入力

登録完了確認OK

パスワード設定要求

OTP確認

BAV-rep登録完了

パスワード登録パスワード入力

アカウント本登録
（ 種別： gBizプライム）

メール送信（登録完了通知）

GビジネスID運用センター
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2.2.2.4 gBiz メンバー新規登録フロー 

gBiz メンバーの新規登録フローを図 2-15 に示す。 
gBiz メンバーを作成する gBiz プライムが法人認証基盤にアクセスし、gBiz メンバー登録に係る操作を

行う。この後新規登録される gBiz メンバーに対して法人認証基盤より確認手続きが通知され、それに

従って処理を行うことで gBiz メンバー新規登録が完了する。 
 
 

 

 

図 2-15  gBiz メンバー新規登録フロー 

 

  

ブ
ラ
ウ
ザ

gBizプライム

gBizメンバー登録要求gBizメンバー登録押下

gBizメンバー

メールアドレス、SMS電話番号登録

メール送信（URL）

法人認証基盤

メールアドレス、SMS
電話番号入力

※ログイン処理省略

仮ログイン
リンクURL押下 ブ

ラ
ウ
ザ

SMS送信（OTP）

OTP要求

OTP確認OTP入力

登録完了確認OK

属性情報設定要求

gBizメンバー登録完了

属性登録属性入力

ブ
ラ
ウ
ザ

OTP確認

アカウント本登録
（ 種別： gBizメンバー）

メール送信（登録完了通知）
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2.2.2.5 gBiz エントリー→gBiz メンバー紐付登録フロー 

gBiz エントリーから gBiz メンバーへの紐付登録フローを図 2-16 に示す。 
gBiz プライムが法人認証基盤にアクセスし、当該 gBiz エントリーを指定し、自身のアカウントに紐づ

ける操作を行う。この後法人認証基盤から当該 gBiz エントリーに対して確認手続きが通知され、それ

に従って処理を行うことで gBiz エントリーから gBiz メンバーへの変更処理が完了する。 
 

 

 

 

図 2-16  gBiz エントリー→gBiz メンバー紐付登録フロー 

 

  

ブ
ラ
ウ
ザ

gBizプライム

gBizメンバー紐付け登録画面gBizメンバー紐付け登録押下

gBizメンバー

gBizメンバー紐付け登録申請（メールアドレス/携帯電話番号）

メール送信（URL）

法人認証基盤

gBizエントリー情報入力
（メールアドレス/携帯
電話番号）

※ログイン処理省略

紐付け登録許諾要求（ID、PW）リンクURL押下 ブ
ラ
ウ
ザ

SMS送信（OTP）

OTP要求

OTP確認OTP入力

登録完了確認OK

紐付け登録許諾確認

BAV登録完了

ブ
ラ
ウ
ザ

OTP確認

アカウント登録
（ 種別： gBizメンバー）

メール送信（登録完了通知）

紐付け登録申請登録
※携帯番号必須

受付完了

OTP
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2.2.3 アカウント更新関連フロー 

利用者によるアカウント ID（メールアドレス）更新、電話番号（SMS 用）更新、アカウント基本情

報の更新、パスワードリセットの業務について以下に示す。 
 
2.2.3.1 アカウント ID（メールアドレス）更新フロー 
アカウント ID（メールアドレス）更新フローを図 2-17 に示す。 

アカウント ID（メールアドレス）の更新が可能なアカウントは gBiz エントリーと gBiz プライムであ

り、法人認証基盤にアクセスして利用者自身にて更新を行う。法人認証基盤へのログインは、gBiz エン

トリーは ID/パスワードによる 1 要素認証、gBiz プライムは 2 要素認証となる。 
 
 
 

 

 
図 2-17  アカウント ID（メールアドレス）更新フロー 

 
  

サイトアクセス（未ログイン）
ブ
ラ
ウ
ザ

サイトアクセス

利用者 法人認証基盤

メールアドレス変更

変更メール送信（URL）
※変更後のメールアドレス宛

ログインボタン押下 ログイン要求

ID,PW入力 ログイン（ID/PW）

ログインOK（マイページ）

メールアドレス変更メニュー押下 メールアドレス変更メニュー要求

変更後のメールアドレス入力 メールアドレス変更メール送信要求

ブ
ラ
ウ
ザ

リンクURL押下 メールアドレス変更要求（ワンタイムパスワード入力画面）

メールアドレス変更完了メールアドレス変更完了

SMS送信（ワンタイムパスワード）

ワンタイムパスワード入力 メールアドレス変更
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2.2.3.2 電話番号（SMS 用）更新フロー 
電話番号（SMS 用）更新フローを図 2-18 に示す。 

電話番号（SMS 用）の更新が可能なアカウントは gBiz プライムと gBiz メンバーであり、法人認証基

盤にアクセスして利用者自身にて更新を行う。法人認証基盤へのログインは 2 要素認証が必要となる。 
 
 

 
 

図 2-18  電話番号（SMS 用）更新フロー 

 
  

サイトアクセス（未ログイン）
ブ
ラ
ウ
ザ

サイトアクセス

利用者 法人認証基盤

電話番号変更

変更メール送信（URL）

ブ
ラ
ウ
ザ

リンクURL押下 電話番号変更要求（ワンタイムパスワード入力画面）

電話番号変更完了電話番号変更完了

ログインボタン押下 ログイン要求

ID,PW入力 ログイン（2要素認証）

ログインOK（マイページ）

電話番号変更メニュー押下 電話番号変更メニュー要求

変更後の電話番号入力 電話番号変更メール送信要求

SMS送信（ワンタイムパスワード）
※変更後の電話番号宛

ワンタイムパスワード入力 電話番号変更
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2.2.3.3 アカウント基本情報/利用者情報の更新フロー 
アカウント基本情報/利用者情報の更新フローを図 2-19 に、アカウント基本情報/利用者情報で利用者

が変更可能な項目を表 2-7 に示す。 
アカウント基本情報の更新が可能なアカウントは gBiz エントリー、gBiz プライム、アカウント利用

者情報の更新が可能なアカウントは全てのアカウント（gBiz エントリー、gBiz プライム、gBiz メンバ

ー）であり、法人認証基盤にアクセスして利用者自身にて更新を行う。法人認証基盤へのログインは、

gBiz エントリーは ID/パスワードによる 1 要素認証、gBiz プライムと gBiz メンバーは 2 要素認証が必

要となる。 
 
 

 

図 2-19  アカウント基本情報/利用者情報の更新フロー 

  

サイトアクセス（未ログイン）

ブ
ラ
ウ
ザ

サイトアクセス

利用者 法人認証基盤

属性情報変更

属性情報変更完了属性情報変更完了

ログインボタン押下 ログイン要求

ID,PW入力 ログイン（ID/PW）※gBizメンバー、gBizプライムについては2段階認証が必要

ログインOK（マイページ）

属性情報変更メニュー押下 属性情報変更メニュー要求

変更後の属性情報入力 属性情報変更
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表 2-7 アカウント基本情報/利用者情報の更新可能項目 

  gBiz エントリー gBiz プライム gBiz メンバー 
  法人 個人事業主 法人 個人事業主 法人 個人事業主 

基本情報 法人番号／個人事業主管理番号 ― ― ― ― ― ― 
 法人名／屋号 ― ○ ― ○ ― ― 
 本社所在地 都道府県 ― ○ ― ― ― ― 
 本社所在地 市区町村＋番地等 ― ○ ― ― ― ― 
 代表者名／個人事業主氏名 ○ ○ ― ― ― ― 
 代表者名／個人事業主氏名 

フリガナ 
○ ○ ― ― ― ― 

 代表者／個人事業主 生年月日 ― ― ― ― ― ― 
利用者情報 アカウント利用者氏名 ○ ○ ― ― ○ ○ 
 アカウント利用者氏名フリガナ ○ ○ ― ― ○ ○ 
 生年月日 ○ ○ ― ― ○ ○ 
 連絡先郵便番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 連絡先住所 都道府県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 連絡先住所 市区町村＋番地等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 連絡先住所 マンション名等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 会社部署名／部署名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 SMS 受信用電話番号 ― ― ○ ○ ○ ○ 
 連絡先電話番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 アカウント ID（メールアドレス） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 パスワード ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（注）○が利用者により更新が可能な項目 
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2.2.3.4 パスワードリセットフロー 
パスワードリセットフローを図 2-20 に示す。 

パスワードリセット画面にて入力したアカウント ID（メールアドレス）のアカウントが存在しない場

合、エラー画面は表示せずメール送信完了画面を表示する。メールの送信処理は行わない。 
 
 

 
 

図 2-20  パスワードリセットフロー 

 

  

サイトアクセス（未ログイン）

ブ
ラ
ウ
ザ

サイトアクセス

利用者

パスワードリセット要求（メール送信画面）パスワードを忘れた方リンク押下

法人認証基盤

パスワード変更

メールアドレス入力 パスワードリセットメール送信要求

パスワードリセットメール送信（URL）

ブ
ラ
ウ
ザ

リンクURL押下 パスワードリセット要求（パスワード変更画面）

変更後のパスワード、パスワード確認入力 パスワード変更

パスワード変更完了パスワード変更完了
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2.2.4 委任関連フロー 

2.2.4.1 委任登録（委任者アカウント有・受任者アカウント有）フロー 
委任者および受任者ともに法人認証基盤のアカウントがある場合の委任登録フローを図 2-21 に示す。 

委任者が法人認証基盤にログインして委任登録申請を行うことにより受任者に対して委任申請が通知さ

れ、受任者が申請内容を確認することにより委任登録が完了する。 
 
 

 

 

図 2-21  委任登録（委任者アカウント有・受任者アカウント有）フロー 

 

  

サイトアクセス（未ログイン）
ブ
ラ
ウ
ザ

サイトアクセス

利用者（委任者）

ログイン要求

ログイン（ID、PW）

申請メニュー要求申請メニュー押下

ログインボタン押下

利用者（受任者）

委任登録完了 委任登録レスポンス（OK）

法人認証基盤

ブ
ラ
ウ
ザ 申請データ表示

委任（受任）登録確認OK

マイページリンクURL押下

申請内容確認

委任登録完了委任登録完了

ID,PW入力

ログインOK（マイページ）

委任登録メニュー押下

委任本登録

アカウント種別（アカウントID）
取得
⇒アカウント種別が

gBizプライムor gBizメンバー か判定

※1-2 ログインフロー実施

委任登録要求

受任者情報入力 受任者情報（受任者アカウントID）

メール送信（委任申請通知）

メール送信（委任申請完了通知）

委任仮登録

※1-2 ログインフロー実施

委任受任情報確認委任受任申請メニュー
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2.2.4.2 委任登録（委任者アカウント無・受任者アカウント有）フロー 
法人認証基盤のアカウントを委任者はなく、受任者は保有している場合の委任登録フローを図 2-22 に

示す。 
委任者と受任者が事前に委任に関する取り交わしを行った後、受任者が法人認証基盤にアクセスして

委任申請登録を行い、委任申請書をダウンロードする。その後、受任者は委任申請書に申請者の印鑑登

録証明書等の必要書類を添付して G ビジネス ID 運用センターに送付し委任登録を行う。 
 
 

 

 

図 2-22  委任登録（委任者アカウント無・受任者アカウント有）フロー 

 

  

利用者（受任者） GビジネスID運用センター 法人認証基盤

ブ
ラ
ウ
ザ

利用者（委任者）

委任申請メニュー押下 委任申請登録要求

委任情報登録
（法人番号、法人代表氏名、電話番号、受任者アカウントID）

国税庁法人番号
公表サイト

法人番号存在確認（法人番号）

法人番号存在確認レスポンス
（商号、本社住所）

委任申請情報確認

委任申請書ダウンロード 委任申請書（申請ID）

委任元／委任仮登録

委任申請情報修正委任申請情報修正

※委任元の情報登録も合わせて実施

委任申請書送付（委任申請書、申請者印判登録証明書）

ブ
ラ
ウ
ザ

委任処理（申請ID or 法人番号など）

確認用データ表示

委任登録確認OK

委任処理

データ確認

委任仮登録完了委任仮登録完了

申請書類チェック

※オペレータログイン処理省略

委任元/委任仮登録

※紙申請の場合、法人番号存在確認はここで実施

メール送信（受任登録完了通知）

ブ
ラ
ウ
ザ

申請データ表示

委任（受任）登録確認OK

マイメニューリンクURL押下

申請内容確認

委任登録完了委任登録完了

委任元/委任 本登録

※1-2 ログインフロー実施

メール送信（委任申請通知）

委任受任情報確認委任受任申請メニュー



法人共通認証基盤の構築・運用に関する実証・調査事業 

  26 

2.2.5 その他業務フロー 

スマホアプリによるソフトウェアトークン認証を行うための認証アプリインストールフローについ

て以下に示す。 
 
2.2.5.1 アプリインストールフロー 
認証アプリインストールのフローを図 2-23 に示す。 

初期のアプリ登録および機種変更後の再インストールともに下記フローとなる。利用の前提条件として

は、gBiz プライムまたは gBiz メンバーとして登録済みであることが必要である。 
 
 

 
 

図 2-23  アプリインストールフロー 
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サイトアクセス

利用者

アプリダウンロードリンクダウンロードリンク押下
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インストールリクエスト

SMS送信(ASP)
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証
ア
プ
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認証アプリインストール

ログイン（ID、PW）
ID,PW入力

認可コード
アカウント確認

SMS通知要求（OTP）
SMS通知（OTP）

電話
番号

OTP入力

OTP要求

認証リクエスト（OIDC）

W
ebView

登録完了

アプリ登録

アプリ登録情報（アカウントID/FirebaseID）

登録完了

OTP入力

トークン要求
アクセストークン

UserInfoAPI

ユーザデータ（アカウントID/アプリ認証トークン）

アプリで保持
・アカウントID
・アプリ認証トークン

認証基盤
アプリRP

ログイン画面

ログイン画面にリダイレクト
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2.3 機能一覧 

2.3.1 全体機能構成 

法人認証基盤は認証基盤システム及び運用サイトシステムから構成され、その機能構成は図 2-24 に

示すとおりである。 
認証基盤システムは、ユーザ認証機能、アカウント新規登録機能、gBiz プライム申請機能、gBiz メン

バー管理機能、委任手続機能、ユーザアカウント管理機能の 6 つの機能ブロック、また運用サイトシス

テムは運用サイト機能ブロックから構成される。 
 

 
図 2-24  機能構成図 

  

gBizメンバー新規登録機能

gBizメンバー共通機能

gBizメンバーメールアドレス
変更機能

gBizメンバー昇格機能

gBizメンバーSMS受信用電話番号
変更機能
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2.3.2 各システムの機能概要 

法人認証基盤を実現するにあたって、認証基盤システム及び運用サイトシステムにおいて必要とな

る機能及び機能概要について表 2-8、表 2-9 に示す。 
 

表 2-8 認証基盤システムの機能一覧 
機能名 機能概要 

ユーザ認証機能 ユーザ認証機能 認証基盤システムへログインを行う機

能 
アカウント新規登録 
機能 

アカウント新規登録機能 gBiz エントリーアカウントを新規作成

する機能 
gBiz プライム申請機能 gBiz プライム新規登録機能 gBiz プライムアカウントを新規作成す

る機能 
gBiz プライム昇格機能 gBiz エントリーから gBiz プライムへの

昇格申請を行う機能 
gBiz メンバー管理機能 gBiz メンバー共通機能 gBiz メンバーの参照・退会を行う機能 

gBiz メンバー新規登録機能 gBiz メンバーアカウントを新規作成す

る機能 
gBiz メンバーメールアドレス 
変更機能 

gBiz メンバーのメールアドレスの変更

を行う機能 
gBiz メンバー SMS 受信用電話 
番号変更機能 

gBizメンバーの SMS受信用電話番号の

変更を行う機能 
gBiz メンバー昇格機能 gBiz エントリーから gBiz メンバーへの

昇格を行う機能 
委任手続機能 委任共通機能 委任情報及び受任情報の参照、承認、否

認、解除を行う機能 
委任申請機能 委任元アカウントが申請する場合の委

任申請を行う機能 
委任申請書作成機能 委任元アカウントなしで申請する場合

の委任申請書の作成を行う機能 
ユーザアカウント管理 
機能 

マイページ機能 ユーザアカウント情報の表示、アプリの

登録解除を行う機能 
パスワードリセット機能 パスワードをリセットする機能 
基本情報／担当者情報 変更 
機能 

アカウント情報を変更する機能 

メールアドレ変更機能 メールアドレスを変更する機能 
SMS 受信用電話番号変更機能 SMS 受信用電話番号を変更する機能 
パスワード変更機能 パスワードを変更する機能 
退会機能 退会を行う機能 
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表 2-9 運用サイトシステムの機能一覧 

機能名 機能概要 
運用サイト機能 運用者ログイン機能 運用サイトへログインする機能 

TOP 機能 自身の運用アカウント情報を表示、変更

する機能。 
ユーザアカウント検索機能 ユーザアカウント情報を参照する機能 
ユーザアカウント情報変更機能 ユーザアカウント情報を変更する機能 
メールアドレス変更機能 ユーザアカウントのメールアドレスを

変更する機能 
SMS 受信用電話番号変更機能 ユーザアカウントの SMS 受信用電話番

号を変更する機能 
運用アカウント登録機能 運用アカウントを登録する機能 
運用アカウント検索機能 運用アカウント情報を参照する機能 
運用アカウント変更機能 運用アカウント情報を変更する機能 
委任申請機能 委任申請の参照、承認、否認、解除を行

う機能 
gBiz プライム申請機能 gBiz プライム申請の参照、承認、否認を

行う機能 
証跡ログ検索機能 証跡ログを検索する機能 

 
 
2.4 利用者インタフェース 

法人認証基盤を利用して各種申請や委任等を行う利用者と、アカウント登録の身元確認などの法人認

証基盤の運用業務を行う運用者の画面概要について以下に示す。 
なお画面に関する詳細な情報は、表 2-10 に示す設計書を参照のこと。 
 

表 2-10 詳細な画面情報に関する資料一覧 

設計書名 設計書の内容 
01_画面一覧 提供する画面とその概要、画面の利用者権限などを機能別に一覧表にて記述 
02_画面遷移図 操作毎に画面遷移を記述、この際にメール送信との関係もあわせて記述 
03_画面設計書 画面毎に入出力項目、動作、処理内容などの画面設計情報を記述 

 
 
2.4.1 利用者画面 

法人認証基盤の利用者への提供画面一覧を表 2-11 に示す。 
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表 2-11 利用者操作画面一覧 

画面分類 画面名 画面概要 
ユーザ認証 ユーザ認証 ログイン アカウント ID、パスワードを入力しログ

インを行う。 
ワンタイムパスワード 
入力 

2 要素認証のログインと、メールアドレス

と SMS 受信用電話番号のベリファイを行

う。 
スマホアプリ認証待ち スマホアプリでの認証を待機する。 
ログアウト ユーザアカウントのログアウト完了後の

画面。 
アカウント 
新規登録 

アカウント 
新規登録 

メールアドレス登録 gBiz エントリーアカウント作成のために、

アカウント ID としても登録するメールア

ドレスを入力する。 
メールアドレス登録 
確認 

メールアドレス登録画面の入力内容を確

認して登録する。 
登録後に、登録したメールアドレス宛に

「gBiz エントリーアカウント情報登録通

知メール」を送信する。 
メールアドレス登録完

了 
登録したメールアドレスを確認する。 

アカウント新規登録 「gBiz エントリーアカウント情報登録通

知メール」記載の URL から当該画面を開

き、アカウント情報を入力する。 
アカウント新規登録確

認 
アカウント新規登録画面の入力内容を確

認して登録する。 
アカウント新規登録 
完了 

登録したアカウント情報を確認する。 

gBiz プライ

ム申請 
gBiz プライ

ム新規登録 
gBiz プライム申請作成 アカウントを持たない企業代表者が、gBiz

プライムアカウントを作成（申請）するた

めにアカウント情報を入力する。 
gBiz プライム申請作成

確認 
gBiz プライム申請書作成画面の入力内容

を確認して登録する。 
gBiz プライム申請作成

完了（承認待ち） 
登録した申請情報を確認する。 
登録した申請情報を帳票出力する。 

パスワード登録 ワンタイムパスワード入力画面でメール

アドレスと SMS 受信用電話番号をベリフ

ァイ後に当該画面に遷移する。 
gBiz プライムアカウント作成のためのパ

スワードを入力して登録する。 
gBiz プライム登録完了 登録したアカウント情報を確認する。 

gBiz プライ

ム昇格 
gBiz プライム昇格申請 gBiz エントリーアカウントのユーザが

gBiz プライムに昇格（申請）するためにア

カウント情報を入力する。 
gBiz プライム昇格申請

確認 
gBiz プライム昇格申請画面の入力内容を

確認して登録する。 
gBiz プライム昇格申請

完了（承認待ち） 
登録した申請情報を確認する。 
登録した申請情報を帳票出力する。 

gBiz プライム昇格完了 ワンタイムパスワード入力画面でメール

アドレスと SMS 受信用電話番号をベリフ

ァイ後にアカウント情報を変更（昇格）し

て、当該画面に遷移する。 
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変更（昇格）したアカウント情報を確認す

る。 
gBiz メンバ

ー管理 
gBiz メンバ

ー共通 
gBiz メンバー一覧 gBiz プライムアカウント自身に紐付く

gBiz メンバーアカウントを検索して一覧

表示する。 
gBiz メンバー確認 gBiz メンバーアカウント情報を確認する。 

gBiz メンバーアカウントを退会させる。 
gBiz メンバー退会完了 gBiz メンバーアカウントの退会を確認す

る。 
gBiz メンバ

ー新規登録 
gBiz メンバー登録 gBiz プライムアカウントが自身に紐付く

gBiz メンバーアカウントを作成するため

に、メールアドレスと SMS 受信用電話番

号を入力する。 
gBiz メンバー登録確認 gBiz メンバー登録画面の入力内容を確認

して登録（仮登録）する。 
登録したメールアドレス宛に「gBiz メンバ

ーアカウント情報登録通知メール」を送信

する。 
gBiz メンバー登録メー

ル送信完了 
登録したメールアドレス、SMS 受信用電

話番号を確認する。 
「gBiz メンバーアカウント情報登録通知

メール」を送信したことを確認する。 
gBiz メンバー担当者情

報登録 
ワンタイムパスワード入力画面でメール

アドレスと SMS 受信用電話番号をベリフ

ァイ後に当該画面に遷移する。 
アカウント情報を入力する。 

gBiz メンバー担当者情

報登録確認 
gBiz メンバー担当者情報登録画面の入力

内容を確認して登録（本登録）する。 
gBiz メンバー登録完了 登録したアカウント情報を確認する。 

gBiz メンバ

ーメールア

ドレス変更 

gBiz メンバーメールア

ドレス変更 
gBiz プライムが所属する gBiz メンバーの

メールアドレスを変更する。 
※メールアドレスのベリファイは gBiz メ

ンバーアカウント自身が行う。 
gBiz メンバーメールア

ドレス変更確認 
gBiz メンバーの変更するメールアドレス

を確認して登録（仮登録）する。 
gBiz メンバーアカウントに「gBiz ンバー

メールアドレス変更通知メール」を送信す

る。 
gBiz メンバーメールア

ドレス変更メール送信

完了 

「gBiz メンバーメールアドレス変更通知

メール」を送信したことを確認する。 

gBiz メンバ

ー  SMS 受

信用電話番

号変更 

gBiz メンバー SMS 受

信用電話番号変更 
gBiz プライムが所属する gBiz メンバーの

SMS 受信用電話番号を変更する。 
※SMS 受信用電話番号のベリファイは

gBiz メンバーアカウント自身が行う。 
gBiz メンバー SMS 受

信用電話番号変更確認 
gBizメンバーの変更するSMS受信用電話

番号を確認して登録（仮登録）する。 
gBiz メンバーアカウントに「gBiz メンバ

ーSMS 受信用電話番号変更通知メール」

を送信する。 
gBiz メンバー SMS 受 「gBiz メンバーSMS 受信用電話番号変更



法人共通認証基盤の構築・運用に関する実証・調査事業 

  32 

信用電話番号変更メー

ル送信完了 
通知メール」を送信したことを確認する。 

gBiz メンバ

ー昇格 
gBiz メンバー昇格 gBiz プライムアカウントが自身に紐付く

gBiz メンバーアカウントを追加するため

に、登録済の gBiz エントリーアカウント

を指定して、SMS 受信用電話番号を入力

する。 
gBiz メンバー昇格確認 gBiz メンバーに昇格させる gBiz エントリ

ーアカウントのアカウント情報を確認し

て登録（仮登録）する。 
gBiz エントリーアカウントのメールアド

レス宛に「gBiz メンバー昇格通知メール」

を送信する。 
gBiz メンバー昇格メー

ル送信完 
gBiz メンバーに昇格させる gBiz エントリ

ーアカウントのアカウント情報を確認す

る。 
「gBiz メンバー昇格通知メール」を送信し

たことを確認する。 
gBiz メンバー昇格完了 ワンタイムパスワード入力画面でメール

アドレスと SMS 受信用電話番号をベリフ

ァイ後にアカウント情報を変更（昇格）し

て、当該画面に遷移する。 
変更（昇格）したアカウント情報を確認す

る。 
所属 gBiz エントリー一

覧 
gBiz プライムアカウントと同一法人の

gBiz エントリーアカウントを一覧表示す

る。 
gBiz メンバー昇格（所属

gBiz エントリー） 
gBiz プライムアカウントが自身に紐付く

gBiz メンバーアカウントを追加する同一

法人の gBiz エントリーアカウントの情報

を表示する。 
gBiz メンバー昇格（所属

gBiz エントリー）確認 
gBiz プライムアカウントが自身に紐付く

gBiz メンバーアカウントを追加する同一

法人の gBiz エントリーアカウントの情報

を確認して登録（仮登録）する。 
委任手続 委任共通 委任先一覧 自身が委任元となっている委任情報を検

索して一覧表示する。 
委任先情報確認 自身が委任元となっている委任情報を確

認する。 
委任関係の解除を行う。 

受任情報一覧 所属先の gBiz プライムが受任者となる委

任情報を検索して一覧表示する。 
受任情報確認 所属先の gBiz プライムが受任者となって

いる委任情報を確認する。 
承認待ちの委任申請の承認／否認を行う。 
委任関係の解除を行う。 

委任申請承認／否認／

解除完了 
委任申請の承認／否認の完了を確認する。 
委任関係の解除の完了を確認する。 

委任申請 委任申請 受任者となる gBiz プライムアカウントを

指定する。 
委任申請確認 受任者となる gBiz プライムアカウントの
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基本情報を確認して申請情報を登録する。 
受任者のメールアドレス宛に「委任申請承

