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1.  本事業の概要 

 

 事業の背景・目的 

我が国における多種多様な行政手続においては、住民票の写し、登記事項証明書、定款等の各種添

付書類の提出を求めている。添付書類の撤廃を実現するためには、デジタルを前提とした業務の見直

し(BPR/Business Process Re-engineering)を行った上でオンライン手続を可能とするとともに、行政

機関間や民間まで含めた情報連携を可能とするシステム基盤の整備が必要となる。行政手続のオンラ

イン化に関しては、いわゆる行政手続オンライン化法により、法令上書面等を要する手続について、

これをオンラインでも行い得るよう通則的な規定が設けられているが、同法では、オンライン化の主

な阻害要因の 1つである添付書類に係る規定が設けられておらず、法制的な措置が講じられていない。

かかる状況において、政府としては、添付書類の撤廃、情報連携のための仕組みの構築等について法

制化を含め検討を進めているところである。また、例えば、商業法人の登記事項証明書については、

法務省において、2020 年度までに情報連携の仕組みが構築されることとなっている。 

添付書類撤廃に係る議論を一層実行的なものとしていくため、行政機関間を中心とするデータ交換・

連携の仕組みを構築していく必要がある。また、このような仕組みを構築することは、添付書類省略

だけでなく、ワンスオンリー1にも資するものである。さらに、行政機関のみならず民間データベース

との接続を含めることにより、決算情報等の法人保有情報についても行政機関が閲覧・取得して行政

手続等の申請等の処理に活用することが期待される。 

この点、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(2018 年 6 月 15 日閣

議決定)等において、『官民におけるデータ交換の仕組みについて検討を進める』こととされたところ

である。 

他方、海外に目を向けると、例えば電子政府先進国であるエストニアにおいては、X-Road と呼ばれ

るデータ交換基盤によって民間まで含めた形でのデータ連携を実現しており、婚姻届等一部を除きほ

ぼすべての行政手続をオンラインで行える環境が構築されている。 

このような背景を踏まえ、本事業では、我が国の官民双方におけるデータ交換に係る基盤として「法

人データ交換基盤」を構築していくべく、それに先立った調査等を行うとともに、当該基盤に係る要

件定義等を行う。 

 

 法人データ交換基盤のコンセプト 

本事業では、法人データ交換基盤の検討を効果的に推進するため、以下のコンセプトと機能概要を

設定して検討を行うこととした。 

 

1.2.1.  コンセプトと機能概要 

法人データ交換基盤のコンセプトとして、以下を目指す。 

 申請等を行う法人等が、ワンスオンリー・添付書類撤廃等による行政サービスの利用に係る恩

恵を享受できるものを目指す。 

 加えて、行政側が、事務コストを低減させるとともに、政策の企画立案・政策執行等のための

データ分析・活用に寄与するものを目指す。 

法人データ交換基盤の機能概要として以下を想定する。 

                                                   

 

 
1 一度提出した情報の再度の提供を求めないこと。 
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 インターネットベースでセキュアな環境を構築し、データ交換が行えるものであること。 

 行政データベースのみならず、民間データベースとも接続・制御できるものであること。 

 データ交換にあたっては、システムごとにＮ対Ｎリレーションでのアクセスコントロールを適

切に行えること。 

 行政機関側が法人データ交換基盤を介しデータを分析するシステムと接続できるものである

こと。 

なお、法人データ交換基盤の直接の機能ではないが、円滑な法人データ交換のために必要と考えら

れるデータベースとして、法人が自己申告でのデータを登録する法人データストアがあり、これにつ

いても本事業の検討対象とする。 

 

図表1.2-1 法人データ交換基盤のコンセプト 

 

 

1.2.2.  法人デジタルプラットフォームにおける位置付け 

経済産業省では、行政手続等のデジタル化を効果的に進め、かつデータを十分に活用できる環境を

構築するため、アーキテクチャを整理し、共通的に必要な機能と個別業務で必要な機能に分けて開発

を推進している。これら全体を法人デジタルプラットフォームとしており、本事業で検討する法人デ

ータ交換基盤はその一部を構成するものと位置付けられる。法人共通認証基盤、法人インフォメーシ

ョン、各行政サービスに紐づくアプリケーション等、他の共通的な機能や個別業務との役割分担を踏

まえ、本事業の対象である法人データ交換基盤の検討を図ることとする。 

 

  

検討範囲
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図表1.2-2 法人デジタルプラットフォームにおける法人データ交換基盤の位置付け 

 

 

 事業の内容 

本事業では、法人データ交換基盤の検討の参考とするため、まず「2. 我が国における法人データ交

換基盤の構築に向けた調査・検討」として、参考事例として X-Road の調査を行うとともに、法人デ

ータ交換基盤を構成すると考えられる技術要素について調査、検討を行った。 

次に「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」として、想定される主なユースケ

ースを抽出、整理するとともに、法人データ交換基盤の要件として考慮すべき事項を検討した。 

また、「4. ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検討」として、行政機関が保有

するデータだけでなく、民間事業者が保有するデータを再利用する仕組みについても検討を実施した。 

そして、「2. 我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討」、「3. 法人データ交換基

盤の利用に係るユースケースの検討」、「4. ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検

討」の結果を踏まえ、「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義」を行った。 

さらに、上記の作業を効果的に実施するため、「6. 検討会等の開催等」として、関連する民間事業

者等へのインタビューを実施するとともに、有識者における検討会を開催した。 

各作業の概要を以下に示す。 

 

1.3.1.  我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討 

法人データ交換基盤の先行事例として X-Road の調査を行うとともに、法人データ交換基盤を構成

すると考えられる技術要素について調査、検討を行った。 

 

 先行事例調査等 

エストニアにおいてデータ交換基盤として実績を有する X-Road について採用されている基盤技

術や当該基盤を支える制度・サービス等について、文献調査及び実態調査を行った。文献調査では、

公開されている文献を中心に、X-Road で採用されている技術や構築・運用等の状況を整理した。ま

た、実態調査では、X-Road の開発や導入に関わるエストニアの政府機関や民間企業、X-Road を利

用しているフィンランドの政府機関等にヒアリングを行い、文献では分からない部分を含めて調査

事業者の認証

補助金
申請

計画認定 許認可 届出

データA データB データC データD

手続システム
（手続を処理）

法人共通認証基盤
（ログインシステム）

データベース
（データを蓄積）

法人データ交換基盤 API API API API

API API API API
オープンデータ

（法人インフォメーション）
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を行った。 

 

 技術調査及び検討 

X-Road はデータ交換基盤の先進事例ではあるが、データ交換については、様々な形態が存在し、

採用する技術も画一的ではない。そこで、前述した法人データ交換基盤のコンセプトを実現する上

で重要と考えられる要素技術を選定し、その技術動向について調査を行った。調査に際しては、文

献調査を行うだけでなく、検討会における意見を踏まえるとともに、必要に応じて有識者へのヒア

リングを実施した。 

 

1.3.2.  法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討 

法人データ交換基盤を活用したデータ交換の想定される主なユースケースについて検討を行った。

法人データ交換のパターンについて考察を行うとともに、最低限として実現すべきパターンについて

詳細化を行い、法人データ交換基盤の要件として考慮すべき事項を検討した。 

なお、検討にあたっては、申請等の行政手続を行う場合を含めて想定し、民間が保有するデータが

行政機関に連携される場合及び他の行政機関からデータが連携される場合の双方を含むものとした。 

 

1.3.3.  ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検討 

行政手続における添付書類については、登記事項証明書等行政側が保有している情報のほか、決算

書や定款等、民間事業者が主体として保有している情報も存在する。後者の情報については、例えば

特に決算情報等の再利用価値が高いと想定され、法人データ交換基盤で再利用を容易にするための仕

組みとして前述した法人データストアの在り方について検討を行った。具体的には、法人データ交換

基盤における位置付け、活用できるデータ範囲、公開可能なデータ範囲等、法人インフォメーション

や法人共通認証基盤との連携等について検討した。 

 

1.3.4.  法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義 

前述した作業の結果を踏まえ、次年度以降、法人データ交換基盤を構築していくことを念頭に、必

要となる要件定義を行った。具体的には、データ交換に係る各種規約等、通信制御方式、アクセスコ

ントロールの方法、ログ管理方式、セキュアな環境の構築方法、タイムスタンプ機能等、各々に関し

て必要性を検討し、実現する上での要件を詳細化した。 

なお、法人データ交換基盤に求める要件は、標準技術等を前提として検討を行うこととし、特定の

者のみしか保有しない技術等が含まれないよう十分に留意し検討を進めた。 

 

1.3.5.  検討会等の開催等 

前述した各作業における検討を効果的に推進するため、法人データ交換基盤に関連すると想定され

る民間事業者等へのインタビューを実施するとともに、有識者における検討会を開催した。 

 

 民間事業者等へのインタビュー 

民間側のデータベースとして法人データ交換基盤との接続が想定される事業態様等について整理

するとともに、想定される民間事業者等へインタビューを実施した。 
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また、データ連携に係る技術やパッケージとして EAI(Enterprise Application Integration)2や

ETL(Extract/Transform/Load)3等を提供、活用している民間事業者等に対してもインタビューを実

施した。 

 

 研究会の開催 

法人データ交換基盤の構築に向け、ユースケース及び技術の双方の観点から論じるため、ユース

ケースの観点については法人データ交換基盤との接続が想定される民間事業者や関連団体の関係者、

技術的な観点については認証技術・セキュリティ技術・ネットワーク技術等に知見を有する有識者

等を含めた検討会を設置し、運営を行った。 

 

1.3.6.  法人データ交換基盤の今後の展開の検討 

法人データ交換基盤の今後の展開を図るため、法人データの交換に必要な構成要素の整理を図ると

ともに、次年度以降の展開案を検討した。 

上記の各作業の関係性については図表 1.3-1 に示す。 

 

図表1.3-1 本事業における各作業の関係性 

 

 

 事業の実施スケジュール 

本事業は、図表 1.3-1 に示した各作業の関係性を踏まえ、各作業の遅滞が生じないよう図表 1.4-1 に

示すようなスケジュールを作成し、作業を実施した。 

「2. 我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討」においては、「2.2. 先行事例調

査等」の文献調査、「2.3. 技術調査及び検討」における優先度が高い技術要素の検討を 11〜12 月に完

了し、「5. I. 5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義」におけるフレームワーク・アーキテ

                                                   

 

 
2 企業内の複数のシステムを有機的に連携させることで、データやプロセスの統合を図ること。 
3 企業内の複数のシステムからデータを抽出し、変換し、別のシステムに送る処理のこと。 

２．我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討

３．法人データ交換基盤の利用
に係るユースケースの検討

４．ワンスオンリーのための法人
データ保有方法等に関する検討

２．１．先行事例調査等

６．検討会等の開催等

２．２．技術調査及び検討

５．法人データ
交換基盤の構
築に向けた要件
の定義

６．１．民間事業者等へのインタビュー ６．２．研究会の開催

７．法人データ
交換基盤の今
後の展開の検
討
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クチャの評価・選定に早期に着手できるようにした。 

なお、「2.2. 先行事例調査等」の実態調査、「2.3. 技術調査及び検討」の優先度が中の技術要素の調査

については、1 月以降の実施とし、随時、「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義」に対し

てインプットした。 

「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」については、12〜1 月において実施し、

同様に「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義」のインプットとした。 

「4. ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検討」に関しては、「3. 法人データ交

換基盤の利用に係るユースケースの検討」の結果を踏まえ、1 月以降の検討を行った。 

「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義」に関しては、前述した検討結果を踏まえ、12 月

から着手し、レビューによるフィードバックを回しつつ、各作業が重複する形で効率的に実施した。 

「6. 検討会等の開催等」については、インタビュー調査や検討会の開催を、前述した作業に対して

適切なタイミングでインプットとなるよう、適切なタイミングで実施した。 

「7. 法人データ交換基盤の今後の展開の検討」については、「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた

要件の定義」について一定の検討が得られた後、実施した。 

 

図表1.4-1 本事業の実施スケジュール 

 

 

 

  

作業項目 11月 12月 1月 2月 3月

２．我が国における法
人データ交換基盤の構
築に向けた調査・検討

３．法人データ交換基
盤の利用に係るユース
ケースの検討

４．ワンスオンリーの
ための法人データ保有
方法等に関する検討

５．法人データ交換基
盤の構築に向けた要件
の定義

６．検討会等の開催等

７．法人データ交換基
盤の今後の展開の検討

技術要素の選定 文献調査 調査結果のとりまとめ

調査の設計

実施調査アポイント

文献調査
調査結果の
とりまとめ

実地調査
調査結果のと
りまとめ

データ交換パターンの検討
対象となる
行政手続
の選定

ユースケース(案)の作成

法人データストアの活用パ
ターンの整理

法人データストアのあり
方の検討

要件定義計画立案

インタビュー実
施方針策定

検討会の実施方
針策定、組成

インタビュー項目、対象の検討／インタビューの実施、結果とりまとめ

検討会の運営

フレームワーク・アーキテクチャ評価・選定

要件項目ごとの技術評価・選定

要件定義

レビューの実施

検討

法人データストア
で取り扱う法人
データの整理
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2.  我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討 

 

 本調査及び検討の目的及び流れ 

 

2.1.1.  本調査及び検討の目的 

法人データ交換基盤の構築に向けて、基礎情報を収集するため、法人データ交換基盤の先行事例と

して X-Road の調査を行うとともに、法人データ交換基盤を構成すると考えられる技術要素について

調査、検討を行う。 

 

2.1.2.  本調査及び検討の流れ 

本調査及び検討の流れは、以下のように、「先行事例調査等」「技術調査及び検討」を行う。 

 先行事例調査等 

 文献調査等 

法人データ交換基盤の仕様策定に向けた基礎情報の収集のため、先行事例として法人データ交

換基盤と類似の役割を担う X-Road に係る調査を行う。文献調査として X-Road のアーキテクチ

ャや仕様等を Web 上で公開されている文献を中心に調査する。また、調査の結果、不明点を精査

し、実態調査での確認事項として取りまとめる。 

 

 実態調査 

(a)文献調査の不明点について、X-Road の開発・運営に係るエストニアの事業者や政府関係者

を中心に、実態調査を行う。実態調査はエストニアだけでなく X-Road の仕組みを導入している

フィンランドも対象とする。実態調査の調査結果については、現状の取組や技術内容だけでなく、

現状の課題や解決策等も整理する。 

 

 技術調査及び検討 

(1)の先行事例調査のみでなく、法人データ交換基盤のコンセプトを実現する上で重要と考えられ

る要素技術を選定し、その技術動向について調査を行う。調査に際しては、文献調査を行うだけで

なく、検討会における意見を踏まえるとともに、必要に応じて有識者へのヒアリングを実施する。 

 

 先行事例調査等 

法人データ交換基盤の仕様策定に向けた基礎情報の収集のため、先行事例として法人データ交換基

盤と類似の役割を担う X-Road に係る調査を文献調査と実態調査に分けて行う。それぞれ、まず調査

の設計を行い、次の設計に基づき調査を実施し、その結果を取りまとめる。 

 

図表2.2-1 先行事例調査等の流れ 

 

 

  

2.2.1.文献調査等

(1)調査の
設計

(２)調査
の実施

2.2.2.実態調査

(1)調査の
設計

(2)調査の
実施
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2.2.1.  文献調査等 

 調査の設計 

 調査対象の設計 

本作業では調査の設計として、調査対象、調査内容を整理する。本調査は X-Road に係る文献

として、以下を調査対象とする。 

  

 エストニア及びフィンランドとの共同機関である NORDIC INSTITUTE FOR 

INTEROPERABILITY SOLUTIONS により公表されている、X-Road に関する仕様及び

最新事情に関して整理されている文献 

 研究機関等により X-Road に関して詳細にまた最新の状況が整理されている文献 

 

 調査内容の設計 

調査はアーキテクチャや仕様(基本動作、アクセスコントロール等)の技術的観点と取組経緯等

の政策的観点の 2 点から行う。アーキテクチャ等の技術的観点の調査では、GitHub 等に仕様が

公開されているため、その文献を中心に調査する。加えて、X-Road は現在 SOAP(Simple Object 

Access Protocol)で通信が行われているが、REST(REpresentational State Transfer)の活用も検

討されている。そのような取組についても Web 上で調査を行う。政策的観点では X-Road を運営

する政府機関が公開している資料を中心に調査する。各観点について調査対象とする文献は図表

2.2-2 に示すとおりである。 

 

図表2.2-2 調査対象文献一覧 

No 調査観点 調査項目 調査概要 調査対象文献 

1 

技術的 

観点 

アーキテ

クチャ 

X-Road に関連

するステークホ

ルダー及びシス

テムの仕組み 

 Technical Specification 

(https://github.com/nordic-

institute/X-

Road/blob/master/doc/Architecture/arc-

g_x-road_arhitecture.md) 

2 基本動作

ロジック 

X-Road の機能

及び基本操作に

係る事項 

 X-Road Terms and Abbreviations 5 X-

Road interfacing 

steps(https://github.com/nordic-

institute/X-

Road/blob/master/doc/terms_x-

road_docs.md) 

 X-Road REST Support 

Workshop(https://www.niis.org/blog/201

8/5/13/x-road-rest-support-workshop) 

 X-Road REST Adapter Service 

(https://github.com/nordic-

institute/REST-adapter-service) 

 [UG-SS] Security Server User Guide 

 [UG-CS] Central Server User Guide 
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3 データ構

造 

X-Road でやり

取りされるデー

タの構造等 

[PR-MESS] X-Road: Profile of Messages. 

Cybernetica AS. Document ID: PR-MESS. 

https://github.com/nordic-institute/X-

Road/blob/master/doc/Protocols/pr-mess_x-

road_message_protocol.md 

[PR-MESSTRANSP] X-Road: Message 

Transport Protocol. Cybernetica AS. Document 

ID: PR-MESSTRANSP 

4 アクセス

コントロ

ール 

X-Road のアク

セス者の監視や

アクセス者の登

録を承諾する仕

組み等 

 [ARC-OPMOND] X-Road: Operational 

Monitoring Daemon Architecture. 

Cybernetica AS. Document ID 

 X-Road: The Security Perspective 

(https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.307/

2018_spring/uploads/Main/L012b.pdf) 

5 同意の取

得方法 

ユーザ登録時の

利用条件等 

 [UG-SS] Security Server User Guide 

  

6 セキュリ

ティ方策 

セキュリティの

環境や対策等 

 X-Road Knowledge 

Bas(https://confluence.niis.org/displa

y/XRDKB/X-Road+Knowledge+Base) 

 Logging and security(https://x-

tee.ee/docs/live/xroad/terms_x-

road_docs.html#66-logging-and-

security) 

 [UG-SS] Security Server User Guide 

#5Security Tokens, Keys, and 

Certificates 

 Cybernetica公開資料 

 https://github.com/nordic-institute/X-

Road/blob/master/doc/Protocols/pr-

messtransp_x-

road_message_transport_protocol_2.2_Y-

743-4.docx 

7 タイムス

タンプ・

認証 

X-Road の認証

方法やログにタ

イムスタンプを

施す際の仕組み

等 

 [BATCH-TS] Freudenthal, Margus. Using 

Batch Hashing for Signing and Time-

Stamping. Cybernetica Research 

Reports, T-4-20, 2013. 

 Profile for High-Performance Digital 

Signatures,  Cybernetica Research 

Reports, T-4-23, 2015. 
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 調査の実施 

X-Road を用いたエストニア電子政府の概略図を図表 2.2-3 に示す。各情報システム(住民登録セ

ンター等)がアダプタサーバ、セキュリティサーバを介して X-Road に接続し、他の情報システムと

データ交換を行う。X-Road の本体は図表 2.2-3 の赤枠で囲まれた部分であり、その他は X-Road に

接続するシステムとなる。 

調査は X-Road 本体について行う。ただし、ヘルプデスクはデータ交換自体では活用されないこ

とから、調査の対象外とする。また、X-Road 認証センターは、X-Road の認証局やタイムスタンプ

局として必要な機関であるが、汎用的な商用サービスを活用しているため、情報システムと同様、

 [TSP] Internet X.509 Public Key 

Infrastructure Time-Stamp Protocol 

(TSP). Intenet Engineering Task Force, 

RFC 3161, 2001. 