認依頼通知メール」を送信する。 
委任申請完了（承認待

ち） 
登録した申請情報を確認する。 

委任申請書

作成 
委任申請書作成 アカウントを持たない企業代表者が委任

申請するために、アカウント情報を入力す

る。 
委任申請書作成確認 委任申請書作成確認画面の入力内容を確

認して登録（申請）する。 
委任申請書作成完了 
（承認待ち） 

登録した申請情報を確認する。 
登録した申請情報を帳票出力する。 

ユーザアカ

ウント管理 
マイページ マイページ ログインしたアカウントのアカウント情

報を表示する。 
アプリ登録解除完了 スマホアプリの登録解除が完了したこと

を確認する。 
パスワード

リセット 
パスワードリセット パスワードを忘れたユーザがパスワード

をリセットするために、アカウント ID（メ

ールアドレス）を入力する。 
入力したメールアドレス宛に「パスワード

リセット URL 通知メール」を送信する。 
パスワードリセット申

請完了 
パスワードリセット画面の入力内容を確

認する。 
「パスワードリセット URL 通知メール」

を送信したことを確認する。 
パスワード再設定 「パスワードリセット URL 通知メール」

記載の URL から当該画面を開き、新しい

パスワードを入力して変更する。 
パスワード再設定完了 パスワードが変更されたことを確認する。 

基本情報／

担当者情報 
変更 

基本情報／担当者情報 
変更 

ログインアカウントのアカウント情報の

変更項目を入力する。 
基本情報／担当者情報 
変更確認 

変更後のアカウント情報を確認して更新

する。 
基本情報／担当者情報 
変更完了 

更新したアカウント情報を確認する。 

メールアド

レ変更 
メールアドレス変更 ログインアカウントの変更後のメールア

ドレス（＝アカウント ID)を入力する。 
メールアドレス変更確

認 
変更後のメールアドレスを確認する。 
変更後のメールアドレス宛に「メールアド

レス変更 URL 通知メール」を送信する。 
メールアドレス変更メ

ール送信完了 
変更後のアカウント情報を確認する。 
「メールアドレス変更 URL 通知メール」

を送信したことを確認する。 
メールアドレス変更メ

ー受信確認 
gBiz エントリーアカウントのメールアド

レス変更の場合に「メールアドレス変更

URL 通知メール」記載の URL から当該画

面を開き、受信を確認する。 
メールアドレス変更完

了 
メールアドレス変更が完了したことを確

認する。 
SMS 受信用

電話番号変

SMS 受信用電話番号変

更 
ログインアカウントの変更後の SMS 受信

用電話番号を入力する。 
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更 SMS 受信用電話番号変

更確認 
変更後の電話番号を確認して更新する。 
アカウントのメールアドレス宛に「SMS
受信用電話番号変更 URL 通知メール」を

送信する。 
SMS 受信用電話番号変

更メール送信完了 
変更後のアカウント情報を確認する。 
「SMS 受信用電話番号変更 URL 通知メ

ール」を送信したことを確認する。 
SMS 受信用電話番号変

更完了 
SMS 受信用電話番号変更が完了したこと

を確認する。 
パスワード

変更 
パスワード変更 ログインアカウントの新しいパスワード

を入力して更新する。 
パスワード変更完了 パスワード変更が完了したことを確認す

る。 
退会 退会確認 ログインアカウントを退会するか確認す

る。 
退会完了 退会が完了したことを確認する。 
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2.4.2 運用者画面 

法人認証基盤の運用業務を行う運用者への提供画面一覧を表 2-12 に示す。 
 

表 2-12 運用者操作画面一覧 

 画面分類  画面名 画面概要 
運用者ログイン 運用者ログイン アカウント ID、パスワードを入力しログインを行

う。 
TOP TOP ページ ログインした運用アカウントのアカウント情報を

表示する。 
マイアカウント変更 ログインアカウントの変更するアカウント情報を

入力する。 
マイアカウント変更確認 変更するアカウント情報を確認して更新する。 

ユーザアカウント

検索 
ユーザアカウント検索 法人認証基盤のユーザアカウントを検索して一覧

表示する。 
ユーザアカウント情報 ユーザアカウント情報を確認する。 
ユーザアカウント利用 
履歴 

ユーザアカウントの利用履歴を一覧表示する。 

パスワードリセット方法 
通知確認 

ユーザアカウントのメールアドレス宛に「パスワ

ードリセット方法通知メール」を送信する。 
ユーザアカウント

情報変更 
ユーザアカウント情報 
変更 

ユーザアカウントの変更するアカウント情報を入

力する。 
ユーザアカウント情報 
変更確認 

ユーザアカウントの変更するアカウント情報を確

認して更新する。 
メールアドレス 
変更 

メールアドレス変更 ユーザアカウントの変更するメールアドレスを入

力する。 
メールアドレス変更確認 ユーザアカウントの変更するメールアドレスを確

認する。 
変更するメールアドレス宛に「メールアドレス変

更 URL 通知メール」を送信する。 
SMS 受信用電話 
番号変更 

SMS 受信用電話番号変更 ユーザアカウントの変更する SMS 受信用電話番

号を入力する。 
SMS 受信用電話番号変更 
確認 

ユーザアカウントの変更する SMS 受信用電話番

号を確認する。 
変更するメールアドレス宛に「SMS 受信用電話番

号変更 URL 通知メール」を送信する。 
運用アカウント 
登録 

運用アカウント登録 運用アカウントを作成するために、運用アカウン

トのアカウント情報を入力する。 
運用アカウント登録確認 運用アカウント登録画面の入力内容を確認して登

録する。 
運用アカウント登録完了 運用アカウントの登録が完了したことを確認す

る。 
運用アカウント 
検索 

運用アカウント検索 運用アカウントを検索して一覧表示する。 
運用アカウント情報 運用アカウントのアカウント情報を確認する。 
運用アカウント監査ログ 
参照 

運用アカウントの利用履歴を利用時間で絞り込ん

で検索して一覧表示する。 
運用アカウント 
変更 

運用アカウント変更 運用アカウントの変更するアカウント情報を入力

する。 
運用アカウント変更確認 運用アカウント変更画面の入力内容を確認して更

新する。 
委任申請 委任申請一覧 委任情報を検索して一覧表示する。 
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委任申請承認確認 委任情報を確認する。 
承認待ちの委任申請の承認／否認を行う。 
委任関係の解除を行う。 

委任申請承認／否認／解

除 
 完了 

委任申請の承認／否認の完了を確認する。 
委任関係の解除の完了を確認する。 

gBizプライム申請 gBiz プライム申請一覧 登録／昇格申請情報を検索して一覧表示する。 
gBiz プライム申請確認 申請情報を確認する。 

申請情報の承認／否認する。 
gBiz プライム申請承認／ 
否認完了 

申請情報の承認／否認が完了したことを確認す

る。 
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2.5 API 
電子申請システムに対して認証結果及びアカウント情報の連携のための法人認証基盤 API と、法人認

証基盤におけるアカウント数、利用状況等のパフォーマンスについて、外部サーバ等へ書き出すことの

できるパフォーマンス API を提供する。 
 
2.5.1 法人認証基盤 API 

電子申請システムに対して、表 2-13 に示す 2 つの法人認証基盤 API を提供する。API の詳細仕様に

関しては、表 2-13 記載の設計書名に記載のドキュメントを参照のこと。 
 

表 2-13 法人認証基盤 API 
API 名 API 概要 設計書名 

OIDC_IF 法人認証基盤と電子申請システムとの間で認証におけ

る認証結果及び該当ユーザの属性情報を提供するため

の API 

09_OIDCIF 設計 

委任情報取得 API 指定されたアカウントの委任関係に関する情報を提供

するための API 
07_API 仕様書 

 

 

 

図 2-25  法人認証基盤と電子申請システムとの連携 

 
 
2.5.1.1 OIDC_IF 
法人認証基盤と電子申請システムとの間で認証における認証結果及び該当ユーザの属性情報を提供

するための API であり、標準プロトコルの OpenID Connect にて実現している。具体的には、法人認証

基盤は OpenID Connect の「Authraizaition Code Flow」に対応しており、「Authraizaition Code Flow」

に則る形でエンドポイントとして図 2-26 に示す 4 つのエンドポイントを用意している。 
UserInfo で取得できる情報を表 2-14 に示す。 

 
  

①OIDC_IF
（認証結果・属性情報の提供）

②委任情報取得API
（委任関係情報の提供）

認証実施

電子申請システム

システム利用

法人認証基盤

利用者
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図 2-26  OpenID Connect フローの概要図 

  

③【Authraizaition Code Flow】
属性取得リクエスト

UserInfoエンドポイント

②【Authraizaition Code Flow】
アクセストークン取得リクエスト

①【Authraizaition Code Flow】
ユーザー認可リクエスト

ログイン要求

redirect
Authorizationエンドポイント

認証・認可同意画面表示

認証・認可同意
リダイレクトURIにredirect

Tokenエンドポイント認可コード

access_token
refresh_token

ID Token

access_token

ログイン処理

④【Authraizaition Code Flow】
アクセストークン再取得リクエスト

Tokenエンドポイント

利用者 電子申請システム 法人認証基盤

ログイン

アクセストークン
再取得

refresh_token

access_token
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表 2-14 UserInfo 取得情報一覧 

区分 内容 
アカウント種別（1：gBiz エントリー、2：gBiz プライム、3：gBiz メンバー） 
事業形態（1：法人、2：個人事業主） 
親 gBiz プライムのアカウント管理番号  ※gBiz メンバーの場合 
基本情報 法人番号/個人事業主管理番号 

法人名/屋号 
法人名/屋号（英語表記） 
本店所在地/印鑑登録証明書住所（都道府県） ※JIS X 0401 都道府県コード 
本店所在地/印鑑登録証明書住所（市区町村） 
本店所在地/印鑑登録証明書住所（番地等） 
代表者名/個人事業主氏名（姓） 
代表者名/個人事業主氏名（名） 
代表者名フリガナ/個人事業主氏名フリガナ（姓） 
代表者名フリガナ/個人事業主氏名フリガナ（名） 
代表者生年月日/個人事業主生年月日 

利用者情報 アカウント利用者氏名（姓） 
アカウント利用者氏名（名） 
アカウント利用者氏名フリガナ（姓） 
アカウント利用者氏名フリガナ（名） 
連絡先郵便番号（ハイフンは含まない） 
連絡先住所（都道府県） ※JIS X 0401 都道府県コード 
連絡先住所（市区町村） 
連絡先住所（番地等） 
連絡先住所（マンション名等） 
会社部署名/部署名 
連絡先電話番号（ハイフンは含まない） 
利用者 生年月日 
アカウント ID（メールアドレス） 
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2.5.1.2 委任情報取得 API 
WebAPI により指定されたアカウントの委任関係に関する情報を提供する。指定されたアカウントが

gBiz メンバーの場合、紐付く親の gBiz プライムの委任関係に関する情報を提供する。 
取得可能な委任関係に関する情報を表 2-15 に示す。 

 
表 2-15 提供情報一覧 

項目名 内容 
委任申請番号 半角数字＆半角ハイフン 

0-yymmdd-0000-0 形式 
対象サービス 半角英数字 
委任開始日 半角数字 

yyyymmdd 
委任終了日 半角数字 

yyyymmdd 
アカウント管理番号 半角英数字 
事業形態 半角英数字 

1：法人、2：個人事業主 
法人番号／個人事業主管理番号 半角英数字 

※法人番号：半角数字 13 桁（10 進数） 
※個人事業主管理番号：半角英数字 8 桁 
（16 進数） 

法人名／屋号 全角 
法人名／屋号 英語表記 半角英数字 
本店所在地／印鑑登録証明書住所 都道府県 全角 
本店所在地／印鑑登録証明書住所 市区町村 全角 
本店所在地／印鑑登録証明書住所 番地等 全角 
代表者名／個人事業主氏名（姓） 全角 
代表者名／個人事業主氏名（名） 全角 
代表者名フリガナ／個人事業主氏名フリガナ（姓） 全角カタカナ 
代表者名フリガナ／個人事業主氏名フリガナ（名） 全角カタカナ 
代表者生年月日／個人事業主生年月日 半角数字 

yyyymmdd 
アカウント利用者氏名（姓） 全角 
アカウント利用者氏名（名） 全角 
アカウント利用者氏名フリガナ（姓） 全角カタカナ 
アカウント利用者氏名フリガナ（名） 全角カタカナ 
連絡先郵便番号 半角数字 
連絡先住所 都道府県 全角 
連絡先住所 市区町村 全角 
連絡先住所 番地等 全角 
連絡先住所 マンション名等 全角 
会社部署名／部署名 全角 
連絡先電話番号 半角数字 
アカウント ID(メールアドレス) メール形式 
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2.5.2 パフォーマンス API 
法人認証基盤におけるアカウント数、利用状況等のパフォーマンスについて、外部サーバ等へ書き出

すことのできるパフォーマンス API であり、指定された日付の各種集計値を取得する。パフォーマンス  
API の詳細な仕様は設計書「07_API 仕様書」を参照のこと。 
パフォーマンス API で取得可能な情報項目を表 2-16 に示す。 

 
表 2-16 取得可能情報項目一覧 

区分 項目名 備考 
アカウント発行数 アカウント種別 01:gBiz エントリー、02:gBiz プライム、

03:gBiz メンバー 
件数  

ログイン数（成功） RP（クライアント ID）  
件数  

ログイン数（失敗） RP（クライアント ID）  
件数  

userinfo リクエスト数 RP（クライアント ID）  
件数  

ステータス＆事業形態 ステータス 1:未ログイン、2:利用中、3:パスワードロ

ック中、4:有効期限切れ、5:削除済 
事業形態 1:法人、2:個人事業主 
件数  

RP 数  
抽出対象日  
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※１ 端末紛失等の場合は Gビジネス ID運用センターが実施 

2.6 G ビジネス ID 運用センター 

法人認証基盤における G ビジネス ID 運用センターの業務範囲、運用体制、運用方針、運用業務フロ

ーの概要を以下に記述する。 
 

2.6.1 業務範囲 

G ビジネス ID 運用センターは、大きく分けて以下の２つの業務を行っている。 
(1)利用者からのある種の申請に対し、本人性の確認を審査し、アカウントの作成・昇格・プロファイ 
ル変更を行う審査業務 

(2)利用者からの申請・利用その他のトラブルに対し、メールや電話によるサポートを行うヘルプデ 
スク業務 

 
G ビジネス ID 運用センターにおける業務と本人性確認の要否等につき、表 2-1７に一覧を示す。 
 

表 2-17 G ビジネス ID 運用センターの業務一覧 

 
 
 

 
2.6.2 運用体制 

G ビジネス ID 運用センターは、gBiz プライム作成などの各種申請に対して審査を行う審査担当と各

種問い合わせ対応を行うヘルプデスク担当から構成し、これら審査担当及びヘルプデスク担当を統括管

理する運用責任者（正・副）を配置する。 
 G ビジネス ID 運用センターにおける運用体制図を図 2-27 に示す。 
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図 2-27  G ビジネス ID 運用センター体制図 

 
 
2.6.3 運用方針 

 G ビジネス ID 運用センターにおける主な運用方針は、主に以下の 2 点について定める。 
(1) 利用者からの申請等に関する本人性確認に関する基本方針 
(2) 利用者から受領した利用者情報等の情報資産の保護を目的とした、セキュリティに関する基本方針 
以下にこれらの基本方針について記載する。 

 
2.6.3.1 本人性の確認に関する基本方針 
 G ビジネス ID 運用センターでは、以下 2 種類の本人性確認を実施する。 
(1) 審査業務における本人性確認 
利用者から受領した申請書と、公的書類の記載事項を突合し、申請を行った利用者が公的書類記載の

本人と相違ないことを確認する。これに加えて、申請書に押印された実印の印影の一致確認を行うこと

により、利用者の申請意思を確認する。 
 
(2) ヘルプデスクにおける各種問い合わせに関する本人性確認 

口頭で利用者情報をヒアリングすることにより本人性確認を実施する。 
口頭による本人確認では、アカウント停止・再開、アプリ登録解除を依頼する電話連絡を行った者が、

当該アカウント利用者本人であることを確認するため、口頭でアカウント利用者情報等のヒアリングを

行う。ヒアリングを行ったヘルプデスク担当は、当該ヒアリング情報について、運用サイトにおけるア

カウント利用者検索機能を用いて情報の照合を行う。申請状況に関する問い合わせに関しても同様であ

る。 
 
上記(1)(2)について、本人性確認の方法の詳細を表 2-18 に記載する。 
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※1 SMS 受信用電話番号は、利用者が gBiz プライム及び gBiz メンバーアカウントを利用してい

る場合のみ確認する。 

 
表 2-18 業務別本人確認実施方法 

 
 
  

業務
分担

業務名
本人性確認
の要否

確認方法
確認事項
（利用者が法人）

確認事項
（利用者が個人事業主）

gBizプライムアカウント作成 要
書類による
確認

法人基本三情報
法人代表者氏名
生年月日
代表者印

住所
氏名
生年月日
実印

gBizエントリーアカウントのgBizプライム
昇格

要
書類による
確認

法人基本三情報
法人代表者氏名
生年月日
代表者印

住所
氏名
生年月日
実印

委任登録（委任者アカウントなし） 要
書類による
確認

法人基本三情報
法人代表者氏名
生年月日
代表者印

住所
氏名
生年月日
実印

委任解除（委任者アカウントなし） 要
書類による
確認

法人基本三情報
法人代表者氏名
生年月日
代表者印

住所
氏名
生年月日
実印

プロファイル変更（審査項目） 要
書類による
確認

法人基本三情報
法人代表者氏名
生年月日
代表者印

住所
氏名
生年月日
実印

アカウント停止 要
口頭による
確認

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

アカウント再開 要
口頭による
確認

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

アプリ登録解除 要
口頭による
確認

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

申請方法問合せ 不要 - - -
操作方法問合せ 不要 - - -

申請取次（申請状況問合せ） 要
口頭による
確認

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

アカウントID
アカウント利用者氏名
生年月日
SMS受信用電話番号※1

技術問合せ 不要 - - -

審
査
業
務

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
業
務
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2.6.3.2 セキュリティに関する基本方針 
 G ビジネス ID 運用センターのセキュリティに関する基本方針は、物理的対策、人的対策、技術的

対策の観点から独自に策定を行った。基本方針には、個人情報保護や情報設備に関する事項など、一般

的な内容について規定しているものの他、認定認証業務における調査表の項目を参考に策定したサービ

ス特有の実施方法も多く含まれている。次項以降に記載する各対策において、認定認証業務における調

査表を参考とした内容については各表に該当項番を掲載している。 
調査表の項目のうち、認証業務用設備に関するもの、失効方法や失効情報に関するものについては、

G ビジネス ID における運用には該当しないため除外しているが、顧客情報の管理、入退室管理につい

てはそのまま採用・実施しているものが多い。具体的な方針や実施方法については事項以降で記載する。 
表 2-19 に認定認証事業における参考箇所を示す。 

表 2-19（掲載元 URL:https://esac.jipdec.or.jp/agency/pdf/chosahyoV3.21.pdf） 
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(1)物理的対策 
物理的対策については、G ビジネス ID 運用センターが入居するビルに関するセキュリティおよ

び入室に関する制限が規定されている。詳細を以下に記載する。 
 

表 2-20 物理的対策の基本方針 

 
 
上記のうち、主なものについて以下で解説する。 
 
(a)入居するビルのセキュリティについて 

G ビジネス ID 運用センターが入居するビルは地震・火災・水害などの対策を備えたビルである。

何らかの自然災害が発生した際に、G ビジネス ID 運用センターにおける設備や、顧客情報を記載

した書類等が失われるリスクを低減できるよう設計されている。 
 
(b)入館・入室に関する制限について 

G ビジネス ID 運用センターにおいて顧客情報を扱う審査室およびヘルプデスク室に到達するた

めには、以下の認証を経る必要がある。 
    ・ビルから各フロアへの入館に係る IC カード認証 
    ・各フロアから居室エリアに通じる廊下に入るための IC カード認証 

 ・廊下から居室に入室するための IC カード認証 
さらに、審査室およびヘルプデスク室は施錠可能な扉を設けており、これらの居室は間仕切りに

よって隔絶されている。 
  

分類 実施概要 項目の要点・目的など 実施内容 調査表
の項番

入居するビルのセキュ
リティについて

運用センターの地震等の
災害対策

運用センターが入居するビルは耐震・免震構造を
備えており、認定認証業務における基準をクリア
したビルである。

1514

居室に関するセキュリ
ティについて

申請書類を保管する居室
のセキュリティ方針

審査室およびヘルプデスク室には、パスコードに
より施錠し、間仕切り又は壁等によって区分する
申請書類が保存される審査室および書庫室には、
自動火災報知器及び消火装置が備えられている
申請書類は直射日光が直接当たらない書庫に保管
する

3C56

警備員による365日24時間の監視を行う －
ビルへの入館、居室への入室にはICカードによ
る制限を行う －

業務時間外のセキュリ
ティ担保

審査室・ヘルプデスク室の入口には施錠可能な扉
を設ける 3C56

第三者の入館禁止・入室
の禁止

物理的
対策

入館・入室に関する制
限について
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(2)設備的対策 

設備的対策については、G ビジネス ID 運用センターにおけるネットワークの制御、システムの利

用制限等について規定している。詳細を以下に記載する。 
 

表 2-21 設備的対策 

 

 
上記のうち、主なものとしては、接続するネットワークの制御が挙げられる。 
法人認証基盤における運用アカウントは、gBiz プライムアカウントの登録を承認する権限を有し

ており、不正に利用されると正常に審査が完了していないアカウントの登録や、アカウント情報の

改ざん等が行われるリスクがある。そのため、FW による接続先の制御を行い、G ビジネス ID 運

用センターで厳格にこれを管理することとしている。 
 

(3)人的対策 
人的対策は G ビジネス ID 運用センターの運用方針に関わるセキュリティ事項について規定した

ものが多い。セキュリティを実現するための体制や教育、監査について規定し、運用担当者に対して

入室ルール等を定めるなど、日々の運用を支える重要なセキュリティに関する方針を定めたものであ

る。詳細を以下に記載する。 
 
 
 
 

 

分類 実施概要 項目の要点・目的など 実施内容 調査表
の項番

接続するネットワーク
の制御

不正な接続の禁止 法人認証基盤のサーバに接続できる端末は、FW
により、接続先を法人認証基盤及びその運用に必
要なものに限定し、それ以外の接続を一切禁止す
る。

1212

システムの利用制限に
ついて

権限の無い第三者による
運用webサイトの利用防
止

端末ごとにID/PWを利用した端末における利用
者認証を行う 1312

顧客情報の持ち出しの禁
止

携帯可能な端末の審査室、ヘルプデスク室への持
込を禁止する －

情報持ち出しの制限 USBメモリ等の情報記憶媒体は使用できないよう
制御する。 －

webサイトの利用防止
について

権限の無い第三者による
運用webサイトの利用防
止

運用webサイトへのログイン認証を行う
－

電子メール対策 顧客情報の流出防止 添付ファイルつきメール送信の原則禁止
業務上使用する場合は上長の確認と承認を必須と
する

－

設備的
対策

情報記憶媒体の取り扱
いについて
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表 2-22 人的対策 

 
上記のうち主なものについて以下で解説する。 

 
(a)セキュリティの基本方針の策定について 

本基本方針の策定も重要であるが、運用担当者が遵守すべき運用上の事項をまとめたセキュ

リティマニュアルを策定した。マニュアルには、日々の運用における一般的な注意の記載にとど

まらず、認定認証業務における CPS に類似の事項についても記載した。 

分類 実施概要 項目の要点・目的など 実施内容 調査表の
項番

セキュリティの基本方針の策
定について

運用センターとしてのセキュリ
ティ基本方針の策定

運用センターにおけるセキュリティに関する基本方針および
セキュリティマニュアルの策定を行う。また、運用担当者に
は、研修段階でセキュリティ教育を行う、研修終了後も定期
的にセキュリティ教育を実施する。

3908

セキュリティポリシー遵守に
関する誓約書

認定認証と類似の書式を採用 法人認証基盤の運用責任者、審査担当またはヘルプデスクの
担当者には、新規就業時に、セキュリティポリシー遵守に関
する誓約書の記入を義務付ける。

3C13

セキュリティ保護の管理体制
について

セキュリティ保護に関する体制
の構築

セキュリティ管理委員会を設立し、セキュリティ管理責任者
を設けることで、セキュリティ対策の速やかな実施が行える
ような体制を構築する。

4303

セキュリティに関する教育に
ついて

就業者に対する定期的な教育の
実施

運用センターにおいて、新規就業者に対してセキュリティの
研修を行う。また、研修終了後も、定期的に教育を実施す
る。

3C54

セキュリティ監査について 内部監査を実施する旨を規定 業務の遂行において、セキュリティに関するルールが順守さ
れ、有効に機能しているかを検証するため、定期的に情報セ
キュリティ監査を実施する。