 Time-Stamping Authority/Certification 

Authority(https://github.com/nordic-

institute/X-

Road/blob/master/doc/Architecture/arc-

g_x-road_arhitecture.md) 

 Identifiers and codes(https://x-

tee.ee/docs/live/xroad/terms_x-

road_docs.html#67-identifiers-and-

codes) 

 Global configuration 

concepts(https://x-

tee.ee/docs/live/xroad/terms_x-

road_docs.html#68-global-

configuration-concepts) 

 [UG-SS] Security Server User Guide #11 

Message Log 

(https://github.com/nordic-

institute/X-

Road/blob/develop/doc/Manuals/ug-ss_x-

road_6_security_server_user_guide.md) 

8 

政策的 

視点 

構築・運

用に係る

経緯 

X-Road が構築

された背景や構

築までの取組 

 Introduction of X-

tee(https://www.ria.ee/en/state-

information-system/x-tee/introduction-

x-tee.html) 

9 動向・取

組状況 

X-Road で行わ

れている多国間

の認証に係る現

在の取組等 

 NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY 

SOLUTIONS 

blogs(https://www.niis.org/blog-

summary/) 
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X-Road に接続するシステムとして扱う。X-Road に接続するシステムに関しては、詳細な調査は行

わないが、X-Road 本体の説明上必要なシステムもあるので、(a)アーキテクチャにおいて、各シス

テムの概要を記載する。 

 

図表2.2-3 エストニア電子政府概要 

 

出典：X-ROAD FACTSHEET 

https://www.ria.ee/public/x_tee/X-road-factsheet-2014.pdf 

 

以下、調査内容の設計で整理した各調査項目について記載する。 

 

 アーキテクチャ 

X-Road のアーキテクチャは、以下の 2 つの要素にまとめられる。 

① X-Road 本体：データ交換を行う X-Road 自体の構成、基盤要素。 

② X-Road 接続システム：X-Road に接続するシステムでデータ交換を行う際に必要な要素 

X-Road のアーキテクチャの概観を図表 2.2-4 に示すとともに、各要素の説明を以下に示す。 

  

https://www.ria.ee/public/x_tee/X-road-factsheet-2014.pdf
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図表2.2-4 X-Roadアーキテクチャ 

 

 

 X-Road 本体の構成要素 

X-Road 本体は、中央に X-Road 全体を管理する X-Road センタがあり、X-Road センタの構

成要素として中央サーバ、モニタリングの機能がある。また中央サーバと連携するオプション

としてコンフィギュレーションプロキシがあり、モニタリングの機能としては運用監視、環境

監視の 2 つの機能がある。X-Road 本体の構成要素として、X-Road でのデータ交換を行うセキ

ュリティサーバがある。以下、「中央サーバ」「コンフィギュレーションプロキシ」「モニタリン

グ」「セキュリティサーバ」について詳細を説明する。 

 

 中央サーバ(Central Server) 

中央サーバは X-Road 接続システムとセキュリティサーバの情報(IP アドレス等)を管理す

るサーバであり、X-Road のセキュリティポリシーも管理する。これらの情報をコンフィギ

ュレーションと呼んでおり、コンフィギュレーションを中央サーバがセキュリティサーバに

配布することで、各セキュリティサーバが X-Road 接続システムの情報やセキュリティポリ

シーを用いて、データ交換等を行うことが可能となる。 

セキュリティポリシーは以下を含む 

 信用できる認証局のリスト 

 信用できるタイムスタンプ局のリスト 

 OCSP(Online Certificate Status Protocol)4のレスポンスの最大許容寿命等の調整可

能なパラメータ 

 

                                                   

 

 
4 X.509 証明書の有効性を確認する手順を定めた通信プロトコルのこと。 
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また中央サーバは、セキュリティサーバに接続する情報システム(「セキュリティサーバク

ライアント」とも呼ぶ)の追加や削除のようなタスク管理を担うインターフェースも提供する。

このタスクはセキュリティサーバのユーザインターフェースから呼び出される。 

 

 コンフィギュレーションプロキシ(Configuration Proxy) 

コンフィギュレーションプロキシは、コンフィギュレーションを配布するために追加で構

成可能なサービスである。これにより中央サーバの負荷軽減とシステムの可用性を向上させ

ることができる。 

 

 モニタリング  

モニタリングは、それぞれを以下で説明する「運用監視」と「環境監視」の 2 種の機能を

もつ。モニタリングは X-Road センタ側の機能であるが、セキュリティサーバ側の情報を取

得するため、セキュリティサーバ側にも「運用監視」「環境監視」の機能を持つ(「(エ)セキュ

リティサーバ」でも記載)。そのため各セキュリティサーバ内でも同様の情報取得が可能であ

る。 

[１]  運用監視(Operation Monitoring)： 

運用監視の主な機能は X-Road のセキュリティサーバの運用データの収集・蓄積及び当

該データを外部モニタリングシステムで使用できるようにすることである。 

[２]  環境監視(Environment Monitoring)： 

環境監視はセキュリティサーバの操作環境(オペレーティングシステム、メモリ、ディス

ク容量、CPU 負荷等)の情報の収集や、外部モニタリングシステムで使用できるようにす

ることである。 

 

 セキュリティサーバ (Security Server) 

セキュリティサーバは情報システム間のサービスの呼び出しや応答を仲介する。セキュリ

ティサーバは X-Road のセキュアなデータ交換を担当する。具体的には、認証キーの管理や

セキュリティサーバを経由したメッセージの送信、メッセージに対するデジタル署名の付与

やタイムスタンプの付与、ロギング等を行う。 

情報システムとセキュリティサーバ間の通信は SOAP をベースとしたプロトコルが用い

られている。アプリケーションに対しセキュリティサーバの透明性を確保するため、このプ

ロトコルはデータ交換の要求側(クライアント)とデータ交換の提供者側(プロバイダ)で同じ

である。 

一つのセキュリティサーバで複数の組織の情報システムをホストするマルチテナント機能

を要する。この場合、セキュリティサーバを管理する組織がサーバの管理者であり、ホスト

される組織はセキュリティサーバの利用者である。 

また、セキュリティサーバは 2 種のキーを管理する。1 つは認証キーで、セキュリティサ

ーバに割り当てられ、TLS(Transport Layer Security)5通信のため他のセキュリティサーバ

との暗号的に安全な通信チャネルを確立するために使用される。もう 1 つは署名キーで、情

報システムを運営する組織のために割り当てられ、メッセージ交換の署名に用いられる。キ

                                                   

 

 
5 TCP/IP ネットワーク上でデータを暗号化して送受信する通信プロトコルの一つ。 
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ーはハードディスク(ソフトウェアトークン)か SSCD(Secure Signature Creation Device) 6

に格納される。 

セキュリティサーバは中央サーバから配布された最新のコンフィギュレーションや証明書

の有効性情報をダウンロードしキャッシュする。中央サーバと通信できない場合等、情報ソ

ースが利用できないときでもキャッシュされた情報を利用することで、セキュリティサーバ

は通常どおりデータ交換を実行できる。 

セキュリティサーバは、実行中のプロセス、使用可能なディスク容量、インストールされ

ているパッケージ等、環境特性を把握する追加的なモニタリング機能を含む。環境監視サー

ビス等を経由して監視機能はこのデータを公開する。これは、上述したように、X-Road セン

タだけでなく、セキュリティサーバにも運用監視、環境監視の各機能が存在することを意味

している。 

 

 X-Road 接続システムの構成要素 

 情報システム(Information System) 

情報システムは X-Road を通じてサービスを利用するシステムと、サービスを提供するシ

ステムの総称である。情報システムは、直接又はオプションであるアダプタサーバを介して

セキュリティサーバと接続する。したがって、セキュリティサーバ自体は、全ての X-Road サ

ービス、すなわち情報システムのエントリーポイントとして機能する。 

サービスの利用側の情報システムは、特定の X-Road インスタンスの要件に準拠するユー

ザ認証とアクセスコントロールのメカニズムの実装に責任を持つ。エンドユーザの ID は

SOAP メッセージに含めることによってサービスプロバイダに提供される。サービスの利用

側の情報システムは、X-Road で提供されるプロトコルを通じて、X-Road に接続している他

の情報システムや、そこで利用できるサービスを特定できる。 

サービス提供側の情報システムは SOAP サービスを実装し、X-Road 経由で利用できるよ

うにする。そのため、サービスは X-Road のデータ交換メッセージのプロトコルを使用する

必要がある。サービスの提供に当たり、WSDL(Web Services Description Language)7言語で

実装されたサービス記述を必要とする。データ交換メッセージやサービス(WSDL)について

は、「(c)データ構造」にて、説明する 

 

 アダプタサーバ(Adapter Server)(オプション) 

アダプタサーバは REST 等から X-Road の SOAP プロトコルに対するリクエストや応答

クエリの変換を行うオプションのサーバである。情報システムが X-Road の SOAP プロトコ

ルを直接利用する場合はアダプタサーバは必要ないが、既存の情報システムでは X-Road の

SOAP プロトコルにあわせたインターフェースを持ち合わせていない場合、アダプタサーバ

を使用して既存の情報システムの API(たとえば REST)から X-Road の SOAP プロトコルへ

変換する。 

サービス利用者側では、REST 等のプロトコルでリクエストを行う場合、REST から X-

                                                   

 

 
6 安全な暗号署名を作成する機能を提供するハードウェアコンポーネント。 
7 Web サービス記述言語、またそれによって記述された定義ファイルの総称。XML 形式で表記す

る。 
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Road の SOAP プロトコルへの変換が必要となる。そのため、REST から SOAP への変換を

アダプタサーバで行う。 

サービス提供者側では、主にデータベースからデータを提供するため、主に SOAP と SQL

の変換が必要となる。そのため、アダプタサーバを用いて SOAP と SQL の変換を行う。 

 

 タイムスタンプ局(TSA/Time-Stamping Authority) 

タイムスタンプ局は、ある特定の時刻のデータの存在を証明するタイムスタンプを発行す

る。タイムスタンプ局は標準のタイムスタンププロトコル(X.509 インターネット PKI 8タイ

ムスタンププロトコル)を実装しなければならない。 

X-Road はタイムスタンプサービスの負荷を減らすため、非同期にタイムスタンプを付与

するバッチタイムスタンプを利用する。負荷は X-Road を経由するメッセージ交換の数に依

存するのではなく、システムのセキュリティサーバの数に依存する。バッチタイムスタンプ

については、「(f) セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証」で説明する。 

 認証局(CA)(Certification Authority) 

認証局(CA)はセキュリティサーバのための認証証明書と X-Road に接続する情報システム

を運用する組織のための署名証明書の認証を発行する。全ての証明書はセキュリティサーバ

に格納される。認証局は標準の PKCS(Public-Key Cryptography Standards)9に準拠する証

明書署名要求を処理できなければならない。 

認証局は OCSP プロトコルを経由して証明書の有効性情報を配布する。セキュリティサー

バは、OCSP サービスの負荷を減らし、可用性を上げるため OCSP の応答をキャッシュす

る。OCSP サービスの負荷は発行された証明書の数に依存する。 

 

 その他 

 プロトコル 

X-Roadの要素間では、それぞれX-Road既定のプロトコルが定められている。またX-Road

接続システムで利用する認証局やタイムスタンプ局では業界標準のプロトコルが利用される。

X-Road のオリジナルな要素間の接続、例えばセキュリティサーバ間のデータ交換等は、そ

れぞれ SOAP ベースの通信を用いる。データ交換については、「(c)データ構造」で詳しく説

明する。 

 

 フェデレーション構成 

フェデレーション構成とは、2 つの異なった X-Road インスタンス(基本的に X-Road イン

スタンスとは、国ごとの X-Road を指す)のセキュリティサーバで、お互いのメッセージを交

換する許可を出す。すなわち多国間でのデータ交換を許可する。そのために、各インスタン

スに接続しているセキュリティサーバの情報等のコンフィギュレーション情報を、中央サー

バが別のインスタンスのセキュリティサーバに配布する。これにより、各インスタンスのコ

ンフィギュレーションをフェデレーション構成として接続されているセキュリティサーバに

配布することができる。認証局やタイムスタンプ局のようなトラストサービスにおいては、

                                                   

 

 
8 Public Key Infrastructure 
9 公開鍵暗号に関連するデータ形式等各種の技術仕様を定めた規格群。 
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インスタンスごと、すなわち国ごとのルールもあるため、各インスタンスのサービスを用い

る。 

  

 基本動作ロジック 

X-Road のデータ交換の基本動作は、「(a)アーキテクチャ」でも示したとおり、セキュリティサ

ーバと中央サーバの連携により行われる。以下ではセキュリティサーバと中央サーバの動作につ

いて記載する。 

 

① セキュリティサーバ 

セキュリティサーバは情報システム間の通信を仲介するサーバで、メイン機能は証拠的価値

(evidential value)を保護しながらリクエストを仲介することである。リクエストの仲介に当た

り、セキュリティサーバはパブリックインターネットと組織の内部ネットワークにある情報シ

ステムの両方に接続される。そのため、SOAP プロトコルをサポートする特別なアプリケーシ

ョンレベルのファイアウォールとも捉えることができる。 

セキュリティサーバによってパブリックインターネットを超えて伝達されるメッセージは、

電子署名と暗号化によりセキュアとなる。また、サービスプロバイダのセキュリティサーバは

メッセージを受け取るためのアクセスコントロールを提供するため、サービスプロバイダの合

意により署名されたユーザのみデータにアクセスできる。システム全体の可用性を向上させる

ため、サービスユーザとサービスプロバイダのセキュリティサーバは、複数のセキュリティサ

ーバを並列に利用できる。それによりリクエストはセキュリティサーバ間でロードバランスさ

れる。またどれか 1 つがオフラインでもリクエストは自動的に他の利用可能なセキュリティサ

ーバにリダイレクトされる。 

 

 ユーザ管理 

セキュリティサーバの管理者の登録、管理を行う。登録に当たり以下のユーザを区別する。

一人のユーザが複数のロール10をもつことができる。また複数のユーザで一つのロールを持

つことができる。各々のロールはシステムのインストール上で作成される、対応するシステ

ムグループをもつ。 

 セキュリティオフィサー(xroad-security-officer)：セキュリティポリシーとセキュリテ

ィ要求の適用に責任をもつ。また鍵の設定、鍵、証明書の管理を含む。 

 登録オフィサー(xroad-registration-officer)：セキュリティサーバクライアントの登録

と削除に責任をもつ。 

 サービス管理者(xroad-service-administrator)：サービスのデータとアクセス権を管

理する。 

 システム管理者(xroad-system-administrator)：セキュリティサーバのインストール、

コンフィギュレーション、メンテナンス(保守)に責任をもつ。 

 セキュリティサーバオブザーバ(xroad-securityserver-observer)：コンフィギュレーシ

ョンを編集するアクセス権をもたず、セキュリティサーバの状態を見る。このロール

                                                   

 

 
10 役割。 
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はユーザがリードオンリー11でセキュリティサーバ管理のユーザインターフェースに

アクセスできるようにするものである。 

  

 セキュリティサーバの登録 

セキュリティサーバは「X-Road Governing Authority」への登録を行う。具体的には、セ

キュリティサーバとして動作させるために、データ交換メッセージ署名用の署名鍵生成と署

名証明書のインポートを行う。加えて、セキュリティサーバ間の通信のサーバ認証用に認証

鍵作成と認証証明書インポートを行い、認証証明書は中央サーバに登録する。これらはユー

ザインターフェース経由での操作が可能となっている。なお、実際のセキュリティサーバの

登録は管理局にてマニュアルで実施している。メッセージ交換にセキュリティサーバを利用

するため、セキュリティサーバとその管理者は X-Road 管理当局(governing authority)によ

って承認された認証サービスプロバイダによって認証されなければならない。 

 

 セキュリティサーバクライアントの管理 

情報システムとセキュリティサーバとの接続を担うセキュリティサーバクライアントが

X-Road サービスを利用又は提供するため、X-Road 管理当局(governing authority)によって

承認された証明書サービスプロバイダによる認証が必要となる。セキュリティサーバクライ

アントとそのクライアントが利用するセキュリティサーバ間の関連性は X-Road 管理当局

(governing authority)に登録されなければならない。セキュリティサーバは次のクライアン

トの状態により識別する。 

 Saved: クライアントの情報がセキュリティサーバのコンフィギュレーションの中に

入力され保存されるが、クライアントとセキュリティサーバの関連は X-Road 管理当

局(governing authority)に登録されていない 

 登録中(Registration in progress)** ： クライアントのための登録要求がセキュリテ

ィサーバから中央サーバに伝達されている状態。しかし、クライアントとセキュリテ

ィサーバの関連はまだ X-Road 管理当局(governingu authority)に承認されていない

場合 

 登録(Registered)：クライアントとセキュリティサーバの関連が X-Road 管理当局

(governing authority)によって、承認された場合。この状態ではクライアントは X-

Road へのサービス提供、X-Road の利用が可能である。 

 削除中(Deletion in progress)：クライアント削除要求がセキュリティサーバから伝達

されている場合  

 Global error：もし、クライアントとセキュリティサーバの関連が X-Road 管理当局

(governing authority)により破棄された場合 

 "Deleted"：もしクライアント情報がセキュリティサーバのコンフィギュレーションか

ら削除された場合 

  

 トークン、鍵、証明書の管理 

証明書等の有効化、無効化、削除、状態管理を行う。オブジェクト(セキュリティトークン、

                                                   

 

 
11 書き込みをせず、既にある情報を読み込むのみという意味。 
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鍵、証明書)の有効性を表示するために、以下の背景色が用いられる。なお、トークンの登録

解除はセキュリティサーバから中央サーバへ認証証明書削除要求を送付することで行われる。 

 黄色の背景：オブジェクトがセキュリティサーバでは有効であるが、オブジェクトの

情報はセキュリティサーバコンフィギュレーションに保存されていない。例えば、ス

マートカードがセキュリティサーバに接続されているが、スマートカード上の証明書

がセキュリティサーバにインポートされていない。黄色の背景となる証明書はメッセ

ージを仲介するためには利用することができない。 

 白色の背景：オブジェクトはセキュリティサーバで有効であり、オブジェクトの情報

はセキュリティサーバコンフィギュレーションに保存されている。白色の背景の証明

書はメッセージの仲介に利用することができる。 

 灰色の背景：オブジェクトがセキュリティサーバで有効ではない。灰色の背景の証明

書はメッセージの仲介に利用することができない。 

 

 X-Road サービスの管理 

X-Road サービス、すなわち情報システム間のデータ交換を行うリクエスト/レスポンスを

定義する SOAP 用の WSDL の登録、管理を行う。セキュリティサーバに接続する情報シス

テムと連携可能なサービスを WSDL で登録することで、どのサービスがあるか、探索用のプ

ロトコル(service_metadata_protocol)を情報システムから発行することで、必要なサービス

と連携可能となる。サービスは以下の 2 段階で管理される。 

 サービスの追加、削除, 非活性化は WSDL レベルで実行される; 

 サービスアドレス、内部ネットワーク接続メソッド、サービスタイムアウト値はサー

ビスレベルで設定される。しかし、サービスの設定を同じ WSDL でのほかの全ての

サービスの設定に拡張するのは簡単である。 

新しい WSDL ファイルが追加されたとき、セキュリティサーバは WSDL からサービス情

報を読み、サービスのテーブルで情報を表示する。サービスコード、タイトル、アドレスが

WSDL から読み出される。リフレッシュにおいて、セキュリティサーバは WSDL アドレス

からセキュリティサーバへ WSDL ファイルをリロードする。そして既存のサービスに対し

て、リロードされたファイルの中のサービス情報をチェックする。 現在のバージョンのもの

と比較して変更されていたら、警告が表示され、リフレッシュを続けるか、キャンセルをす

るかを選択できる。 

無効な WSDL はサービステーブルで"無効(Disable)"という文字が赤で表示される。無効な

WSDL によって記述されたサービスは、サービスクライアントがアクセスできない。もしサ

ービスにアクセスしようとすると、エラーメッセージが返ってくる。WSDL を削除するとき, 

アクセス権を含め、WSDL に記述されているサービスに関連するすべての情報が削除される。 

 

 アクセス権管理 

各サービスに関する情報システムのアクセス権の付与、管理を行う。アクセス権は次のも

のに付与される。 

 X-Road メンバのサブシステム 

 グローバルアクセス権グループ：グローバルグループは X-Road 管理当局(governing 

authority)で作成される。あるグローバルグループにアクセス権が付与されたら、す

べてのグループメンバにも及ぶ。 
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 ローカルアクセス権グループ： アクセス権管理を簡略化にするために、セキュリティ

サーバの各々のクライアントはローカルアクセス権グループを作成することができ

る。ローカルアクセス権グループにアクセス権が付与されたら、全てのグループメン

バに及ぶ.。 

 セキュリティサーバにおいてアクセス権を管理するために、二つのオプションが定め

られる。 

 サービスベースアクセス権管理：単一のサービスが複数のサービスクライアントに対

して、オープン/クローズをする。 

 サービスクライアントベースアクセス権管理：単一のサービスクライアントが複数の

サービスのオープン/クローズをする。 

 

 アクセス権グループ 

セキュリティサーバのアクセス権はグループ単位で管理できるため、アクセス権を設定し

たグループの管理をローカルアクセス権グループとして行う。また中央サーバで管理可能な

サーバ群単位のグループの設定は、グローバルグループとして中央サーバで行う。 

ローカルアクセス権グループは、同じサービスを利用する X-Road サブシステムのグルー

プにおけるサービスアクセス権の管理を容易にするために、セキュリティサービスクライア

ントに作成される。ローカルグループはセキュリティサーバの 1 つのセキュリティサーバク

ライアントのサービスアクセス権を管理するのに利用される。 

 

 情報システムとの通信 

情報システムとの通信の設定を行う。セキュリティサーバへの証明書登録は UI から可能

となっている。証明書自体の作成は別途行う。セキュリティサーバは、情報システムサーバ

との通信に HTTP, HTTPS, HTTPS NOAUTH プロトコルを利用できる。 

 HTTP プロトコルは、他の計算機が接続されないプライベートネットワークでの情報

システムサーバとセキュリティサーバの通信に利用される。さらに、情報システムサ

ーバは相互ログインを許可しないようにしなければならない. 