3C32

保護すべき情報資産の特定に
ついて

情報資産を具体的に特定 情報資産管理台帳を作成し、情報資産の特定および管理を行
う。 3908

顧客情報を記載した書類の保
管について

審査室及びヘルプデスク室から
の顧客情報の流出対策

利用者から受け取った申請書やその他の公的書類は、施錠可
能な書庫室の書庫に保管し、書庫室及び審査室以外での閲覧
及び持ち出しを禁止する。

390A
3C52

業務時間外のセキュリティ担保 運用責任者による鍵管理を行う －
2名以上での在室・業務運用によ
る相互けん制

入退室管理簿を作成する
4404

2名以上での在室・業務運用によ
る相互けん制

2名以上の入室及び退室を義務付ける
4401

一定の場合には外部の者の入室
が許可できるようなポリシー

原則として、法人認証基盤の運用責任者、審査担当またはヘ
ルプデスクの担当者のみが入室できる。ただし、これらの担
当者以外の者でも、入室を希望する者の入退室管理簿への記
名及び運用責任者の許可があれば、入室することできる。

－

運用webサイトのアクセスに
関する基本方針

運用webサイトのアカウント利
用に関する基本方針

運用アカウントは1人1アカウントのみ作成可能とし、法人認
証基盤の運用責任者、審査担当またはヘルプデスク担当のみ
が利用できる。
各担当者は自己に割り振られたアカウントのみを利用でき、
共有アカウントは設けない。

－

顧客情報の保護、不正な登録・
情報変更等の禁止

運用webサイトの認証ID/PWの不正利用・不正ログインの禁
止 －

不正利用の禁止 運用webサイトの業務外利用(SNS、オンラインショップ等)
の禁止 －

ヘルプ室での審査アカウントの
利用防止

運用webサイトへのログインは自席端末から行うこと
－

業務の運用に支障をきたす事由
の排除、不正利用の防止

運用webサイトのID/PW忘れ、紛失の際の対応
－

ウィルス検知に際する適正な対
応の教育

ウィルスに関する教育
－

人的対策

審査室・ヘルプデスク室の入
室制限について

運用webサイトの不正利用の
禁止について
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(b)セキュリティ監査について 

内部監査についての規定を設けた。 
また、認定認証業務においては、指定調査機関による監査が年に一度行われ、認定の更新を

行う必要がある。本サービスにおいても類似の監査を行うべく、検討が必要になるものと思われ

る。 
 

(c)審査室・ヘルプデスク室の入退室制限について 
運用担当者は原則として、常に 2 名以上が在室する必要がある。また、入退室に関する記録

を管理簿に記載し、運用責任者がこれを管理することとしている。 
認定認証業務においては、審査や証明書データを格納した IC カードの発行等について、2 名

で作業を行い、相互けん制を実施すべきとの方針による業務を行っている。本サービスもこれを

参考にし、入退室に限らず審査の実施、一部の管理簿の記入や返送処理等を常に 2 名以上で行う

方針を採っている。 
 

(4)G ビジネス ID 運用センターのレイアウト 
G ビジネス ID 運用センターのレイアウト例を図 2-28 に示す。 
顧客情報取り扱いエリアである審査室及びヘルプデスク室いずれの部屋にも施錠可能な扉を設け

ることで、外部からの独立性を高めている。さらに、書庫室と審査室が扉を介して通行可能となって

おり、顧客情報取り扱いエリアから外に出ずに書類の保管等が行えるよう配慮されている。以上のよ

うに、顧客情報を取り扱わない者に対しては、例え G ビジネス ID 運用センター内部の担当者であっ

ても、原則として顧客情報に接触できないように工夫を施してある。 
 

 
図 2-28 G ビジネス ID 運用センターレイアウト例（ただし本実証のレイアウトと異なる） 

  

審査室

ヘルプデスク室

事務室
入口

審査室
入口

施錠可能な扉を設置
2名以上の入室
帳簿による入退室管理

ICカードによる入室管理
ロッカー

携帯電話ロッカー等

共用スペース

施錠可能な扉を設置
書庫入口

書庫
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2.6.4 運用業務フロー 

2.6.4.1 全体運用業務共通事項 
 G ビジネス ID 運用センターの業務は、誤登録等の防止のための本人性確認を特に重視した設計がな

されている。具体的には、審査業務、ヘルプデスク業務のいずれにおいても、本人性の確認を行う場合

は、最低 2 名以上が確認またはチェックを行うことで、相互けん制をはかる体制をとっている。以下、

審査業務における書類審査(2.7.4.2 gBiz プライム新規登録～2.7.4.6 プロファイル変更)や、ヘルプデス

クの一部業務における本人情報のヒアリング(2.7.4.7 アカウント停止～2.7.4.9 アプリ登録解除)の概要

について記載する。 
 
(1)審査業務概要 

審査業務は概ね以下の手順にしたがって行われる。 
・一次審査担当が公的書類と申請書類の記載内容を突合し、一致を確認する。 
・一次審査担当は一致を確認した情報につき、チェックシートの OK 欄にチェックを付す。 
・二次審査担当は、一次審査担当から受け取った公的書類と申請書類の記載内容を突合し、一次審査

担当と同様の一致確認を行う。 
・二次審査担当は、一次審査担当と同様の方法で、チェックシートの OK 欄にチェックを付す。 
・運用責任者は、二次審査担当から受け取ったチェックシートを確認し、適切に審査が行われたこと

を確認する。 
・運用責任者がシステムにおいて当該審査の承認を行い、アカウント登録が完了する。 
 
上記のように、審査担当は 2 名 1 組となって、1 名ずつ同様の審査を繰り返すことにより、誤登録

の防止のための相互けん制をはかる仕組みである。 
 

(2) 審査業務に使用する公的書類 
審査業務で利用する公的書類は以下の 2 種類である。 

 ・利用者が法人の場合、代表者印に係る印鑑証明書 
・利用者が個人事業主の場合、個人の実印に係る印鑑登録証明書 
従って、審査における本人性確認に用いる情報は、これらの公的書類に記載のある事項に限るも

のとする。具体的には以下の事項を審査における本人性確認項目とする。 
①利用者が法人の場合 

法人番号、法人名、本店所在地、代表者氏名、代表者の生年月日及び代表者印の印影 
②利用者が個人事業主の場合 

印鑑登録証明書住所、個人事業主氏名、生年月日及び実印の印影 
 

なお、利用者が法人、個人事業主の場合についても、今後の法人認証基盤のあり方について、検討

が必要な事項がある。詳細は 4 章に記載するが、主な事項を以下に記載する 
・利用者が法人の場合、法人番号をもたない法人の本人性確認の実施方法 
・利用者が個人事業主の場合、事業を営んでいることの確認を行う必要性の有無 
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(3) ヘルプデスク業務概要 
ヘルプデスク業務は、主に利用者からの問い合わせに対する回答を行うものであるが、一定の場合

は利用者の本人性確認を行っている。当該本人性の確認は、アカウントの停止(2.7.4.6)・再開(2.7.4.7.)・
アプリ登録解除(2.7.4.8)について実施する。以下に本人確認の手順及びヒアリングする情報について

記載する。 
・ヘルプデスク担当は利用者からの電話連絡により、アカウントの停止・再開・アプリ登録解除の 
いずれかの依頼を受けた場合、本人性確認が必要である旨を利用者に伝える。 

・ヘルプデスク担当は本人確認情報のヒアリングを行い、これらの情報についてシステムにおける 
アカウント利用者検索機能を利用して一致確認を行う。 

・ヘルプデスク担当は、本人性確認に用いた情報及び確認のとれた情報につき、取次表に記載し、 
運用責任者に受け渡す。 

・運用責任者は、ヘルプデスク担当から受け取った取次表の記載を確認し、本人性確認が適切に完 
了していることを確認する。 

・運用責任者は、システムにおいて当該利用者から依頼のあった操作を行い、操作が完了した旨を 
取次表に記載してヘルプデスク担当に受け渡す。 

・ヘルプデスク担当は、取次表の記載を確認し、操作が完了している旨を利用者に電話連絡する。 
 
以下、各運用業務の概要を記載する。 
 

2.6.4.2 gBiz プライム新規登録 
 利用者は申請書を出力し、公的書類を添えてこれを G ビジネス ID 運用センターに送付する。G ビジ

ネス ID 運用センターは、利用者から当該種類を受領してから 2 週間以内に審査を行い、運用責任者に

よるアカウント登録を完了するものとする。 
  
2.6.4.3 gBiz プライム昇格 

gBiz プライム昇格では、概ね gBiz プライム新規登録と同様の業務でアカウント登録を進める。本フ

ローにおいては、利用者が申請書を出力した時点で法人認証基盤のシステムに申請情報が仮登録され、

同時に gBiz エントリーに関する情報の追記・修正等ができないようシステム上ロックを施す。仮に出

力した申請書に間違いがあり、申請をやり直したい場合は、当該申請書に直接訂正を施すのではなく、

メニューから申請取消を選択し、これを実行することで申請情報が削除され、同時にロックも解除され

る。 
 

2.6.4.4 委任登録 
 委任者がアカウントを持っていない場合のみ、委任登録に関して G ビジネス ID 運用センターの審査

が必要となる。 
委任登録においても、申請書の出力および G ビジネス ID 運用センターへの申請書の送付が必要とな

る。申請は委任者・受任者のいずれが行うことも可能であるが、申請に不備があった場合の返送は受任

者に行うものとしている。すでに gBiz プライムアカウントを保有している受任者に関しては、本人性

確認も行っており、不備書類返送の際に情報漏えい等のリスクが少ないと考えられるためである。 
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2.6.4.5 委任解除 
委任者がアカウントを持っていない場合、委任者から委任解除を行うには、委任解除申請書を G ビジ

ネス ID 運用センターに送付し、審査を経る必要がある。 
 なお、受任者から委任解除を行う場合は、システム上で解除の操作が可能であるため、申請書の記入

や送付は必要ない。 
 
2.6.4.6 プロファイル変更 
 法人代表者の氏名変更、個人事業主の住所移転等、表 2-23 の赤枠で示す範囲の情報については、G ビ

ジネス ID 運用センターにおいて変更が可能である。これらの変更を行う際、利用者は速やかに G ビジ

ネス ID 運用センターに変更申請書を送付し、審査を経る必要がある。 
 

表 2-23 G ビジネス ID 運用センターにおける変更登録が必要な情報 

 
表 2-23 で示したとおり、基本情報のうち、法人基本三情報（法人番号、法人名、本店所在地）に関す

る変更は、G ビジネス ID 運用センターでは受け付けない。これらの情報は利用者自らが登録情報変更

画面において、最新化ボタンを押下することにより、情報の変更が可能である。 
 また、個人事業主の屋号については、印鑑登録証明書上で確認することができないことから、審査項

目とはしておらず、変更申請は不要である。屋号も他のアカウント利用者情報と同様、利用者自ら変更

することができる。 
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2.6.4.7 アカウント停止 
 利用者が自らのアカウントを何らかの理由でロックしたい場合、G ビジネス ID 運用センターに電話

連絡を行い、本人確認を経て、アカウントを一時的に停止させることができる。 
アカウントの停止が必要となるケースとして、ID 及びパスワードを紛失し、パスワードの変更ができ

なくなった場合、不正利用の恐れがあり、アカウントそのものの停止を行いたい場合等が想定される。 
 

2.6.4.8 アカウント再開 
 利用者が停止させたアカウントの利用を再開したい場合、アカウント停止と同様に、G ビジネス ID
運用センターに電話連絡を行い、本人確認を経て、アカウントの利用を再開することができる。 

アカウント再開が必要となる場合として、アカウントの停止によりロックしたアカウントにつき、ロ

ックする必要性がなくなる等した場合が想定される。なお、再開させたアカウントを再度ロックするた

め、アカウントの停止をおこなうことも可能である。 
 

2.6.4.9 アプリ登録解除 
 アプリ登録解除は利用者が自ら行うことができるが、携帯電話を紛失した場合等、利用者自らが操作

を行えない場合については、ヘルプデスクにおいてこれを実施する。利用者はヘルプデスクに電話連絡

を行い、本人確認を経て認証用アプリの登録を解除することによって、SMS のワンタイムパスワード認

証に認証方法を変更することができる。 
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3 実証結果 

 
3.1 実証の全体像 

3.1.1 実証種別 

実証は法人認証基盤を利用する申請システムを接続して実施する RP 接続実証と、申請システムを接

続せずに法人認証基盤単独で実施する法人認証基盤個別実証から構成する。 
RP 接続実証は実際の利用者に対して RP のサービスを提供する形態での実運用利用実証と、法人認

証基盤との接続確認を目的とした接続試験実証を行い、実運用利用実証は中小企業支援プラットフォー

ム、接続試験検証は補助金申請システム、産業保安システムなどと接続する。 
また、法人認証基盤個別実証は主として G ビジネス ID 運用センターの運用業務フローや運用業務時

間などの運用性を検証することを目的とする他、産業保安システムの利用者に実証に参加して頂き実際

に gBiz プライム作成をして法人認証基盤の操作性についても検証する。 
以上の実証種別の内容を表 3-1 に示す。 

 
表 3-1 実証種別 

 
 
  

実証区分
RP接続実証 法人認証基盤個別実証

実運用利用実証 接続試験実証 運用業務評価実証

実証の概要

RP接続を行い、実際の利用者に
対してRPのサービスを提供する形
態での実証

RPと法人認証基盤との接続確認
を目的とした接続試験実証

gBizアカウント作成などGビジネス
ID運用センターの運用業務を主
に検証する目的で、法人認証基
盤のみを利用した実証（RP接続
は行わない）

対象RP 中小企業支援プラットフォーム 補助金申請システム
産業保安システム など

―

実証時の利用者
①中小企業支援PF利用者 ②開発担当者 ③一般ユーザA

（実アカウントの作成）
④一般ユーザB
（ダミーアカウントの作成）

実証利用規模
（想定数）

①20,000アカウント ②数アカウント ③20~30アカウント
④数アカウント

備考 ― ― gBizプライム作成時に審査業務
を実施
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3.1.2 実証内容概要 

実証内容の全体像を表 3-2 に示す。法人認証基盤の操作性、法人認証基盤の運用性、法人認証基盤へ

の問い合わせ状況について実証を行う。また、実証期間における法人認証基盤の利用状況・登録状況を

取りまとめて報告を行う。 
 
(1) 法人認証基盤の操作性 

法人認証基盤利用者の観点から、アカウント作成フロー、画面の操作性や入力情報の利用者イン

タフェース、利用環境に関して検証を行う。検証方法は、実運用利用実証（中小企業支援プラット

フォーム）、法人認証基盤個別実証にて利用者が実際に法人認証基盤でアカウント作成を行っても

らいアンケートまたはヒアリングを実施する。 
(2) 法人認証基盤の運用性 

G ビジネス ID 運用センターの業務フローの運用性や業務処理時間、運用者の法人認証基盤操作

性などの運用業務の検証を目的として、法人認証基盤個別実証にて実際の利用者に gBiz プライム

アカウントを作成してもらい、実施した gBiz プライムアカウント審査業務の時間測定及び審査業

務担当者にヒアリングを実施し評価する。 
(3) 法人認証基盤への問い合わせ状況 

実際の利用者からの問い合わせ状況を分析・評価を行うため、実運用利用実証（中小企業支援プ

ラットフォーム）、法人認証基盤個別実証にて実施し、ヘルプデスク担当者にヒアリングを実施す

る。 
実証内容の具体的内容については「3.2 実証内容」を参照のこと。 

 
 

表 3-2 実証内容の全体像 

 
 
  

実証項目

法人認証基盤の操作性 法人認証基盤の運用性 法人認証基盤への問い合せ状況

・アカウント作成フロー
・画面の操作性
・入力情報
・利用環境 など

・業務フローの運用性
・業務処理時間
・運用者の法人認証基盤操作性など

・問い合せ内容、件数の分析 など

実施方法
・実際の法人認証基盤利用後に
アンケート、ヒアリング

・実際の運用業務実施後にヒアリング
・業務処理に係る情報（帳票、ログ
など）

・ヘルプデスクへの問い合せ情報
・ヒアリング

ヒアリング等対象 ・法人認証基盤の利用者 ・GビジネスID運用センターの運用者 ・GビジネスID運用センターの運用者

対象となる実証

認証基盤個別実証

実運用利用実証
（中小企業支援PF）

認証基盤個別実証

実運用利用実証
（中小企業支援PF）

認証基盤個別実証
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3.1.3 実証の全体構成 

 上記内容を総括した法人認証基盤実証の全体構成を図 3-1 に示す。 
 
 

 
図３-1 実証の全体構成 

  

法人認証基盤

中小企業支援PF 補助金申請システム
産業保安システム 電子申請システムRP

法人認証
基盤

実証参加者

【実運用利用実証】 【接続試験実証】 【運用業務評価実証】

中小企業支援PF
利用者

補助金申請システム
・産業保安システム
開発担当者

RP接続実証 法人認証基盤個別実証

×本実証では接続なし

一般ユーザA
（実アカウント作成）

一般ユーザB
（ダミーアカウント作成）

実証項目 法人認証基盤への
問い合わせ状況

法人認証基盤の
運用性

法人認証基盤の
操作性

gBizプライム作成審査の運用
による法人認証基盤検証

問い合わせ状況の分析
による法人認証基盤検証

アンケート・個別ヒアリング
による法人認証基盤検証
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3.1.4 実証スケジュール 

 実証スケジュールを図 3-2 に示す 
法人認証基盤は 1 月 18 日プレオープン、2 月 12 日本格オープンし、これに合わせてダミーアカウン

トによる認証基盤個別実証をプレオープン期間（1 月 18 日～2 月６日）、実アカウントによる認証基盤

個別実証を本格オープン後の 2 月 12 日～2 月 22 日に実施した。また、RP 接続実証の実運用利用実証

は 2 月 18 日～3 月下旬に実施した。 
 
 

 
図３-2 実証スケジュール 

 
 
  

項目 2019/1 2 3

実証期間

共通認証基盤 ▲1/18
プレオープン

▲2/12 本格オープン

RP ▲2/18
中小企業支援PF

実証名
①実運用利用実証
（中小企業支援PF）

②接続試験実証
（補助金申請システム、
産業保安システム）

③認証基盤個別実証

実証概要（RP接続実証）

実証概要（法人認証基盤個別実証）

・gBizプライム作成など

実アカウントでの実証ダミーアカウントでの
実証

実証実施期間②
（中小企業支援PF）

実証実施期間①
（法人認証基盤単独）

GビジネスID運用センター運用

・gBizエントリー作成
・中小企業支援PFの実運用利用

・接続テスト利用
（開発担当者等による利用）
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3.2 実証内容 

 
3.2.1 法人認証基盤の操作性 

3.2.1.1 実証目的 
利用者に対して法人認証基盤の操作性についてヒアリングを行い、操作性に関する課題や改善点を洗

い出し、その結果を次期の法人認証基盤に反映することにより、利用者がより快適に利用することがで

きる法人認証基盤を目指すことを狙いとする。 

 
3.2.1.2 実証内容とアウトプット 
 法人認証基盤個別実証では、gBiz プライム及び gBiz メンバーアカウント作成について、アカウント

作成フロー、画面の操作性、入力情報、利用環境などに関する検証を行い、また実運用利用実証では、

gBiz エントリー作成について、法人認証基盤個別実証と同様の内容について検証を行うことでアカウン

ト作成の操作面における課題や改善点を整理する。 
法人認証基盤の操作性に関する実証項目とその内容を表 3-3 に示すに示す。 

 
 

表 3-3 法人認証基盤の操作性に関する実証項目とその内容 

 
 
3.2.1.3 実証方法 
(1)法人認証基盤個別実証 
法人認証基盤個別実証にて作成するアカウントは、gBiz プライム作成を実施する。また、gBiz プラ

イム作成はgBizエントリーからgBizプライム昇格及びgBizプライム新規登録の両方を半々実施する。 
実証参加者は電気保安業務に携わる法人に依頼し、実アカウント作成は電気保安協会等に、またダミ

ーアカウント作成は NTT ファシリティーズとする。実証参加者には実証実施前に事前にヒアリング内

容を周知し、実証体験後にヒアリングを実施し、アカウント作成に関する法人認証基盤の操作性に関す

る評価を行う。 
 

(2)実運用利用実証 
実運用利用実証にて作成するアカウントは、gBiz エントリーとする。実証参加者は中小企業支援プラ

項番 分類 項目 内容
A1-1 アカウント作成の流れ 操作性 ・アカウント作成の一連作業における操作性について検証する。
A1-2 レスポンス時間 ・アカウント作成の一連作業における時間について検証する。
A1-3 送信メール ・アカウント作成の一連作業における送信メール表示について検証する。
A2-1 画面の操作性 表示 ・画面の表示内容や表示位置など画面表示関連ついて検証する。
A2-2 ボタン操作・入力操作 ・画面のボタン操作や入力操作に画面操作ついて検証する。
A3-1 入力情報 入力項目 ・アカウント作成に必要な入力情報に関する項目について検証する。
A3-2 入力操作 ・アカウント作成に必要な情報入力の操作性について検証する。
A4-1 利用環境 登録携帯端末 ・gBizプライム作成時に必要な登録携帯端末について検証する。
A4-2 携帯端末準備 ・gBizプライム作成時に必要な携帯端末準備に関して検証する。
A4-3 アカウント作成環境 ・アカウント作成を実施する環境について検証する。
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ットフォーム利用者であり、gBiz エントリー作成者にアンケート依頼メールを送信しアンケート協力の 
依頼を行い回答して頂く方法により検証を行う。 

 
以上の実証方法の全体構成について図 3-3 に示す。 
 

 

図３-3 法人認証基盤の操作性に関する実証方法の全体構成 
 

 
3.2.2 認証基盤の運用性 

3.2.2.1 実証目的 
実際に G ビジネス ID 運用センターでの審査業務・ヘルプデスク業務を行い、その結果を分析、評価

することにより、問題点の洗い出しと対策を検討し、平成 31 年度の本格運用が的確かつ迅速に実施で

きるようにすることを狙いとする。 

 
3.2.2.2 実証内容とアウトプット 
 G ビジネス ID 運用センター運用者の視点から、G ビジネス ID 運用センターに関する運用性を検証

する。 
 運用業務フローの運用性では各運用業務フローにおける課題や改善点を整理し、業務処理時間につい

ては、各審査業務時間や評価モデルによる審査業務時間の評価、課題にある工程とその原因と対策を検

討する。また、運用者における法人認証基盤の操作性について、運用業務を行う上での法人認証基盤の

操作面での課題や改善点を整理する。 
法人認証基盤の操作性に関する実証項目とその内容を表 3-4 に示すに示す。 

 
 
 
 
 
 

一般ユーザ
（中小企業支援PF利用者）

RP接続実証（実運用利用実証）

評価実施
方法

実証参加者

実証内容

実証内容 実アカウント作成

gBizエントリー作成 〇

法人認証基盤個別実証

一般ユーザ（電気産業保安関係者）

実証内容 実アカウント作成 ダミーアカウント作成

gBizプライム作成 〇 〇

gBizプライム昇格 〇 〇

gBizプライム新規 〇 〇

実証区分

アンケートヒアリング

電気保安協会
電気管理技術者協会 NTTファシリティーズ
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表 3-4 法人認証基盤の運用性に関する実証項目とその内容 

 
 
 
3.2.2.3 運用業務フローの運用性の実証方法 

運用性に関する実証において実施する運用業務と実施対象者について表 3-5 に示す。 
実証を行うにあたり可能な限り一般ユーザを基本に実施するが、一般ユーザで実施が不可の場合は必要

に応じてダミーユーザにより実施する。実証において、各運用業務フローに従い、業務を実施し、実用

性について評価する。 
 

表 3-5 法人認証基盤の運用性に関する実証対象運用業務と対象者 

 
※ 証基盤個別実証、実運用利用実証（中小企業支援プラットフォーム）の一般ユーザにて実施 

 

項番 分類 項目 内容

B1-1 運用業務フローの
運用性 gBizプライム関連審査フロー

・gBizプライムアカウント申請時の審査業務を実施した際に運用業務
フロー上の問題（手順、時間、操作、帳票、体制など）がないか
検証する。

B1-2 委任関連審査フロー ・委任登録、委任解除の運用業務を実施した際に運用業務フロー
上の問題がないか検証する。

B1-3 ヘルプデスク関連フロー ・ヘルプデスク業務のうち本人確認を伴う運用業務について、業務
運用フロー上問題がないか検証する。

B2-1 業務処理時間 審査業務に係る時間
・全体時間、個別作業時間、積滞時など各種観点から時間を測定
し、審査時間の妥当性の評価や時間を要する工程の洗い出しと
その原因と対策を検討する。

B2-2 ヘルプデスク業務に係る時間 ・ヘルプデスクの問い合わせ業務時間を測定し、問い合わせ業務内容
別の分析、評価を行う。

B3-1 法人認証基盤の
操作性 法人認証基盤の操作性

・運用業務の中で利用する法人認証基盤の画面操作性について、
容易さ、分かりやすさ、誤操作の可能性などの観点から運用業務に
問題が ないかを検証する。

実証項目 運用業務フローの運用性 業務処理時間 法人認証基盤
の操作性

gBizプライム
関連審査フロー

委任関連審査
フロー

ヘルプデスク
関連フロー

審査業務に
係る時間

ヘルプデスク業
務に係る時間

法人認証基盤
の操作性

審
査
業
務

gBizプライム新規
作成

〇（ダミー） 〇（ダミー＆
一般）

〇（ダミー）

gBizプライム昇格 〇（ダミー） 〇（ダミー＆
一般）

〇（ダミー）

委任登録 〇（ダミー） 〇（ダミー） 〇（ダミー）
委任解除 〇（ダミー） 〇（ダミー） 〇（ダミー）
プロファイル変更 〇（ダミー） 〇（ダミー） 〇（ダミー）