 HTTPS プロトコルは情報システムサーバとセキュリティサーバ間の通信のために独

立したネットワークセグメントを提供できない場合に用いられる。この場合、暗号化

方式は潜在的な傍受に対して通信を保護するのに用いられる。HTTPS が利用される

前に、内部 TLS 証明書が情報システムサーバのために作成され、セキュリティサーバ

にロードされる。 

 THTTPS NOAUTH プロトコルは、セキュリティサーバが情報システムTLS 証明書

の検証をスキップしたい場合に用いられる。 

 

 システムパラメータの管理 

システムパラメータの管理としてタイムスタンプサービス(サーバ)の選択、コンフィギュ

レーションのアップロード、情報システム通信用の証明書変更を行う。タイムスタンプサー

ビスの情報登録として、コンフィギュレーションの設定は中央サーバで行い、その情報をセ

キュリティサーバで参照し、選択(登録)する形となる。セキュリティサーバのシステムパラメ

ータとして以下が設定されている。 

 コンフィギュレーションアンカー情報：コンフィギュレーションアンカーは中央サー
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バから署名されたコンフィギュレーションを定期的にダウンロードするのに利用さ

れるデータを含む。 

 タイムスタンプサービス情報：タイムスタンピングは X-Road で交換されたメッセー

ジの証拠の値を保存するために用いられる。 

 承認された認証局(CA)： 内部 TLS 証明書は HTTPS 接続方式がセキュリティサーバ

クライアントのサーバで選択された場合、セキュリティサーバクライアントの情報シ

ステムに TLS 接続を確立するために、用いられる。 

 内部 TLS 鍵と証明書：内部 TLS 証明書は HTTPS 接続方式がセキュリティサーバク

ライアントのサーバで選択された場合、セキュリティサーバクライアントの情報シス

テムに TLS 接続を確立するために用いられる。 

 

 メッセージログの管理 

メッセージログで用いられるハッシュアルゴリズム(SHA512、等)、タイムスタンプのタイ

ミング(同期、非同期)、ログサイズ等のパラメータの設定、変更を行う。コマンドラインで行

い、アーカイブファイルを外部ストレージに転送し、リモートデータベースの活用も記録す

る。 

メッセージログの目的は第 3 者(Third party)に標準的な要求や応答のメッセージの受理を

証明する手段を提供することである。セキュリティサーバ間で交換されるメッセージはタイ

ムスタンプで証明され、暗号化される。すべての要求と応答のため、セキュリティサーバは

完全に署名されたタイムスタンプを付与したドキュメントを生成する。 

 メッセージログデータはメッセージ交換の間にセキュリティサーバのデータベース

に格納される。交換されたメッセージの署名のタイムスタンピングはメッセージ交換

プロセスと同期するか、X-Road 管理当局(governing agency)により設定された間隔

を用いて、非同期とするかのどちらかとなる。 

 同期のタイムスタンピングの場合、タイムスタンピングはメッセージ交換プロセスの

不可欠な部分となる。1 つのタイムスタンプは要求(リクエスト)のため、もうひとつの

タイムスタンプは応答(レスポンス)のために付与される。タイムスタンピングが失敗

すると、メッセージ交換は失敗となる。そしてセキュリティサーバはエラーメッセー

ジを応答する。 

 非同期のタイムスタンピングの場合、最後のタイムスタンピングイベントからメッセ

ージログに格納されたすべてのメッセージログ(リミットはコンフィギュレーション

で決められる)は、単一(バッチ)で処理される。デフォルトとして、セキュリティサー

バは性能と可用性をよりよくするため、非同期タイムスタンピングを用いる。 

 セキュリティサーバは定期的にメッセージログデータから署名され(タイムスタンプ

された)ドキュメントを作成し、ローカルファイルシステムにアーカイブする。アーカ

イブファイルは一つ以上の署名ドキュメントと追加として整合性検証の目的のため

に特別なリンク情報ファイルを含む ZIP コンテナとなっている。 

 

 Audit ログの管理 

セキュリティサーバは Audit ログを保持する。Audit ログはユーザがシステムの状態や設

定を変更するとき、ユーザインターフェースによって生成される。ユーザのアクションは結

果が成功か失敗かによらずログとなる。X-Road ソフトウェアのインストールや更新、ユー
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ザ作成やパーミッション12の付与、コンフィギュレーションファイルの変更等、ユーザイン

ターフェースを用いて実行されないシステム状態の変更や設定のアクションはログとはなら

ない。機械的な処理を保証するため、イベントは JSON フォーマットで表される。フィール

ドイベントはイベントの説明を表し、フィールドユーザは実行者のユーザ名を表し、フィー

ルデータはイベントに関連するデータを表す。失敗したアクションイベントレコードはエラ

ーメッセージによる追加のフィールドの理由を含む。Audit ログレコードは以下を含む。 

 ユーザアクションの説明, 

 イベントの日時, 

 アクションを実行するユーザのユーザ名,  

 イベントに関連する日 

Audit ログのハードディスクのスペースをセーブするため、またセキュリティサーバの故

障中にAudit ログのレコードがなくなるのを避けるため、定期的に外部ストレージ又はログ

サーバにAudit ログファイルをアーカイブすることが推奨されている。 

 

 バックアップリストア 

コンフィギュレーションファイルのバックアップやリストアを行う。スクリプトが用意さ

れていて、ユーザインターフェースからも起動可能となっている。基本動作は、ファイルの

コピーが想定されている。 

 

 サービスの診断 

グローバルコンフィギュレーション、タイムスタンプ、OCSP の各サービスが正常かどう

かを診断する。また、これら 3 つのサービスの稼動状況を確認できる。サービスの状態は以

下の色で示される。 

 赤：サービスに接続できない、サービスを操作できない 

 黄：サービスに接続できるが、検証はまだである 

 緑：サービスは正常に接続され、操作できると検証されている 

診断ビューのセクションに空白が現れた場合、コンフィギュレーションサービスが利用で

きないか、サービス状態のチェックに失敗したか、どちらかを意味する。 

 

 操作の監視 

データ交換リクエストの監視等、操作系の監視を常駐プロセス(デーモン)で監視する。操作

監視データは、クライアントとサービスの ID、メッセージヘッダから読み出されるメッセー

ジ属性、要求と応答のタイムスタンプ、SOAP サイズ等、X-Road セキュリティサーバの要

求(リクエスト)交換についてのデータを含む。また、操作管理デーモンは要求(リクエスト)交

換の一部として、X-Road セキュリティサーバの操作監視データを収集、共有し、ヘルス統計

(成功/失敗の要求のタイムスタンプと数、期間内の様々なメトリック、要求の SOAP メッセ

ージサイズ、等)を計算し共有する。 

 セキュリティサーバは操作監視バッファに操作監視データをキャッシュする。一つの

操作データのレコードはメッセージ交換の間、各々の要求のために作成される。セキ

                                                   

 

 
12 許諾。 
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ュリティサーバは操作監視バッファにキャッシュされた操作データを操作監視デー

モンにフォワードする。成功すれば、フォワードされたレコードは操作監視バッファ

から削除される。操作監視デーモンは操作データ、ヘルスデータ(リクエストの成功/失

敗、リクエストのタイムスタンプ、リクエストの SOAP メッセージサイズ等)をセキ

ュリティサーバと標準(regular)クライアントの管理者、そしてセキュリティサーバ経

由で中央監視クライアントに利用させることができる。ローカルヘルスデータは

JMX(Java Management Extensions)13MP インターフェースにより、外部監視シス

テム(e.g. Zabbix) で利用可能とある。セキュリティサーバの管理者と中央監視クライ

アントはすべてのクライアントのレコードを探索(query)可能である。標準(regular)ク

ライアントのため、クライアントに関連するレコードだけが利用される。セキュリテ

ィサーバの内部 IP は 

 外部操作監視デーモンとセキュリティサーバの通信のため、デーモンとセキュリティ

サーバの両方を設定する必要がある。デフォルトとして, 操作監視デーモンは

localhost を待ち受ける。他のホスト上でセキュリティサーバにデーモンを利用させる

ために、リスニングアドレスは、前のセクションで説明されたように、参加ネットワ

ークに関連する IP アドレスを設定しなければならない。 

 セキュリティサーバの内部 TLS 証明書はセキュリティサーバから操作監視デーモン

への認証のために利用される。この証明書は、セキュリティサーバのインストールプ

ロセスの間に前もって生成される。 

 

 環境(サーバ)の監視 

環境監視は X-Road メッセージのプロトコルの拡張経由で、SOAP API で提供する。 環境

監視はまた、JMX クライアント(例：Java jconsole アプリケーション)に関連した標準 JMX

エンドポイントを提供する。JMX はデフォルトでは利用できず、実行 Java プロセスに JMX

標準の JMX 関連オプションを追加することで利用可能となる。monitor-env, limit-remote-

data-set のパラメータを変更することにより、non-owner が環境監視データ要求経由で要求

(リクエスト)において、許可を制限できる。フラグを true に変更することで、環境監視デー

タの探索(query)を許可された non-owner は、証明書、OS、xroad バージョン情報のみ取得

することができる。Zabiix 等環境監視は OS、メモリ、ディスクスペース、CPU 負荷、実行

プロセス、インストールパッケージ等のような、セキュリティサーバの詳細を提供する。 

 

 フェデレーション 

フェデレーションは 2 つの異なった X-Road インスタンスのセキュリティサーバで、お互

いのメッセージ交換を許可する。インスタンスは中央サーバレベルで連携される。その後、

セキュリティサーバにフェデレーションへの参加が設定される。デフォルトとして、フェデ

レーションは利用できない。そして X-Road インスタンスのコンフィギュレーションデータ

はダウンロードされない. 

 フェデレーションは中央サーバが提供するすべての X-Road インスタンス、又は特定

のインスタンスのリストに許可される。デフォルト"none"である。値は大文字、小文

                                                   

 

 
13 Java アプリケーションをモニタ及び管理するための仕様。 
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字は区別しない. 

 

 中央サーバ 

中央サーバは X-Road で動作し、セキュリティサーバや認証局等の情報の管理、コンフィギ

ュレーション(設定ファイル)の配布管理する集中管理サーバである。以下、中央サーバの機能に

ついて詳細を説明する。 

 

 ユーザ管理 

中央サーバの管理者の登録、管理を行う。中央サーバは次のユーザロールをサポートする。 

 登録(Registration)オフィサー (xroad-registration-officer)：X-Road メンバについ

ての情報を操作する責任を持つ 

 システム管理者 (xroad-system-administrator)：中央サーバのインストール、設定、

メンテナンス(保守)に責任をもつ 

 セキュリティオフィサー (xroad-security-officer) ：セキュリティポリシーとセキュ

リティ要求の適用の責任をもつ 

一人のユーザは複数のロールを持つことができる。複数のユーザは同じロールを実行する

ことができる。各々のロールは、システムのインストールで作成された関連するシステムグ

ループを持つ。システムユーザ名は中央サーバのユーザインターフェースでのログインに用

いられる。インストールの間、すべてのロールを備えるスーパーユーザが作成される。ユー

ザ管理はコマンドラインを用いてルートユーザ権限で実行される。 

 

 High Avaliability(高可用性)の設定 

中央サーバは以下の 2 つの方法でインストール、設定することができる。 

 スタンドアローンサーバ 

 高可用性(High-Availability：HA)を提供する独立した中央サーバ(ノード)のクラスタ。 

HA のセットアップにより、一つ以上のノードに問題が発生したり、メンテナンスの

ためにダウンしたりする場合に機能を継続する。 

HA セットアップの場合、各々の中央サーバのデータベースの変更は、他のノードで複製

される。このドキュメントで説明されるシステムセッティングのほとんどはクラスタ全体に

適用される。なお、データベースレコードは複製されるが、いくつかのセッティングは各々

のノードでローカルにもつ。加えて、すべてのコンフィギュレーションの署名鍵は各々のノ

ードにローカルで持ち、独立して生成されなければならない。 

 

 システム設定 

中央サーバのアドレス登録(中央サーバのサービス(コンフィギュレーション管理)セキュリ

ティサーバ連携用)を行う。中央サーバは X-Road インフラの一部であるセキュリティサーバ

に対して、管理サービスを提供する。サービスプロバイダとして実行する X-Road メンバの

サブシステムは、中央サーバに指定され、セキュリティサーバのクライアントとして登録さ

れなければならない。セキュリティサーバは、サービスプロバイダがセキュリティサーバの

クライアントとして登録される前に、中央サーバにインストールされ、登録されなければな

らない。 

サービスプロバイダはセキュリティサーバのクライアントとして以前に登録されてない場
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合のみ、新たなセキュリティサーバクライアントとして登録される。サービスプロバイダが

すでにセキュリティサーバのクライアントである場合は、セキュリティサーバの識別子が

Register ボタンの変わりに表示される。 

System Settings ビューにより, 中央サーバのパブリック DNS(Domain Name System) 14

名か外部 IP アドレスが表示される。このアドレスは中央サーバ(コンフィギュレーションダ

ウンロード、管理サービス)によって提供されるサービスにアクセスするために、セキュリテ

ィサーバによって利用される。中央サーバのアドレスは以下の場合に変更される。 

 サービスセキュリティサーバのサービスアドレスが設定されている必要がある 

 内部コンフィギュレーションアンカーはセキュリティサーバ管理者に再配布されて

いる必要がある 

 外部コンフィギュレーションアンカーはフェデレーションパートナーに再配布され

ている必要がある 

HA セットアップでは、中央サーバのアドレスは設定されたノードに対してローカルであ

る。HA セットアップでは、内部と外部のコンフィギュレーションアンカーはクラスタの一

部である各々の中央サーバについての情報を含む。一つのサーバのアドレスを変更する場合、

コンフィギュレーションアンカーは自動的にすべてのノードに再生成される。 

 

 コンフィギュレーション管理 

セキュリティサーバに配布するコンフィギュレーション(設定)のための鍵の生成・管理と

配布を行う。コンフィギュレーション管理ビューは 3 つのセクションからなる。 

 Internal Configuration View：内部コンフィギュレーションは、X-Road インフラの

中央サーバによって、セキュリティサーバに配布される。内部コンフィギュレーショ

ンをダウンロードし、検証するために必要な情報は、セキュリティサーバ管理者に配

布され、セキュリティサーバにアップロードされる、内部コンフィギュレーションア

ンカーに含まれる。内部コンフィギュレーションアンカーに加えて、アンカーファイ

ルハッシュ値が配布されなければならない。ハッシュ値はアンカーファイルの完全性

を検証するためにセキュリティサーバ管理者によって利用される。 

 外部コンフィギュレーションは、中央サーバによって、フェデレーションパートナー

に配布される(セキュリティサーバに直接配布されるか、コンフィギュレーションプロ

キシを通して配布されるか、どちらかである)。外部コンフィギュレーションをダウン

ロードし、検証するために必要な情報は、フェデレーションパートナーの中央サーバ

又はコンフィギュレーションプロキシの管理者に配布され、中央サーバ又はコンフィ

ギュレーションプロキシにアップロードされる、外部コンフィギュレーションアンカ

ーに含まれる。外部コンフィギュレーションアンカーに加えて、アンカーファイルハ

ッシュ値が配布されなければならない。ハッシュ値はアンカーファイルの完全性を検

証するためにフェデレーションパートナーによって利用される。 

 The Trusted Anchors View：トラストアンカーはフェデレーションパートナーの外部

コンフィギュレーションを配布するコンフィギュレーションソースのコンフィギュ

レーションアンカーである。中央サーバにトラストアンカーをロードすることにより、

                                                   

 

 
14 ドメイン名と IP アドレスの対応付けや、 メールの宛先ホストを指示するためのシステム。 
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アンカーは内部コンフィギュレーションに含まれ、セキュリティサーバにローカルの

X-Road インフラの内部コンフィギュレーションと同様にフェデレーションパートナ

ーの外部コンフィギュレーションをダウンロードすることを許可している。 

通常、コンフィギュレーションアンカーはアンカーに含まれるデータ(一つ以上の中央サー

バアドレス、署名鍵)の変更により、システムによって自動的に生成される(また HA セット

アップで、各々のノードに配布される)。アンカーの再作成はエラー状況からのリカバリのた

めのみ必要となる。鍵は以下のどちらかの方法で変更できる。 

 通常の変更：鍵は露出(exposure)のリスクを最小限にするために定期的(例えば 1 年ご

と)に変更する。 

 緊急の変更：鍵とすべてのバックアップが破壊される又は鍵が露出される場合に変更

する。 

鍵の変更は X-Road の操作の邪魔とならないよう、効率的に実行されなければならないた

め、手続きは 2 段階で完了する。そのため古い鍵と新しい鍵は並行して存在させられる。 

 

 管理(登録)要求 

認証証明書の登録、セキュリティサーバクライアントの登録要求の管理を行う。セキュリ

ティサーバから登録要求がくるので、そちらを確認する。X-Road 管理当局(governing 

authority)に関連する登録はセキュリティクリティカルなものとして、次の手段が適用され

る。 

 登録要求は 2 チャネルで X-Road 管理当局(governing authority)へ伝達されなければ

ならない。言い換えれば、登録は 2 つの補完された要求を通して表されなければなら

ない。一つの要求はセキュリティサーバを通して、X-Road 中央サーバへ伝達される。

もう一つの要求は X-Road の独立した手段(例えば電子署名メール)で、X-Road 管理当

局(governing authority)に伝達される。この要求は中央サーバ管理者によって中央サ

ーバに形式化されなければならない。 

 関連は X-Road 管理当局(governing authority)によって承認されなければならない。 

 登録要求には認証証明書登録要求、セキュリティサーバクライアント登録要求の 2 つ

がある。 

補完要求は関連削除要求のためには必要とされない。関連はセキュリティサーバを通して

伝達されたか、中央サーバで形式化されたかどちらかの単一要求の基準の上で削除される。 

 

 X-Road メンバの管理 

X-Road メンバ(セキュリティサーバ等)の登録、管理を行う。具体的には新しいX-Road メ

ンバの追加、メンバ詳細の参照、サブシステムを X-Road メンバに追加、メンバのセキュリ

ティサーバを登録、クライアントをセキュリティサーバに登録、セキュリティサーバからク

ライアントを削除、X-Road メンバのサブシステムのグローバルグループメンバシップを変

更、サブシステムを削除、X-Road メンバの削除を行う。 

 

 セキュリティサーバの管理 

セキュリティサーバの情報、認証証明書管理を行う。具体的には、セキュリティサーバ詳

細を参照、セキュリティサーバアドレスを変更、セキュリティサーバ認証証明書を登録、セ

キュリティサーバ認証証明書の削除、セキュリティサーバの削除を行う。デフォルトとして、
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セキュリティサーバのアドレスはセキュリティサーバから送付された認証証明書の登録要求

で提供される。セキュリティサーバアドレスを設定する理由は以下のとおり。 

 セキュリティサーバを通して中継されたサービスは、セキュリティサーバアドレスが

設定されれば利用可能となる。 

 セキュリティサーバのアドレスを登録することで、中継するセキュリティサーバがサ

ービス要求により負荷が大きくなっても(例えば、セキュリティサーバに属すアドレス

からの要求が、知らない(unknown)アドレスから来る要求の前に対応される)サービス

クライアントは常識的な時間で探索(query)の応答を受け取ることができる。 

セキュリティサーバの認証証明書を登録するために、次のアクションをしなければならな

い。 

 認証証明書登録要求はセキュリティサーバから中央サーバに、セキュリティサーバ管

理者によって送付されなければならない 

 補完の認証証明書登録要求はセキュリティサーバ管理者のアピールにより、中央サー

バ管理者によって中央サーバで形式化されなければならない。 

 補完要求は中央サーバ管理者によって承認されなければならない。 

 セキュリティサーバに登録された認証証明書は、認証証明書削除要求が受信されたと

き削除される。要求はセキュリティサーバを通してか、中央サーバの中で伝達される。 

 

 中央サービスの管理 

管理当局で利用するサービスの登録、管理を行う。具体的には中央サービスの追加、削除、

中央サービスを実装するサービスの変更を行う。新規に実装した場合等に、インターフェー

スが用意されている。 

 

 グローバルグループの管理 

X-Road 全体のメンバをグループ化する場合の設定を行う。具体的にはグローバルグルー

プを追加、グローバルグループの詳細を参照、グローバルグループの説明を変更、グローバ

ルグループのメンバを変更、グローバルグループの削除を行う。また、フェデレーションの

環境で利用可能なグループ管理を行う。 

 

 認証サービスの管理 

認証サービス(URL 等)の登録、管理を行う。具体的には承認された認証サービスを追加、

承認された認証サービスを変更、削除する。 

 

 タイムスタンプサービスの管理 

タイムスタンプサービス(URL 等)の登録、管理を行う。具体的には承認されたタイムスタ

ンピングサービスを追加、証明されたタイムスタンピングサービスの URL の変更、承認さ

れたタイムスタンピングサービスの削除を行う。 

 

 コンフィギュレーションのバックアップ、リストア 

コンフィギュレーションファイルのバックアップリストアを行う。具体的にはシステムコ

ンフィギュレーションのバックアップ、ユーザインターフェースによるシステムコンフィギ

ュレーションのリストア、コマンドラインによる、コンフィギュレーションのリストア、コ
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ンフィギュレーションバックアップファイルのダウンロード、アップロード、削除を行う。

なお、コマンドラインによるコンフィギュレーションをリストアするために、次のデータが

利用できなければならない。 

 中央サーバのインスタンス ID, 

 HA セットアップで、中央サーバのノード名 

 

 Audit ログ 

中央サーバは中央サーバ管理者によって実行されたイベントの Audit ログを保管する。

Audit ログイベントは、ユーザがシステム状態やコンフィギュレーションを変更するとき、

ユーザインターフェースによって生成される。ユーザアクションはアクションの結果が成功

か失敗かに関わらずログに書き込まれる。 

ユーザインターフェースを用いて実行されない、システム状態やコンフィギュレーション

の変更するアクションはログに書き込まれない(例えば、X-Road ソフトウェアインストール

や更新、ユーザ作成や権限付与、そしてファイルシステムでのコンフィギュレーションファ

イルの変更)。Audit ログレコードは次を含む 

 ユーザアクションの説明, 

 イベントの日時, 

 アクションを実行するユーザのユーザ名 

 イベントに関連するデータ 

機械的な処理を保証するため、イベントは JSON フォーマットで表される。 フィールド

イベントはイベントの説明を表し、フィールドユーザは実行者のユーザ名を表し、フィール

データはイベントに関連するデータを表す。失敗したアクションイベントレコードはエラー

メッセージによる追加のフィールドの理由を含む。 

 