ヘ
ル
プ
業
務

アカウント停止 〇（ダミー） 〇（ダミー） 〇（ダミー）
アカウント再開 〇（ダミー） 〇（ダミー） 〇（ダミー）
アプリ登録解除 〇（ダミー） 〇（ダミー） 〇（ダミー）
申請方法問合せ 〇（※）
操作方法問合せ 〇（※）
技術問合せ 〇（※）
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3.2.2.4 業務処理時間（審査業務）の実証方法 
(1)実証・評価フロー 

実証は、gBiz プライム新規作成、gBiz プライム昇格、委任登録、委任解除、プロファイル変更の運用

業務について、図 3-4 に示す実証・評価フローにて実施する。 
 
 

 
 

図３-4 業務時間測定（審査業務）に関する実証・評価フロー 
 
 
(2)業務時間測定対象の作業工程 
審査が必要となる各種申請の審査業務作業工程は、基本的には共通の業務フローとなる。ただし、プ

ロファイル入力作業については、プロファイル変更申請に関してのみ運用責任者が実施する作業となる。

審査業務に関する各作業工程の一覧を表 3-6 に示す。 
 審査業務処理時間の実証を行うにあたって、それぞれの申請を業務フローにおける各業務に細分化し、

時間の測定を行う。また、審査の過程で協議や返送が必要になる場合もあり、それぞれの処理時間につ

いても同様に測定する。特に協議が発生する場合に関しては協議に係る事由ごとに分類を行い、比較的

軽微な不備に関する協議と、重要な判断を行うべき場合に必要な協議を区別して時間測定を行う。 
 
 
  

①基礎時間データの測定
（アウトプット）

実運用時の業務時間評価の基礎
時間データを測定
・１業務単位個別に測定
・審査に問題ないパターン
・審査に時間を要するパターン
（二次審査、協議が必要など）

（注）測定にあたっては、運用者の
一定の習熟を経たのち実施する

③実運用時の業務時間評価
（アウトプット）

②評価モデルの作成

実運用時の業務時間評価のための
評価モデルを作成（複数モデル）
・各業務比率
・審査レベル（書類不備等）比率
・運用責任者の業務間隔 など

②の評価モデルに対して、①の基礎
時間データと業務量をもとに実運用時
の業務時間評価を実施

時間測定により大きな問題があった
工程がある場合、その原因と対策を検討
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表 3-6 審査業務に関する各種申請業務と各作業工程 

 
 
(3)業務時間測定 

各種申請の業務処理時間は作業工程単位で測定し、アウトプットは作業工程単に実測した時間と実測

した時間をもとに算出した申請業務毎の時間である。 
(a) 作業工程単位での業務時間（①、②・・・⑦を実測） 
(b) 申請業務単位での通常審査および不備あり審査別の業務時間 

（(a)の各作業工程時間から算出）） 
 

 
図３-5 測定時間のアウトプット 

申請の種類
プライム登録

申請
（法人）

プライム登録
申請

（個人事業主）

委任登録
申請

委任解除
申請

プロファイル
変更申請

通常
審査
業務

①受付（受番付与・チェックシート添付 ○ ○ ○ ○ ○

②-①一次審査（申請重複確認） ○ － － － －

②-②一次審査（書類の確認等） ○ ○ ○ ○ ○

③-①二次審査（申請重複確認） ○ － － － －

③-②二次審査（書類の確認等） ○ ○ ○ ○ ○

⑤-①運用責任者の承認/否認 ○ ○ ○ ○ －

⑤-②運用責任者のプロファイル入力 － － － － ○

⑦書類の保管 ○ ○ ○ ○ ○

協議
事由

④
不
備
に
関
す
る

協
議

審査項目以外の項目の明らかな
誤記 ○ ○ ○ ○ ○

印鑑不一致・不鮮明 ○ ○ ○ ○ ○

審査項目に関する誤記・記入漏れ ○ ○ ○ ○ ○

書類添付漏れ ○ ○ ○ ○ ○

返送 ⑥不備書類の返送 ○ ○ ○ ○ ○

通常審査

不備が
あった場合

各作業
①受付（受番付与・チェックシート添付
②-①一次審査（申請重複確認）
②-②一次審査（書類の確認等）
③-①二次審査（申請重複確認）
③-②二次審査（書類の確認等）
⑤-①運用責任者の承認/否認
⑤-②運用責任者のプロファイル入力
⑦書類の保管
④
不
備
に
関
す
る

協
議

④-①審査項目以外の項目の明らかな
誤記

④-②印鑑不一致・不鮮明

④-③審査項目に関する誤記・記入漏れ

④-④書類添付漏れ
⑥不備書類の返送

各種申請業務 所要時間

プライム登録申請（法人） ①＋(②-①)＋(②-②)＋③
＋(⑤-①)＋⑦

プライム登録申請（個人事業主）
①＋(②-②)＋③＋(⑤-①)
＋⑦委任登録申請

委任解除申請
プロファイル変更申請 ①＋②＋③＋(⑤-②)＋⑦

不備作業 所要時間
審査項目以外の項目の明らかな誤記 (④-①)＋⑥
印鑑不一致・不鮮明 (④-②)＋⑥
審査項目に関する誤記・記入漏れ (④-③)＋⑥
書類添付漏れ (④-④)＋⑥

上記通常審査業務時間に、下記の不備作業時間を追加
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(4)各業務の評価モデル 

各業務の処理時間を個別に計測した上で、それぞれの申請パターンに適応し必要な業務時間を見積も

るが、この際に評価モデルを定めておく必要がある。この評価モデル設定にあたり、(a)不備比率、(b)申
請種別比率、(c)法人/個人事業主比率の３つのパラメータについて下記のとおり想定して法人認証基盤に

おける審査業務の業務処理時間評価を行う。 
 
(a)不備比率 

各業務において通常通り審査が完了する場合と、何かしらの不備が発生する場合の 2 通りが考え

ら、これらの場合について、全申請に対する割合を想定し、不備がある場合は不備事由ごとにパー

センテージを設定することで、より正確な評価を行う。 
不備の割合及び不備事由の割合の設定に際しては、認定認証業務における過去の実績を参考とし

たが、法人認証基盤では添付する公的書類が認定認証事業と比べ少ないこと、また入力情報につい

てもそれほど複雑でないことなど、不備となる要因が少ないことも考慮し、設定した。表 3-7 に今

回想定した比率を示す。 
 

(b)申請種別比率 
法人認証基盤の利用予測状況から、表 3-8 に示す比率を想定する。 

 
 

表 3-7 不備比率 

 

 
表 3-8 申請種別比率  

 

 
 

大項目 中項目 全申請に対する割合

通常審査フロー 90％

協議フロー

審査項目以外の項目の明らかな誤記 2％

印鑑不一致・不鮮明 4％

審査項目に関する誤記・記入漏れ 3％

書類添付漏れ 1％

各種申請 申請の比率
プライム登録申請 40%
プライム昇格申請 40%
委任登録申請 10%
委任解除申請 10%

プロファイル変更申請 0～1%
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3.2.2.5 業務処理時間（ヘルプデスク業務）の実証方法 
 
(1)業務処理時間の測定対象 
ヘルプデスク業務は図 3-6、表 3-9 に示すように、大きく 3 種類の業務があり業務処理時間評価の観

点から２つのパターンに分類できる。「本人確認」作業工程以外は、依頼内容により所要時間の変動が大

きいこと、ダミーユーザでは評価しにくいことなどから本実証でのヘルプデスクに係る業務処理時間の

評価は、下記のように実施する。 
・定量的な時間評価は、本人確認を要する業務の「本人確認」作業工程に対して実施する。 

（実証期間中は本業務では一般ユーザはいないため、ダミーユーザによる実施） 
・時間評価パターン①の業務については、実証期間内における一般ユーザからの実際の問合せ 

時間を測定し、その問い合わせ内容により分類して、参考時間情報として報告する。 
 
 

 
図３-6 ヘルプデスク業務の時間評価 

 
 
 

表 3-9 ヘルプデスク業務内容と実証対象者 

 
 
 
(2)業務時間測定対象の作業工程 
審査業務の業務時間測定と同様に、各作業を実施するのに必要な時間を個別に測定する。ただし、依

頼内容の確認や完了報告等の通話が主となる業務に関しては、処理時間の定型的な計測が難しいため実

施せず、本人確認業務の処理時間のみ測定し報告する。  
 

時間評価
パターン①

問合せ対応業務

エスカレーションを
要する業務

依頼内容対応

依頼内容確認
本人確認 電話連絡対応

時間評価
パターン②

本人確認を要する
業務

時間評価

依頼内容
により分岐

一般ユーザ

ダミーユーザ

業務の分類 業務内容 必要な作業 実証対象者

問い合わせ対応業務
利用に関する問い合わせ対応

電話応対 一般ユーザ
アカウント取得に関する問い合わせ

エスカレーションを要する業務
システムトラブルに関する問い合わせ 電話応対＋

構築事業者へのエスカレーション 一般ユーザ

その他例外対応 電話応対＋
経済産業省様エスカレーション 一般ユーザ

本人確認を要する業務
アカウント停止・再開・アプリ登録解除 依頼受付及び本人確認＋取次＋

折り返し電話連絡 ダミーユーザ

申請状況に関する問い合わせ 依頼受付及び本人確認＋取次＋
申請状況確認＋折り返し電話連絡 ダミーユーザ
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(3)業務時間測定 
各種申請の業務処理時間は作業工程単位で測定し、アウトプットは作業工程単位に実測した時間と実

測した時間をもとに算出した申請業務毎の時間である。 
(a) 作業工程単位での業務時間（①、②・・・⑨を実測） 
(b) 申請業務単位での業務時間（(a)の各作業工程時間から算出）） 
 

表３-10 測定時間のアウトプット 

  

各業務 所要時間

①本人情報ヒアリング 測定
②本人確認 測定
③確認結果記録 測定
④取次票の記入 測定
⑤運用責任者の判断 測定
⑥依頼操作実施 測定
⑦完了結果記録 測定
⑧申請状況取得 測定
⑨申請状況伝達 測定
情
報
不
一
致
の
場
合

ヘルプデスク担当が不一致と判断 ①～③を
繰り返し

運用責任者が不一致と判断
①～⑤を
繰り返し

各種申請 所要時間

停止・再開・
アプリ登録解除

通常通り完了 ①＋②＋③＋④＋⑤
＋⑥＋⑦

ヘルプデスク担当が
不一致と判断

N×（①＋②＋③）
＋④＋⑤＋⑥＋⑦

運用責任者が不
一致と判断

N×（①＋②＋③＋
④＋⑤）＋⑥＋⑦

申請状況に
関する問い合わせ

通常通り完了
①＋②＋③＋④＋⑧
＋⑨＋⑦

ヘルプデスク担当が
不一致と判断

N×（①＋②＋③）
＋④＋⑧＋⑨＋⑦

処理時間
集計/評価
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3.2.3 法人認証基盤への問い合わせ状況 

3.2.3.1 実証目的 
実証にて G ビジネス ID 運用センターへの問い合わせ状況(内容、件数等）を分析し、利用者マニュア

ルや FAQ へ反映を行い、法人認証基盤の利便性向上を狙いとする。 
 
3.2.3.2 実証内容とアウトプット 
実証内容は、問い合わせのあった内容、件数、問い合わせチャネル（電話、メール）情報を分析し、

利用者マニュアル等への反映の要否を検討する。 

現在想定する法人認証基盤の問い合わせ状況に関する実証項目とその内容を表 3-11 に示す。 
 

表 3-11 法人認証基盤の問い合わせ状況に関する実証項目とその内容 

 
 
3.2.3.3 実証方法 
実際の利用者からの問い合わせを分析のため、認証基盤個別実証（gBiz プライム作成）の利用者及び

中小企業支援プラットフォーム（gBizエントリー作成）の利用者からに問合せが対象となる。 

 
 
3.2.4 法人認証基盤の利用状況・登録状況 

認証基盤の利用状況及び登録状況に関するデータ収集を実施する。収集するデータは、アカウント利

用状況についてはアカウント状況およびアカウントステータスを、登録状況については、認証基盤の RP
登録状況、登録されたアカウント数に大別し、以下の情報を取得する。 

 
表 3-12 認証基盤の利用状況 

 

 

項番 分類 項目 内容

C1-1 問い合わせ 問い合わせ ・問い合わせのあった内容、件数、問い合わせチャネル（電話、メ
ール）情報を検証する。
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表 3-13 認証基盤の登録状況 

 
 
データ収集の観点として、アカウントの利用状況については、週毎の新規発行アカウント数を取得す

ることで、現在の利用者数の確認及び日々の申請状況を観測したものであり、ログインの成功数及び失

敗数は、不正利用防止のために日々情報取得するものである。 
また、アカウントを取得したユーザのうち、登録はしたものの長期間利用しないユーザが発生するこ

とが考えられる。そのような場合は、一定期間経過後に不要なアカウントを削除することも含めて検討

が必要であると思われる。アカウントステータスに関する情報を取得し、アクティブなユーザ数とそれ

以外、つまり未使用のまま放置されているアカウント数を確認した上で検討を行いたい。また、削除済

みアカウント総数を取得することで、利用しないアカウントの削除に関してユーザがどれほど積極的か

を確認し、パスワードロック中アカウントの総数を取得することで、一時的に利用できなくなっている

アカウントのロック解除や削除をユーザが積極的に実施しできているかを知ることができる。 
 登録状況については、Gビジネス ID運用センターにおいて収集できる審査に関わる情報を取得する。

特に、審査 NG となった申請の不備率は、審査に係る業務処理時間を考慮するのに有用であると思われ

る。 
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3.3 実証結果 

 
3.3.1 法人認証基盤の操作性（gBiz プライム作成関連） 

 
gBiz プライムにおける法人認証基盤の操作性については、電気保安関係者に実証参加を依頼し、gBiz

プライム作成を体験して頂き、ヒアリングシートへの回答及び直接ヒアリングなどを通じて実証結果の

とりまとめを行った。 
 
実証は電気管理技術者協会、NTT ファシリティーズ法人各社の 19 法人に参加して頂き、gBiz プライ

ム申請数は 25 件、ヒアリングシート回答は 22 件であった。（表 3-14、表 3-15 参照） 
 なお、電気保安協会、電気管理技術者協会は実際の gBiz プライムを作成、NTT ファシリティーズ各

社はダミーの gBiz プライムを作成して頂いた。 
 

表 3-14 実証参加法人 

 

 
表 3-15  gBiz プライム申請及びヒアリングシート回答状況 

 
 

 
gBiz プライム作成に参加して頂いた法人に対し、法人認証基盤の操作性についてヒアリングシート記

入して頂きヒアリングした内容を整理した結果を以下に示す。 
 

実証参加法人
NTTファシリティーズ法人各社 NTTファシリティーズ、NTTファシリティーズ北海道、NTTファシリティーズ関西、NTTファシリティーズ中国、

NTTファシリティーズ九州
電気保安協会 【申請・ヒアリングシート提出】

北海道電気保安協会、東北電気保安協会、関東電気保安協会、中部電気保安協会、
北陸電気保安協会、関西電気保安協会、中国電気保安協会、四国電気保安協会、
九州電気保安協会、沖縄電気保安協会

電気管理技術者協会 【申請】
北海道電気管理技術者協会、東京電気管理技術者協会、北陸電気管理技術者協会、
中部電気管理技術者協会、関西電気管理技術者協会、四国電気管理技術者協会、
九州電気管理技術者協会
【ヒアリングシート提出】
北海道電気管理技術者協会、東京電気管理技術者協会、四国電気管理技術者協会、
九州電気管理技術者協会

実証参加法人 実証実施期間 gBizプライム申請数 ヒアリングシート回答
NTTファシリティーズ
法人各社

アカウント作成：1月21日～2月6日
ヒアリング実施：2月6日～2月15日

gBizプライム作成
（gBizエントリー作成あり）

4 4

gBizプライム
（gBizエントリー作成なし）

4 4

電気保安協会 アカウント作成：2月12日～3月11日
ヒアリング実施：2月25日～3月15日

gBizプライム作成
（gBizエントリー作成あり）

10 10

電気管理技術者
協会

gBizプライム作成
（gBizエントリー作成なし）

7 4
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3.3.1.1 各アカウントの理解 
 gBiz プライム作成を行った際に、gBiz エントリー、gBiz プライム、gBiz メンバーの各アカウントの

役割や位置づけ、相違などを理解して実施したかについて確認した結果について以下に示す。 
 
(1)実証結果 

gBiz プライムなど各アカウントの役割、違いなどについての理解は下記の通りであった。（全回答数

19 件） 
・良く分からなかった。（17 件） 
・実証に向け説明資料が配布されたため理解できた。（2 件） 

理解した方は別途説明資料を読んで分かったとのことで、多くの方の回答として各アカウントについて

利用者操作マニュアルや FAQ に十分な説明がされてないため、利用者へ分かり易く説明することが必

要とのことであった。 
 
また、gBiz プライム作成において、アカウントについての理解不足が要因と思われる下記の回答があ

った。 
・gBiz プライムで何ができるのか分からず、印鑑証明書を提出してアカウント作成することに不安 
があった。（どのような責任を負わされるのか） 

・gBiz プライムのアカウントの位置づけが分からなかったため、アカウント作成に躊躇した。 
・gBiz プライムを利用して担当者が申請を行うことを考えている。 

 
この他、gBizID と G ビジネス ID の違いや意味するところ、gBizID や G ビジネス ID と各アカウン

トの関係が分からず戸惑った、混乱したとの回答もあった。（2 件）  
 
(2)今後の対応 
各アカウントの理解が十分ではない状況では、アカウント作成に支障を及ぼしたり、誤った利用が行

われる可能性があり、各アカウントの役割や違いなどが容易に理解できるようにする必要がある。 
特に印鑑証明書の提出が必要となる gBiz プライム作成については、十分配慮が必要と考えられる。 
 
対応策としては、下記などが考えられる。 
①法人認証基盤におけるアカウントについての周知活動 

現在は実証のため法人認証基盤及び作成するアカウントの役割や位置づけ、相違について 
本格的な周知、広報活動は行っておらず、今後実施する予定と考えられるが、今回の実証参加者 
の意見を受け止めこの活動は重要なものと考えられる。 

②G ビジネス ID サイトにおける利用者操作マニュアルや FAQ などにおけるアカウント解説の充

実 
  利用者操作マニュアルや FAQ にアカウントについての説明が十分ではない状況であり、利用 

者が容易に理解できるように改善することが必須であると考えられる。 
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3.3.1.2 gBiz プライム作成における情報入力 
 gBiz プライム作成の際の基本情報及びアカウント利用者情報への入力について確認したところ、入力

すべき情報を誤認識している利用者が多く見られた。この基本情報及びアカウント利用者情報への情報

入力に関する実証結果を以下に示す。 
 
(1)実証結果 

gBiz プライム作成時の情報入力は、下記のように入力を行ったとの回答であった。（全回答数 19 件） 
①基本情報、アカウント利用者情報ともに代表者情報を入力（2 件） 
②基本情報には代表者情報を入力、アカウント利用者情報には実際の利用者の情報を入力 
（17 件） 

②の場合、最終的には gBiz プライムのアカウント利用者情報に利用者ではなく代表者氏名に変更され

たため、これによって代表者の情報であると認知したとのことであった。 
要因としては、gBiz プライム理解不足と情報入力が基本情報とアカウント利用者情報に分かれているた

め、そのように認識したことによるものであり、下記の意見があった。 
・アカウント利用者情報の表現では実際の利用者と思う。 
・基本情報とアカウント利用者情報の区分とその意味がわからない。 
・両方とも代表者情報の入力ならば、代表者情報と一つに表示して欲しい。 
・個人事業主の場合は良いが、法人の場合この入力画面では間違う。 
・法人と個人事業主で入力画面を分けるべきではないか。 

 
またメールアドレスと SMS 番号の入力については、全ての法人が下記のように代表者以外の入力を

行ったとの回答であった。（19 件（全回答数 19 件）） 
  ①利用者のメールアドレス、SMS 番号を入力（13 件） 

②メールアドレスは協会のメールアドレス、SMS 番号は利用者携帯を入力（1 件） 
③メールアドレスは協会のメールアドレス、SMS 番号は共用携帯を入力（1 件） 
④メールアドレスは担当部署の共通メールアドレス、SMS 番号は利用者携帯を入力（2 件） 
⑤メールアドレスは利用者のメールアドレス、SMS 番号は共用携帯を入力（1 件） 
⑥利用者のメールアドレス、SMS 番号を入力したが、メールアドレスは共通メールアドレスに変更 
予定（1 件）    

上記理由としては、gBiz プライムを作成する際にアカウント利用者情報には利用者の情報を入力と勘違

いしたためと、gBiz プライム作成にあたり代表者自身がメールや SMS を受信してアカウント登録作業

を行わないとの理由によるものである。 
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図３-7 基本情報とアカウント利用者情報の入力画面 

 
 
(2)今後の対応 
実証結果のとおりアカウント利用者情報入力の際に利用者の情報入力と勘違いさせないためには、 
 ・基本情報とアカウント利用者情報の位置づけを分かり易く説明 
・基本情報とアカウント利用情者報を合わせ代表者情報と表記 
・基本情報とアカウント利用情者報の表記や構成の見直し など 

正しい入力に導くための入力欄表記の見直しが必要と考えられる。 
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 一方で gBiz プライム作成時に実際の利用者でのアカウントにて作成する行動が見られたことから、

gBiz プライムの位置づけそのものを再度検討していくことも必要かと考えられる。 
具体的な案としては、 
  ①gBiz プライムは代表者だけではなく、代表者に代わり実質的に実務を担当する法人の責任者を 
   登録することができる。 
  ②現在の gBiz プライムはそのままにしておき、新たに実質的に実務を担当する法人の責任者を 

登録できる gBiz アドミニストレーターといったアカウントを新たに設ける。 
などが考えられる。 
 
3.3.1.3 SMS 受信タイミングの認識 
 gBiz プライム申請において、G ビジネス ID 運用センターにて申請審査が完了・承認後に登録申請承

認メールが送信されるが、このときの承認メールと SMS 受信の関係について利用者が誤った操作手順

を行った参加者が多かった。この内容について以下に示す。 
 
(1)実証結果 

gBiz プライム申請承認後すぐに SMS が送信される（承認通知メールと SMS 送信は同時）と誤認識

し、メール記載 URL にアクセスせずに SMS 受信を待っていた利用者が多くみられた。（12 件（全回答

数 20 件） 
利用者は SMS が送られてこないと思い、この後利用者がとった行動は以下の通りであった。 

①SMS 番号の誤投入と思い、投入した SMS 番号を確認しようとしたが確認手段がなく断念した。 
（困った）（2 件） 
・申請書 PDF に SMS 番号の記載があるか確認した 
・gBiz プライム申請 ID から SMS 番号検索できる手段がないか探した 

②気づくまで時間がかかり、最終的には URL アクセス後に SMS 受信してアカウント作成を完了

し 
た。（5 件）気づくまでの時間は、最長の方の場合で 6 日後であった。 

③SMS が来なかったのでヘルプデスクに電話確認し、URL クリック後と分かった。（2 件） 
 ヘルプデスクに電話したタイミングは、当日または数日待ってからであった。 
④暫くしても SMS を受信しなかったので、その後業務が忙しく忘れてしまい、アカウントは未作 
成のままとなった。（3 件） 

 
このような誤認識を招いた要因として、下記の指摘があった。 
・アカウント作成開始にあたり、事前に承認通知メール（URL 記載）にアクセス後に SMS 送信 

されることを利用者が容易に理解できる状況となっていない（説明が十分ではない）。 
・承認通知メール（URL 記載）のメール本文内容では分かりづらい（誤解を招く表現である）。 
・SMS が来ないので URL クリックしてみようと考えたが、URL クリックして試せなかった。 
 これは、「URL は一度しか御利用いただけません」との記述があり、失敗しないようにクリック 
 できなかった（この表現のため慎重に）。（3 件） 

この具体的内容は、下記のようなことであった。 
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  ・SMS 未受信（ワンタイムパスワード来ていない）のときにクリックしたら、二度と使え 
ない（再申請）と思った。 

  ・クリック後にワンタイムパスワード入力ミスを一度すると、二度と使えない（再申請） 
と思った。入力ミスが何度まで許されるのかわからないので、説明が欲しい。 

 
(2)今後の対応 
実証結果から、 
・SMS が来ないと思われてしまい、登録した SMS 番号を確認しようとするが分からず困惑させる 

可能性がある。 
・承認通知メール記載の URL アクセスに気づくのに暫く時間がかかり、gBiz プライム作成に必要 
以上に時間を要する結果となる可能性がある。 

・最終的に gBiz プライム作成が未完了となってしまう場合も発生する可能性がある。 
といった問題点があり、対応が必要と考えられる。 
 
対策案としては、下記などが考えられる 
①SMS 受信タイミングの誤認識防止対策 

・gBiz プライム作成開始にあたり、事前に SMS 送信がいつ行われるのか分かり易く示す。 
 ・承認通知メールの SMS に関する表示内容の見直し（図 3-9 の赤枠個所）を行う。 
②SMS 番号索引手段の提供 

・登録した SMS 番号を確認するための手段を提供する。 
・確認できるタイミングは、SMS 番号登録時（登録の際に確認ボタン押下にて SMS 番号に確 
認メッセージを送信など）と登録後が想定される。 

 

 

図３-8 SMS 受信における誤認識のあった個所 
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図３-9 登録承認メールにおける改善検討個所 

 
 
3.3.1.4 gBiz プライム再申請時の印鑑証明書再提出 
 gBiz プライム申請し G ビジネス ID 運用センターにて審査承認完了後に承認通知メールが利用者に

送信され、この後は利用者による登録完了処理を行うこととなるが、何らかの理由により利用者による

処理が完了しなかった場合には再度最初から gBiz プライム申請を行うことが必要となる。この際、一

度提出した印鑑証明書についても再提出となるが、この点について利用者から多くの意見が寄せられた

ので、この点について以下に示す。 
 
(1)実証結果 

gBiz プライムの再申請のために印鑑証明書再取得が必要となった場合、印鑑証明書を社内で再取得す

ることは難しく、既に提出済の印鑑証明書を利用する仕組みを望む意見が多かった。（15 件（全回答数

16 件）） 
①印鑑証明書の再取得は難しい。（13 件） 
②印鑑証明書の再取得は問題ないが、提出済みの印鑑証明書を使用すべきである。（1 件） 
③印鑑証明書の再取得は問題ないが、再申請のための社内承認処理が大変で避けたい（1 件） 
 

gBiz プライム再申請を行う必要が発生するケースとしては、 
①URL 有効期限切れ 
②SMS 番号の誤登録による SMS 受信不可 

の 2 つケースがあり、①については承認通知メールが一度しか送信されず、業務多忙の場合にはメール

が埋もれてしまうことがある、②については SMS 番号の確認手段が提供されていない、誤投入防止が

ないなどミスが防げないことにより再申請の可能性が十分にあり得るとの指摘であった。 
 
(2)今後の対応 

gBiz プライム再申請を防ぐための対策が十分ではないと認識されており、このような状況の中で

URL 有効期限切れや SMS 番号誤投入により再申請が必要となり、印鑑証明書の再取得・再提出を求め
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るのは難しい状況であると考えられる。 
 
対応策としては、下記などが考えられる。 
①URL タイムアウト対策 

・承認通知メール（URL 記載）を一度だけではなく、何度か送信する。 
 例えば、期限が近付いてきた場合のリマインドメールなど 
・URL 有効期限切れ時に申請 ID をヘルプデスクに連絡し、URL 有効期限延長や URL 再発行が 
できる仕組みとする。 

②SMS 番号誤投入対策 
・SMS 番号登録時の確認 
 SMS 登録を行う際に確認ボタン押下にて SMS 番号に確認メッセージを送信など 
・SMS 番号登録後の確認 

    申請書への記載、gBiz プライム申請 ID による登録情報検索手段の提供など 
 

 

図３-10 有効期限切れにおける gBiz プライム登録再申請 
 
3.3.1.5 利用環境（携帯端末） 
 gBiz プライム及び gBiz メンバーアカウント作成及び法人認証基盤を利用する際は携帯端末利用が必

要となるが、この携帯端末の利用環境についてヒアリングした結果を下記に示す。 
 
(1)実証結果 

gBiz プライム作成時に利用した携帯端末は、下記の通りであった。（全回答数 19 件） 
・会社貸与携帯（13 件） 
・会社共用携帯（1 件） 
・個人携帯（5 件） 

また、法人認証基盤にて申請業務を行う際に個人携帯利用の可否について確認したところ、個人携帯利

用に否定的な法人が多かった。（9 件） 
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法人共通認証基盤の利用にあたり、gBiz プライム及び gBiz メンバーは携帯端末利用が前提となるこ

とについて確認したところ下記の通りであった。（全回答数 19 件） 
・携帯端末が前提となる運用は難しいとの回答が多数あった。（9 件） 
この中には、携帯端末前提ならば、従来通り紙申請とするとの意見もあった。 

・携帯端末だけでなく会社 PC 利用など別の手段を許容して欲しいとの要望が多かった。（11 件） 
この別手段として PC の他にワンタイムパスワード端末の配布の意見もあった。 

・携帯利用全体の条件として共有携帯端末利用ならば OK との回答もあった。（1 件） 
 

この携帯端末利用が難しい理由としては、下記があげられた。 
①会社貸与携帯の準備はできない 
②個人携帯の利用はセキュリティ上あり得ない（使わせない） 
③個人携帯は社員が拒否する可能性がある 
④個人携帯の利用に抵抗感がある 
⑤会社貸与携帯では SMS が利用できない（利用制限がかかっている） 
⑥会社貸与携帯は 090 または 050 のどちらかで、050 の場合は SMS が利用できない 
⑦050 番号を利用しており SMS は利用不可 
⑧会社貸与携帯を利用しているが経費削減で個人携帯に移行しており、個人携帯利用は否定的 

 
この他、スマホ利用の可能性について伺ったところ、会社貸与でスマホ利用が可能であるとの回答は

4 社であった。（既に全職員に配付済み 1 社、必要ならば会社で準備は可能 3 社） 
全職員に配付済みの協会では、アプリダウンロードに制限をかけているとのことであった。 
 
(2)今後の対応 

gBiz プライム及び gBiz メンバーの利用にあたっては携帯端末の利用が前提となるが、実証結果から 
・携帯端末を準備できない 
・SMS が利用できないなど利用環境的要因による携帯端末の利用が制限される 
・個人携帯端末の利用には理解を得られにくい面がある 

（携帯端末保有者の立場、個人携帯を利用させる法人の立場ともに） 
などの状況があり、G ビジネス ID 普及に向けてはこの点を考慮して対応を検討する必要がある。 
また、gBiz プライムや gBiz メンバーの利用にあたり携帯端末のみではなく、PC の利用可能性の検討

も視野に入れることが必要となる可能性がある。 
 
3.3.1.6 利用環境（OS/ブラウザ） 
 今回の実証にて利用者が利用した PC 及び携帯端末の利用環境について以下に示す。 
 
（1）実証結果 
 実証で利用した PC の利用環境は下記に通りであった。（全回答数 18 件） 

・OS  Windows７（13 件） 
   Windows10（5 件） 
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・ブラウザ  IE（13 件） 
      Chrome（3 件） 
      Firefox（2 件） 

また、今回利用された携帯端末は、Docomo P-01G、Docomo SH-03E などが挙げられた。 
 
 
3.3.1.7 その他実証結果 
 上記で整理した実証結果以外についても多くの意見を頂き、その結果を以下に示す。 
 
(1) 利用説明関連 
 ①アカウント ID とメールアドレス 

アカウント ID がメールアドレスであると分かりにくい。（3 件） 
【アカウント作成画面】 
 メールアドレス登録画面にて、アカウント ID がメールアドレスであることが分かりにくい。 
 また、説明文が小さく分かりにくい。 
【ログイン画面】 
 初めてログイン時に、ログイン画面にアカウント ID がメールアドレスであることが説明なく 
アカウント ID が何か分からなかった。アカウント ID（メールアドレス）といった表示をして 
欲しい。 

【メールアドレス変更メニュー】 
    メニューにメールアドレス変更があるが、これがアカウント ID の変更であることが分からな 

かった。 
 
 ②メールアドレスと SMS 番号の利用範囲 

アカウント作成時に登録するメールアドレスと SMS 番号が、登録時に一時的に利用するための情 
報なのか今後アカウントを利用する場面でも継続的に必要となるのか分からなかったので、説明が 
欲しい。（2 件） 
登録時の一度のみの SMS 利用と思い個人携帯の SMS 番号を入力したが、継続利用ならば会社共

用の携帯を登録し直したいと考えている。（1 件） 
 
 ③gBiz プライム申請 ID 
  申請 ID があるが、どこでどう使う ID か説明が欲しい。利用者にとって不要ならば表示しないで欲 

しい。何に使うのか迷う。（1 件） 
 
(2)画面操作（パスワード画面） 
 ①パスワードポリシー 

パスワードの設定条件がわからず登録後にエラーが発生し、何度か入力し直したが引き続きエラー

となり登録まで時間がかかった。利用者操作マニュアルに書かれているかもしれないが、入力画面

に明記して欲しい。（1 件） 
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 ②パスワードにエラー表示 

パスワード確認欄に 1 文字入れただけでパスワードエラー表示が出て何度も入力し直した。     

入力エラーとなり怖くて使えない、全ての文字を入力後にチェックを行って欲しい。（2 件）  
 
 ③パスワード確認ボタン 

パスワードを表示することができる確認ボタンが欲しい。（1 件）  
 
(3)画面操作（基本情報・アカウント利用者情報入力画面） 
 ①法人番号入力 

法人番号入力に関する回答は下記の通りであった。（全回答数 15 件） 
・問題はなかった。（6 件） 
   ・法人番号の調べ方を知っていた。 
   ・法人番号が２通りあるのを理解していた。 
・法人番号入力エラーが表示され、番号を調べるのに手間取った。（9 件） 
   ・印鑑証明書記載の番号（12 桁）入力を行い何度入力エラーとなり、かなり手間取った。 
   ・法人番号を探すのに手間取った。（探す方法が分からなかった） 
   ・法人番号は 12 桁と 13 桁の 2 通りあるのを全く知らなかった。 
 

印鑑証明書記載の番号を入力してエラーとなった方の、その後のアクションは下記の通りであった。 
・法人番号の確認方法をネットで探して再入力した。 
・法人番号について協会内の関係者に確認した。（かなりの時間を要した場合もあり） 
・ヘルプデスクに確認方法を問い合わせした。 
 

上記のように法人番号入力に手間取った方からは、下記要望が挙げられた。 
・法人番号入力に手間取らないように、印鑑証明書記載の番号でないことの説明や法人番号確認 
方法が容易にわかるように、法人番号入力欄の横に注意書きをして欲しい。 

・法人番号検索先へのリンクを張って欲しい。 
・13 桁であること、入力を容易かつ誤投入を防止するため、入力欄を数桁ずつに分けて入力する 
方法にして欲しい。（13 桁位の場合、１－４－４－４の区切りとなっているはず） 

 
 ②法人番号取得ボタン 

法人情報取得ボタンについては、その意味がわからなかったとの回答があり、法人番号の入力 
自体が不要なのか法人情報取得ボタンの説明があるべきとの意見であった。（2 件） 
 
また、法人番号取得ボタンの存在に気づかずに下記の操作を行ったため非常に手間取って無駄な 
時間がかかったとの回答があった。（2 件） 

(a)法人番号取得ボタン押していないので、法人名、住所の入力欄は空欄状態 
  (b)法人名、住所の入力欄に「※法人の方は入力不要です」との表記あり入力しなかった 
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  (c)その後、アカウント利用者情報で基本情報コピーを押したが、住所等何も表示されず 
困った 

これは、法人番号取得ボタンの存在に気づかなかったこと、法人番号を入力したら法人名、住所 
はシステムが自動的に取得して表示はされないと思ってしまったことなどが理由であった。 
 
このため利用者からは、「※法人の方は入力不要です」の表現は誤認識を招くものであり、「※法

人番号取得ボタン押下の場合は法人の方は入力不要です」とすべきと、法人番号取得ボタンの場所

の改善（入力欄側にあるべき）を望む指摘があった。 
 
 ③基本情報コピーボタン 

基本情報コピーボタンの存在に気づかなかった。記載場所が悪く、入力欄側にあるべきと思う。 
（2 件） 

 
 ④注記表示 

番地等に記載の「※印鑑証明書の通りに記載してください」の注記は、市区町村にも必要と思う。 
（1 件） 

 
 ⑤アカウント利用者情報の入力 

基本情報は代表者とアカウント利用者情報が同じ代表者の情報ならば、アカウント利用者情報で基

本情報と同一の情報（氏名、生年月日、住所など）を再度入力させないで欲しい。（12 件） 
利用者のことを考えて欲しい、少しでも入力個所は少なくして欲しい、アカウント利用者情報が同 
一の代表者なのに情報コピーしてまで入力が必要な理由がわからない、二重投入で手間がかかって 
時間の無駄となるなどの意見が挙げられた。 

 
 ⑥数字入力時の全角・半角 

全角・半角の指定がなく、各項目の数字入力について分かりにくかった。（1 件） 
 
 ⑦生年月日入力 

生年月日を入力する際に、印鑑証明書記載の生年月日が和暦で画面入力は西暦であったので手間取

った。（1 件） 
 
⑧郵便番号の自動入力 

gBiz エントリーでアカウント利用者情報を作成時に基本情報コピーボタン押下で住所などは自動

反映されるので郵便番号も自動入力して欲しい。これだけが手動入力となっており使い勝手が悪い。  

（1 件） 
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図３-11 基本情報・アカウント利用者情報入力画面 
 
 
(4)メール関連（承認メール） 
 ①承認メール送信の目的 

承認メールの目的がわからなかった。承認メールとあるのでアカウント登録が完了したものと認識 
してしまったが、実はパスワードを設定するものと後で分かった。パスワードを入力し登録を完了 
させて下さい」などの表記が必要と思う。（1 件） 

 
 ②URL 利用に関する表示 

メールにて「上記 URL は 1 度しかご利用いただけません」の表示のため、不用意に URL クリック

できずに gBiz プライム作成作業に影響があった。（3 件） 
 
 ③メール宛名 

承認メール記載の宛名は、法人の場合に法人名＋個人名があるべき表記ではないか。（1 件）  
 
 ④URL 有効期限の表示 

番号
タン

タン

②

②

②
④注記表示

⑤アカウント利用者情報の入力
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承認メールにて URL の有効期限が表示されているが、日付ではメール受信後の有効日数（例えば、

メール受信後 2 週間以内など）の方が分かり易くて良い。（3 件） 
 

 

図３-12 承認メール 
 
(5)メール関連（メールアドレス登録時） 
 ①迷惑メールフォルダ利用時の注意喚起 

受信メールが迷惑メールフォルダに格納され、メール受信に気づくのに遅れた。メーラ設定の問題 
だが、利用時に迷惑メールフォルダに振り分けられないように注意喚起のメッセージが必要と思う。 
（3 件） 

 
 ②携帯端末利用時のドメイン許可の注意喚起 

携帯端末から gBiz エントリー登録した際にメール受信できなかった。携帯端末で G ビジネス ID 
のドメインが許可されていなかったためであった。携帯端末からの登録時に、ドメイン許可に設定 
について画面上に説明（注意書き）が必要ではないか。（1 件） 

 
(6)メール関連（初回ログイン時のメール） 
メール記載の URL にアクセスして初回ログイン時に送信されるメール内容において、「未登録端末か 
らのアクセス」との表現に戸惑い、違和感があった。（4 件） 
具体的には、「何か誤った操作をしたのかと思った」、「不安になりヘルプデスクに問い合わせた」、「初 
回ログイン時のメールでは別の表現をして欲しい」との回答であった。 
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図３-13 初回ログイン時のメール 

 
(7)gBiz プライム更新 
 gBiz プライム登録後の更新について、以下に示す意見があった。 

・gBiz プライム登録後、今後定期的に更新するなど、その時どのような処理を行う必要があるか 
（印鑑証明の再取得・送付など）が事前に知りたい。（1 件） 

・代表者の変更が全国的に 5 月にある予定（2 年毎に改選）であり、直近発生する。代表者の変更 
があった際に手続きが不要になる仕組みを考えて欲しい。代表者変更があった場合、その情報は 
バックヤードで取得できるはずなのでシステム間で連係して自動的に情報更新すれば、利用者が 
手続きしなくともできるのではないか。（1 件） 

 
(8)委任関連 
 ①委任実施方法の周知 

業務の基本は委任であるため、G ビジネス ID で委任処理をどのように行うのかが気になる。 
早め委任方法の周知・公開を行って欲しい。委任がどのようにできるかが電子申請の利用可否の重 
要なポイントとなる。（1 件） 

 
 ②委任方法 

委任申請の入力画面を見て不安を感じている。お客様（委任者）が現在紙で実施している以上の負

担をかけさせることはできず、お客様のアカウント作成なしが前提であり、委任処理のためにお客

様から何らかの書類を提出してもらうことは無理である。（1 件） 
 

 ③代表者変更時の手続き 
委任者や受任者の代表者が変更になった場合に、手続きは不要となるのか気になる。現在は、委任

者の代表者が代わっても特に手続きは行っていない。委任者や受任者の代表者が変更になった場合

に、委任に関しての処理は不要にして欲しい。（1 件） 
 
 ④委任申請の内容 

現在の委任業務は、申請書類の代理提出であって代理申請ではない（申請者はあくまで委任者）。 

【GビジネスID】未登録端末からのアクセスのお知らせ

●● ●● 様

こちらはGビジネスIDです。

未登録の端末から、あなたのアカウントID（●●＠●●）でログイン試行がありました。

ログイン日時 : 2019/02/18 13:15
ログイン環境：Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

心当たりがない場合は、ログインをし、早急にパスワードの変更を行ってください。
※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんのであらかじめご了承ください。

GビジネスID
https://gbiz-id.go.jp
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この委任を使った申請は代理提出という位置づけか、代理申請という位置づけのどちらになるのか 
法制度も絡み、それによっては委任の仕組みが使えない可能性がある。（３件） 

 
 
3.3.2 法人認証基盤の操作性（gBiz エントリー作成関連） 

gBiz エントリー作成者（中小企業支援 PF 利用者）に対し法人認証基盤の操作性についてオンライン

アンケート形式にて伺った結果を下記に示す。 
なお、オンラインアンケート回答状況は下記の通りであった。 
 
 ①オンラインアンケート回答回収期間 
  3 月 8 日（金）～3 月 11 日（月） 
 ②回答数 
  41 件 
 
(1)gBiz エントリー作成利用環境 
 ①OS  Windows10 25 件 
      Windows7 8 件 
      MacOS 6 件 
      iOS 3 件 
      AndroidOS 1 件 
 
 ②ブラウザ  IE 15 件 
        Chorme 16 件 
        Safari 7 件 
        FireFox 3 件 
        Edge 2 件 
 
(2)画面表示内容 
 gBiz エントリー作成時の画面表示内容について分かりにくい表示があったとの回答は下記などであ

った。 
 ・住所の入力で半角、全角が分かりにくい。 
 ・エントリーID、プライム ID の違いが分からなかった。 

・法人番号検索できなかった。 
・手順は明快だが、利用のメリットが分かっていない。 
・番地の記入が分かりにくい。 
・事業所番号の記入が分かりにくい。 
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(3)画面入力項目 
 gBiz エントリー作成時の画面入力項目について分かりにくい個所があったとの回答は下記などで

あった。 
 ・住所の入力で半角、全角が分かりにくい。 
 ・エントリーID、プライム ID の違いが分からなかった。 
 ・法人または個人事業主を選択する項目で、行政機関、支援機関なども選択できるようにすべ

き。 
 ・法人番号の入力が分かりにくい。 
 

(4)画面操作 
 gBiz エントリー作成時の画面操作しにくい個所があったとの回答は下記などであった。 
 ・iOS でカーソルがあたらない項目があった。 
 ・法人番号検索できなかった。 
 

(5)その他ご意見・ご要望 
 gBiz エントリー作成に関してのご意見、ご要望の回答は下記などであった。 
 ・全体的に何を目的にしているのか分かりにくい。 
 ・ID が 3種類あり、分かりにくい。 

 ・そもそもビジネス ID とは何なの分からなかった。 
 ・アカウントの作成自体は問題なかったが それがどう、どのようなときに使われるのか、何か

で 
きるのか、分かりにくかったので 作るだけ？という感じだった。 

  ・事業者でありながら、経営支援は個人で実施したいという専門家もいるので、事業所番号の記入 
は不要にしてほしい。 
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3.3.3 法人認証基盤の運用性 

 
3.3.3.1 法人認証基盤の運用性事前準備 

今回の実証実験においては、実験データを収集するために十分なユーザが得られなかったため、主に

ダミーユーザによる実証実験を行った。なお、実証開始前に以下の準備を行った。 
・審査に必要なダミーのアカウントデータ 300 件（予備含む）を作成した。 
・上記ダミーデータを検証用サイトに登録した。登録したデータは、各種申請の内訳や申請の不備率、

不備事由の割合が構築したモデル（後述）に沿う形で選出した。 
・ヘルプデスク業務については、応対の均一化を図るべく、想定される問合せに対するトークフローを

作成した。 
 
3.3.3.2 実証の実施概要 
(1)運用性の実証 

審査及びヘルプデスク業務について、業務フローの通りに実施できるか実証を行った。各業務におけ

る実証内容を以下に記載する。 
・審査業務（ダミーデータ各数件ずつを利用した模擬審査） 

ダミーアカウントのプライム登録の審査 
ダミーアカウントの委任登録の審査 

・ヘルプデスク業務（ダミーユーザ 10 名によるロールプレイ） 
アカウントの停止及び再開 
申請の進捗に関する問合せ 
その他問合せ関連業務 

 
(2)業務処理時間の実証 

(a)実証の実施方法 
・審査およびヘルプデスクの業務実施時間について、実際に業務を行い、処理時間を測定した。 
・時間の計測に関しては、各業務フローを細分化し、個別の業務時間を測定した。 
・ファイル検索に手間取った場合、審査不備があった場合等のロスタイムは別途測定した。 

 
(b)実証の実施内容 

審査業務及びヘルプデスク業務について、業務処理時間を計測し、評価した。各業務における実

内容を以下に記載する。 
・審査業務 

各業務個別処理による実証（ダミーデータ 10 件を利用した模擬審査） 
大量処理による実証（ダミーデータ 50 件を利用した模擬審査） 

・ヘルプデスク業務（ダミーユーザ 3 名によるロールプレイ） 
アカウントの停止業務 
審査の進捗に関する問合わせ業務 
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なお、審査業務に係る時間の実証については、以下のモデルにしたがって、各業務の処理時間に対し、

審査の不備率や上記ロスタイム等を含め、一日 7.5 時間（勤務 8 時間から共通業務処理に係る 0.5 時間

を除いたもの）で何件業務が実施できるかという観点で評価を行った。 
 
(c)審査に係る業務処理時間の評価モデル 

  ア.不備比率 
・各業務において、何かしらの不備が発生した場合について、全申請に対する割合を想定する。  
・不備がある場合は不備事由ごとにパーセンテージを設定することで、より正確な評価を行う。 

  ・不備の割合及び不備事由の割合の設定に際しては、認定認証業務における過去の実績を参考にし

ている。認定認証事業の実績は後述するが、法人認証基盤では添付する公的書類が認定認証事業

と比べ少ないこと、また入力情報についてもそれほど複雑でないことなど、不備となる要因が少

ないことも考慮し、設定した。 
     
 イ.申請種別比率 

・申請種別については、参考となるノウハウがなかったため、下記に示す比率を仮に想定した。 
・委任登録申請と委任解除申請において、実証の結果業務ごとの作業時間に大きな差は見られなか

ったことから、特に区別せずに評価している。また、プロファイル変更申請は利用が限定的であ

ると考えられるので、実証結果の評価モデルからは除外した。 
 

表 3-16 各業務の評価モデル 

 
 
ウ.認定認証業務における申込みの不備率 

G ビジネス ID サービスにおける申請不備率を想定するにあたり、参考情報収集のため、認定認証

業務において、電子証明書を取得するために必要な書類および不備率について調査を行った。調査

結果によると、申請の不備はおよそ 7 件に 1 件程度発生し、不備事由は記載誤りが最も多いことが

分かった。 
結果の詳細を以下に記載する。 
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図３-14 認定認証業務に関する参考情報 
 

総じて、 G ビジネス ID サービスにおける不備率は認定認証業務における不備率より低くなるこ

とが想定される。G ビジネス ID サービスとの主な相違点は 
・法人に関する情報をユーザが手入力すること 
・より多くの添付書類が必要となること 
・審査項目に属性情報等も含まれること 
が挙げられる。これらの要因を考慮し、G ビジネス ID サービスにおける申請不備率を 10％と想定

した上で実証を行った。 
なお、サンプルデータ数は十分でないものの、2019 年 3 月 5 日時点での実際の申請不備率は 10％

であり、想定した不備率に整合する結果となった。 
 

(d)ヘルプデスクに係る処理時間の実証の対象業務 
審査時間の実証等同様に、各作業を実施するのに必要な時間を個別に計測する。ただし、依頼内

容の確認や完了報告等の通話が主となる業務に関しては、処理時間の定型的な計測が難しいため

実施せず、本人確認業務の処理時間のみ計測し、本実証にて報告する。 
 
(3)操作性の実証 

G ビジネス ID 運用センターにおいて利用する運用担当者向けのサイト(以下運用サイト)の操作性に

ついての実証を行った。実証の実施方法は以下の通りである。 
・運用性の実証及び業務処理時間の実証を行う中で、実証参加者が認証基盤を実際に操作し、操作

に問題がないかどうかを確認した。 
・運用責任者 1 名、審査担当 3 名及びヘルプデスク担当 3 名の合計 7 名に、運用サイトの操作性に

関するアンケートを実施した。 
 
(4)実証の実施期間 

・実証に関する事前準備を 2018 年 12 月から実証開始まで行った。 
・運用性、業務処理時間、操作性の実証を 2019 年 1 月 18 日から 2 月 8 日まで行った。 
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3.3.3.3 実証結果  
(1)運用性の実証 

運用性の実証においては、実証開始前に定義した業務フローが想定通り実施できるかを確認した。実

証を行った審査に関する業務は、法人プライム登録申請、個人事業主プライム登録申請、委任登録申請

および委任解除申請である。全体の実証結果を以下に記載する。 
 

表 3-17 運用性の実証結果 

 
凡例:○…問題なく業務を実施できた 

     :△…業務は実施できたが、一部に課題が発見された 
     :－…該当業務なし 
 
各業務において、問題なく業務が実施できることが確認された。しかし、一部業務において課題も発

見された。次項以降で、gBiz プライム関連審査フローと委任関連審査フロー、ヘルプデスク関連フロー

の運用業務フロー毎に分けて結果の詳細を記載する。 
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(a)gBiz プライム関連審査フロー 
法人および個人事業主の gBiz プライム登録申請の業務フローに関する実証を行った。 
実証結果を以下に記載する。 
 