 監視 

監視は監視サポートをインストールし、特定の中央監視クライアントを選定することで利

用される。中央監視クライアントの識別は中央サーバ管理ユーザインターフェースを用いて

設定される。コンフィギュレーションは特定の任意のコンフィギュレーションファイル

monitoring-params.xml を更新することで設定される。 このコンフィギュレーションファ

イルはグローバルコンフィギュレーション配布プロセスを通して、すべてのセキュリティサ

ーバに配布される。 

は X-Road の主機能とセキュリティサーバを介したデータ交換のロジックであり、サービ

ス利用者側の情報システムから、サービス提供側の情報システムまでのデータ交換リクエス

トの処理を表している。 
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図表 2.2-5 データ交換リクエストの処理手順 

 

 

各処理の流れは以下となる。 

(i) サービス利用者側の情報システムが、サービス提供側へリクエストを発行する。プロトコ

ルが X-Road の SOAP リクエストでなければ、アダプタサーバにリクエスト内容を送る。 

(ii) サービス利用者側のアダプタサーバは(ⅰ)のリクエストを X-Road の仕様に変換する。 

(iii) セキュリティサーバはサービス提供側のセキュリティサーバに(ⅱ)のリクエストを転送す

る。(ⅱ)のリクエストを転送する前には認証証明書による認証を行い、リクエストを転送

する際には、署名証明書を付与する。また転送の際には、通信ログ(メッセージログ)を追記

する。 

(iv) サービス提供者側のセキュリティサーバは、サービス利用者側のセキュリティサーバから

のリクエストを受領し、リクエストのプロトコルから、署名証明書の検証等、正しいリク

エストであるか検証する。 

(v) サービル提供者側アダプタサーバはリクエストを情報システムの独自仕様に変換する。基

本的にデータベースアクセスとなるので、SOAP から主に SQL への変換が主体となる。 

(vi) アダプタサーバからデータベース利用者側のリクエストをアダプタサーバが変化したフ

ォーマットで受領する。 

 

 データ構造 

X-Road でデータ交換を行うために必要なデータ構造として、以下をX-Road は定義している。 

① メッセージプロトコル(情報システム/アダプタサーバとセキュリティサーバ間のサービス

リクエスト・レスポンスに利用) 

② メッセージトランスポートプロトコル(セキュリティサーバ間のデータ交換のため) 

 

以上の 2 種類のプロトコルについて、詳細を以下で記載する。 
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 メッセージプロトコル(情報システム/アダプタサーバとセキュリティサーバ間

の通信) 

メッセージプロトコルは SOAP を利用する。SOAP のフォーマットにおいて、ヘッダ(メッ

セージのメタ情報)、ボディとアタッチメント(データ交換のリクエスト、レスポンス)で構成さ

れるが、ヘッダと、ヘッダで利用する識別子について定義がある。「ボディ」と「アタッチメン

ト」については、いくつかの制約があるのみである。制約については、後述する。 

 

 メッセージのフォーマット 

[１]  識別子 

識別子においては、SOAP メッセージのヘッダのフィールドで指定される情報であり、

その識別子の type(型)がスキーマ定義されている。スキーマ定義の概要を以下に示す。ま

た実際の定義は"http://x-road.eu/xsd/identifiers.xsd”に存在する。 

 XRoadIdentifierType：他のすべての識別子型のベースとして機能する型 

型に含まれる情報は以下となる。 

 xRoadInstance：文字列、拠点(基本的に国単位)を表す。例：EE (EE はエスト

ニアを表す) 

 memberClass：文字列、組織の官民の区別を表す。例：GOV(官の組織を示す) 

 memberCode：文字列、組織のコードを表す。 

 subsystemCode：文字列、サブシステム(情報システム)のコードを表す。 

 serviceCode：文字列、サービスのコードを表す。 

 serviceVersion：文字列、サービスのバージョンを表す。 

 

 XRoadClientIdentifierType：サービスクライアント、すなわち X-Road に接続する

組織や情報システム(サブシステムとも言う)の識別子の型。XRoadIdentifierTypeを

ベースとする。 

型に含まれる情報は以下となる。 

 xRoadInstance：文字列、拠点を表す。例：EE (EE はエストニアを表す) 

 memberClass：文字列、組織の官民の区別を表す。例：GOV(官の組織を示す) 

 memberCode：文字列、組織のコードを表す。 

 subsystemCode：文字列、サブシステム(情報システム)のコードを表す。 

 XRoadServiceIdentifierType：サービスの識別子の型。XRoadIdentifierType をベ

ースとする。 

型に含まれる情報は以下となる。 

 xRoadInstance：文字列、拠点を表す。例：EE (EE はエストニアを表す) 

 memberClass：文字列、組織の官民の区別を表す。例：GOV(官の組織を示す) 

 memberCode：文字列、組織のコードを表す。 

 subsystemCode：文字列、サブシステム(情報システム)のコードを表す。 

 serviceCode：文字列、サービスのコードを表す。 

 serviceVersion：文字列、サービスのバージョンを表す。 

 

 XRoadCentralServiceIdentifierType ： 中 央 サ ー ビ ス の 識 別 子 の 型 。

XRoadIdentifierType をベースとする。 
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型に含まれる情報は以下となる。 

 xRoadInstance：文字列、拠点を表す。例：EE (EE はエストニアを表す) 

 serviceCode：文字列、サービスのコードを表す。 

[２]  ヘッダ 

ヘッダの定義を以下に示す。実際の定義は“http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd”に存在する。

各ヘッダで入力すべき情報を図表 2.2-6 に示す 

 

図表2.2-6 メッセージプロトコルのSOAPヘッダ 

フィールド タイプ 必須又はオプション 説明 

Client XroadClientIdenti

fierType 

必須 
サービスクライアント - サービスコ

ールを開始するエンティティを識別 

Service XroadServiceIdent

ifierType 

オプション リクエストによって呼び出されるサ

ービスを識別 

centralService XroadCentralServi

ceIdentifierType 

オプション リクエストによって呼び出される中

央サービスを識別 

Id String 
必須 このメッセージの一意の識別子。メッ

セージ ID の推奨形式は UUID 

(Universally Unique Identifier)15。 

userId String 
オプション アクションのリクエストを開始した

ユーザ。ユーザ ID の先頭には 2 文字

の ISO 国コード 

(例：EE12345678901)を付ける必要が

ある。 

                                                   

 

 
15 全世界で 2 つ以上のアイテムが同じ値を持つことがない一意な識別子。 



31 

 

フィールド タイプ 必須又はオプション 説明 

Issue String 
オプション サービスリクエストを呼び起こすア

プリケーション、問題又は文書を識

別。このフィールドは、クライアント

情報システムがサービスリクエスト

及びレスポンスを作業手順に接続す

るために使用できる。 

protocolVersion String 
必須 

X-Road メッセージプロトコルバージ

ョン。このフィールドの値は 4.0 でな

ければならない 

requestHash String 
オプション レスポンスの場合、このフィールドに

はリクエスト SOAP メッセージの

Base64 エンコードされたハッシュが

含まれる。このフィールドは、サービ

スプロバイダのセキュリティサーバ

によって自動的に入力される 

requestHash 

/@algorithmId 

String 
必須 

requestHash フィールドの値を計算す

るために使用されたハッシュアルゴ

リズムを識別。アルゴリズムは

XML(eXtensible Markup Language)16

署名仕様にリストされている URI 

(Uniform Resource Identifier)17として

指定 

 

SOAP のボディやアタッチメントについては特に定義はされてないが、いくつか制約を

設けている。ボディに関しては Document / Literal-Wrapped SOAP エンコーディング規

約を使用しなければならない。またメッセージにアタッチメントがある場合は、SOAP リ

クエストとそのアタッチメントがメッセージの別々のパートであるマルチパート MIME 

                                                   

 

 
16 データの意味や構造を記述するためのマークアップ言語の一つ。 
17 ウェブ上の識別子の総称。ウェブ上の住所を示すURL(Uniform Resource Locator)、ウェブ上の

名前を示すURN(Uniform Resource Name)が含まれる。 
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(Multipurpose Internet Mail Extensions)18メッセージを構成する必要がある。ただし、デ

ータ構造そのものに定義はなく、データ交換の当事者で基本的に決めて行くことになる。 

 

 サービス定義 

サービス定義は WSDL で定義する。WSDL は Web Services Description Language のこ

とで、Web サービス記述言語であり、XML で記述される。Web サービスの具体的内容とし

て、サービス提供されている場所、サービスに用いられているメッセージのフォーマット、

プロトコル等が記述されている。 

X-Road で利用する WSDL では、document/literal スタイルのメッセージングを使用し

て、相互運用性の高い Web サービスを定義しており、サービス・プロバイダの間で広く採

用されている、document/literal の wrapped パターンが用いられている。詳細は

“https://www.ibm.com/developerworks/jp/webservices/library/ws-usagewsdl/index.html”

に記載されている。 

サービスの入力及び出力パラメータは XML Schema 1.1 で記述される。 

また X-Road サービスのための WSDL エレメントを図表 2.2-7 に示す。 

 図表2.2-7 WSDLエレメント 

Field Description 

/definitions/binding/operation/@name サービスのコード 

/definitions/binding/operation/xrd:version サービスのバージョン 

/definitions/portType/operation/documentation/xrd:title サービスのタイトル(利用者向け

に示す) 

/definitions/portType/operation/documentation/xrd:notes サービスの記述(利用者向けに示

す) 

/definitions/portType/operation/documentation/xrd:techNotes サービスの記述(開発者向けに示

す) 

 

 メッセージトランスポートプロトコル(セキュリティサーバ間) 

セキュリティサーバ間の通信はメッセージトランスポートプロトコルを用いて行う。このプ

ロトコルは 2 つのレイヤに分かれる。トランスポート層とアプリケーション層である。トラン

スポート層は相互認証された TLS を通じて HTTP を使用する。アプリケーション層は MIME

トランスポート層(HTTPS)を介して交換される MIME マルチパートでエンコードされた X-

Road 転送メッセージで構成される。 

 

  

                                                   

 

 
18 インターネットの電子メールの規格を拡張して、漢字などの 2 バイト文字や、画像、音声等のバ

イナリーデータ(添付ファイル)を扱えるようにした規格。 

https://www.ibm.com/developerworks/jp/webservices/library/ws-usagewsdl/index.html
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図表2.2-8 メッセージトランスポートプロトコルの構成 

 

 

 トランスポート層 

トランスポート層は標準的な TLS 認証を行うための情報を介すため、X-Road 特有の規格

は特にない。TLS 通信のため、セキュリティサーバが、相互に認証されたメッセージ交換を

始める際に認証証明書を使用する。 

ここで扱う認証証明書は各セキュリティサーバの認証証明書は中央サーバに登録されてい

なくてはならない。証明書を発行した認証局は中央サーバに承認されていなければならない。

そのため、接続の認証時に構築される証明書チェーンは承認された認証局として中央サーバ

に登録されている信頼された認証サービスプロバイダの発行証明書までの証明書を含んでい

る。 
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 アプリケーション層 

リクエストのメッセージとレスポンスのメッセージの構造は以下となる。 

 

図表2.2-9 メッセージトランスポートプロトコルのアプリケーション層の構造 

 

 

図表 2.2-8 に示した「Authentication Data」が、図表 2.2-9 の「OCSP response」であり、

図表 2.2-8 の「X-Road Messeage Protocol Payload」は、図表 2.2-9 の「SOAP request」に

あたる。またオプションとして、「Attachment」、「Hach chain result」、「hash chain」も定

義できることになっている。リクエスト(X-Road request message)各定義の説明は以下とな

る。 

 

 OCSP response: TLS 接続を認証するために使用されたサービスクライアントのセキ

ュリティサーバ認証証明書チェーンの OCSP レスポンス(コンテンツタイプアプリケ

ーション/ ocsp 応答)のバイトコンテンツ 

 SOAP request：サービス利用者側の情報システムから受領した SOAP リクエストメ

ッセージ。 

 Attachment(オプション)：すべてのアタッチメントをパーツとして含むネスト MIME

マルチパート。元の SOAP メッセージパッケージにアタッチメントが含まれている場

合にのみ存在する。 

 Hash chain result(オプション)：デジタル署名のためのハッシュチェーン結果。デジ
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タル署名がバッチ署名の場合にのみ存在する。 

 Hash chain(オプション)：デジタル署名のためのハッシュチェーン。デジタル署名が

バッチ署名の場合にのみ存在する。 

 Signature：SOAP メッセージ及びアタッチメントに関連付けられているデジタル署

名 

 

またレスポンス(X-Road response message)各定義の説明は以下となる。標準のX-Road レ

スポンスメッセージは、以下の MIME メッセージパートで構成されなければならない。 

 SOAP response：サービス提供者側からレスポンスとしてレスポンスとして受領した

SOAP メッセージ 

 (オプション)Attachment：全てのアタッチメントを部品として含むネスト MIME マ

ルチパート。元の SOAP メッセージのパッケージがアタッチメントを含む場合のみ存

在する 

 (オプション)Hash chain result：デジタル署名のためのハッシュチェーン結果。デジ

タル署名がバッチ署名の場合にのみ存在する。 

 (オプション)Hash chain：デジタル署名のためのハッシュチェーン。デジタル署名が

バッチ署名の場合にのみ存在する。 

 以下の 1 つが付与される。 

 Signature：SOAP メッセージとアタッチメントに関連付けられたデジタル署名 

 SOAP Fault：メッセージ送信時にエラーが発生した場合のSOAPフォルトXML。

メッセージの前の部分がすでに相手に送信されているため、最後の部分として

SOAP 障害を送信する必要がある。 

 

上記において、バッチ署名の記載があり、それに基づいたハッシュチェーン、ハッシュチ

ェーン結果について記載している。バッチ署名は X-Road のメッセージトランスポートプロ

トコルで用いる独自のデジタル署名方式で、ハッシュチェーンを用いた署名方式である。こ

れらの詳細は「(f)セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証」にて後述する。 

 

 アクセスコントロール 

アクセスコントロールでは、X-Road のアクセス者の監視やアクセス者の登録を承諾する仕組

みについて記載する。 

 

 X-Road のアクセス者の監視 

「(a)アークテクチャ」で示したように、X-Road センタの「運用監視」がアクセス者の監視

を担う。各セキュリティサーバの運用監視と X-Road センタの運用監視機能が連携して、X-

Road 全体の運用監視情報を収集することになる。これらのプロトコルは SOAP である。 

運用監視においては、セキュリティサーバのリクエスト交換に関する情報(どのサービスが呼

び出されたか、何回、どの程度レスポンスのサイズがあったか、など)が含まれ、メッセージ交

換が正しく行われたかを確認することが可能である。また運用監視のデータはアクセスコント

ロールの監視だけでなく、サービスレベル契約(SLA/Service Level Agreement)の監視、サービ

ス統計の作成等にも用いられる。 

運用監視においては、情報を格納するプロトコルと情報を検索するプロトコルが既定されて
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おり、情報格納には JSON、情報検索には SOAP で定義されている。運用監視で管理されてい

るデータを図表 2.2-10 に示す。 

 

図表2.2-10 運用監視データ 

Field Description 

"clientMemberClass": "GOV",   クライアントのメンバクラス(メンバクラス

の説明はデータ構造で記載) 

"clientMemberCode": "00000001", クライアントのメンバコード(メンバコード

の説明はデータ構造で記載 

"clientSecurityServerAddress": "ss1.ci.kit", 

 

クライアントのセキュリティサーバアドレス 

"clientSubsystemCode": "subsystem1", クライアントのサブシステムコード(サブシ

ステムコードの説明はデータ構造で説明) 

"clientXRoadInstance": "EE", クライアントの X-Road インスタンス(X-

Road インスタンスの説明はデータ構造で説

明) 

"messageId": 

"1TzYPstxXyYPtNsos4TNEAPykJh50aJz", 

このメッセージの一意の識別子 

"messageIssue": "453465", サービスリクエストを呼び起こすアプリケー

ション、問題又は文書を識別 

"messageProtocolVersion": "4.0", X-Road メッセージプロトコルバージョン。

このフィールドの値は 4.0 でなければならな

い 

"messageUserId": "EE37701010101", 

 

リクエストを開始したユーザの ID。ユーザ

ID の先頭には 2 文字の ISO 国コード(例：

EE12345678901)を付ける必要がある。 

"representedPartyClass": "COM", 

 

データ提供者側の機関のクラス。メンバクラ

スと同様の値 

"representedPartyCode": 

"UNKNOWN_MEMBER", 

データ提供者側の機関のコード。メンバクラ

スと同様の値 

"requestAttachmentCount": 0, リクエストの attachment の数 

"requestInTs": 1477633844973, リクエストが入ってきたときのタイムスタン

プ。このタイムスタンプはサーバのタイムス

タンプでタイムスタンプ局のものではない。 

"requestOutTs": 1477633844986, リクエストが出て行くときのタイムスタン

プ。このタイムスタンプはサーバのタイムス

タンプでタイムスタンプ局のものではない。 

"requestSoapSize": 1629, リクエストの SOAP のサイズ 

"responseAttachmentCount": 0, レスポンスの attachment の数 

"responseInTs": 1477633845222, レスポンスが入ってきたときのタイムスタン

プ。このタイムスタンプはサーバのタイムス

タンプでタイムスタンプ局のものではない。 
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Field Description 

"responseOutTs": 1477633845243, レスポンスが出て行くときのタイムスタン

プ。このタイムスタンプはサーバのタイムス

タンプでタイムスタンプ局のものではない。 

"responseSoapSize": 1518, リクエストの SOAP のサイズ 

"securityServerInternalIp": "192.168.1.251", セキュリティサーバの内部 IP 

"securityServerType": "Client", セキュリティサーバのタイプ。 

"serviceCode": "xroadGetRandom", サービスのコード 

"serviceMemberClass": "GOV", サービスのメンバクラス 

"serviceMemberCode": "00000000", サービスのメンバコード 

"serviceSecurityServerAddress": "ss0.ci.kit", サービス提供側が接続するセキュリティサー

バのアドレス 

"serviceSubsystemCode": "subsystem1", サービス提供側のサブシステムコード 

"serviceVersion": "v1", サービスのバージョン 

"serviceXRoadInstance": "EE", サービス提供側の X-Road インスタンス 

"succeeded": true メッセージの成否 

 

 アクセス権付与 

アクセス権付与の承諾については、情報システムを運営する組織間同士の個々の承諾が必要

となる。承諾の調整がつけば、サービス提供者側の組織は、X-Road のシステムで提供される

GUI 等により、サービスのアクセス権付与の設定を行う。アクセス権はサービス利用者側のサ

ブシステムに対して、サービス提供者側の各サービスを使用する権利を指定することが可能で

ある。 

また、アクセス権付与においては、通常はサブシステム単位にサービスへのアクセス権を付

与するが、管理の簡略化のために、アクセス権グループというグループ定義も存在する。アク

セス権グループはグループ全体にアクセス権限が付与され、グループに属するサブシステム全

体にアクセス権が付与される。またアクセス権グループには 2 種類存在する。 

 グローバルのアクセス権グループ 

中央サーバの管理者により中央サーバ内で管理され、統合された X-Road 全体に使用でき

るアクセス権グループで、あるグローバルアクセス権グループにアクセス権が付与されたら、

全てのグループメンバにも及ぶ。フェデレーション構成の時に用いられる。 

 ローカルアクセス権グループ 

同じサービスを利用するサブシステムのグループに対し、サービスのアクセス権の管理を

簡略化にするために、セキュリティサーバの各々のクライアントはローカルアクセス権グル

ープを作成することができる。このグループはセキュリティサーバ上で管理される。グルー

プに付与されたアクセス権はグループの中のすべてのサブシステムに対して適用される。 

 

 同意の取得方法 

X-Road の同意の取得方法としてセキュリティサーバ及びセキュリティサーバクライアントの

中央サーバへの登録・承認方法を示す。 

メッセージ交換にセキュリティサーバを利用するため、セキュリティサーバとその管理者は X-

Road 管理当局(governing authority)によって承認された認証サービスプロバイダによって認証
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されなければならない。X-Road メッセージの署名のため、セキュリティサーバによって利用さ

れる署名鍵は、X-Road インスタンスのセキュリティポリシーにより、ソフトウェア又はハード

ウエアのセキュリティトークン上に格納される。認証ポリシーに従い、署名鍵はセキュリティサ

ーバ化、認証サービスプロバイダによって、生成される。 

X-Road サービスを利用する又は提供するために、セキュリティサーバクライアントはそれぞ

れ X-Road 管理当局(governing authority)又は承認された証明書サービスプロバイダによって、

認証される必要がある。そしてクライアントとそのクライアントにより利用されるセキュリティ

サーバ間の関連は X-Road 管理当局(governing authority)に登録されなければならない。管理者

情報がすでにセキュリティサーバのインストールで追加されるセキュリティサーバの登録におい

て、登録される。セキュリティサーバの管理者の登録は管理者のサブシステムまでは拡張されな

い。サブシステムは個々のクライアントとして登録されなければならない。 

 

 セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証 

X-Road のセキュリティ対策について、X-Road を運営するRIA(Riigi Infosüsteemi Amet)によ

れば、情報セキュリティの 3 要素(Confidentiality, Integrity, Availability)について、以下の対応

を行っているとしている。 

① Confidetiality(機密性)：システム間で直接(他の第三機関を通さずに)暗号化データを交換

する環境を保証する。 

② Integrity(完全性)：すべてのメッセージの電子署名(e-stamp/e-seal も適用)とタイムスタン

プによりデータの完全性を確保する。 

③ Availability(可用性)：中央のサーバとは独立してデータ交換を行える。 

 

上記、Availability においては、中央のサーバとは独立してデータ交換を行う分散型アーキテク

チャの採用を意味するため、すでに「(a)アーキテクチャ」で記載済みである。 

Confidentiality は暗号化通信を行うため、TLS 通信を行っている。暗号化通信のためのシステ

ム間の認証ともあわせて、X-Road の運用方法を以下に説明する。また、Integrity においては、

電子署名、タイムスタンプについて、X-Road での対応方法について以下に記載する。 

 

 Confidentiality (TLS(暗号化通信、認証)) 

標準的な TLS 通信を用いており、セキュリティサーバ間の認証は TLS 相互認証を行ってい

る。通信のフォーマットは(c)データ構造で述べたとおりである。 

以下 TLS 通信の手順を記載する。手順としては、利用者側のリクエストを受けてから、セキ

ュリティサーバ間の TLS 認証を行い、TLS によるセキュリティサーバ間の通信までの範囲手

で記載する。図表 2.2-11 において、背景が黄色の説明部分が TLS 通信の手順を表している。 
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図表2.2-11 TLS通信手順 

 

 

(i) X-Road のリクエストメッセージがサービス利用者側の情報システムから(必要に応じて

アダプタサーバを介して)セキュリティサーバに届く 

(ii) サービス利用者側のセキュリティサーバは、(ⅰ)で届いたリクエストを処理し、ターゲ

ットとするサービス提供者側のセキュリティサーバを決定する。リクエストのフォーマ

ットは「(c)データ構造」のメッセージプロトコルを参照のこと。リクエストのためのメ

ッセージの中で、提供者側のセキュリティサーバの情報入力が必要であるため、ターゲ

ットを決定することができる。 

(iii) サービス利用者側のセキュリティサーバがサービス提供者側のセキュリティサーバと

TLS ハンドシェイクを始める。(デフォルトのポートは 5500) 

(iv) サービス利用者側のセキュリティサーバが TLS ハンドシェイクの一部としてサービス

提供者側のセキュリティサーバの認証証明書チェーンを受け取る。 

(v) サービス利用者側のセキュリティサーバがローカルの OCSP のキャッシュに受け取っ

た証明書の OCSP レスポンスが含まれるかどうかを検証する。 

(vi) OCSP レスポンスがキャッシュされていない場合、サービス利用者側のセキュリティサ

ーバはサービス提供者側のセキュリティサーバからレスポンスをダウンロードし、ロー

カルにキャッシュしなければならない。 

(vii) サービス利用者側のセキュリティサーバは、サービス提供者側のセキュリティサーバの

認証証明書が承認済みの認証局によって発行されたことを検証し、認証証明書の証明書

チェーンを構築する。証明書チェーンと関連する OCSP レスポンスがそれから検証され

る。 

(viii) 検証が成功の場合、サービス利用者側のセキュリティサーバは X-Road の転送メッ

セージをサービス利用者側のセキュリティサーバに送る。転送メッセージはメッセージ

トランスポートプロトコルのフォーマットに従う。メッセージトランスポートプロトコ

ルは「(c)データ構造」を参照のこと。また検証が失敗の場合、サービス利用者側のセキ

ュリティサーバは SOAP の失敗メッセージをサービス利用者側の情報システムに返す。 

(ix) サービス利用者側のセキュリティサーバは、X-Road の転送メッセージを受け取り、サ

ービス利用者側のセキュリティサーバの認証証明書のチェーンを、中央サーバから付与

されたコンフィギュレーションを用いて検証する。コンフィギュレーションについては、

「(a)アーキテクチャ」の中央サーバの記載を参照のこと。 
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 Integrity(デジタル署名、タイムスタンプ) 

 デジタル署名 

セキュリティサーバ間のメッセージに対して、メッセージの発行の完全性を証明するため

デジタル署名を付与する。デジタル署名は標準的な PKI 方式で作成する。またX-Road の最

新版(V6)では、EU の eIDAS(electronic Identification and Trust Services)19で既定され、EU

では法的に認められた e-Seal を用いることができる。e-Seal は法人にのみ発行され、法人が

発行した文書を認証することができるデジタル署名である。 

デジタル署名に対する署名証明書の作成については、以下の手順で行う。 

(i) セキュリティサーバにおいて、署名キーを作成する。ハードウェアトークンかソフト

ウェアトークンにより、作成する、 

(ii) 署名キーを基に、セキュリティサーバCSR(Certificate Signing Request)を作成し、

署名証明書を発行する認証サービスプロバイダ(CA)に署名証明書発行を依頼する。 

(iii) 認証サービスプロバイダから署名証明書を受け取り、セキュリティサーバにインポー

トする。 

 

署名の形式は、後述するタイムスタンプの管理も考慮し、XAdES という XML 長期署名の

形式を用いる。「(c)データ構造」で述べたように、セキュリティサーバ間の XAdES の XML

構造の概略を図表 2.2-12 に示す。 

 

図表2.2-12 XAdESの構造概略 

要素 コメント 

Signature ルート 

> SignedInfo 署名情報 

>>Reference URI=”#Sign-Target” 対象参照 

>>Reference URI=”#XadES-Sign-Atrb” XAdES 参照。XML 署名要素に XAdES 要素

を追加することで XAdES 化 

>SignatureValue 署名値 

>KeyInfo 鍵情報 

>Object XAdES オブジェクト 

>>QualifyingProperties XAdES の属性情報 

>>>SignatureProperties URI=”#XadES-

Sign-Atrb” 

XAdES の署名属性領域(署名証明書ハッシュ

値等) 

>>>UnsignedSignatureProperties XAdES の非署名属性領域 

>Object Id=”Sign-Target” 署名対象 

 

また、図表 2.2-13 では、X-Road のセキュリティサーバ間のメッセージの署名における

XAdES の属性情報「qualifying properties」について示す。 

  

                                                   

 

 
19 EU で定めた電子認証や電子署名を含めたトラストサービスに関する規則 
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図表2.2-13 X-Roadで用いるXAdESの属性情報 

要素 コメント 

QualifyingProperties  

> SignedProperties  

>>SignedSignatureProperties  

>>>SigningTime  

>>>SigningCertificate 署名証明書の識別子とダイジェスト。署名証

明書のすべての値は、keyinfo 要素にある 

>>SignedDataObjectProperties  

>>>DataObjectFormat バッチ署名が使用されてないければ SOAP

メッセージが、バッチ署名が使用されていれ

ば、ハッシュチェーン結果が入る。 

>UnsignedProperties  

>>UnsignedSignatureProperties  

>>>SignatureTimestamp この要素は、バッチタイムスタンプが使用さ

れていない場合にのみ存在する。 

>>>CertificateValues 署名付き証明書から信頼できる証明機関へ

の完全な証明書チェーンが含まれている 

>>>RevocationValues  

>>>OCSPValues 証明書チェーン内のすべての証明書(トラス

トアンカーを除く)に対する OCSP 応答が含

まれる。 

>>>xadesv141:TimestampValidationData この要素は、バッチタイムスタンプが使用さ

れていない場合にのみ使用される。 

タイムスタンプ提供者の証明書がタイムス

タンプトークン(TST)に存在しない場合、こ

の要素に証明書が提示される。 

出典：Profile for High-Performance Digital Signatures, 

 

また、第三者へのリクエストの受信を証明する場合、セキュリティサーバは追加のデータ

ソースに照会せずに検証できるASiC(Associated Signature Containers)を作成する。またメ

ッセージログのアーカイブのファイル形式としても利用する。ASiC での署名の利用は、シ

ンプル署名(通常の署名)か、バッチ署名かどちらを使うかによって異なる。SOAP メッセー

ジが XML 部分のみで構成されアタッチメントの情報がない場合、署名デバイスの速度が各

受信メッセージに対して別個の署名を作成できる場合、シンプルな署名が利用される。図表

2.2-14 は、シンプル署名の ASiC の内容を示す。バッチ署名は、次の 2 つの条件のいずれか

があてはまる場合に使われる。 

(i) セキュリティサーバが受信した SOAP メッセージに、添付ファイルが含まれる場合。 

(ii) 署名デバイスは、各着信メッセージに対して個々に署名すると速度が低下する。 

(iii) バッチ署名は、上記で示したバッチハッシュフォーマットを使用する。 

図表 2.2-15 は、バッチ署名用のASiC の内容を示す。 
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図表2.2-14 シンプル署名のASiCの内容 

ファイル コメント 

message.xml SOAP メッセージ(コンテンツタイプは text / 

xml) 

META-INF / signatures.xml message.xml を参照する XAdES 署名。図表

2.2-12, 図表 2.2-13 参照 

 

図表2.2-15 バッチ署名用のASiCの内容 

ファイル コメント 

message.xml SOAP メッセージのXML 部分。 

sig-hashchainresult.xml マークル木の計算の結果。 

このファイルは署名されます。 

sig-hashchain.xml 入力データ(message.xml とオプションの添付ファ

イル)からハッシュチェーンの結果までのハッシュ

チェーン計算 

META-INF / signatures.xml XAdES署名。図表2.2-12, 図表2.2-13参照。XAdES

のReference 要素のひとつは、sig-hashchainresult

を参照する。メッセージが署名されたことを確認す

るには、メッセージが、署名されたハッシュチェー

ン結果となるマークル木の一部であることを検証

する必要がある。 

 

バッチ署名の作成については、「(ウ)バッチハッシング」で説明する。 

 

 タイムスタンプ 

タイムスタンプについては、「(a)アーキテクチャ」でも述べたようにある特定の時刻のデ

ータの存在を証明するタイムスタンプを発行する。タイムスタンプ局は標準のタイムスタン

ププロトコル(X.509 インターネット PKI タイムスタンププロトコル)を用い、形式としても

最も標準で利用されている PKI を利用した電子署名形式である。 

利用するタイムスタンプ局は、中央サーバからコンフィギュレーションとして配布された

情報から、各セキュリティサーバで利用するタイムスタンプ局を選択、登録することで、セ

キュリティサーバでの利用が可能となる。 

またタイムスタンプは、同期、非同期の設定が可能である。同期のタイムスタンプはシン

プルタイムスタンプとも呼ばれ、メッセージごとにタイムスタンプを付与する形式である。

ただし同期のタイムスタンプの対応は通信コストがかかるため、そのコストを低減しつつ、

完全性を保つ機能を X-Road は用意する。これが非同期形式と呼ばれるもので、バッチハッ

シングという技術を用いて、複数のメッセージに対して指定されたタイミングでタイムスタ

ンプを複数のメッセージに付与する形式である。非同期のタイムスタンプはバッチタイムス

タンプとも呼ばれる。バッチハッシングについては、以下「(ウ)バッチハッシング」で説明す

る。 

タイムスタンプの活用は、セキュリティサーバ間のメッセージに対するメッセージログに

タイムスタンプを付与するためである。メッセージログ自体は、セキュリティサーバのデー
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タベースに格納され、格納する情報には、メッセージログの情報には転送したメッセージの

内容のほか、それに付随するデジタル署名やタイムスタンプがある。これにより、メッセー

ジログは第三者機関に対して正しくリクエストメッセージ、レスポンスメッセージの受理の

証明に用いることができる。またメッセージログは一定時間経過後はデータベースからアー

カイブファイルとして格納する。アーカイブファイルは ZIP 形式で複数のメッセージをひと

つにまとめることが可能なASiC(Associated Signature Containers)の形式となり、これはデ

ジタル署名時にも説明した形式である、ASiC のひとつのコンテナとしてメッセージの内容

とともに、XAdES の構造のもと、署名とタイムスタンプが格納され、複数のメッセージが

ASiC の形式にまとめられる。 

同期のタイムスタンプの場合は、メッセージログにタイムスタンプを付与する場合、図表

2.2-13 で示した、XAdES の構造において、SignatureTimestamp のエレメントにタイムス

タンプの情報が入る。図表 2.2-16 で示す非同期のタイムスタンプのように、特にタイムスタ

ンプのための専用ファイルは持たない。 

非同期のタイムスタンプの場合には、上述したように、ASiC 形式で非同期タイムスタン

プのための情報を格納する。 

 

図表2.2-16 非同期タイムスタンプ(バッチタイムスタンプ)用のASiCの内容 

ファイル コメント 

ts-hashchainresult.xml マークル木の計算の結果。 

このファイルはタイムスタンプが付与される。 

ts-hashchain.xml 署名(META-INF/signatures.xml) からハッシ

ュチェーンの結果までのハッシュチェーン計算 

META-INF/ASiCManifest.xml タイムスタンプを付与されたデータ (ts-

hashchainresult.xml) と と もに 、 TST(Time  

Stamp Token)に結合するManifest  

META-INF/timestamp.tst RFC(Request For Comments)203161 互換のタ

イムスタンプトークン(TST)。インプットは ts-

hashchainresult.xml ファイルのダイジェスト 

 

 バッチハッシング 

(イ)タイムスタンプで示したように、X-Road はバッチ署名とバッチタイムスタンプをサポ

ートする。バッチ署名はアタッチメントを含むメッセージ及び署名デバイスが各メッセージ

に対して個々に署名すると速度が低下する場合に利用する。バッチによるタイムスタンプと

は最後に作られたタイムスタンプから遡ってバッチ処理によって非同期に作られるタイムス

タンプである。バッチ処理によるタイムスタンプはタイムスタンプサービスの負荷を削減す

るために利用される。 

バッチ署名とバッチタイムスタンプの両方の機能は、バッチハッシングの技術を用いる。

これはマークル木と、バッチ処理によるメッセージのハッシュチェーンの情報を用いる。セ

                                                   

 

 
20 技術仕様等についての文書群。インターネット技術の標準化などを行う機関である IETF 

(Internet Engineering Task Force)が発行している。 
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キュリティサーバ間のメッセージのデジタル署名において、バッチ署名を用いる場合、メッ

セージのデータを用いて、マークル木を作成し、マークル木の計算結果である「ハッシュチ

ェーン結果(マークルルート)」と、マークル木に基づいた「ハッシュチェーン」を、「ハッシ

ュチェーン結果」のデータに対するデジタル署名とともに、メッセージに付与することで、

任意のメッセージが特定のバッチ署名の一部だと確認可能である。このメッセージ構造自体

は、図表 2.2-9 で示している。しかし、異なるバッチに含まれるメッセージの間にはリンク

はないため、バッチ処理された全てのメッセージを全てリンクはされていない。 

セキュリティサーバは全ての署名とタイムスタンプがバッチ処理されたメッセージをメッ

セージログのデータベースに保存できる。ログの記録は定期的にアーカイブされ、データベ

ースからは削除される。メッセージログのアーカイブは以前にアーカイブされたメッセージ

に依存し、このチェーンは異なるアーカイブファイルに続く。これによりメッセージログの

アーカイブファイルは一つのセキュリティサーバにあるメッセージのチェーンを構成する。

つまり、メッセージのアーカイブファイルはチェーンを破ることなく変更できなくなる。ア

ーカイブファイルは上述のように、ASiC の形式で情報が格納されている。バッチ署名につ

いては、上述したメッセージのデジタル署名のデータを図表 2.2-15 の ASiC の形式で格納す

ることになる。またバッチ処理したタイムスタンプ、すなわちバッチタイムスタンプについ

ては、メッセージログのために用いられる。処理については、メッセージのデジタル署名の

データを用いて、マークル木を作成し、マークル木の計算結果である「ハッシュチェーン結

果(マークルルート)」と、マークル木に基づいた「ハッシュチェーン」を、「ハッシュチェー

ン結果」のデータに対するタイムスタンプとともに、図表 2.2-16 で示したASiC 形式に格納

することで、任意の署名が特定のタイムスタンプの一部だと確認可能である。 

ブロックチェーンとの違いについて示す。ブロックチェーンは非中央化された分散データ

ベースで、コンセンサスプロトコルを通じて更新される。ネットワーク上の全てのノードは

平等で、データベースの完全なコピーを保持する。データベースに格納されたブロックは暗

号学的ハッシュ機能でリンクされる。一方、X-Road のセキュリティサーバに格納されてい

るメッセージログのアーカイブファイルは一つのセキュリティサーバで処理された全てのメ

ッセージを含む。メッセージは暗号学的ハッシュ機能でリンクされている。ファイルはロー

カルでアーカイブされ、ファイルをホスティングしているサーバはファイルを作成する必要

がある。それぞれのセキュリティサーバはそれぞれユニークなメッセージのチェーンを持つ

が、それ以外の X-Road のメンバはファイルにアクセスできない。X-Road のバッチハッシン

グの技術はあくまでローカルでのログ管理に利用される。よって、ブロックチェーンと X-

Road の違いについてはデータをリンクする暗号化ハッシュ機能については共通に利用する

が、それ以外は、基本的に共通点はない。 

 

 構築・運用に係る経緯 

X-Road 開発以前のエストニアでは、異なる機関において多数の情報システム、データベース

が存在し、その背景情報まで理解しないと、データにアクセスし、これを連携することが困難で

あった。もちろん、多数のデータベースを統一するという考え方も検討されたが、単一のデータ

ベースは攻撃により様々な情報の漏えいリスクが高まることが懸念された。一方、分散的なデー

タベースはこのようなリスクが低減されるものの、データの重複により整合性が取れなくなるこ

と等が問題点として挙げられた。 

情報通信技術に割く予算も少ない中で、既存システムへの影響を最小限に抑えつつ政府システ
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ムに安全かつ容易に連携できる基盤へのニーズが高まり、セキュリティを確保しつつ、分散型の

アーキテクチャを採用することとなり、データ交換基盤として X-Road が整備された。 

X-Road の開発成果として、これまでは複雑で時間も掛かっていた異なるデータベースへの複

雑な問い合わせ等も簡易かつ安全に素早く行うことが可能となった。また、各省庁で登録したデ

ータを他の省庁が利用する場合、そのデータを他部門から取得すれば自部門で保有しなくてもよ

くなった。2018 年時点で、行政サービスの 99%がオンライン化され、2,700 以上のサービスを X-

Road 経由で利用できるようになった。これにより年間 5.6 億以上のトランザクションが発生し

ており、毎年 800 年分に相当する労働時間を節約している。 

X-Road は元々、政府のデータベース接続が目的であったが、現在は民間の金融機関にも接続

し、インターネットバンキング等にも利用されている。加えて、フィンランドでもデータ交換基

盤として採用されている。このように X-Road はあらゆる電子政府サービスのバックボーンとし

て国内だけでなく、国際的なデータ交換も可能としている。 

 

 動向・取組状況 

X-Road は 2001 年に第 1 版が開発され、図表 2.2-17 に示すとおり、逐次改修が行われてきた。

現在は 2015 年にリリースされた第 6 版が利用されている。また、今後も X-Road の継続的な改

修が想定されている。前述したようにフィンランドでも採択され、国際化対応が進められており、

REST 等のプロトコル対応を予定されている。 

 

図表2.2-17 X-Roadのこれまでの取組 

 

 

 

X-Road の運営組織は次期改修の検討のため利用者アンケートを 2018 年 3~4 月に開催した。

アンケートでは X-Road の REST 機能について調査を行ったところ、93％の人は REST を活用

したいと答えた。7 パーセントの人のみがREST に全く興味が無かった。 

アンケートの大多数からREST サービスの生成(consuming and producing)を支援するだけで

十分と指摘されている。また、WSDL 又は OpenAPI 仕様のサービス実行時にサービスディスク

リプションが利用可能となるだけでも十分と言われている。加えてサービスプロバイダが同じサ

ービスの SOAP バージョンと REST バージョンの両方を提供したい場合、プロバイダは両方の

バージョンを実装する必要ないように SOAP-REST の自動変換が期待されている。 
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アンケートを踏まえて 2018 年 5 月にワークショップを実施した。ワークショップでも REST

機能の実装について、基本的な SOAP と REST の生成サービスがあれば十分で、両者の自動変

換までは要求しないという意見が挙がった。 

ワークショップでは X-Road の REST サポートの実装方法も検討された。その 1 つとしてに示

すように、セキュリティサーバ間のプロトコルを変更し、REST/SOAP を転送可能とする方法が

挙げられる。 

 

図表2.2-18 X-RoadのRESTサポートの実装例 

 

出典：NIIS資料 

 

RESTの実装方法は様々なアイデアが挙げられたが、以下の 2点は共通した意見となっていた。 

 REST サポートはトランスポートプロトコルレベルで実装され、SOAP 内で REST メッ

セージをラップ21しないこと 

 変更は下位互換性がなければならず、既存の SOAP サービスに影響を与えるべきではない

こと 

REST 機能の実装に加えて、ワークショップでは X-Road の将来的な取組についても検討され

た。主要な課題は X-Road の利用をより容易にすること、メンバとセキュリティサーバの登録プ

ロセスを効率化することが挙げられた。数分でセットアップできるセキュリティサーバの開発が

必要であり、登録を必要としないようにすることも議論された。 

技術については、コンテナやクラウドプラットフォームのサポートを向上することが一番の要

望に挙がった。ブロックチェーンもグローバルコンフィギュレーションの実装作として議論があ

った。加えて、公式のセキュリティサーバソフトウェアパッケージの代わりに必要なプロトコル

スタック22を実装するソフトウェアライブラリに基づくカスタムエンドポイントを使用して X-

Road に参加する可能性も議論された。 

今後の動向として、NIIS(Nordic Institute for Interoperability Solutions)は図表 2.2-19 のロー

ドマップを提示している。アンケートやワークショップでニーズが多く挙がった、REST への対

                                                   

 

 
21 あるクラスや関数、データ型などが提供する機能やデータを含み、別の形で提供すること。 
22 コンピュータ上で、通信を実現するための一連のプロトコルの階層のこと。 
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応を次期の改修で実施する想定である。 

 

図表2.2-19 X-Roadの今後の動向 

 

出典：NIIS資料 

 

 実態調査の項目の整理 

上記の文献調査の結果を踏まえ、調査項目ごとに実態調査で確認すべき不明点等を一覧化した。

技術的観点は法人データ交換基盤の要件定義を行う際に参考とするため、法人データ交換基盤の

コンセプトに付して確認事項を導出する。また、政策的観点は法人データ交換基盤を構築するた

めに対応が必要となる事項を精査するため、取組時及び現状の課題を中心に確認事項を導出する。 

図表 2.2-20 に主な確認事項について示す。 

 