表 3-18  gBiz プライム関連審査フロー 

 
凡例:○…問題なく業務を実施できた 

            :△…業務は実施できたが、一部に課題が発見された 
            :－…該当業務なし 
 
全体としては、実用性に問題ないことが確認されたが、個人事業主の一次審査、二次審査における市

区町村入力に関する課題が発見された。 
市区町村入力は、入力フォーム上「市区町村」と「番地等」に区分される。法人の場合、該当欄は自

動入力されるため統一的な登録内容になるが、個人事業主の場合は、利用者の手入力となるため、各フ

ォームに入力される内容に差が生じる（表 3-19）ことが想定される。これは、審査不備には該当しない

が、登録データの統一性を考慮した場合、入力データの修正を審査時に実施する必要が生じる。 
当初業務フローでは、入力フォーム上の区分は審査に影響しないことから、チェック項目としていな

かったため、業務フローの修正を検討した。 
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表 3-19  住所が「大阪市北区堂島」の場合の記載パターン 

 

 
 

 
なお、入力データの修正は、総務省が公表する「市区町村コード」の記載方法に準じることとし、

業務フローの修正を実施した。 
業務フローを修正することで入力データの修正は問題なく行えるが、運用責任者の承認後、改めて

データを修正するという煩雑な業務が必要となる。さらに、修正は利用者が承認完了通知メールのURL
をクリックする等の操作が完了してからでないと実施できないため、日々のデータを G ビジネス ID
運用センターで確認し、利用者の処理が完了しているかを確認する必要がある。 

そのため、今回、対処方法として運用対処による方法に加え、システム対処による方法も検討した。

運用対処、システム対処についてまとめたものを表 3-20 に示す。 
 

表 3-20 検討した対処方法 

 

 
 
 

  

※上記パターン 1、パターン 2 のいずれにおいても、記載された住所が

印鑑登録証明書と相違なければ、審査上問題はない。 
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(b)委任関連審査フロー 
委任登録申請および委任解除申請の業務フローの実証を行った。実証結果を以下に記載する。 
 

表 3-21 委任関連審査フロー 実証結果 

 
凡例:○…問題なく業務を実施できた 

            :△…業務は実施できたが、一部に課題が発見された 
            :－…該当業務なし 

 
全体としては、実用性に問題ないことが確認されたが、委任解除申請における一次審査、二次審査に

おいて課題が発見された。 
現状、運用センターにおいて委任関連業務を行なうのは、委任者が gBizID を所有していない場合に

限られる。また、委任解除申請は、前述の条件に加え、委任者から解除申請を行なう場合となる。 
その場合の委任解除申請については、現状委任者からの手書き申請書による申請をなるため、文字認

識のしづらさ、それに伴う誤認識のリスクおよび確認作業の煩雑さがあった。発生した具体的実証は以

下の通りである。 
・アカウント ID の記載について、小文字の l(エル）と大文字の I（アイ）や-（ハイフン）と_（ア

ンダーバー）などが紛らわしく、確認を要する場面があった。 
・記載の必要な個所が空欄で出される模擬申請書があった。 
いずれも手書きの申請書特有の事象であり、何らかの改善が必要となるものと考えられる。 

 
この点につき、運用担当者に対して実施したアンケートにおいても、改善を要望する回答が得られた。

回答の概要は以下の通りである。 
・手書きの申請書でもよほど字が乱雑でない限り、審査は可能である。 
・アカウント ID のアルファベットが識別しづらく、できればプレプリントした申請書で審査を行
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いたい。 
・プライム登録申請書のように記入必須項目を定義できないため、審査に重要な項目が空欄で送付

される可能性があるが、何か対策をした方が良いのではないか。 
 
認定認証業務においても申請書に識別しづらい文字があった場合、電話連絡による疑義確認を行って

いるが、一時的に審査が止まってしまうことや、連絡がつきにくい、など問題もある。そのことから極

力疑義が発生しない申請書様式になっていることが望ましい。 
具体的な改善案として、以下の機能を追加するようなシステム対処が考えられる。 
・アカウントを持たない委任者が委任解除申請書の記載項目を認証基盤サイトから入力できる機能。 
・委任申請検索の項目となっているデータについては入力必須項目として設定できる機能。 

 
(c)ヘルプデスク関連フロー 
①実証結果（ダミーユーザ 10 名によるロールプレイ） 
ヘルプデスク業務については、本人確認を要する業務についての実証を行った。実証の結果を以下

に記載する。 
 

表 3-22 ヘルプデスク関連フロー 実証結果 

 
凡例:○…問題なく業務を実施できた 

    :△…業務は実施できたが、一部に課題が発見された 
    :－…該当業務なし 
 
本人確認を要する業務についても、多くは想定通りに実施できたが、一部の業務において課題が発見

された。課題が発見された業務は、本人確認業務および、申請状況に関する問合せにおける取次業務で

ある。 
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（検討課題１） 申請状況に関する問合せにおける取次業務 
本業務における課題は、ヘルプデスク担当が審査の進捗をシステムで確認できないことによる、

本来不要な取次業務の発生、それに伴う応対品質やセキュリティの低下および業務の煩雑化である。 
 

ア.業務の概要 
ユーザから審査書類の到達状況や審査の進捗についての問合せがあった場合、以下の手順で確認

をとるよう業務を定義した。 
  ①電話対応業務(1) 

・ユーザから電話を受ける。 
・ユーザに対して本人確認を実施する。 
・電話を切る。 
②取次業務 
・取次チェックシートを記入する。 
・審査担当に内線連絡・チェックシートを渡す。 
・審査担当による申込状況を確認する。 
・審査担当からヘルプデスク担当へ回答する。 
③電話対応業務(2) 
・ユーザへ再連絡する。 
 

イ.具体的な課題 
業務フローにしたがってダミーユーザ 10 名によるロールプレイ実証を行った結果、以下の課題

が発見された。 
・②取次業務に稼働が割かれ、業務処理時間の約 4 割を占めている。 
・①および③電話対応業務において、一度電話を切って再度連絡を行うという点に対して、ダミー

ユーザから厳しい声が上がった。 
この点につき、審査担当への取次を省略するための対策が必要になるものと思われる。 
 

ウ.アンケート結果 まとめ 
本業務について、実証参加者にアンケートを行った。主な回答を以下に記載する。 
 

表 3-23 アンケート結果 まとめ 
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エ.業務の改善方法 
運用設計を行った担当者でアンケート結果を集計し、課題に関する検討を行った。 
検討の結果、審査の進捗に関する問合せ応対業務は、ヘルプデスク担当と審査担当の引き継ぎを

せずに実施出来ることが望ましいとの結論に至った。 
表 3-24 に運用対処、システム対処について整理した内容を示す。 
 

表 3-24 改善案 まとめ 

 

 
上記で指摘した業務の改善が実現すれば、ヘルプデスク担当が書類の到着状況や審査の進捗状況

について閲覧し、ユーザに回答することができるようになる。主に以下で示す点について、業務が

効率化できるものと考えられる。 
・ヘルプデスク担当は電話を切らずにすむ。 
・取次チェックシートの記入が不要になる 
・審査担当に内線連絡・チェックシートの受渡が不要になる。 
・申込状況の確認はヘルプデスク担当が実施する。 
・ヘルプデスク担当からユーザへの再連絡が不要になる。 

 
（検討課題 2） ヘルプデスクにおける本人確認 
ア.業務の概要 

アカウントの停止、再開、アプリ登録解除および審査の進捗状況の問合せに対しては、依頼の実

施に際して以下の通り本人確認を行うこととしている。 
 

表 3-25 本人確認情報 
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イ.具体的な課題 
ロールプレイを実施する中で、検討が必要と思われる課題が発見された。詳細を以下に記載する。 
①アカウント ID については、アルファベットを一文字ずつ口頭で伝達するため、聞き間違い、

聞き直し、言い直しが多く発生した。 
②ダミーユーザの多くがヘルプデスク担当の「ご本人さまでしょうか」との問いに対し「本人で

はない」旨の返答を行い、本人確認が正常に実施できないケースが多く発生した。 
 

ウ.アンケート結果 まとめ 
実証参加者に対して実施したアンケートにおいて、上記課題に対応する回答が得られた。 
回答内容を以下に記載する。 
・アカウント ID や SMS 受信用番号を口頭で伝達するため、聞き直しや聞き間違いが多く発生

し面倒である。 
・代理人による依頼ができないのは不便である。社長本人がヘルプデスクに電話をすることが

想定しづらい。 
 

エ.各課題に対する業務の改善方法 
【イ．①】に対する最も簡単な改善方法 

ヒアリング情報を氏名および生年月日に限ってしまうものである。もっとも、gBiz プライムは

法人代表者が多く利用するアカウントであり、法人代表者の氏名および生年月日は公開されてい

ることも多いため、セキュリティの見地から課題が残る。 
また、アカウント利用者のみが知りうるシリアル ID を設け、本人確認情報として採用する方

法も考えられるが、むやみに情報を増やすこととなり、かえって煩雑になる恐れがある。 
現実的な解決策として、gBiz メンバーのヒアリング情報を簡素化し、氏名および生年月日とし

つつ、gBiz プライムについては現状のままとする方法が考えられるが、根本的な解決には至ら

ない。 
 

表 3-26 本人確認方法の改善案まとめ 
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【イ．②】に対する最も簡単な改善方法 
gBiz プライムのアカウント利用者は法人代表者であるため、本人以外の依頼は受け付けないこ

ととしているが、実際はプライムアカウントの作成は法人代表者ではなく作成担当者が実施して

いる例がほとんどである。 
そのため、今後代理人による依頼を受け付けるべく、アカウント利用者の範囲をどう捉えるか、

本人以外からの依頼を受け付けるか、受け付けるとしてそれが可能となる理由は何かについて、

検討が必要になるものと思われる。 
 
 
3.3.3.4 業務処理時間の実証 
(1)審査に係る時間 

(a)業務処理時間のデータ収集 
実証の初めに、まずは一件あたりの業務処理時間を計測した。以下のように、審査業務を構成する

手順ごとに時間の計測を行ったうえで、プライム登録申請、委任登録申請、委任解除申請、プロファイ

ル変更申請の審査時間を計算によって求めたものである。 
 

表３-27 各種申請業務の審査時間計測結果 

 
 

次に、申請書に不備があった場合に発生するロスタイムを計測した。計測には、ダミーの不備データ

を準備した。ただし、実際に不備があった場合と同程度の判断を要するデータを準備することは困難で

あった。そのため、表 3-28 における⑨－②、⑨－③、⑨－④は実測値ではなく、測定値およびヒアリン

グにもとづき見積もった時間である。 
 
 

 

各作業 所要時間

①運搬・開封・仕分け 21秒

②受付（受番付与・チェックシート添付） 51秒

③-①一次審査（申請重複確認） 33秒

③-②一次審査（書類の確認等） 150秒

④-①二次審査（申請重複確認） 65秒

④-②二次審査（書類の確認等） 169秒

⑤作業申請依頼書の記入 13秒

⑥-①運用責任者の承認/否認 101秒

⑥-②運用責任者のプロファイル入力 116秒

⑦受付管理簿に結果記録 104秒

⑧書類の保管 17秒

各種申請業務 所要時間

プライム登録申請 ①＋②+(③-①)＋(③-②)＋(④-①）+（④
-②）+⑤+(⑥-①)＋⑦+⑧＝724秒

委任登録申請 ①＋②+（③-②）+（④-②）+⑤+
(⑥-①)+⑦+⑧＝626秒委任解除申請

プロファイル変更申請 ①＋②＋（③-②）+（④-②）＋⑤+(⑥-
②)＋⑦+⑧＝641秒

<審査が通常に終了した場合の審査時間>

<各種申請業務の審査時間>
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表３-28 各種申請業務の審査時間計測結果 

 
 
 

表３-29 業務処理時間の最終評価結果 

 
 
 
 上記評価結果は、あくまでも 1 件のみを処理するために必要な時間である。実運用においては、一日

に複数件の処理を行うことが通常であるため、一部の業務を並行処理する等の方法により、一件あたり

の処理時間の削減が可能であるものと思われる。 
 このことを確認するため、50 件のダミー審査を行う大量実証を実施した。 
 
(b)大量実証結果 

(a)において計測した理論値の妥当性を確認すべく、連続して 50 件(うち不備件数 6 件)の処理を行う場

合を想定した大量実証を行った。なお、ダミーデータにはより多くの処理時間を要する gBiz プライム

登録申請の申請書を利用し、不備件数もモデルにおける不備率より多めに設定した。 
 
 
 

大項目 中項目 業務処理時間

通常審査
プライム登録申請 724秒

委任登録・解除申請 626秒

申請割合を含めた評価結果 704秒

不備があっ
た場合のロ
スタイム

審査項目以外の項目の明らかな誤記 382秒

印鑑不一致・不鮮明 427秒

審査項目に関する誤記・記入漏れ 547秒

書類添付漏れ 382秒

不備事由ごとの割合を含めた評価結果 450秒

項目 結果

平均処理時間 749秒
＝（12分29秒）

審査要員 3名/件
業務の並行 考慮せず

処理可能件数/日
（理論値） 36.0件

【各業務の集計結果】

【最終評価結果】
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表３-30 大量実証結果 

 

 
 
 並行して作業が可能な個所を工夫して実施することで、一日処理可能な件数の理論値が 34.7 件から

51.7 件に増加した。ただし、ヘルプデスクから審査に関する問合せ応対業務の取次等が発生することや、

その他のロスタイムも考慮すると、一日 40～45 件程度が妥当ではないかと思われる。 
 参考までに、審査業務の並行処理に関する状況を下記に記載する。 
 

 
図３-15 審査業務の並行処理状況 

 

【最終評価結果】

作業 業務処理時間

①運搬・開封・仕分け 2220秒＝37分

②受付 2100秒＝35分

③一次審査から作業申請報告書記入ま
で 15360秒＝256分

④運用責任者の承認 3060秒＝51分

⑤受付管理簿に結果記録 4980秒＝83分

⑥書類の保管 180秒＝3分

⑦不備返送準備 2280秒＝38分

業務処理時間合計 26100秒＝435分

業務処理時間/件 522秒＝8.7分/件

項目 結果
処理可能件数/日 51.7件

審査要員 3名/件
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(c) 業務処理時間の評価 
 ここまで、個別に業務処理をした場合の処理時間と、可能な限り並行処理を実施し、効率化した大量

処理に係る処理時間について述べたが、これらの結果を評価すべく、提案当初の想定処理時間との比較

を行った。その結果、大量処理に係る処理時間が当初想定の処理時間の倍以上となっていることが分か

った。 
 

 
図 3-16 処理時間実証結果と当初想定の比較 

 
処理時間が増加した要因について、作業毎にブレイクダウンして比較したところ、想定にない処理が

発生したことで処理時間が増加していることが分かった。 
以下に、当初の想定処理時間と実際の処理時間の比較表を記載する。業務処理時間が増加した業務の

うち、30 分以上増加したものを赤枠で記載した。 
 なお、実証結果を踏まえて提案当初の想定処理時間についても一部見直しを行った。詳細を以下に記

載する。 
 

表 3-31 業務処理時間の比較 

 
 
処理時間増加の主な要因は、主にシステムによる業務を想定していた箇所が、手作業によらなければ

ならなくなったことである。各業務の増加の要因は以下の通りである。 
②受付 
受付認定認証業務と同様、審査に必要な受付番号を管理する機能があることを想定していたが、シス

テムに当該機能を実装できず、手作業による受付業務（本業務）が必要となった。 
③一次審査から作業申請報告書記入まで 
プライム申請の重複確認はシステムで行うことが効率的だが、システムに当該機能を実装できず、審
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査担当による個別確認が必要となった。 
また、審査担当が承認ボタンを押せてしまうなど、システム的に制御されていない部分が多く、より

一層慎重に作業を行う必要があった。 
④運用責任者の承認 
一括承認/否認を行うことを想定していたが、システムが個別に承認/否認する仕様となっており、より

多くの処理時間が必要となった。 
⑤受付管理簿に結果記録 
当申請者と申請書類の紐付け管理をシステムで行うことを想定していたが、システム上当該機能を実

装できず、別途エクセルの管理簿を作成する必要が生じた。 
 
以下に増加した処理時間を短縮するための対処について記載する。「②受付」および「⑤受付管理簿に

結果記録」は同様の対処法により解決が可能であると考えられるため、まとめて記載した。 
 

表 3-32 増加した処理時間の削減方法 

 
 
 

(d)受付管理簿と書類の管理方法について  
本実証における運用では、システムで発行される申請書 ID と申請書類を紐づけるため、運用セン 

ターで受付番号を採番し管理している。 
さらに当該受付番号とユーザ名及び申請書類を紐付けるデータがシステム上存在しないため、別途受

付管理簿を作成し、管理を行っている。なお、受付番号とは、申請書 ID を受付順（≒到着順）に連番で

管理する番号である。現在審査担当が下記の情報のすべてを手入力している。 
 

表 3-33 受付管理簿入力データイメージ 
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上記受付管理簿の入力データについて、受付番号以外のデータはすでにシステムが持っているため 
システム上で受付番号の付与及びユーザデータとの紐付けが実現できれば、入力は不要となる。この点

申請書 ID を受付番号として代替できないかとの検討もあったが、申請書 ID は申請データが作成された

時点において発行されるため、G ビジネス ID 運用センターの書類管理には不向きである。よりスムー

ズな運用を行うため、上述したような機能がシステム的に実現できることが望ましい。 
  
(e)運用責任者の承認/否認 
 運用責任者は承認/否認するデータを表示する際に、個別に申請書 ID を手作業で入力し、データを表

示している。この点、運用責任者は承認/否認の件数と同じ回数の申請書 ID 入力、ボタン押下が必要と

なっているが、運用責任者は審査を行うわけではなく、各別にデータを閲覧する必要がないため、非効

率な運用となっている。また、毎回作業が必要となることから、誤入力・誤操作のリスクも増大する。 
したがって、運用責任者が申請データを一括して承認/否認できる機能があれば、運用責任者の業務も

効率化されるものと考えられる。参考までに一括承認画面のイメージ及び削減可能な業務を以下に記載

する。 
 

 
図３-17 運用責任者の業務削減イメージ 

  
一括承認機能が実装されたとしても、運用責任者は上記の画面と手元のチェックシートを突合する必

要があるため、手作業や紙による作業がなくなるわけではない点に注意が必要である。ただし、上図に

おける赤枠で記載した業務が一括で実施できるため、総じて業務時間の短縮が実現できるものと思われ

る 
 

(2)ヘルプデスクに係る処理時間 
(a)業務処理時間のデータ収集 

審査と同様に、各作業個別の処理時間を計測し、それぞれのヘルプデスク業務に係る処理時間を算

出した。集計結果を以下に記載する。 
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表３-34 各種ヘルプデスク業務の時間計測結果 

  
  上記の結果は各作業が通常通りに終了した場合のものである。不測の事態におけるロスタイムも別

途計測した。主に①本人情報ヒアリングおよび②本人確認においてロスタイムが発生するため、当該

業務についての計測結果のみ以下に記載する。 
 

表 3-35 ロスタイムの計測結果 

 
 

(b)処理時間の評価 
これらの業務のうち、処理時間を大幅に削減できる業務は、申請状況に関する問い合わせの取次業務

である。ヘルプデスク担当は申請状況に関する問い合わせを受けた際に、審査担当に取次を行い、申請

状況や書類の到達状況について問い合わせを行う必要がある。しかし、これらの状況は本来システムに

おいて管理されるべきであり、ヘルプデスクがこれらのステータスをシステムで確認できれば、そもそ

も取次業務は不要である。一般的に、書類を扱うサービスにおけるヘルプデスクは、多くが書類の発送・

到達状況や利用者ステータスをシステムによって管理・閲覧することができるものと思われ、G ビジネ

ス ID サービスのような重要な書類によって審査を行うサービスにおいては、早期のシステム対処が望

まれる。 
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 取次業務が不要となった場合の削減効果について以下に記載する。申請状況の取得等削減不能な処理

もあるが、取次業務の削減によって約 40％の処理時間を削減できると思われる。 
表 3-36 取次業務の削減効果 

 
表において赤枠で記載した部分の業務が削減可能である。これらの稼働を削減することで、必要な

業務時間を約 38％短縮できる。 
 
3.3.3.5 操作性の実証 
(1)審査業務における操作性 
審査に関する業務の中で必要とされる認証基盤の操作は、申請データの検索、利用者データの検索お

よび運用責任者の承認/否認に関わる部分である。結果の詳細を以下に記載する。 
 

表 3-37 審査業務において認証基盤を利用するもの 

 

凡例:○…問題なく業務を実施できた 
     :△…業務は実施できたが、一部に課題が発見された 
     :－…該当業務なし 
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認証基盤の操作においては、多くの業務について課題が発見された。より安全かつ効率的な審査業務

を実現するために、システムの早期改善が望まれる。 
 

(a)申請書 ID の入力作業における操作性 
審査および運用責任者の操作に共通の課題について記載する。 
いずれの業務においても申請書 ID を入力し、申請データを検索する必要があるが、ハイフンを含

む 15 ケタを毎回入力する必要があるため、業務が煩雑となっている。 

 

図３-18 申請書 ID 入力画面 
 
この点につき、運用責任者および審査担当に対して実施したアンケート結果を以下に記載する。全体

を通して申請書 ID の入力作業が煩雑である、あるいは間違いのリスクを考慮して改善すべきその結果

が得られた。 
 

表 3-38 アンケート結果まとめ 

 

 
この点につき、申請書 ID をバーコード化することで、入力業務の削減を簡便に行えることが分かっ

ている。したがって、以下のようなシステム対処が望まれる。 
・申請書 ID をバーコード化する機能。 
・バーコードを申請書に印字する機能。  
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 システム対処が実現した場合、1 件あたりの処理時間は以下のように短縮されるものと予想される。 
 

表 3-39 申請書 ID 入力時間の比較 

 
 
 
(b)運用責任者の承認/否認業務の操作性 

運用責任者にアンケートを実施し、課題に関するヒアリングを行った。大きな課題は以下の 2 点

である。 
・未審査の申請データも画面に表示されてしまい、誤操作のリスクがある。 
・承認すべきデータと否認すべきデータが同じ画に表示されるため、誤操作のリスクがある。 
本業務に関するアンケート結果のまとめを以下に記載する。 

 
表 3-40 アンケート結果まとめ 

 

  上記のリスクに対して、G ビジネス ID 運用センターにおいては、時間をかけてじっくり確認を行

う程度の運用を行う以外の対処方法がなく、また業務時間の増加の要因ともなっている。 
  したがって、以下の追加するようなシステム対処が考えられる。 

・審査のフェーズごとにステータスを管理する機能。 
・二次審査済みのデータのみ承認可能となるよう制御する機能。 

  まずは現状のステータスおよび追加すべきステータスの一覧を記載し、比較する。 
 

表 3-41 現状のステータス一覧 
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表 3-42 必要なステータス一覧 

 
 
このように、現状のシステムにおいては大きく分けて未承認または承認済みの 2 つしか存在しない 

審査のフェーズによってステータス管理を行うことで、二次審査済のデータ以外は承認/否認画面に表示

されないようなシステム制御が可能となる。また、間接的にではあるが、ヘルプデスク担当がステータ

スを閲覧できる機能を追加することで、スムーズな応対が実現でき、サービス品質の向上も見込まれる。

以下に上記のシステム制御が実現した場合の運用責任者の処理イメージを記載する。 
 

 
図３-19 承認を制御する機能イメージ 

 
 
以上のように、承認/否認を実施すべきデータのみを画面に表示し、制御することで、誤承認の防止 

運用責任者の確認稼働の削減が実現できるものと考えられる。 
これらの機能に加えて、運用責任者が承認を行う画面と否認を行う画面の区分も必要であると考えて 

いる。具体的には、審査 OK データは承認画面に、審査 NG データは否認画面にそれぞれ表示させ、 
運用責任者は各画面において、審査担当の審査結果を支持する操作(承認画面における承認、否認画面 
における否認)または、審査結果を差戻す操作のいずれかのみを行いうるものとすることが望ましい。 
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図３-20 承認/否認画面の改善イメージ 

 
上図において、現状のシステムでは、審査担当が慎重に審査を行ったとしても、運用責任者の操作

ミスや判断ミスによるオペレーションミスを完全には制御できないが、機能改善後は審査担当の判断

を覆す操作ができない設計となっていることから、この点においても業務の改善が実現できるものと

考えている。 
 

(c) 一次審査・二次審査における操作性 
  審査に関する課題は、現状の運用アカウントが運用責任者相当のアカウントであり、運用ルールに

おいて審査担当に許可されていない操作が実行できてしまうことである。 
実際に審査担当に操作性に関するアンケートを実施したところ、次のような回答が得られた。 

・申請データの詳細画面で誤って承認ボタンを押しそうになることがあるため、押せないようにして

ほしい。 
 
上記審査担当は誤操作に関するリスクのみを指摘しているが、アカウントの登録・削除や情報 

 変更等の操作は運用責任者のみに属する業務とすべきであり、担当者の不正操作のリスク等を考慮す

ると、G ビジネス ID サービスの信頼性にも関わるものである。そのため、この点も早期の改善が望

まれる。 
具体的な改善案として、承認/否認権限を持つ運用責任者用アカウントと、承認権限を持たない審査

担当用アカウントの区分を設けることが望ましいと考える。以下に、現状のアカウント権限と、望ま

しいアカウント区分の比較を以下に記載する。 
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表 3-43 アカウント区分の比較 

 