図表2.2-20 X-Road確認事項の整理 

V6.20.0 V6.21.0

V7 リサーチ&プランニング
キックオフ

V6.22.0

Ubuntu 18.04 LTS サポート
ST IV サポート

タイムスタンプ改修

REST サポート v1
オンボードプロセスの合理化
パフォーマンスの最適化

セキュリティサーバのスタンドアロン

RESTサポート v2
クラウドプラットフォームのサポート改善(セキュリティサーバ)

APIベースのUI
OCSP & TSAコンフィグレーションの改善

2018 2019 2020

1月 4月 10月

No 調査観点 調査項目 調査概要 確認項目 

1 

技術的観点 

アーキテ

クチャ 

X-Road に関連

するステークホ

ルダー及びシス

テムの仕組み 

 X-Roadの構成：(アクセス制御等の

セキュリティ対策。セキュリティサ

ーバで十分な対策がとれているか) 

2 基本動作

ロジック 

X-Road の機能

及び基本操作に

係る事項 

 実際の運用方法(センタ側、接続機関

側) 

3 データ構

造 

X-Road でやり

取りされるデー

タの構造等 

 

4 アクセス

コントロ

ール 

X-Road のアク

セス者の監視や

アクセス者の登

録を承諾する仕

組み等 

 X-Roadの構成：(アクセス制御等の

セキュリティ対策。セキュリティサ

ーバで十分な対策がとれているか) 

5 同意の取 ユーザ登録時の  X-Roadの運用方法 



48 

 

 

  

得方法 利用条件等  X-Road接続時の課題 

6 セキュリ

ティ方策 

セキュリティの

環境や対策等 

 X-Roadの構成：(アクセス制御等の

セキュリティ対策。セキュリティサ

ーバで十分な対策がとれているか) 

7 タイムス

タンプ・認

証 

X-Road の認証

方法やログにタ

イムスタンプを

施す際の仕組み

等 

 X-Roadの構成(TSP(Trust Service 

Provider)側の対応) 

8 

政策的観点 

構築・運用

に係る経

緯 

X-Road が構築

された背景や構

築までの取組 

 X-Roadの利用状況(法人データを用

いたデータ交換のユースケース) 

9 動向・取組

状況 

X-Road で行わ

れている多国間

の認証に係る現

在の取組等 

 X-Roadに関する他の組織、機関との

関係 

 共通語彙の考え方 
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2.2.2.  実態調査 

 

 調査の設計 

本作業では実態調査の設計として、ヒアリング調査対象を整理する。エストニアにおいては、X-

Road の実質的な管理を行っている政府の IT 担当機関である RIA、X-Road の開発に携わった

Cybernetica、そして X-Road に対して認証系のサービスを提供している SK ID Solutions を調査

対象として選定した。また、X-Road を用いており、法人登記等を行い、法人データの交換を行って

いると想定されるRIK(Registrite ja Infosusteemide Keskus)についても調査対象とした。 

加えて、X-Road については、文献調査からもフィンランドで導入されていることが確認されて

いることが確認されている。そこで、X-Road を用いたデータ交換基盤を用いて国民向けのポータ

ルサービス海である“Suomi.fi”の運営を行っているPRC(Population Register Centre)についても

実態調査を行うこととした。 

なお、現時点において X-Road の開発機関である NIIS は先方の都合により調査を行うことがで

きなかったが、PRC から一部、NIIS に関する情報を得ることができた。 

また、調査内容については、文献調査の結果を踏まえ整理した確認事項を中心として、関連する

動向等についても対象とした。 

 

図表2.2-21 実態調査におけるヒアリング先と確認事項の整理 

No ヒアリング先 組織概要 主な確認項目 

1 Cybernetica エストニアのX-Roadのセキュリ

ティシステムを構築した事業者 

技術系の内容を中心に X-Road の構成

について 

2 RIA X-Road 等の IT システムを運営

するエスニアの政府組織 

X-Road センタの運営組織であるの

で、X-Road の運用方法について 

3 SK ID エストニアの TSP(Trust Service 

Provider)。X-Road の TSP とな

る民間企業 

TSP 機関の視点で、X-Road の構成に

ついて 

4 RIK エストニアの法務省関係の IT シ

ステムに責任を負う組織。X-

Road の接続機関 

X-Road 接続機関の運営組織であるの

で、X-Road にかかる運用と X-Road

の利用状況(ユースケース)について 

5 PRC(Suomi.fi) フィンランドにおいてX-Roadの

仕組みを導入・運営している組織 

X-Road センタの運営組織であるので、

X-Road の運用方法について 
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 調査の実施 

上記ヒアリング先に対して、実態調査を行った。ヒアリングの内容は、文献調査の結果を踏まえ

た整理した項目に基づいており、以下、その結果について示す。 

 

 アーキテクチャ 

X-Road はセキュリティサーバ間のデータ交換を基本として、これで安全性を担保していると

考えられているが、実際にはそれ以外にもセキュリティ対策が行われていることが実態調査にお

いて確認された。 

エストニアでは、インターネット自体を監視する SIRT(Security Incident Response Team)23が

存在し、オープンなネットワークではあるが、別途、一定のセキュリティが担保されている。一

方、X-Road をデータ交換基盤として採用したフィンランドでは、セキュリティサーバの前にフ

ァイアウォールを配置するアーキテクチャとなっており、PRC が定めた基準ではこの整備が必須

となっている。また、フィンランドでは、ファイアウォールとは別に、DoS(Denial of Service) 24

攻撃を監視する仕組みとして IDS(Intrusion Detection System)25や、負荷分散を図るためのロー

ドバランサー等も使われている。 

 

図表2.2-22 フィンランドにおけるX-Roadのアーキテクチャ 

 
出典：PRC資料 

 

また、X-Road の接続においては、セキュリティサーバを通じて情報システム間で行われてお

り、その際、組織の認証は行われているものの、個人の認証はシステムの対象外となっている。

これについて X-Road の開発に関わったCybernetica から情報を得ることができた。 

                                                   

 

 
23 システム等にセキュリティインシデント等の脅威が発生した際に対応する組織。 
24 サーバに対して許容範囲を上回る接続を送り込むなどして、利用者がサービスを利用できないよ

うにする攻撃のこと。 
25 システムへの不正侵入を検知するためのシステム。 
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結論としては、個人レベルでの認証を含めたデータ交換については、業務の流れが非常に複雑

になるため、開発能力等を考慮すると、情報システム側でこの部分を引き受ける形で分離したそ

うである。もちろん、エストニアでは、国民 ID が導入されており、ほぼすべての国民が ID カー

ドを保有し、電子証明書等を用いて、様々なオンラインサービスを活用している。また、SIM 

(Subscriber Identity Module)26に電子証明書を入れるモバイル IDの利用者は一定の割合存在し、

現在はスマートフォンのアプリで用いるスマート ID への移行が進んでいることも実態調査にお

いて確認できた。 

 基本動作ロジック 

X-Road の基本的な機能について実態調査から追加的な情報は得られなかったが、フィンラン

ドにおいては、設定の複雑さについての意見もあり、より導入を容易にする機能の検討が期待さ

れているようである。また、SOAP、XML のエンジニアが少ないことも問題であり、実際に X-

Road への接続を断念した機関もあるようである。 

また、運用においては、中央サーバ、セキュリティサーバについて定期的な保守が実施されて

いるようである。フィンランドから得られた情報によると、コンフィギュレーションの配布やセ

キュリティサーバの認証のエラー等はたまに起こるようであるが、概ね問題なく運用されている

ようである。 

 

 データ構造 

実態調査からも 2019 年からREST プロトコル、JSON 形式でのデータ交換機能がリリースさ

れることが確認された。フィンランドでは、REST/JSON の採用によりアダプタサーバの必要性

がなくなり、導入が容易になるという意見を得ることができた。 

 

 アクセスコントロール 

アクセスコントロールについては、実態調査において追加的な情報は得られなかった。基本的

に情報システムを運営する組織間同士で合意して接続することになっており、サービス(API)のカ

タログ(エストニアの RIHA 等)において公開している接続条件等が公開されている。 

 

 同意の取得方法 

エストニアにおいては、RIA は X-Road センタの運用担当として、X-Road の参加登録、モニ

タリング、トラストサービスの管理等の責任を持っている。X-Road への参加登録のプロセスは

一律に同じではなく、組織の IT 能力のレベルに応じて、トレーニング等を行う場合がある。その

ため承認に要する期間も様々になっている。 

登録条件の大きなものとして、Trust Service Provider(TSP)による電子署名の取得がある。エ

ストニアにおいては SK ID Solutions のみがこれを提供している。 

接続する組織の IT 能力は評価しているものの、X-Road に接続するための情報システム自体の

評価は、RIA では特に行っておらず、各接続組織側の責任となることで同意した上で接続を行っ

ている。また、公共機関が接続する場合には、IT セキュリティ標準 ISKE(Three-level IT baseline 

security system)への対応が必須になっている。ただ、民間企業については、ISKE への準拠は必

須ではなく、統一的な基準は存在しない。登録が拒否される場合も稀にあり、他国の企業がエス

                                                   

 

 
26 サービスの加入者を識別するためのモジュールのこと。 
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トニアの国の動向を把握するために、X-Road への接続を希望する場合等がある。 

RIA における運用の責任範囲はあくまでエストニアの X-Road センタのみであり、組織側で運

営している情報システム側の稼働状況等は分からない。情報システム間のデータ交換を行ってい

るときに、何らかの障害が生じた場合、情報システム側に原因があれば、情報システムを運営す

る組織同士で稼働状況等を確認し合う必要があり、RIA はその場合は関与しない。 

情報システム間で接続する場合、接続先となる情報システムをサービスカタログサイト(RIHA)

から検索することができる。接続までの期間は、数日から 1 週間程度であり、テスト環境とプロ

ダクションの環境があり、テスト環境でデータチェックを行った後、最終的にプロダクションの

環境で動作確認できたところで接続承認を行う。交換されるデータは住民情報等の機微な情報も

あるため、基本的に接続に関する契約が締結されている。 

一方、フィンランドでは、X-Road への接続は PRC で管理しているが、最初は、PRC が委託

しているCSC(IT Center for Science)という民間企業のサイトで手続を行うことができる。プロ

セスは以下の 5 段階となり、全体の登録までは最短で 1 週間程度である。 

 

図表2.2-23 フィンランドにおけるX-Roadの接続手順 

 

出典：PRC資料 

 

 セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証 

TSP(CA, TSA)サービスについて、エストニアでは SK ID Solutions が有料で提供しているの

に対して、フィンランドでは X-Road のための OCSP の認証局、タイムスタンプサーバは PRC

認証サービスセンターで公的に運営されており、接続する機関は無料でこのサービスを利用する

ことができる。 

また、文献調査においても記載はしているが、エストニアにおいては X-Road の version6(V6)

への移行に伴い、セキュリティサーバ間のメッセージに対して、e-Seal というデジタル署名を付

与することが必須となっている。このデジタル署名については、SK ID Solutions が、Advanced 

e-Seal と Qualified e-Seal の二種類のサービスを提供しているが、前者が X-Road 用の電子署名

として使われている。Advanced e-Seal は HSM(Hardware Security Module)の状態でも提供さ

れており、USB 等で提供されている。eIDAS の認証を受けているのは Qualified e-Seal である

が、Advanced e-Seal も同様の基準で行われており、セキュリティレベルについては問題ない、

とのことであった。具体的には以下の基準を満たしている。 

 Common Criteria certification pursuant to standard EN 419 211 or 

 Federal Information Processing Standards Publication 140-2 level 2 or higher 



53 

 

二つの e-Sealには互換性はなく、X-RoadにおいてQualified e-Sealを用いることはできない。

Qualified e-Seal を X-Road で用いるためには改修が必要であり、現在、検討はされていない。

Qualified e-Seal は物流の契約等、民間分野での利用を想定している。 

OCSP の検証、e-Seal の値段は、それぞれ 1 年で 150 ユーロ、240 ユーロであり、3 年契約に

なると、それぞれ 375 ユーロ、600 ユーロとなる。 

なお、フィンランドのセキュリティサーバ間のメッセージでは e-Seal は用いられていない。 

タイムスタンプについては、X-Road は同期、非同期、両方でタイムスタンプを付与する機能を

持っている。各メッセージログに同期してタイムスタンプを付与する場合、システムのパフォー

マンスに影響する可能性があり、メッセージに対するデータの完全性は X-Road の機能である電

子署名で担保するため、非同期のタイムスタンプが補助的な役割として設定されているそうであ

る。 

 

 構築・運用に係る経緯 

 フィンランドにおける導入経緯 

エストニアについては、文献調査において構築・運用に係る経緯を整理したが、実態調査で

は、フィンランドで X-Road をデータ交換基盤として導入した経緯についてヒアリングを行っ

た。フィンランドが X-Road を導入したのは、エストニアとフィンランドの大統領が電子政府

に関する取組において連携することで合意した経緯がある。 

2014 年 6 月から政府全体としてデジタル・サービス・プログラムという情報化の政策が展開

された。この政策は2017年12月で完了しており、予算は1億ユーロとなる。X-RoadやSuomi.fi

もこの一環として開発されたものであり、プログラム終了後も継続的に改善が進められている。

デジタル・サービス・プログラムによって開発されているプラットフォーム全体は KaPA と言

われており、2016 年 7 月にこのための法律(KaRA Law)が施行されている。これによって公共

機関では、新しいサービスを開発する場合、KaRA を使うことが義務付けられている。つまり、

今後、公共機関で開発する情報システムやサービスにおいては、X-Road へ接続することが義

務付けられている。もちろん、施行前に開発されたサービスについては必須ではない。 

 

 X-Road の利用状況 

エストニアで利用が進んでいることは文献調査からも明らかであるが、フィンランドにおい

ても 100 以上の組織が接続し、250 のセキュリティサーバが運用されている。 

エストニアとフィンランドにおける違いの一つは、エストニアが複数の組織でセキュリティ

サーバを共用しているのに対して、フィンランドは各組織で複数のセキュリティサーバを利用

している点にある。これはフィンランドがより安定稼働を重視し、セキュリティサーバの冗長

化等を図っているためと予想される。逆に、セキュリティサーバの数に対して提供されるサー

ビスの数の割合はエストニアの方がフィンランドと比較して非常に高く、これはフィンランド

の利用期間が 3 年程度であることも影響していると考えられる。 
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図表2.2-24 エストニアとフィンランドにおけるX-Roadの利用状況 

 

 

 法人データ交換のユースケース 

エストニアにおける法人情報のデータ交換のユースケースとして e-Notary, e-Land Register, 

e-Business Register の連携がある。 

e-Notary は電子公証サービスであり公証人が利用するポータルである。公証人が行う事例と

しては不動産取引がある(不動産取引は公証人が法律的に介在する必要がある)。e-Notary では、

公証に必要なデータ(例えば不動産取引に必要なデータ)を X-Road を介して、データを取得す

る。不動産情報の契約は e-Land Register にあり、法人情報は e-Business Register のシステム

にある。それ以外にも必要な情報を e-Notary のシステムは X-Road を介して取得し、そしてそ

の情報を基に公証の契約書を作成し、裁判所に提出する形となる。(e-Notary は 17 システムに

アクセス許可されている。個人の不動産取引のために住民登録(Population Register)の情報を

取得するなど)。2006 年より稼働しており、今後は一般利用も考えられている。 

なお、e-Land Register は不動産登記情報を管理するシステムである。こちらも法人情報は

e-Business Register から X-Road を介して取得する等、法人情報データ交換は行われている。

そして e-Notary への情報提供や、実際の不動産取引結果を反映することになる。 

 

 動向・取組状況 

 NIIS について 

実態調査では、NIIS へヒアリングできなかったが、フィンランドから一定の情報を得ること

ができた。今後の X-Road の開発については、NIIS に集約されており、エストニアとフィンラ

ンドが 100 万ユーロずつ出資している。実際の開発等は民間企業に委託しているが、フィンラ

ンド、エストニア両方で月 1 回程度の会議を開き、開発内容について検討している。 

アドバイザリーグループとワーキンググループがあり、それぞれ 8 名程度で構成されており、

エストニアとフィンランドで半分ずつ人を出している。半年前からアイスランドもオブザーバ

参加しているが、正式な加盟ではない。 

NIIS の主な役割は、以下のとおりとなる。 

 X-Road のソースコードの管理、開発、検証、監査 

 X-Road に関わるドキュメントのとりまとめ 

 業務面、技術面での要求事項のとりまとめ 

 開発に関わる調整 

 ライセンスや配布に関するルールの設定、導入 

 導入組織への二次的なサポートの提供 

 国際的な協力推進 

エストニア X-Road (X-tee)

 2001年実運用スタート

 651の機関・企業が接続

 376セキュリティサーバを運用

 (API数は不明)

 2691のサービスを提供

 公開サイト：

https://www.x-tee.ee/factsheets/EE/#eng

フィンランド X-Road (Palveluvayla)

 2015/12/18、実運用スタート

 約110の組織が接続

 250セキュリティサーバを運用

 50 API提供

 160サービス提供

 公開サイト：
https://liityntakatalogi.suomi.fi/en_GB
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図表2.2-25 NIISの体制 

 

出典：PRC資料 

 

 その他の取組について 

REST/JSON が要望により 2019 年 4 月から実装されることは説明したが、この他にもブロ

ックチェーン、あるいはその他の暗号技術の実装について検討が行われているようである。 

また、エストニアとフィンランドの X-Road は相互に連携し、データ交換できる状態にはな

っているようであるが、現時点において国を跨ったデータ交換のユースケースが存在していな

い。ただ、両国間では人の往来も多くあるので、両国への税金の一括支払いや両国でのチケッ

トの一括発行/支払い等、様々なユースケースが想定され、近い将来に実現できるものと考えて

いる。また、医療・医薬関係での情報連携も考えている。 

また、データ交換に際して語彙等を標準化することについてもヒアリングしたが、エストニ

ア、フィンランドでも語彙に関する議論はあるものの、それを標準化するには至っていない、

とのことであった。 
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 技術調査及び検討 

2.3.1.  調査の設計 

「2.2. 先行事例調査等」では、先行事例として法人データ交換基盤と類似の役割を担う X-Road に

係る調査を文献調査と実態調査に分けて行った。これらの調査により、X-Road に関して、技術的観

点及び政策的観点から一定の知見を得ることができた。しかし、法人データ交換基盤において採用す

べき技術を決定するためには、データ交換において重要度の高い分野の中で、X-Road では利用され

ていない技術も含め、比較・検討を行う必要がある。 

そこで、先行事例調査を行った X-Road では利用されていない技術も含め、法人データ交換基盤の

検討において参考とすべき技術動向について詳細に調査を行い、比較・検討を行う。 

法人データ交換基盤のコンセプトや、インターネットベースのセキュアなデータ交換、行政だけで

なく民間も接続・制御が可能、N 対 N のアクセスコントロール、データ交換基盤の柔軟性等を考慮

し、技術要素を整理するとともに、その動向について文献調査を実施し、調査結果をとりまとめる。 

 

図表2.3-1 技術調査及び検討の流れ 

 

 

実施方法は以下とする。 

 

 技術要素の選定 

データ交換の先行事例である X-Road に関する調査結果及び法人データ交換基盤のコンセプトを

踏まえ、調査対象とする技術要素の選定を行う。その際、デジタル・ガバメントに関連した様々な

技術トレンドに関する文献等を踏まえ、注視すべき技術要素についても抽出する。 

 

 文献調査 

次に選定した技術要素に関して、文献調査を行い、動向、特徴等について整理を行う。技術要素

について、複数の技術が想定される場合は比較できる形で情報を収集する。その際、研究会の委員

やその他有識者からも意見を得て、調査内容を補完した。 

 

 調査結果のとりまとめ 

文献調査の結果を踏まえ、技術要素について、動向や特徴を整理し、とりまとめる。その際、複

数の技術が存在する場合は比較・評価を行い、法人データ交換基盤において採用すべき技術の方向

性について検討する。 
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2.3.2.  調査の実施 

 技術要素の選定 

データ交換の先行事例である X-Road に関する調査結果及び法人データ交換基盤のコンセプトを

基に、「2.2. 先行事例調査等」で整理した技術要素の中から、インターネットベースのセキュアなデ

ータ交換、行政だけでなく民間も接続・制御が可能、N 対N のアクセスコントロール、データ交換

基盤の柔軟性等を考慮し、以下の技術要素を選定した。 

 

図表2.3-2 技術要素の選定 

 

 

アーキテクチャについては、X-Road では分散型のアーキテクチャが採用されているが、データ交

換を行う仕組みには、それ以外のアーキテクチャも存在するということを踏まえて、官民双方での接

続を考慮したインターネット利用について検討するために、分散型、ハブ＆スポーク型、バス型、そ

れぞれのアーキテクチャがどのようなコンテキストで採用されているか調査する。 

データ構造(API)については、X-Road では SOAP、XML が用いられているものの、REST、JSON

を新しく採用する等、動きが見られる。また、API を用いてデータ連携を行うことが世界的に大きな

潮流となっていることから、この部分について調査を行う。 

データ構造(語彙)については、X-Road では、先行事例であるエストニアとフィンランド共に議論は

行っているものの標準化には至っていない。一方で、わが国をはじめとして、世界の各地域で語彙の

標準化を推進する動きが見られるため、その取組を調査する。 

セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証については、X-Road でも、データ交換における情報セ

キュリティの 3 要素である機密性(Confidetiality)、完全性(Integrity)、可用性(Availability)を担保す

るために、セキュリティ方策やタイムスタンプ・認証等の仕組みが用いられているが、X-Road では

利用されていない技術も含め、認証・認可、デジタル署名、タイムスタンプに関する技術について調

査する。 

  