  
アカウント区分を見直し、審査担当アカウントを新設することによって、誤承認や不正な承認が行わ

れるリスクが低減できるものと考えている。 
なお、審査担当は先述した審査ステータスの変更権限を持つものとし、受付・一次審査済み・二次審査

済みといった審査の進捗をシステム的に反映できることが望ましい。このようにすれば、審査担当が単

独で申請データを審査済みステータスに変更することができなくなり、システム的にも相互けん制を実

現することが可能となるためである。 
 

(d) ユーザに対する通知メールについて 
 厳密には運用における操作性と異なるが、運用担当者からの指摘が多かった事項について、最後

に記載する。 
現在、ほとんどの申請において、G ビジネス ID 運用センターで処理が完了したことおよび処理の

結果について、ユーザに対するメール等の通知がなされない仕組みとなっている。 
ところが、Gビジネス ID運用センターでの処理の結果は申請者にとって重要なものばかりであり、

全ての申請について利用者に通知すべきであると考える。 
以下に、各種申請における通知メールの有無を記載する。赤枠で記載した箇所は現状通知がされ

ない整理となっているおり、メール送信が可能となるようなシステム対処が望まれる。 
  

アカウント ユーザ情報の閲覧 申請データの閲覧 承認/否認
運用責任者 ○ ○ ○
審査担当 ○ ○ ×
ヘルプデスク ○ × ×

・現状のアカウント権限

アカウント ユーザ情報の閲覧 申請データの閲覧 承認/否認
運用責任者及び
審査担当 ○ ○ ○

ヘルプデスク ○ × ×

・機能追加後のアカウント権限

アカウント区分を見直し、審査担当アカウントを新設することによって、不正な承認が行われるリスクが低減する。

審査担当にも承認権限があるため、不正な承認が行われるリスクがある。
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表 3-44 各種申請における通知メールの有無 

 

 
(2)ヘルプデスクにおける操作性実証結果 
ヘルプデスク業務において認証基盤を操作する業務は、本人確認業務におけるユーザアカウント情報

検索および運用責任者の依頼操作実施業務である。これらの業務については特段の課題は発見されなか

った。 
 

表 3-45 ヘルプデスク業務において法人認証基盤を利用するもの 

 
 
なお、依頼操作実施業務においては、審査の項で記載した一括実行機能をシステム的に追加する対処

も考えられるが、現状の想定ではアカウントの停止、アカウントの再開およびアプリ登録解除がそれほ

ど頻繁に発生するものではないと考えているため、特に追加が望まれる機能ではない。 
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3.3.4 法人認証基盤への問い合わせ状況 

2019 年 3 月 5 日現在の法人認証基盤への問い合わせ状況について、以下に記載する。 
 

表 3-46 問い合わせ状況 

 
 
プライム申請件数を問い合わせ件数が上回っており、法人認証基盤に対するユーザの関心の高さがう

かがえる。 
法人認証基盤は web サービスであるため、システムトラブルや技術に関する問い合わせはほとんど 

発生しないことを想定していた。実証期間中の問い合わせは申請の方法に関するものがほとんどであり、

想定と概ね整合する結果が得られた。 
以下に、主な問い合わせ内容を記載する。 

・アカウント利用者情報とは何か。※1 
・登録完了時のメールはいつごろ届くのか。 
・今日書類を送ったとして、何日くらいで登録が完了するか。 
・プライム申請に携帯電話は必須か。※2 
・アプリ登録は必須か。※3 
・プライム登録後に「未登録端末からのアクセスのお知らせ」メールが届いたがこれは何か。※4 

 
※1 アカウント利用者情報に関する問い合わせが多い理由は、プライムアカウントの作成を代表者が 
自ら実施していないため、作成担当者が自身の情報を入力するものと誤認した結果発生したものであ 
る。 

※2 プライム申請に携帯電話が必須かどうかの問い合わせは、会社として保有している携帯電話が 1 
台しかなく、複数のプライム申請やメンバーの作成が携帯電話の保有台数により制約されてしまうと 
の内容を含んでいた。  

※3 アプリ登録については、利用者のマイページに「未登録」と表示されることから、利用が必須とい

う印象を与えている。表示項目を「使用状況」ステータスを「未使用」に変更するとその印象がかわ

るのではないか。    
※4 各端末からの初回ログイン時の送信メールの表記が不正ログインや迷惑メールのような印象を与

えている。初回登録時もメールが届くことを明記した内容に変更することで誤解も減るのではないか。    
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3.3.5 法人認証基盤の利用状況・登録状況 

2019 年 3 月 18 日現在の法人認証基盤の利用状況について、以下に記載する。 
 

表 3-47 登録状況 

 
 
各種アカウントおよび RP の登録状況は以上のとおりであった。 
なお、gBiz プライム審査において、NG となった申請書における不備事由は以下の通りである。 

・審査項目の誤記・・・1 件 
・押印漏れ・・・1 件 

この点、G ビジネス ID 運用センターにおいては、認定認証業務における不備率を参考に、不備の発

生が 10％程度となる想定をしていた。3 月 5 日現在の不備率は 10％であるため、想定と整合する結果

となった。 
また、法人プライムの申請においては、審査項目の大半が API で取得するデータであるため、個人事

業主プライムの申請に比べると不備が少なくなるものと想定していた。実証においては、法人申請件数

17 件に対して法人の審査 NG 数はわずか 1 件であったため、この点においても想定と整合する結果が

得られた。 
 
続いて、同じく 2019 年 3 月 18 日時点での登録状況について、以下に記載する。 
本実証では、ログインの成功数、失敗数、アカウント毎のステータス状況、userinfo リクエスト数に

関するデータを収集した。 
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表 3-48 利用状況 

 

 
gBiz エントリーのアカウントステータスについて、未ログインアカウント数が 54 と多く、アカウン

ト作成後一度もログインを行っていない利用者が一定数いることが分かる。 
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4 検討課題・今後の在り方 

検討課題については、要件定義、設計工程時に課題となった事項及び実証事業から抽出とする。 
課題のグルーピングを行い、それらの検討結果について以下の通り記載する。なお、検討対象の選別

については、それらの課題により影響を受けるユーザが明確である場合を最優先とし、以下のような対

処を想定して分類する。 
優先度 高：2019 年度等に対処を求める 
優先度 中：2019 年度も検討を継続して実施する 
優先度 低：影響を受けるユーザや課題が明確化した場合に検討を再開する 

 
4.1 サービスポリシー関連 

サービスポリシーに関する課題について、内容及び対処方針を表 4-1 に示す。 
 

表 4-1 法人認証基盤における検討課題（サービスポリシー関連） 
no 項目 検討内容 対処方針 
1 アカウントライ

フサイクル 
○有効期限、停止、更新の要否 
現在は、法人認証基盤上に作成したアカウントの有効期

限による制御は翌年度以降の実装としている。更新の手

間や頻度を考慮し、5 年などのスパンで有効期限を設定

し、有効期限後は自動無効化すべき。 
また無効化後の有効化更新が可能となることも必要。 

○アカウント種別変更(降格)の要否 
gBiz メンバーから gBiz エントリーへのアカウント種別

変更(降格)が考えられるが、ニーズの確認が必要。 

高 
有効期限の設

定 お よ び 制

御、更新機能

の導入 
 
低 
アカウント種

別機能 
2 プライム変更情

報の反映 
○プライム情報の定期的な変更 
企業などに代表されるように代表者が変更になる場合が

想定されるため、変更時に速やかに変更内容が反映され

る事が望ましい。 
○変更の方法 
国税庁 法人番号サイトから登記上の情報変更は取得可

能であるため、本方式を主に検討する。 
○gBiz プライムが変更となる場合の gBiz メンバーの扱い 
代表者の変更に伴い、組織内の役割が大きく変更される

ことは多くなく、そのままの役割が継続される場合が想

定されるため、gBiz プライムの内部委任情報は継承でき

る機能を具備することが望ましい。 

高 

3 cookie有効期間

内に別 RP に移

動した場合に、

SSO ではなく

都度ログイン

と す る

(prompt=login) 

・本事業では、いったん法人認証基盤にログインすると、一

定期間ログイン状態が維持され、その間登録された各 RP
にログインなく遷移することが可能である。 

・そのことは利便性が高いが、意図せず異なる RP で操作を

行う可能性や、第三者が同端末上で本人に代わって操作

をしやすい懸念があるため、複数 RP が登録された以降

は、別 RP に移動した際は都度ログインを求める機能を導

入すべきである。 

高 

4 内部委任先 RP
の選択 

・本事業では、内部委任については RP を特定せず、全ての

RP に対する委任を行うようになっている。 
・企業等では内部委任するメンバーの役割を細分化するの

が通常であり、申請サイト側から同様のニーズが上がっ

高 
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ていることから、gBiz メンバーへの内部委任の際には、

RP 単位で委任先を選択できるようにする必要がある。 
5 委任期間の終了

の扱い 
○委任期間の有効期限 
現在は、委任の期間制御は翌年度以降の実装としている。

有効期限を設定し、有効期限を設定し、有効期限後は自動

無効化すべき。また無効化後の有効化更新が可能となる

ことも必要。 

高 

6 委任関係の整理 ○委任の通知機能 
委任の解除を行った場合には、現在は通知メールの機能

の対象になっていないため、その旨が通知されるべき。 
○委任情報の RP への通知機能 

RP は委任情報を参照し、その情報をもとに委任に基づく

制御を行うが、検索性の観点から委任情報を一括取得す

ることが求められる。 

高 

7 設立登記法人以

外や法人番号

の無い場合の

受け入れ 

○設立登記法人以外の検討 
登記を行っていないが、行政への申請・届出手続きなどを

実施する法人が一定数存在することから、それらについ

ても受け入れるための審査方法を検討し、対応を行うべ

きである。 
○法人番号の無い事業体の在るべき審査方法の検討 
法人番号の無い事業体自体の特定が困難であり、数が少

ないと想定される。 

高 
設立登記法人

以外の検討 
 
低 
法人番号の無

い事業体の在

るべき審査方

法の検討 
8 個人事業主の

gBiz メンバー

の屋号を変更

可能とする 

・個人事業主は事業数にかかわらずアカウントは一つの方

針。よって管理するメンバーは複数の屋号であるケース

が見られるため、検討を継続し、本件のニーズ等について

把握する必要がある。 

中 

9 会社合併・吸収

時のアカウン

トの整理方法

検討 

・本事業では、会社合併・吸収に関するアカウントの整理方

法の検討は行っていない。 
・会社としてのライフサイクルを検討のうえ、必要な機能の

整理が必要。 

低 

10 個人事業主の事

業実在性確認

要否 

○本事業では実施していないが実施の必要が無いか 
個人事業主の事業が実在しているかの確認が必要との申

請サイト側の要求は高いが、あらゆる事業者の事業実在

確認ができる手法が確立していないため実現が困難。 

低 

11 会社名のローマ

字名の扱い 
○会社名のローマ字名の扱い 
会社名にローマ字名が必要という申請サイト側の要求は

現在時点では無い。 

低 
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4.2 システム機能・システム運用関連 

システム機能・システム運用に関する課題について、内容及び対処方針を表 4-2 に示す。 
 

表 4-2 法人認証基盤における検討課題（システム機能・システム運用関連） 
no 項目 検討内容 対処方針 
1 国税法人情報

バックアップ

機能 

・国税庁法人番号公表サイトが一定期間メンテナンス等で

停止する場合に法人アカウントが作成できなくなる。 
・アカウント作成がストップし、申請が行えない等の事態

を極力減らすよう、本件に対処する必要がある。 

高 

2 証跡機能の高

度化 
・社会保険手続きが RP に加わるのに向け、事実否認が行

えないよう証拠を保持する対策を行う必要性が考えられ

る。 
・事実否認防止のための措置として、現時点でも証跡ログ

を取得しているが、さらに管理機能の強化等の対応が必

要である。 

高 

3 パスワードの

NG チェック

拡張 

○パスワードの NG チェック対象ワード 
本事業ではパスワードの NG チェックは 100 件程度のワ

ードにて対応したが、ワードがさらに拡充されることが

望ましい。NG とする対象文字列の候補として適切なも

のを入手する必要がある。また、ワードを追加した場合

の性能も課題となる。 
○パスワード入力補助 
本事業では、入力中のパスワードの可視化を

MicrosoftInternetExplorer を対象に導入したが、対象ブ

ラウザを拡大することが望ましい。また、パスワードの

強度を可視化する機能を具備することが望ましい。 

中 

4 gBiz エントリ

ーのアカウン

トのセルフロ

ック、または

2 要素認証 

○gBiz エントリーのアカウントのセルフロック 
本事業では、gBiz エントリーのアカウントのセルフロッ

ク機能を設けていない。長期に運用を続ける中では、ア

カウントを一時停止させ、その後再度利用するニーズも

あると考えられる。 
○gBiz エントリーの 2 要素認証 

gBiz エントリーの認証レベルと操作性の簡便さの観点か

ら、２要素認証を必須にするものではないが、セキュリ

ティを強化したいニーズを持つ事も想定されるため、機

能を具備し、選択できるようにすることが望ましい。 

中 

5 gBiz プライム

が gBiz メンバ

ーを停止する

機能 

・本事業では、gBiz プライムが配下の gBiz メンバーの削

除機能を有しているが、停止機能は無い。 
・申請時のみ gBiz メンバーアカウントを有効化する運用を

行う事は容易に想定されるため、利用停止機能を具備す

ることが望ましい。 

中 

6 法人/個人事業

主でのアカウ

ント登録画面

出し分け 

・本事業では、アカウント登録の際、法人と個人事業主に

ついて登録画面を同一とし、必要項目を活性化／非活性

化することで使い分けている。 
・そのため、それぞれのアカウント作成時に必要のない項

目が表示されており、視認しづらい状態となっており、

法人と個人事業主での登録画面の出し分けを行い、視認

性を高める事が望ましい。 

中 
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7 認証アプリの

機能追加

(Android での

標準技術採用

等) 

・本事業では、認証用スマホアプリについて、iPhone につ

いては TouchID(iPhone での標準認証機能)に対応した

が、Android についてはそのような対応が行えていな

い。 
・Android についても標準技術や生態認証など、操作性が

高くセキュリティの高い技術が利用可能かを調査し、導

入することが望ましい。 

中 

8 RP 毎に RP 側

に提供する情

報内容制御 

・本事業では、認証基盤側で、システムごとに委任を選択

する画面を持ち、UserInfo の中に、該当の担当者がどの

システムの委任情報を持つかの項目を持たせる対応とし

た。 
・改修案は以下の通りだが、申請サイト側の要求は現在時

点では無い。 
案１．システム毎の Scope を設定できるようにし、RP
に応じて指定できる Scope を制御 
案 2．Scope は一様だが、RP に応じて UserInfo の内容

を制御 

低 

9 gBiz プライム

の CSV 等によ

る一括生成 

・本事業の議論の中で、gBiz プライムのアカウントをシス

テム側で CSV 等にてまとめて入力／生成する要望があっ

たため、機能追加を今後検討する。 

低 

10 gBiz エントリ

ー→gBiz プラ

イムの委任お

よび gBiz エン

トリー情報の

CSV による一

括登録 

・本事業の議論の中で、gBiz エントリー～gBiz プライム間

の委任についてシステム側で CSV 等にてまとめて入力／

生成する要望があったため、機能追加を今後検討する。 

低 

11 パスワードリ

セット時の 2
要素認証適用 

・本事業では、パスワード変更時の２要素認証は導入して

いない（その後のログイン時に２要素認証を求められる

為） 
・本機能を具備すべきという要望は現在時点では無い。 

低 

12 SMS 認証の見

直し 
・本事業では、SMS によるワンタイムパスワード送信か、

認証用スマホアプリによる２要素認証を導入したが、

SMS の詐称送信が海外では懸念されている状況である。 
・スマホユーザ向けにはワンタイムパスワード生成アプリ

などの代替手段があるが、フューチャーフォンの利用者

も一定数いる事から、SMS は現時点では継続する必要が

ある。 

低 
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4.3 審査・ヘルプデスク関連 

審査・ヘルプデスクに関する課題について、内容及び対処方針を表 4-3 に示す。 
 

表 4-3 法人認証基盤における検討課題（審査・ヘルプデスク関連） 
no 項目 検討内容 対処方針 
1 審査、サポー

ト負荷の軽

減、自動化 

・現在は gBiz プライム発行等については有人審査を行って

いるが、今後利用数が増大した場合、人員対応が膨大に

なる事が懸念される。 
・有人審査やヘルプデスクについても利用数に比例して負

担が大きくならないような対策を検討することが望まし

い。 

中 

2 証明書を活用

した代表者確

認 

○商業登記電子証明書の活用 
法人においては代表者が取得可能な商業登記電子証明書

が提供されており、代表者の押印に代えて電子署名を得

ることでオンライン受付を行う事ができる。電子的な手

段であり、有人審査等を不要にする事も想定できるた

め、積極的に活用するべき。 
○マイナンバーカード/公的個人認証サービスの活用 
個人事業主において現在は gBiz プライム審査のために、

個人の実印押印/印鑑証明提出を求めているが、希望する

国民にはマイナンバーカード／公的個人認証サービスが

提供されており、代表者の押印に代えて電子署名を得る

ことでオンライン受付を行う事ができる。電子的な手段

であり、有人審査等を不要にする事も想定できるため、

積極的に活用するべき。 

低 

 

4.4 実証調査結果 

実証調査から得られた課題について、内容及び対処方針を表 4-4 に示す。 
 

表 4-4 法人認証基盤における検討課題（実証調査結果） 
no 項目 検討内容 対処

方針 

1 

各アカウ

ントの理

解 

・gBizプライムなど各アカウントの役割、違いなどについて、アカウン

トの理解が十分ではない状況では、アカウント作成に支障を及ぼした

り、誤った利用が行われる可能性があり、各アカウントの役割や違い

などが容易に理解できるようにする必要がある。 

・特に印鑑証明書の提出が必要となる gBiz プライム作成については、十

分配慮が必要と考えられる 

・対応策としては、下記などが考えられる 

①法人共通認証基盤におけるアカウントについての周知活動 

②法人認証基盤における利用者操作マニュアルや FAQ などにおけるア

カウント解説の充実 

⇒gBiz プライムの作成をスムーズに行えることは、本基盤の普及に与え

る影響が大きいことから、マニュアルの改変等、可能な範囲での対処

を実施する必要がある。 

高 
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2 

gBizプラ

イム作成

の全体像 

・gBiz プライム理解不足と情報入力欄が基本情報欄とアカウント利用者

情報欄に分かれているため、法人では下記のオペレーション及び状況

が想定される 
①アカウント利用者情報入力の際に誤った情報（利用者の情報）を入

力する 
②gBiz プライムアカウントであるが、氏名・生年月日・住所は代表者

の情報、メールアドレスや SMS 番号は代行者の情報を入力する 
・①に対する対応としては、gBiz プライム申請時における基本情報及び

アカウント利用者情報がともに代表者の情報を入力する欄であること

が認識させる必要があり、下記などが考えられる 
(a)基本情報とアカウント利用者情報の位置づけを分かり易く説明 
(b)基本情報とアカウント利用情者報を合わせ代表者情報と表記 
(c)基本情報とアカウント利用情者報の表記や構成の見直し など 

・②に対しては、法人においては実態的にこのような運用が行われる可

能性があることを十分考慮する必要がある。 
・また、gBiz プライム作成時に実際の利用者でのアカウントにて作成す

る行動が見られたことから、gBiz プライムの位置づけそのものを再度

検討していくことも必要かと考えられる。 
具体的な案としては、 

  ①gBiz プライムは代表者だけではなく、代表者に代わり実質的に実務

を担当する法人の責任者を登録することができる。 
  ②現在の gBiz プライムはそのままにしておき、新たに実質的に実務を

担当する法人の責任者を登録できる gBiz アドミニストレーターと

いったアカウントを新たに設ける。 
などが考えられる。 

⇒gBiz プライムの作成時の誤りは、アカウント作成率の低下や、誤った

申請を誘発する懸念があり、画面表記等、可能な範囲での対処を実施

する必要がある。 

高 

3 

SMS受信タ

イミング

の認識 

・gBiz プライム申請承認後すぐに SMS が送信される（承認通知メール

と SMS 送信は同時）と誤認識し、メール記載 URL にアクセスせずに

SMS 受信を待っていた利用者が多くみられた 
・主な要因として要因としては下記の指摘があった 

-アカウント作成開始にあたり、事前に承認通知メール（URL 記載）

にアクセス後に SMS 送信されることは利用者が容易に理解できる状

況となっていない（説明が不十分） 
・実証結果から 

-SMS が来ないと思われてしまい、登録した SMS 番号を確認しようと

するが分からず困惑させる可能性がある 
等の問題点があり、対応が必要と考えられる。 

・対策案としては、下記などが考えられる 
 ①SMS 受信タイミングの誤認識防止対策 

-gBiz プライム作成開始にあたり、事前に SMS 送信がいつ行われるか

分かり易く示す 
 -承認通知メールの SMS に関する表示内容の見直し 
 ②SMS 番号索引手段の提供 
 -登録した SMS 番号を確認するための手段の提供 
⇒gBiz プライムの作成にあたって誤りやすいフローがあることは、アカ

ウント作成数に与える影響が大きいことから、ページ内のテキスト表

記の見直し等、可能な範囲での対処を実施する必要がある。 

高 
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4 
gBiz プラ

イムの再

申請 

・gBiz プライム申請後の何からの理由で gBiz プライムの再申請を行う

ことになった際に、印鑑証明書の社内での再取得は難しく、既に提出

済の印鑑証明書を利用する仕組みを望む意見が多かった。 
・gBiz プライム再申請を行う必要が発生するケースとしては、以下２ケ

ースがある 
①URL 有効期限切れ 
②SMS 番号の誤登録による SMS 受信不可 

・①については承認通知メールが一度しか送信されず、業務多忙の場合

にはメールが埋もれてしまうことがあり得る。 
・②については SMS 番号の確認手段が提供されていない、誤投入防止

がないなどミスが防げないことにより再申請の可能性が十分にあり得

るとの指摘であった。 
・対応策としては、下記などが考えられる 
 ①URL タイムアウト対策 
・承認通知メール（URL 記載）を一度だけではなく、何度か送信 
・URL 有効期限切れ時に申請 ID をヘルプデスクに連絡し、URL 有効

期限延長や URL 再発行ができる仕組み 
②SMS 番号誤投入対策 
・SMS 番号登録時に確認ボタン押下にて SMS 番号に確認メッセージ

を送信など 
・SMS 番号登録後に確認できるよう、申請書への記載、gBiz プライ

ム申請 ID による登録情報検索手段の提供など 
⇒本実証中にて、URL 有効期限切れが起こった事象は確認できていない

が、申請数が増大した際には発生が想定される部分であり、システム

対応方法等の検討を経て、対応されることが望ましい。 

中 

5 
利用環境

（携帯端

末） 

・法人共通認証基盤の利用にあたり、gBiz プライム・gBiz メンバーは

携帯端末利用が前提となることについて 
-携帯端末が前提となる運用は難しいとの回答が多数であった 
-携帯端末だけでなく会社 PC 利用など別の手段を許容して欲しいとの

要望が多かった 
・gBiz プライムや gBiz メンバーの利用にあたっては携帯端末の利用

が前提となるが、 
-携帯端末を準備できない 
-SMS が利用できないなど利用環境的要因による携帯端末の利用が制

限される 
-個人携帯端末の利用には理解を得られにくい面がある 

などの状況があり、G ビジネス ID 普及に向けてはこの点を考慮して対

応を検討する必要がある。 
・gBiz プライムや gBiz メンバーの利用にあたり携帯端末のみではな

く、PC の利用可能性の検討も視野に入れることが必要となる可能性

がある 
⇒本調査を通して、携帯端末が利用しにくい利用者が一定数確認できた

ため、利用者にとって利便性の高い、他の認証手段について検討する

ことが望ましい 

中 

6 利用説明 

○アカウント ID とメールアドレス 
・メールアドレス登録画面にて、アカウント ID がメールアドレスであ

ることが分かりにくい 
・説明文が小さく分かりにくい 
・初めてログイン時に、ログイン画面にアカウント ID がメールアドレ

スであることが説明なくアカウント ID が何か分からなかった 
・メニューにメールアドレス変更があるが、これがアカウント ID の変

高 
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更であることが分からなかった 
○メールアドレスと SMS の利用範囲 
・アカウント作成時に登録するメールアドレスと SMS 番号が、登録時

に一時的に利用するための情報なのか今後アカウントを利用する場面

でも継続的に必要となるのか分からなかったので、説明が欲しい 
・登録時の一度のみの SMS 利用と思い個人携帯の SMS 番号を入力した

が、継続利用ならば会社共用の携帯を登録し直したい 
○gBizプライム申請 ID 
・申請 ID があるがどこでどう使う ID か説明が欲しい 利用者にとって

不要ならば表示しないで欲しい 
⇒gBiz プライムの作成にあたって誤認しやすい状況があることは、利用

者への負担が大きいことから、ページ内のテキスト表記の見直し等、

可能な範囲での対処を実施する必要がある。 

7 

画面操作

（パスワ

ード画

面） 

○パスワードポリシー 
・パスワードの設定条件がわからず登録後にエラーが発生し、何度か入

力し直したが引き続きエラーとなり登録まで時間がかかった 
・入力画面にパスワード設定条件を明記して欲しい 
○パスワードのエラー表示 
・パスワード確認欄に 1 文字入れただけでパスワードエラー表示が出

て、入力エラーとなり怖くて使えない。全ての文字を入力後にチェッ

クを行って欲しい 
○パスワード確認ボタン 
・パスワードを表示することができる確認ボタンが欲しい 
⇒パスワードは G ビジネス ID を使用する際に必ず使用する情報である