④ 各システム間の法人データ交換基
盤利用において、セキュアなデータ
交換を保証するためのセキュリティ
方策及びタイムスタンプ・認証の
検討
•認証・認可・デジタル署名・タイプ
スタンプ

① 官民双方での接続を考慮し、インターネッ
トを活用した法人データ交換基盤の全体
アーキテクチャの検討
例：
• 分散型
•一部集中管理利用(X-Road)
• P2P（ブロックチェーン）

• ハブ＆スポーク型 (EAI)
• バス型（ESB)

② データ交換における
データ構造(API)の
プロトコル検討
• SOAP, REST等

③ データ交換の記述形式の標
準化
•各システム間での
データ構造(語彙)の検討

インターネット
(想定)
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図表2.3-3 技術要素の選定詳細 

No 技術要素 調査の観点 参考：X-Road 

1 アーキテクチャ 分散型、ハブ&スポーク型、バス型、それぞれの

アーキテクチャがどのようなコンテキストで採

用されているか。 

 

• 基本的に分散型だが、

構成管理用の中央サー

バ等、一部集中管理機

能をもつ。 

2 データ構造(API) API によるインターネット上のデータ連携にお

いて、どのようなプロトコルが利用されている

か。 

 

• SOAP(REST採用の動

きあり) 

3 データ構造(語彙) 世界の各地域における語彙の標準化について、推

進状況はどのようになっているか。 

• Joinup(SEMIC) 

4 セキュリティ方

策及びタイムス

タンプ・認証 

認証・認可、デジタル署名、タイムスタンプに関

して、どのような技術が利用されているか。 

 

• サーバ認証：TLS、

OCSP 

• 電子証明書 /e-Seal：

eIDAS 規則準拠 

• タイムスタンプ利用：

eIDAS 規則準拠 

 

 文献調査 

文献調査として、以下の 2 つのアプローチを用いた。 

 法人データ交換基盤のイメージに類似した先進事例を調査し、それを技術要素に分解して整

理する。 

 個々の技術要素についてWeb や文献等から情報を収集し、整理を行う。 

前者に関しては、技術要素において、特にアーキテクチャ等については、個別技術ではなく、デ

ータ交換というサービス単位(類似事例)をベースに調査を行った。 

後者では、経済産業省や IPA(Information-technology Promotion Agency)27、シンクタンク、各

技術団体の公式資料等、信頼性が高い情報源の資料を中心に調査した。調査対象とした文献は以下

のとおりである。 

 

図表 2.3-4 技術要素の調査対象文献 

                                                   

 

 
27 EU で定めた電子認証や電子署名を含めたトラストサービスに関する規則 

No 調査項目 観点 文献 

1 アーキテク

チャ 

分散型、ハブ&ス

ポーク型、バス

型、それぞれの

RIA“X-ROAD FACTSHEET” 

https://www.ria.ee/public/x_tee/X-road-factsheet-2014.pdf 

CEF Digital“CEF Building Blocks in Denmark” 

https://www.ria.ee/public/x_tee/X-road-factsheet-2014.pdf
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アーキテクチャ

がどのようなコ

ンテキストで採

用されている

か。 

 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Media+librar

y?preview=/46992269/46993185/eDelivery%20tutorial%20v1.2.pdf 

野村総合研究所「平成２７年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に

係る基盤整備(ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外

動向調査)報告書」 

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003-2.pdf 

IPA「EAI」IPA「EAI」 

https://www.ipa.go.jp/files/000025488.pdf 

ASTERIA「ASTERIA Warp導入事例：埼玉県」 

https://www.asteria.com/jp/warp/case/w_saitama_pref/ 

IPA「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 25年度版 物

品調達編」 

https://www.ipa.go.jp/files/000045523.pdf 

日経 xTECH「ESB(Enterprise Service Bus)」 

https://tech.nikkeibp.co.jp/it/article/REVIEW/20070227/263335/ 

Fiorano「Fiorano Integartion Platform: 政府機関との電子データ交換、

サービス拠点間の在庫統合管理」 

http://resources.fiorano.com/jp/casestudies/cs_fraikin.php 

2 データ構造

(API) 

API によるイン

ターネット上の

データ連携にお

いて、どのよう

なプロトコルが

利用されている

か。 

 

XML コンソーシアム「Web 2.0 時代の WebServices ～SOAP/REST 使

い分けの指針」 

http://xmlconsortium.org/wg/web2.0/teigensho/4--

REST-SOAP.html 

W3C“ SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second 

Edition)” 

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 

GraphQL 

https://graphql.org/ 

JSON 

https://www.json.org/json-ja.html 

W3C“Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)” 

http://www.w3.org/TR/xml/ 

全国銀行協会「オープン APIのあり方に関する検討会報告書－オープン・

イノベーションの活性化に向けて－」 

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/co

uncil/openapi/openapi_report_1.pdf 

3 データ構造

(語彙) 

世界の各地域に

おける語彙の標

準化について、

推進状況はどの

ようになってい

るか。 

IPA「IMI共通語彙基盤導入の手引き」 

https://imi.go.jp/contents/2018/07/IMIOverviewBook_

v2.pdf 

経済産業省「官民データ利活用に向けた政府の取組」  

https://imi.go.jp/contents/2018/07/20171031_r1_1.pdf 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Media+library?preview=/46992269/46993185/eDelivery%20tutorial%20v1.2.pdf
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Media+library?preview=/46992269/46993185/eDelivery%20tutorial%20v1.2.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003-2.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000025488.pdf
https://www.asteria.com/jp/warp/case/w_saitama_pref/
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/article/REVIEW/20070227/263335/
http://resources.fiorano.com/jp/casestudies/cs_fraikin.php
http://xmlconsortium.org/wg/web2.0/teigensho/4--REST-SOAP.html
http://xmlconsortium.org/wg/web2.0/teigensho/4--REST-SOAP.html
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
https://graphql.org/
https://www.json.org/json-ja.html
http://www.w3.org/TR/xml/
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/council/openapi/openapi_report_1.pdf
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/council/openapi/openapi_report_1.pdf
https://imi.go.jp/contents/2018/07/IMIOverviewBook_v2.pdf
https://imi.go.jp/contents/2018/07/IMIOverviewBook_v2.pdf
https://imi.go.jp/contents/2018/07/20171031_r1_1.pdf
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デジタル・ガバメント技術検討会議「データ標準の社会全体への展開に

ついて」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou

2.pdf 

4 セキュリテ

ィ方策及び

タイムスタ

ンプ・認証 

認証・認可、デジ

タル署名、タイ

ムスタンプに関

して、どのよう

な技術が利用さ

れているか。 

 

OpenID Foundation Japan“OpenID Connect Core 1.0 incorporating 

errata set 1” 

http://openid-foundation-japan.github.io/openid-

connect-core-1_0.ja.html 

IPA「SSL/TLS 暗号設定ガイドライン～安全なウェブサイトのために(暗

号設定対策編)～Ver. 2.0」 

https://www.ipa.go.jp/security/ipg/documents/ipa-

cryptrec-gl-3001-2.0.pdf 

IPA「PKI 関連技術情報」 

https://www.ipa.go.jp/security/pki/index.html 

内閣官房情報通信技術 総合戦略室 

「APIテクニカルガイドブックβ版」

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/guidebook%CE%

B2-apitechnical_20170801.pdf 

野村総合研究所「平成２７年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に

係る基盤整備(ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外

動向調査)報告書」 

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20

160428003-2.pdf 

次世代電子商取引推進協議会「XAdES 長期署名プロファイル」

https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0004024 

ラング・エッジ「オープンソース長期署名FreeXAdES 第 1回〜

XAdES-BES編〜」 

http://eswg.jnsa.org/matsuri/201605/20160523-S4-

miyachi.pdf 

ETSI“Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); 

XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)”

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101900_101999/101903/01.04.02_60

/ts_101903v010402p.pdf 

OpenID Foundation Japan“JSON Web Signature (JWS) 

draft-ietf-jose-json-web-signature-14” 

https://openid-foundation-japan.github.io/draft-ietf-

jose-json-web-signature-14.ja.html 

IETF“JSON Web Signature (JWS)” 

https://www.rfc-editor.org/rfc/pdfrfc/rfc7515.txt.pdf 

タイムビジネス認定センター「タイムスタンプの方式」 

https://www.dekyo.or.jp/tb/contents/summary/system

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou2.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou2.pdf
http://openid-foundation-japan.github.io/openid-connect-core-1_0.ja.html
http://openid-foundation-japan.github.io/openid-connect-core-1_0.ja.html
https://www.ipa.go.jp/security/ipg/documents/ipa-cryptrec-gl-3001-2.0.pdf
https://www.ipa.go.jp/security/ipg/documents/ipa-cryptrec-gl-3001-2.0.pdf
https://www.ipa.go.jp/security/pki/index.html
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/guidebook%CE%B2-apitechnical_20170801.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/guidebook%CE%B2-apitechnical_20170801.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003-2.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003-2.pdf
https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0004024
http://eswg.jnsa.org/matsuri/201605/20160523-S4-miyachi.pdf
http://eswg.jnsa.org/matsuri/201605/20160523-S4-miyachi.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101900_101999/101903/01.04.02_60/ts_101903v010402p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101900_101999/101903/01.04.02_60/ts_101903v010402p.pdf
https://openid-foundation-japan.github.io/draft-ietf-jose-json-web-signature-14.ja.html
https://openid-foundation-japan.github.io/draft-ietf-jose-json-web-signature-14.ja.html
https://www.rfc-editor.org/rfc/pdfrfc/rfc7515.txt.pdf
https://www.dekyo.or.jp/tb/contents/summary/system_7.html
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 調査結果の取りまとめ 

 アーキテクチャ 

 アーキテクチャの分類 

データ交換に用いるデータの配置及びそのデータを扱うロジックの配置が、それぞれ分散、

集中のどちらなのかにより、アーキテクチャを分散型、ハブ＆スポーク型、バス型に分類した。

分散型については、ブロックチェーンのような新しい技術が出てきており、従来の分散型と分

けて整理することにした。 

アーキテクチャの 4 つの分類を以下にまとめた。 

 

図表2.3-5 アーキテクチャの分類 

No 分類 分散型A 分散型B: 

ハブ& 

スポーク

型 

バス型 

1 要素 データ交

換用デ－

タの配置 

分散 分散(ただし全

システムでデ

ータ共有) 

集中 分散 

 

2 

ロジック

の配置 

分散 分散(ただし全

システムでロ

ジック共有) 

集中 集中 

3 主な技術 • X-Road(エストニア

のデ－タ交換) 

• e-Delivery(EU の

データ交換基盤) 

ブロックチェ

ーン 

EAI ESB 

4 適用事例 • X-Road を用いた法

人手続 

• e-Delivery を用い

た司法情報閲覧(e-

Justice/e-CODEX) 

実例はなし EAI を用

いた自治

体電子  

申請シス

テム 

ESBを用

い た 政

府・民間

のデータ

交換 

 

 分散型 A 

データ交換用デ－タ、ロジック共に分散して配置されているアーキテクチャである。 

特徴は以下のとおりである。 

 データアクセス権を設定できる。 

 インターネット接続前提で電子署名、TLS 等のセキュリティ機能を利用できる。 

 官民での接続実績がある 

 システム単位のアクセス権を設定可能であり、データ交換基盤の負荷を分散できる。 

 システム単位の追加・削除を簡易的に行える。 

_7.html 

https://www.dekyo.or.jp/tb/contents/summary/system_7.html
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このアーキテクチャが適用されている主な技術として、X-Road(エストニア)や、e-

Delivery(EU のデータ交換基盤)が挙げられる。 

 

図表2.3-6 アーキテクチャ(分散型A) 

 

 

以下、このアーキテクチャの適用事例を説明する。 

 

[１]  X-Road(エストニア) 

前述したように X-Road は分散型のアーキテクチャが採用されており、各省庁がもつ情

報システムをインターネット上で安全に相互参照するためのデータ交換基盤となっている。

公的機関だけでなく民間企業もセキュリティサーバを介して X-Road に接続されており、

データは暗号化され、デジタル署名を付したセキュリティを担保したデータ交換がなされ

ている。また、全てのログは記録されており、各情報システムには、通常、セキュリティ

サーバに接続するためデータ形式を相互変換するアダプタサーバが設置される。 
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図表2.3-7 分散型Aの適用事例：X-Road(エストニア) 

 

出典：RIA“X-ROAD FACTSHEET” 

https://www.ria.ee/public/x_tee/X-road-factsheet-2014.pdf 

 

[２]  e-Delivery 

X-Road と同様の形態を持つデータ交換基盤である。セキュリティも eIDAS 規則に従い

実装している。e-Delivery では、行政機関が国境を越えてあらゆる種類のデータや文書を

確実に交換できる行政間通信(G2G)だけでなく、行政から企業への通信(G2B)及び企業から

行政への通信(B2G)のケースでも使用することができる。また、Web ポータルの開発で利

用した場合、行政から市民への通信(G2C)及び市民から行政への通信(C2G)のケースでも使

用することができる。市民間のコミュニケーション(C2C)は e-Delivery の範囲外である。 

通信手順としては、まず送信側システムが TLS を利用し、送信側アクセスポイントにメ

ッセージを送信する。送信側アクセスポイントでは、メッセージの暗号化、デジタル署名

及びタイムスタンプ付与を行い、インターネット経由で受信側アクセスポイントにメッセ

ージを送信する。次に受信側アクセスポイントでは、デジタル署名の検証、メッセージの

復号化を行った後、承認通知を送信側アクセスポイントに送信し、メッセージをアーカイ

ブする。最後に、受信側システムが TLS を利用し、受信側アクセスポイントからメッセー

ジを受信する。  

 

 

  

https://www.ria.ee/public/x_tee/X-road-factsheet-2014.pdf
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図表2.3-8 分散型Aの適用事例：e-Delivery 

 

出典：CEF Digital“CEF Building Blocks in Denmark” 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Media+library?preview=/46992269/46993185/eDelivery%20tutorial%20

v1.2.pdf 

 

 分散型 B 

データ交換用デ－タ、ロジック共に分散して配置されているアーキテクチャである。分散

型Aとの違いは、全システムでデータ交換用データ、ロジックが共有されていることである。 

特徴は以下のとおりである。 

 データアクセス権を設定可能(コンソーシアム型)。 

 インターネット接続前提で、電子署名、TLS 等のセキュリティ機能を利用できる。 

 官民の接続実績はない。 

 システム単位のアクセス権を設定可能(コンソーシアム型)。ただし、各システムのデ

ータ共有の負荷がある。 

 システムの追加・削除はできるが、全データ、ロジックを共有するため、性能で劣る

可能性がある。 

このアーキテクチャが適用されている主な技術として、ブロックチェーンが挙げられる。 

 

  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Media+library?preview=/46992269/46993185/eDelivery%20tutorial%20v1.2.pdf
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Media+library?preview=/46992269/46993185/eDelivery%20tutorial%20v1.2.pdf
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図表2.3-9 アーキテクチャ(分散型B) 

 

 

 ハブ&スポーク型 

データ交換用デ－タ、ロジック共に集中管理されているアーキテクチャである。 

特徴は以下のとおりである。 

 データアクセス権を設定できる。 

 API 基盤に依存するが、セキュアな環境でのインターネット接続実績がある。 

 官民の接続実績がある。 

 システムごとに N 対 N でのアクセスコントロールができる。ただし、データアクセ

ス、サービスアクセスは集中するため、性能面で課題となる可能性がある。 

 システムの追加・削除はできるが、集中管理側のデータ、ロジックの運用を考慮する

必要がある。 

このアーキテクチャが適用されている主な技術として、EAI が挙げられる。 

 

図表2.3-10 アーキテクチャ(ハブ&スポーク型) 
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適用事例の 1 つである、埼玉県における「EAI を用いた自治体電子申請システム」では、

電子申請システムと自治体の各業務システムのデータ交換を集中型のアーキテクチャにより

実現している。EAI の役割を担う埼玉県庁のシステム統合基盤が、LGWAN(Local 

Government Wide Area Network)28経由で SOAP により XML 形式で住民や事業者からの

申請データを受け取り、CSV 等の適した形式に変換した上で、FTP(File Transfer Protocol)29

により日次で自動車関連の税システム、化学物質管理システム、フロン回収管理システムへ

とそれぞれ連携する仕組みとなっている。この仕組みにより、一定の期間内のみ申請を受け

付ける化学物質やフロン回収申請処理はもとより、随時受付を行う自動車の納税通知書送付

先変更に関する申請処理についても、一切問題なく稼動することができている。埼玉県内の

市町村等、59 団体がこの仕組みを活用している。 

 

 バス型 

データ交換用データは分散して配置されている一方、ロジックは集中管理されているアー

キテクチャである。 

特徴は以下のとおりである。 

 データアクセス権を設定できる。 

 API 基盤に依存するが、セキュアな環境でのインターネット接続実績がある。 

 官民の接続実績がある。 

 システムごとに N 対 N でのアクセスコントロールができる。ただし、サービス処理

は集中するため、性能面で課題となる可能性がある。 

 システムの追加・削除はできるが、集中管理側のデータ、ロジックの運用を考慮する

必要がある(ハブ&スポーク型よりは簡易的に対応可能)。 

このアーキテクチャが適用されている主な技術として、ESB(Enterprise Service Bus：

SOA(Service-Oriented Architecture)、つまりサービス指向アーキテクチャの実現に必要な、

システム同士を繋ぐ基盤)が挙げられる。 

  

                                                   

 

 
28 総合行政ネットワーク。地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークを指す。 
29 ネットワーク上でファイルを転送するための通信プロトコル。 
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図表2.3-11 アーキテクチャ(バス型) 

 

 

適用事例の 1 つである、「ESB を用いた政府・民間のデータ交換(フランス)」では、フラン

ス政府が条例によって義務化された交通違反管理の電子化にともない、ESB 上に、違反金処

理を行う一連のイベントフロー(ビジネスプロセスフロー)を作成、運用することで、処理の迅

速化を可能にしている。 

車両データを年 2 回フランス警察に電子的に送信するフローでは、ESB がメインフレーム

から車両データをフラットファイルで取得し、XML に変換した後、XML データのスキーマ

が政府の仕様に合致しているか検証した上で、FTP によってフランス警察に車両データを送

信している。 

フランスの交通当局から違反通知を受け取るフローでは、フランス警察から日ごとに送ら

れてくる違反通知をESB が XML ファイルとして受け取り、そのファイルを違反ごとに分割

し、1 違反 1 メッセージとする。個々の違反に分割されたメッセージを Web サービスリクエ

ストとして、ESB がメインフレームに処理を依頼し、Web サービスリクエストを受け取った

メインフレームでは、違反記録の DB2 データベースを更新している。 

フランス警察へレスポンスを返すフローでは、ESB がメインフレームの DB2 に記録され

ている違反レコードから違反車両を特定した上で、違反車両の情報や車両を管理している委

託業者の情報をメインフレームからフラットファイルとして取得する。ESB がフラットファ

イルを XML に変換した上で、FTP によってフランス警察に送信している。 

この仕組みを導入したことにより、政府が定めた新たな法令をフランス警察が速やかに遵

守できる、フランス警察への正確な運送車両情報の提供がエラーなく行える、交通違反通知

に対する迅速な処理ができる、などの効果が出ている。 

 

 アーキテクチャの比較・評価 

4 つに分類したアーキテクチャの評価を以下に示す。評価軸は法人データ交換基盤のコンセ

プトを踏まえて整理した方向性をベースとする。 

「オープンデータでなく、クローズなデータを扱う」については、どのアーキテクチャもデ

ータアクセス権を設定可能であり、アーキテクチャ間の違いはなかった。「インターネットのセ
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キュアな環境」については、分類 A、分類 B では、インターネット接続前提であり、電子署名、

TLS 等のセキュリティ機能を利用できる一方、ハブ&スポーク型、バス型では、インターネッ

トによる連携実績はあるものの、接続は他のAPI 基盤に依存するため、分類A、分類B の方が

適している。「民間企業に接続できる」については、官民での接続実績がある、分類型A、ハブ

&スポーク型、バス型が望ましい。「システムごとに N 対 N でのアクセスコントロール」につ

いては、システム単位のアクセス権を設定可能であり、データ交換基盤の負荷も分散できる、

分散型 A が適していると考えられる。「データ交換基盤の柔軟性を考慮し、システムの追加・

削除を適宜行うことができる」については、システム単位の追加・削除を簡易的に行える、分

類型A が適していると想定される。 

以上の評価から、インターネット接続前提で電子署名、TLS 等のセキュリティ機能を利用で

き、官民での接続実績があり、かつシステム単位でのアクセス権を設定可能でデータ交換基盤

の負荷も分散できる上、システム単位の追加・削除を簡易的に行うことができる、分散型A が

適していると考えられる。 

 

図表2.3-12 アーキテクチャの比較・評価 

No 

評価軸： 

法人デ－タ交換

基盤の方向性 

分散型A 

(例：X-Road) 

分散型B 

(例：ブロック

チェーン) 

ハブ&スポーク

型 

(例：EAI) 

バス型 

(例：ESB) 

1 オープンデータ

でなく、クローズ

なデータを扱う 

○ データアクセ

ス権を設定可能。 

○ データのアク

セス権を設定可

能(コンソーシア

ム型)。 

○ データアクセ

ス権を設定可能。 

○ データアクセ

ス権を設定可能。 

2 インターネット

のセキュアな環

境 

○ インターネッ

ト接続前提で電

子署名、TLS 等の

セキュリティ機

能を利用。 

○ インターネッ

ト接続前提で電

子署名、TLS 等の

セキュリティ機

能を利用。 

△  接続は他の

API 基盤に依存

だが、連携実績は

あり。 

△  接続は他の

API 基盤に依存

だが、連携実績は

あり。 

3 民間企業に接続

できる(実績を加

味) 