ため、本件が利用者に与える影響が大きい。ページ内のテキスト表記

の見直し等、可能な範囲での対処を実施する必要がある。 

高 

8 法人番号

入力 

・法人番号入力に関して下記要望があった 
-法人番号入力に手間取らないように、印鑑証明書記載の番号でないこ

との説明や法人番号確認方法が容易にわかるように、法人番号入力欄

の横に注意書きをして欲しい 
-法人番号検索先へのリンクを張って欲しい 
-13 桁であること、入力を容易かつ誤投入を防止するため、入力欄を数

桁ずつに分けて入力する方法にして欲しい （13 桁位の場合、１－

４－４－４の区切りとなっているはず） 
⇒本調査を通して、法人番号を誤認したケースが一定量確認できた。ペ

ージ内のテキスト表記の見直し等、可能な範囲での対処を実施する必

要がある。 

高 

9 
法人情報

取得ボタ

ン 

・法人情報取得ボタンの意味がわからなかった。法人番号の入力自体が

不要なのか、説明があるべきと思う 
・法人番号取得ボタンの存在に気づかなかった 

-場所が悪い、入力欄側にあるべきと思う 
-法人番号取得ボタンの存在に気づかず、非常に手間取って無駄な時間

がかかった 
・「※法人の方は入力不要です」の意味がわからなかった 入力せず作業

を進めたらうまくいかなかった 
⇒アカウント作成にあたって誤りやすい箇所があることは、アカウント

作成数に与える影響が大きいことから、ページ内の表記の見直し等、

可能な範囲での対処を実施する必要がある。 

高 
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10 

画面操作

（基本情

報・アカ

ウント利

用者情報

入力画

面） 

○基本情報コピーボタン 
・基本情報コピーボタンの存在に気づかなかった。場所が悪く、入力欄

側にあるべき 
○注記表示 
-場所が悪い、入力欄側にあるべきと思う 
-番地等に記載の「※印鑑証明書の通りに記載してください」の注記は、

市区町村にも必要と思う 
○アカウント利用者情報の入力 
・基本情報は代表者とアカウント利用者情報は利用者（実務担当者）と

認識したが、同じ代表者情報ならば、アカウント利用者情報で基本情

報と同一の情報（氏名、生年月日、住所など）を再度入力させないで

欲しい 
○数字入力時の全角・半角 
・全角・半角の指定がなく、各項目の数字入力について分かりにくかっ

た 
○生年月日入力 
・生年月日を入力する際に、印鑑証明書記載の生年月日が和暦で画面入

力は西暦であったので手間取った 
○郵便番号の自動入力 
・gBiz エントリーでアカウント利用者情報を作成時に基本情報コピーボ

タン押下で住所などは自動反映されるので、郵便番号も自動入力して

欲しい 
⇒アカウント作成にあたって誤りやすい箇所があることは、アカウント

作成数に与える影響が大きいことから、ページ内の表記の見直し等、

可能な範囲での対処を実施する必要がある。 

高 

11 
メール関

連（承認

メール） 

○承認メール送信の目的 
・承認メールの目的がわからなかった。承認メールとあるのでアカウン

ト登録が完了したものと認識してしまったが、実はパスワードを設定

するものと後で分かった。「パスワードを入力し登録を完了させて下さ

い」などの表記が必要と思う 
○URL利用に関する表示 
・メールにて「上記 URL は 1 度しかご利用いただけません」の表示の

ため、不用意に URL クリックできずに gBiz プライム作成作業に影響

があった 
○メールの宛名 
・承認メール記載の宛名は、法人の場合に法人名＋個人名があるべき表

記ではないか 
○URL有効期限の表示 
・承認メールにて URL の有効期限が表示されているが、日付ではメー

ル受信後の有効日数（例えば、メール受信後 2 週間以内など）の方が

分かり易くて良い 
⇒gBiz プライムの作成は Web ページ、審査、メール送付など方法や日

時を隔てて行われることから、誤認を防ぐための措置を十分にとる必

要がある。ページ内表記やメール文面の見直し等、可能な範囲での対

処を実施する必要がある。 

高 

12 

メール関

連（メー

ルアドレ

ス登録

時） 

○迷惑メールフォルダ利用時の注意喚起 
・受信メールが迷惑メールフォルダに格納され、メール受信に気づくの

に遅れた。メーラ設定の問題だが、利用時に迷惑メールフォルダに振

り分けられないように注意喚起のメッセージが必要と思う 
○携帯端末利用時のドメイン許可の注意喚起 
・携帯端末から gBiz エントリー登録した際にメール受信できなかった。

中 
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携帯端末で G ビジネス ID のドメインが許可されていなかったため

で、携帯端末からの登録時に、ドメイン許可に設定について画面上に

説明（注意書き）が必要ではないか 
⇒gBiz プライムの作成は Web ページ、審査、メール送付など方法や日

時を隔てて行われることから、メールの到達性を高めるための措置を

十分にとる必要がある。調査の上で、対処を行う事が望ましい。 

13 

メール関

連（初回

ログイン

時のメー

ル） 

・メール指定の URL にアクセスして初回ログイン時に送信されるがメ

ール内容において、「未登録端末からのアクセス」との表現に戸惑い、

違和感があった 
・初回ログイン時のメールでは別の表現をして欲しい 
⇒本件が何かの誤操作に直結するものではないが、ユーザの違和感を想

起させるとの意見もあり、ニーズが確認できた際には対処する事が望

ましい。 

小 

14 
gBiz プラ

イム登録

後の更新 

・gBiz プライム登録後、今後定期的に更新するなど、その時どのような

処理を行う必要があるか（印鑑証明の再取得・送付など）が事前に知

りたい 
・代表者の変更が全国的に 5 月にある予定（2 年毎に改選）であり、直

近発生する。代表者の変更があった際に手続きが不要になる仕組みを

考えて欲しい 
・代表者変更があった場合、その情報はバックヤードで取得できるはず

なのでシステム間で連係して自動的に情報更新すれば、利用者が手続

きしなくともできるのではないか 
⇒gBiz プライムアカウントの更新は運用継続に伴い必ず発生するもので

あり、更新・承継についての機能を導入すべきである。 

高 

15 委任関連 

○委任実施方法の周知 
・業務の基本は委任であるため、G ビジネス ID で委任処理をどのよう

に行うのかが気になる。早め委任方法の周知・公開を行って欲しい。

委任がどのようにできるかが電子申請の利用の重要なポイントとな

る。 
○委任方法 
・委任申請の入力画面を見て不安を感じている。お客様（委任者）が現

在紙で実施している以上の負担をかけさせることはできない。 
・委任処理のためにお客様から何らかの書類を提出してもらうことは無

理である 
○代表者変更時の手続き 
・委任元や受任者の代表者が変更になった場合に、手続きは不要となる

のか気になる 
・委任元や受任者の代表者が変更になった場合に、委任に関しての処理

は不要にして欲しい 
○委任申請の内容 
・現在の委任業務は、申請書類の代理提出であって代理申請ではない

（申請者はあくまで委任者）。この委任を使った申請は代理提出という

位置づけか、代理申請という位置づけのどちらになるのか 
⇒本件は申請業務側システムでの委任の利用方法／形態によっても総合

的な負担が変わる部分であり、具体的な申請業務と一体で検討するこ

とが望ましく、そのうえでニーズが確認できた際には対処する事が望

ましい。 

小 
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5 法人認証基盤の機能拡張に関する調査 

 
5.1 gBiz プライム発行の電子的登録申請方法 

5.1.1 調査目的 

現在、gBiz プライムアカウントの発行にあたっては、申込書及び押印、印鑑証明書をオペ―レーショ

ンセンターに提出し、審査を行う事としている。公的個人認証サービス、商業登記に基づく代表者の証

明書をはじめとする PKI技術による押印および印鑑証明書の提出に代わる電子的な手段が存在・提供さ

れているため、それらを活用し、gBiz プライムアカウントを有人審査を行わずに発行することの実現性

を検討することを狙いとする。 

 
5.1.2 実現上の要件 

(1)電子証明書 
 使用する電子証明書については、以下の通りとする。 
・公的個人認証サービス（個人事業主が対象） 
・商業登記に基づく代表者の証明書（法人代表者が対象） 
なお、「認定認証事業者（法人代表者が対象）」にて発行される電子証明書にも対応されることが望 
しい。 

 
(2)電子署名付与プログラム 
 電子署名付与プログラムとしては、政府にて提供されている「マイナポ AP」を使用する。 
 
(3)電子署名の対象文書 
 gBiz プライムアカウントへの申込書情報に対して電子署名を付与する。 
 
(4)審査(自動審査、有人審査の不要化) 
 電子署名が付与された文書を受け取ることで、有人審査を行わずに gBiz プライムアカウントを発行

する。以下の条件が満たされた場合に、有人審査不要にてアカウントを発行する。 
・申込書に記載の氏名、住所と、電子署名に含まれる電子証明書情報内の氏名、住所が一致しているこ

と 
 
5.1.3 実現方法概要 

実現フローの概要について、図 5-1 に示す。各フローでの実施内容は以下の通り。 
 

(1)gBiz プライム申請 
 gBiz プライム申請に必要な情報を入力する。 
 
(2)申込書ダウンロード 
 (1)にて入力した情報をもとに申込書情報を利用者側に送付し、利用者側端末に導入された「マイナポ

AP」を使用して、電子署名を付与する。 
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(3)申込書に署名しアップロード 
 電子署名が付与された申込書を法人認証基盤側にアップロード（送信）する。 
 
(4)署名検証 
 電子署名が付与された申込書について以下の確認を行い、確認 OK の場合、gBiz プライムアカウント

を発行する。 
・署名検証結果が正常である事 
・申込書に記載の氏名、住所と、電子署名に含まれる電子証明書情報内の氏名、住所が一致しているこ

と 

 
図 5-1 実現方法概要 

 
5.1.4 実現方法の評価 

各フローでの実施内容について評価する。 
 

(1)gBiz プライム申請 
 gBiz プライム申請情報自体は、現機能にて実装済みであり、特に問題はない。 
 
(2)申込書ダウンロード 
 「マイナポ AP」を使用して、電子署名を付与する技術情報をもとに本フローを実現することは技術

的に可能である。「マイナポ AP」は、公的個人認証サービス、商業登記に基づく代表者の証明書及び「認

定認証事業者（法人代表者が対象）」にて発行される電子証明書の一部にも対応している。 
 ただし、「マイナポ AP」を利用するには「マイナポ AP」側のホワイトリスト登録が必要であり、そ

の許可が得られるかについては確認が必要となる。 
 
(3)申込書に署名しアップロード 
 署名されたデータを法人認証基盤側にて取得することについては、一般的な Web サイト構築技術の

範疇にて実現可能である。 
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(4)署名検証 
 署名検証を行うためには、各 CA が提供する失効情報の入手が必要であり、そのための接続機能開発

が必要となる。なお、署名検証および CA が提供する失効情報入手を SaaS 型にて提供しているサービ

スが存在しているため、それらを利用して実装することが望ましい。 
また、申込書に記載の氏名、住所と、電子署名に含まれる電子証明書情報内の氏名、住所が一致して

いる事の確認を行う際、申込者が自由に申込情報を入力した場合は、氏名、住所が一致している状態が

確保しづらいため、結果的に有人審査不要とできる割合が著しく小さくなることが想定される。 
 

5.1.5 自動審査、有人審査の不要化の実現方法について 

前項にて、有人審査不要とできる割合が小さくなる課題を提起したが、それを解決する方策について

検討する。 
 

(1)2 回電子署名のアップロードを求める方法 
 申込書記入前に 1 回電子署名を求め、受領した電子証明書情報から氏名、住所を抜き出し、申込書に

その情報をあらかじめフィルインすることで、電子証明書内の氏名、住所情報との不一致を防ぐ。 
 
(2)マイナンバーカードの券面情報入力補助 AP を利用する方法 
 マイナンバーカードを利用して申し込みを行う場合に、申込書記入前に、券面情報入力補助 AP を利

用し、氏名、住所情報を取得する。同情報は電子証明書に含まれる氏名、住所情報と一致しているため、

申込書にその情報を予めフィルインすることで、電子証明書内の氏名、住所情報との不一致を防ぐ。 
 券面情報入力補助 AP の情報を図 5-2 に示す。 
 

 
（出典）総務省ホームページ 

図 5-2 券面事項入力補助 AP 
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(3)申込書に署名しアップロード 
署名されたデータを法人認証基盤側にて取得することについては、一般的な Web サイト構築技術の

範疇にて実現可能である。 
 
 
5.2 法人設立手続ワンストップサービスと連携した gBiz プライム発行方法 

 
5.2.1 調査目的 

現在、gBiz プライムアカウントの発行にあたっては、申込書及び押印、印鑑証明書をオペ―レーショ

ンセンターに提出し、審査を行う事としている。現在、政府では内閣官房を中心として、法人設立のオ

ンライン化・ワンストップ化について議論がなされており、このワンストップサービスと連携した gBiz

プライムアカウントの発行方法を検討し、gBiz プライムアカウントを有人審査を行わずに発行すること

の実現性を検討することを狙いとする。 

 
5.2.2 実現上の要件 

ワンストップサービス側の手続きにて、新規に会社設立の手続きを行い、その情報を受けて法人認証

基盤側での操作を行うことなく設立法人代表者の gBiz プライムアカウントを有人審査を行わずに発行

することを実現する場合、以下がその主要件となる。 

 
(1)gBiz プライムアカウント発行に必要な情報 
 ワンストップサービスから、gBiz プライムアカウント発行に必要な情報はすべて提供されるものとす

る。現在の gBiz プライムアカウント発行に必要な情報を表 5-1 に示す。 
 

表 5-1  gBiz プライムアカウント発行に必要な情報 
分類 項目 
事業形態 事業形態 

基本情報 法人番号 
法人名／屋号 
所在地(都道府県/市区町村/番地等) 
代表者名 
代表者名フリガナ 
代表者生年月日 

アカウント利用者情報 利用者氏名(基本情報コピー可) 
利用者氏名フリガナ(〃) 
利用者生年月日(〃) 
連絡先住所(都道府県/市区町村/番地等/マンション名等) (〃) 
部署名 
連絡先電話番号 
アカウント ID(メールアドレス) 
SMS受信用電話番号 

利用規約同意 利用規約同意 
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(2)ワンストップサービスと法人認証基盤間の情報連携 
 ワンストップサービス側の手続きにて、新規に会社設立の手続きを行い、その情報を受けて法人認証

基盤側での操作を行うことなく設立法人代表者の gBiz プライムアカウントを作成するため、法人認証

基盤側では、ワンストップサービスからの gBiz プライムアカウント作成指示を受領する API が提供さ

れていることが必要となる。なお、ワンストップサービス及び法人認証基盤のシステム条件から、本連

携についてはインターネット上にて実施する。 
 
(3)ワンストップサービスと法人認証基盤間のセキュリティ保護措置 
 上記(2)のように法人認証基盤側にてワンストップサービス向けに API を提供した場合、ワンストッ

プサービス側からの API コールであることを正しく認証できる必要がある。具体的な措置としては、

TLS を使用し、サーバクライアント認証を行い、PKI 鍵の所持者からのリクエストであることを以て、

正しいワンストップサービスからの API コールであることを確認することとする。また、本措置により、

ワンストップサービス～法人認証基盤間での情報の改ざんに対する対策ともなっている。 
 
(4)審査(自動審査、有人審査の不要化) 
 ワンストップサービスからの API コールによってアカウントを生成した場合、有人審査を行わずに

gBiz プライムアカウントを発行する。 
 
(5)発行条件 
 ワンストップサービスからの API コールによって gBiz プライムアカウントを発行する方法は、新規

に企業が登録される場合に用いられるため、以下の条件の場合に実行できる。 
 ・使用されるメールアドレスを登録したアカウントが法人認証基盤に存在しない 

① gBiz エントリーや、gBiz メンバーの重複も無いものとする。そのため、gBiz プライムア

カウントを即時に作成する場合のみを対象としており、gBiz エントリーからの昇格による

gBiz プライムアカウント作成は本アカウント発行の対象とならない。 
② 上記の観点から、ワンストップサービス側から、法人認証基盤に対して、ID 登録の有無を

確認できる API が提供されることが望ましい。 
 
5.2.3 実現方法概要 

実現フローの概要について、図 5-3 に示す。各フローでの実施内容は以下の通り。 
 

(1)ID 登録有無確認 API をコール 
 ワンストップサービスから法人認証基盤に対して gBiz プライムアカウント発行を要求する前に、ID
となるメールアドレスの登録が無いかを事前に確認するための確認を行う。 
 
(2)ID 発行 API をコール 
 ワンストップサービスから法人認証基盤に対して gBiz プライムアカウント発行に必要な情報を送信

し、gBiz プライムアカウント発行を要求する。 
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(3)ID 発行結果を返却 
 (2)にて受けたアカウント発行要求の結果を法人認証基盤からワンストップサービスへ返却する。 
 
(4)ID、仮パスワード発行 
 (2)(3)を経て発行された gBiz プライムアカウント情報を受けて、法人認証基盤から設立法人代表者に、

ID、仮パスワードを発行する。ID、仮パスワードをワンストップサービスを介して通知することも想定

する。本情報をもとに設立法人代表者は法人認証基盤に連携している各申請・手続きシステムへの認証

が可能となる。 
 

 

図 5-3 実現方法概要 
 

5.2.4 実現方法の評価 

各フローでの実施内容については、内閣官房担当者との本機能の実現に向けた会議において具体的に

討議を行った結果を反映したものである。TLS によるサーバクライアント認証をはじめとするセキュリ

ティ措置についても十分なものであり、双方問題のないものとして評価している。 


	平成３０年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業
	（法人共通認証基盤の構築・運用に関する実証・調査事業）
	調査報告書
	NTTコミュニケーションズ株式会社
	目 次
	1 はじめに
	第四次産業革命による技術革新（IoT、ビッグデータ、AI等の利活用）やFinTechなど新たなサービス業の台頭を受け、民間企業においては紙や押印を前提としない、デジタルデータをオンライン上にて一貫して業務処理を行う、いわゆる｢デジタルファースト｣での業務見直しが進みつつある。
	政府においても、平成29年5月に「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が閣議決定され、同時期に「デジタル・ガバメント推進方針」がIT総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議において決定されるなど、デジタルファーストの考えの下、デジタル・ガバメントへの変革が動き出しつつある。
	さらに、平成30年1月には、当該方針等に示された方向性を具体化し、実行していくために詳細化された計画である「デジタル・ガバメント実行計画」が策定され、当該計画においては、法人が電子的な行政手続を１つのアカウントで行うための認証システムとして「法人共通認証基盤」を構築していくこととされたところである。
	我が国のこれまでの電子政府の取組は、紙や押印の機能を電子上で再現することを所与のものとし、また、制度・業務ごとに個別システムを構築してきたため、システム間の連携が取れておらずシステムごとにアカウント等を発行しており、必ずしも利用者にとって利便であるとは言えない状況である。
	このような従来の電子政府の手法から、添付書類の削減や同一情報の提出は一度だけ（ワンスオンリー）とする、サービスデザイン発想での行政サービスを実現していくためには、複数のシステム間で同一ユーザを特定し、複数の行政手続を１つのアカウントにより申請することのできる認証基盤の整備が必要不可欠である。さらに、認証基盤を構築することにより、複数システムでの申請内容や履歴等を紐付けた行政ビッグデータの形成や、それを活用した質の高い行政サービスにも繋げていくことも期待できる。
	そこで、本事業では、経済産業省における法人共通認証基盤（以下「法人認証基盤」という。）を構築するとともに、法人認証基盤の試行運用を通じて搭載した機能の確認及び課題の整理等を行う。
	機能の確認及び課題の整理においては、私どもNTTグループにて構成されたメンバーの事業経験を踏まえつつ、今後手続き等にて同基盤の利用が想定されるユーザへのヒアリング等も積極的に行い、利用者目線での意見など、有用な知見の収集にも努める。
	2 法人認証基盤の概要
	表 2-1 調査報告書関連ドキュメント類
	2.1 法人認証基盤の全体像
	2.1.1 アカウント
	2.1.1.1 アカウント体系
	2.1.1.2 アカウントの作成方法
	2.1.1.3 アカウントのライフサイクル



	表 2-2 gBizアカウント操作
	表 2-3 gBizアカウント状態
	2.1.2 委任関係
	2.1.3 認証

	表 2-4 法人認証基盤の認証
	2.2 業務フロー

	法人認証基盤において利用者に提供する業務は表2-5に示すとおりログイン業務、アカウント登録業務、アカウント更新関連業務、委任関連業務、その他業務があり、各業務に対する業務フローを「2.2.1ログインフロー」～「2.2.5　その他業務フロー」に示す。
	表 2-5 法人認証基盤の利用者業務一覧
	2.2.1 ログインフロー
	2.2.1.1  1要素サイトのログインフロー
	2.2.1.2   2要素サイトのログインフロー

	2.2.2 アカウント登録フロー

	表 2-6 アカウント登録に係る業務一覧
	2.2.2.1 gBizエントリー新規登録フロー
	2.2.2.2 gBizエントリー→gBizプライム昇格フロー
	2.2.2.3 gBizプライム新規登録フロー
	2.2.2.4 gBizメンバー新規登録フロー
	2.2.2.5 gBizエントリー→gBizメンバー紐付登録フロー
	2.2.3 アカウント更新関連フロー
	2.2.3.1 アカウントID（メールアドレス）更新フロー
	2.2.3.2 電話番号（SMS用）更新フロー
	2.2.3.3 アカウント基本情報/利用者情報の更新フロー


	表 2-7 アカウント基本情報/利用者情報の更新可能項目
	（注）○が利用者により更新が可能な項目
	2.2.3.4 パスワードリセットフロー
	2.2.4 委任関連フロー
	2.2.4.1 委任登録（委任者アカウント有・受任者アカウント有）フロー
	2.2.4.2 委任登録（委任者アカウント無・受任者アカウント有）フロー

	2.2.5 その他業務フロー
	2.2.5.1 アプリインストールフロー

	2.3 機能一覧
	2.3.1 全体機能構成
	2.3.2 各システムの機能概要


	表 2-8 認証基盤システムの機能一覧
	表 2-9 運用サイトシステムの機能一覧
	2.4 利用者インタフェース

	表 2-10 詳細な画面情報に関する資料一覧
	2.4.1 利用者画面

	表 2-11 利用者操作画面一覧
	2.4.2 運用者画面

	表 2-12 運用者操作画面一覧
	2.5 API
	2.5.1 法人認証基盤API


	表 2-13 法人認証基盤API
	2.5.1.1 OIDC_IF

	表 2-14 UserInfo取得情報一覧
	2.5.1.2 委任情報取得API

	表 2-15 提供情報一覧
	2.5.2 パフォーマンスAPI

	表 2-16 取得可能情報項目一覧
	2.6 GビジネスID運用センター
	2.6.1 業務範囲
	2.6.2 運用体制
	2.6.3 運用方針
	2.6.3.1 本人性の確認に関する基本方針
	2.6.3.2 セキュリティに関する基本方針

	2.6.4 運用業務フロー
	2.6.4.1 全体運用業務共通事項
	2.6.4.2 gBizプライム新規登録
	2.6.4.3 gBizプライム昇格
	2.6.4.4 委任登録
	2.6.4.5 委任解除
	2.6.4.6 プロファイル変更
	2.6.4.7 アカウント停止
	2.6.4.8 アカウント再開
	2.6.4.9 アプリ登録解除



	3 実証結果
	3.1 実証の全体像
	3.1.1 実証種別
	3.1.2 実証内容概要
	3.1.3 実証の全体構成
	3.1.4 実証スケジュール

	3.2 実証内容
	3.2.1 法人認証基盤の操作性
	3.2.1.1 実証目的
	3.2.1.2 実証内容とアウトプット
	3.2.1.3 実証方法

	3.2.2 認証基盤の運用性
	3.2.2.1 実証目的
	3.2.2.2 実証内容とアウトプット
	3.2.2.3 運用業務フローの運用性の実証方法
	3.2.2.4 業務処理時間（審査業務）の実証方法
	3.2.2.5 業務処理時間（ヘルプデスク業務）の実証方法

	3.2.3 法人認証基盤への問い合わせ状況
	3.2.3.1 実証目的
	3.2.3.2 実証内容とアウトプット
	3.2.3.3 実証方法

	3.2.4 法人認証基盤の利用状況・登録状況

	3.3 実証結果
	3.3.1 法人認証基盤の操作性（gBizプライム作成関連）
	3.3.1.1 各アカウントの理解
	3.3.1.2 gBizプライム作成における情報入力
	3.3.1.3 SMS受信タイミングの認識
	3.3.1.4 gBizプライム再申請時の印鑑証明書再提出
	3.3.1.5 利用環境（携帯端末）
	3.3.1.6 利用環境（OS/ブラウザ）
	3.3.1.7 その他実証結果

	3.3.2 法人認証基盤の操作性（gBizエントリー作成関連）
	3.3.3 法人認証基盤の運用性
	3.3.3.1 法人認証基盤の運用性事前準備
	3.3.3.2 実証の実施概要
	3.3.3.3 実証結果
	3.3.3.4 業務処理時間の実証
	3.3.3.5 操作性の実証

	3.3.4 法人認証基盤への問い合わせ状況
	3.3.5 法人認証基盤の利用状況・登録状況


	4 検討課題・今後の在り方
	4.1 サービスポリシー関連
	4.2 システム機能・システム運用関連
	4.3 審査・ヘルプデスク関連
	4.4 実証調査結果

	5 法人認証基盤の機能拡張に関する調査
	5.1 gBizプライム発行の電子的登録申請方法
	5.1.1 調査目的
	5.1.2 実現上の要件
	5.1.3 実現方法概要
	5.1.4 実現方法の評価
	5.1.5 自動審査、有人審査の不要化の実現方法について

	5.2 法人設立手続ワンストップサービスと連携したgBizプライム発行方法
	5.2.1 調査目的
	5.2.2 実現上の要件
	5.2.3 実現方法概要
	5.2.4 実現方法の評価