○ 官民の実績あ

り。 

× 官民の実績な

し。 

○ 官民の実績あ

り。 

○ 官民の実績あ

り。 

4 システムごとに

N 対 N でのアク

セスコントロー

ル(性能面も考慮) 

○ システム単位

のアクセス権を

設定可能。データ

交換基盤の負荷

も分散。 

△ システム単位

のアクセス権を

設定可能(コンソ

ーシアム型)。ただ

し、各システムの

データ共有の負

荷あり。 

△ 可能。ただし、

データアクセス、

サービスアクセ

スは集中するた

め、性能面で課題

となる可能性あ

り。 

△ 可能。ただし、

サービス処理は

集中するため、性

能面で課題とな

る可能性あり。 

5 データ交換基盤

の柔軟性を考慮

○ 可能。システ

ム単位の追加・削

△ 可能。ただし、

全データ、ロジッ

△ 可能。ただし、

集中管理側のデ

△/○ 可能。ただ

し、集中管理側の
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し、システムの追

加・削除を適宜行

うことができる。

(追加・削除の管

理負担及び性能

面を考慮) 

除が簡易的に行

える。 

クを共有するた

め、性能で劣る可

能性あり。 

ータ、ロジックの

運用を考慮する

必要あり。 

ロジックの運用

を考慮する必要

あり。ハブ&スポ

ーク型よりは簡

易的な対応可能。 

  

 データ構造(API) 

インターネットを介してデータ利用側システムとデータ提供側システムとの間で用いるプロト

コルについて、調査範囲とした。プロトコルは従来から用いられている REST、SOAP、また新

しいプロトコルとして GraphQL を調査した。 

 

図表2.3-13 法人データ交換基盤におけるAPIの調査範囲 

 

 

 API プロトコルの種類 

 REST(Representational State Transfer) 

ネットワーク上のコンテンツ(リソース)を一意なURL で表した上で、各リソース(URL)に

対し GET, POST, PUT, DELETE を指定したリクエストを URL 末尾に付与したクエリパラ

メータと共に送信し、レスポンスを JSON や XML 等で受け取る形式である。システムの

状態やセッションに依存せず、同じ URL やクエリパラメータの組合せからは常に同じ結果

が返されることが期待される。フォーマットは、JSON がメインで、XML にも対応している

が、厳密な技術的定義が共有されているわけではない。特定多数を対象にした、クエリパラ

メータが少ない情報配信や検索サービス等で利用される。 

メリットは以下のとおりである。 

 技術者が多い。現状の WebAPI のデファクトスタンダードである。 
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 データ定義がシンプルであり、少量のデータ交換には応答が速く効率的なメッセージ

交換が可能である。 

デメリットは以下のとおりである。 

 リクエストが多くなることが多い。 

 クエリパラメータが肥大化するとわかりにくい。 

 HTTP に依存するため、複雑な処理には向かない場合もある。 

 

 SOAP(Simple Object Access Protocol) 

リクエスト及びレスポンス共に XML フォーマットのデータで行う形式である。入力から

XML での指定のため、複雑な入力を必要としたり、入出力に対してチェックを必要とするよ

うなサービス等で利用される。SOAP の仕様は 1999年にMicrosoft 社等が発表したもので、

2000 年 5 月に W3C(World Wide Web Consortium)30が最初の標準規格を勧告した。SOAP

で送受信される XML 形式のデータを SOAP メッセージといい、SOAP メッセージであるこ

とを示すために、一番外側をエンベロープと呼ばれるタグで覆った構造になっている。エン

ベロープの内側には宛先等の制御情報を記述する SOAP ヘッダ、送受信したい内容本体が記

述された SOAP ボディが並んでいる。これを HTTP 等のプロトコルで送り合うことで、異

なる種類のシステム間で処理要求や応答等を伝達することができる。 

SOAP 自身は XML ベースの規格でプロトコルには依存せず、適切なヘッダを付加するこ

とにより様々なプロトコルによる送受信が可能になっている。最も利用が多いと思われる

HTTP 経由での場合は、通常の HTTP ヘッダに加えて、SOAPAction というヘッダを付加

し、送り先のURI をHTTP ヘッダに含められるようになっている。SOAP で実装されたWeb

サービスの使い方等は WSDL(Web Services Description Language)と呼ばれる XML ベー

スの言語で記述され、サービスの利用者に公開される。様々な Web サービスのWSDL 文書

を集め、どこでどのようなWeb サービスが利用できるのかといった情報を収集して、利用者

が検索・発見できるようにしたデータベースをUDDI(Universal Description, Discovery and 

Integration)という。 

メリットは以下のとおりである。 

 高機能で複雑な処理がハンドリングできる。 

デメリットは以下のとおりである。 

 技術者が少ない。 

 構文の生成や解析がボトルネックとなり、パフォーマンスに影響する場合もある。 

 比較的開発の難易度が高い。 

 

 GraphQL 

各リソースに対してリクエストをクエリ指定する形式である。エンドポイントは 1 箇所と

なり、メソッドはPOST のみ、HTTP 通信がメインとなる。クライアントが欲しい情報の指

定が可能であり、1 度のリクエストで多くのリソースの取得ができる。一般的な REST API

は複数の URL からロードする必要があるが、GraphQL の API は必要とするすべてのデー

タを単一の要求で取得できるため、GraphQL を使用したシステムは、低速のモバイルネッ

                                                   

 

 
30 Web 技術の標準化を行う非営利団体。 
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トワーク接続でも迅速に動作することができる。2012 年からFacebook のモバイルアプリ内

で GraphQL が動作している。フォーマットは、JSON となっている。 

メリットは以下のとおりである。 

 直感的なインターフェースが提供されている。 

 リクエストと同じデータ構造でデータを取得できる。 

 データを辿って、欲しいデータだけを取得できる。 

 1 回のリクエストで完了できる。 

デメリットは以下のとおりである。 

 技術者が少ない。 

 パフォーマンスの分析が難しい。 

 GraphQL 処理系を実装するのが難しい。 

 画像や動画等のバイナリデータの扱いが難しい。 

 

 API プロトコルの比較・評価 

3 つのプロトコルの評価を以下に示す。 

法人データ交換基盤では、早期にはデータ交換パターン等の検討から、少量のデータ交換を

メインと考えられている。そこで、少量のデータ交換との相性がよく、技術者が多いため、開

発を迅速に進めることができる REST を主体として対応すべきと考える。加えて、「2.2. 先行

事例調査等」で説明したとおり、X-Road の運営組織が次期改修の検討のために、2018 年 3~4

月に開催した利用者アンケートにおいて X-Road の REST 機能について調査を行ったところ、

93％の人はREST を活用したいと回答したことから、我が国においても需要が高いと想定され

る REST を主体とするのが望ましい。また、フォーマットは REST の利用を前提とすると、

JSON がメインで利用されており、またデジタル署名においても対応可能であるため、JSON

が適当だと想定される。 

全国銀行協会でもデータ交換におけるAPI プロトコルに関する議論を行い、「議論時点(2017

年 6 月)での API における主流の仕様であり、JSON は簡素かつ軽量に構造化したデータを記

述可能である」という理由から REST+JSON を採用している。この全国銀行協会における採

用理由は、前述したREST+JSON を採用するべき理由と一致する部分が多い。 

なお、SOAP については、高機能で複雑な処理が行えるため、より複雑なデータ交換のユー

スケースが出てきた際には、適用を検討すべきである。また、GraphQL については、インター

フェースが直感的な点は良いため、今後の普及状況によっては、適用を検討すべきだと考えら

れる。 

 

図表2.3-14 APIプロトコルの比較・評価 

No 形式 REST SOAP GraphQL 

1 概要 • ネットワーク上のコンテンツ

(リソース)を一意なURLで表

した上で、各リソース(URL)

に対し GET, POST, PUT, 

DELETE を指定したリクエ

ストを URL 末尾に付与した

入力パラメータと共に送信

• リクエスト及びレスポ

ンスともに XML フォ

ーマットのデータで行

う形式。 

• 各リソースに対して

リクエストはクエリ

を指定であるため、エ

ンドポイントは 1 箇

所。 

• メソッドは POST の

みで.HTTP 通信がメ
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No 形式 REST SOAP GraphQL 

し、レスポンスを JSON や 

XML 等で受け取る形式。 

イン。 

2 特徴 特定多数を対象にした、入力パ

ラメータが少ない情報配信や検

索サービス等での利用。 

入力から XML での指定

のため、複雑な入力を必要

としたり、入出力に対して

チェックを必要とするよ

うなサービス等での利用。 

クライアントが欲しい

情報の指定が可能。1 度

のリクエストで多くの

リソースの取得が可能。 

3 メリッ

ト 

• 技術者が多い。 

• 現状の WebAPI のデファク

ト。 

• データ定義がシンプルであ

り、少量のデータ交換には応

答が速く効率的なメッセージ

交換が可能。 

• 高機能で複雑な処理が

ハンドリングできる。 

• 直感的なインターフ

ェースを提供。 

• リクエストと同じデ

ータ構造でデータ取

得。 

• データを辿って、欲し

いデータだけ取得。 

• 1 回のリクエストで完

了。 

4 デメリ

ット 

• リクエストが多くなることが

多い。 

• クエリパラメータが肥大化す

るとわかりにくい。 

• HTTP に依存するため、複雑

な処理には向かない場合もあ

る。 

• 技術者が少ない。 

• 構文の生成や解析がボ

トルネックとなりパフ

ォーマンスに影響する

場合もある。 

• 比較的開発の難易度が

高い。 

• 技術者が少ない。 

• パフォーマンスの分

析が難しい。 

• GraphQL 処理系を実

装するのが難しい。 

• 画像や動画等のバイ

ナリデータの扱いが

難しい。 

5 フォー

マット 

JSON がメインであるが、XML

にも対応。 

XML JSON 

  

 データ構造(語彙) 

データ交換の語彙について、先行事例であるエストニアとフィンランドの X-Road では、議論

は行われているものの標準化を図るには至っていない。ただし、効率的かつ有効性の高いデータ

交換を図るためには語彙を標準化することは不可欠と想定され、そのため、日米欧における語彙

に関する取組について調査を行った。 

語彙基盤として我が国の IMI 共通語彙基盤、米国のNIEM、欧州の SEMIC と 3 つのフレーム

ワークがあり、以下にその概要を整理する。 

 

 IMI 共通語彙基盤 

IMI(Infrastructure for Multi-layer Interoperability)共通語彙基盤は、我が国が推進する、共

通で使われる語彙と語彙同士の関係を示す仕組みで構成される、オープンデータと電子政府デ

ータ、また民間のデータの相互運用性を高めるためのフレームワークである。IMI 共通語彙基

盤では、事柄を指し示す概念を共通化の対象とし、これを用語と呼ぶ。用語はクラス概念とプ
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ロパティ概念から構成され、それらを組み合わせて定義される。各用語には代表的な表記が用

意されており、文字列中の単語やデータセットに含まれるデータ項目名は IMI 共通語彙基盤の

用語と関連づけることで、元の情報を変更せずに相互運用性を高めることができる。IMI 共通

語彙基盤では、分野によらず共通に使われる基本的な語彙をコア語彙として提供しており、個

別のドメインのための語彙(ドメイン語彙)と個別の利用ケースのための語彙(応用語彙)はコア

語彙の拡張として定義され、コア語彙と一緒に使われることで、個別のドメインや利用ケース

での語彙として働く。 

特徴は以下のとおりである。 

 分野横断(社会基盤のコアな情報を重点推進。コア語彙は約 60 のクラス語彙と約 250 の

プロパティ語彙で構成) 

 グローバル連携(EU、米国との情報交換) 

 IoT への配慮(将来的な連携を視野に設計) 

 オープンデータとの連携(社会全体データ利活用基盤の整備) 

 schema.org の参照(検索サービスとの親和性を考慮) 

データ提供者、アプリケーション等の開発者、データ活用者の 3 者が IMI 共通語彙基盤を採

用し、データ提供者がデータの語彙と共通語彙との関係を示すデータを添えれば、従来のデー

タ項目名を変えることなく、機械的なデータ交換が実現される。このための情報が DMD (Data 

Model Description)31という情報パッケージで提供される。DMD には、語彙を人間向けに説明

する文章や語彙利用における制約、コンピュータ向けに説明するデータ構造、語彙とデータ構

造とのマッピング等が含まれる。DMD を定義することで、データ提供者はデータ構造を変更

せずデータが公開でき、アプリケーション等の開発者やデータ利用者は公開されたデータの意

味を正しく解釈できる。 

また、ID とコードの発行者、バージョンが明確化され、表記ゆれ等の曖昧さをなくすことや、

IMI 構造化項目名記法を利用することで、階層構造を持つデータを表形式のデータとして表現

できるようにして、階層構造を持つデータの表計算ソフトウェアによる編集や、表計算ソフト

ウェア等で作成されたデータから階層化されたデータへの効率的な変換もできるようになる。

さらに、データベース・ツール・ライブラリにより語彙、ID・コード、DMD 等を共有するこ

とで、データ作成、アプリケーション作成等を支援することや、相互運用性拡大等の目的を共

有する IMI パートナーを認定し、お互いに協力して成果の展開を図り、IMI 共通語彙基盤の一

層の普及・充実と相互運用性の拡大を図るといった取組も行われている。 

我が国における実装状況としては、国が保有する 400 万法人の情報を提供する法人インフォ

メーションにおける共通語彙基盤の全面採用、埼玉県での県下市町村を含んだ広域の情報提供

を目的とした利用等が挙げられる、また、オープンデータ関連プロジェクトの多くで使われて

いる。EU や米国と情報交換等、海外との連携状況も行っており、行政コアデータとオープン

データを同時に進める方式は日本独自の方式で注目されている。関連プロジェクトとしては、

氏名、法人名、地名等を正確に交換するための文字の標準化、日付、住所等の社会の基本中の

基本データの標準化を目的とした行政データ連携標準(仮称)の検討等が挙げられる。IT 戦略の

中で取り組まれてきたが、2017 年に重点取組に位置付けされた。 

IMI 共通語彙基盤の導入にあたっては、システムの改修や業務プロセスの大幅な変更は必要

                                                   

 

 
31 データモデル記述。 
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なく、まずはオープンデータとしてのデータ公開や、外部とのデータ交換のために導入するこ

とが推奨されている。自分だけが持っているデータやシステムの内部での処理にも効果的に利

用することができる。また、導入にあたっては、一度にすべてのデータを IMI 共通語彙基盤に

対応する必要はなく、新たに公開するデータや共通化のニーズが高いデータ等から段階的に導

入することができる。 

図表2.3-15 IMI共通語彙基盤 

 

出典：IPA「IMI共通語彙基盤導入の手引き」 

https://imi.go.jp/contents/2018/07/IMIOverviewBook_v2.pdf 

 

 NIEM(National Information Exchange Model) 

米国政府が推進する行政データ交換モデルである。中核組織は、DHS(United States 

Department of Homeland Security)32である。2005 年に運用を開始し、米国政府だけでなく、

州・地方政府や、わが国を含む海外 100 カ国以上で主に入管手続き等でも利用されている。全

ての分野に共通なコア語彙と各分野の語彙で構成される。様々な組織が持つデータ項目はその

ままで、データ交換時に共通的なデータ項目に置き換えて情報交換や活用を行う。対象となる

データは、治安維持のための個人特定のための犯罪情報・指紋、入国管理のためのパスポート

情報・ビザ情報、医療情報、防災・放射線モニタリング等である。また、大手の IT ベンダも開

発に参画している。 

特徴は以下のとおりである。 

 氏名や法人等、188 のコア語彙を定義。14 の分野を整備中である。 

 導入や活用を支援するツール群も整備。民間支援サービスも多数提供されている。 

 コアにある氏名や住所のデータ項目は、すべての分野で共用される。 

                                                   

 

 
32 国土安全保障省。 

https://imi.go.jp/contents/2018/07/IMIOverviewBook_v2.pdf
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 分野の語彙は、コア語彙の拡張で作られる。 

 

NIEM によるデータ交換は、NIEM から必要な語彙を取得し、交換する XML スキーマ形式

の IEPD(Information Exchange Package Document)を作成、転送することで行われる。NIEM

ベースの情報交換は、NIEM データモデルを参照して IEPD を作成した後、交換対象のデータ

を IEPD に準拠した XML インスタンスとして表現し、これを送受信することで行われる。 

NIEM は、行政機関同士の安全なデータ交換環境を実現する情報交換モデルとして作成され

ており、オープンデータでの利用は想定されていない。ただし、NIEM のデータ交換モデルは、

オープンデータの公開フォーマット統一や、複数のオープンデータを組み合わせて利用する際

に必要となるデータ連携には活用できる。 

 

図表2.3-16 米国の語彙基盤：NIEM 

 
出典：デジタル・ガバメント技術検討会議「データ標準の社会全体への展開について」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou2.pdf 

 

 SEMIC(Semantic Interoperability Community) 

EU が推進する行政データ交換モデルである。インターオペラビリティのフレームワークの

下で、情報資産のカタログ情報と中核的なデータの定義を実施している。中核組織である

DIGIT(Directorate-General for Informatics)33の下に 2010 年からプロジェクト組織を設置し、

そこで相互運用のためのフレームワークや戦略、構造等の検討を行っている中で、情報共有の

ために進められているプラットフォームが Joinup であり、その中の SEMIC において、デー

                                                   

 

 
33 情報技術総局。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou2.pdf
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タ標準に関わるさまざまな検討がなされている。 

様々な組織が持つデータ項目はそのままで、データ交換時に共通的なデータ項目に置き換え

て情報交換や活用を行う。コア語彙をしっかり固めている。分野は幅広く、スマートシティま

で含んでいる。また、大手の IT ベンダも開発に参画している。 

特徴は以下のとおりである。 

 メタデータ体系と 6 個のコア語彙で構成させる。 

 データ定義とともにAP(Application Profile)という実装用のモデルを定義している。 

 導入や活用を支援するツール群も整備。民間支援サービスも多数提供されている。 

 

図表2.3-17 欧州の語彙基盤：SEMIC 

 

出典：デジタル・ガバメント技術検討会議「データ標準の社会全体への展開について」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou2.pdf 

 

語彙基盤に関する各地域の取組を図表 2.3-18 に整理する。データ交換を効率的、効果的に行

うため日米欧においてそれぞれで取組が行われており、我が国においては、法人インフォメーシ

ョン等、法人データについても対象になってきている。したがって、法人データ交換基盤におい

ても共通語彙基盤との連携を視野に入れて検討するべきと考えられる。 

 

図表2.3-18 語彙基盤に関する各地域の取組 

No 基盤 国・中核組織 概要 特徴 

1 IMI 共通語彙基盤 

(Infrastructure for 

Multi-layer 

日本、 

経済産業省・

IPA 

• 共通で使われる語彙

と語彙同士の関係を

示す仕組みで構成さ

• 分野横断(社会基盤の

コアな情報を重点推

進。コア語彙は約 60

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai30/siryou2.pdf
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No 基盤 国・中核組織 概要 特徴 

Interoperability) れる、オープンデー

タと電子政府デー

タ、また民間のデー

タの相互運用性を高

めるためのフレーム

ワーク 

• 米国の NIEM と同じ

ように、社会の中核

になるコア語彙と分

野別の専門分野(ドメ

イン)語彙を体系的に

整理している。 

のクラス語彙と約

250 のプロパティ語

彙で構成) 

• グ ロ ー バ ル 連 携 

(EU、米国との情報交

換) 

• IoT への配慮(将来的

な連携を視野に設計) 

• オープンデータとの

連携(社会全体データ

利活用基盤の整備) 

• schema.org の参照

(検索サービスとの親

和性を考慮) 

2 NIEM 

(National Information 

Exchange Model)  

米国、 

DHS( 国土安

全保障省) 

米国政府の推進する行

政データ交換モデル 

• 全ての分野に共通な

コア語彙と各分野の

語彙で構成される。 

• 様々な組織が持つデ

ータ項目はそのまま

で、データ交換時に

共通的なデータ項目

に置き換えて情報交

換や活用を行う。 

• 氏名や法人等、188の

コア語彙を定義。14

の分野を整備中。 

• 導入や活用を支援す

るツール群も整備。

民間支援サービスも

多数提供されてい

る。 

• コアにある氏名や住

所のデータ項目は、

すべての分野で共用

される。 

• 分野の語彙は、コア

語彙の拡張で作られ

る。 

3 SEMIC 

(Semantic 

Interoperability 

Community) 

欧州、 

DIGIT(情報技

術総局) 

EU の推進する行政デ

ータ交換モデル 

• インターオペラビリ

ティのフレームワー

クの下で、情報資産

のカタログ情報と中

核的なデータの定義

を実施。 

• 様々な組織が持つデ

ータ項目はそのまま

• メタデータ体系と 6

個のコア語彙で構成

させる。 

• データ定義とともに

AP(Application 

Profile)という実装用

のモデルを定義して

いる。 

• 導入や活用を支援す

るツール群も整備。
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No 基盤 国・中核組織 概要 特徴 

で、データ交換時に

共通的なデータ項目

に置き換えて情報交

換や活用を行う。 

民間支援サービスも

多数提供されてい

る。 

 

 セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証 

 認証・認可 

 認証・認可手法の種類 

法人自体の認証については、法人共通認証基盤で行うため、API でデータを提供する側の

システムと、そのAPI を利用する側のシステムの間での認証・認可を対象として調査を行っ

た。また、認証の単位として、データ交換の単位と考える API(サービス)か、システムの単位

での認証・認可を考える必要がある。また、クローズドなデータ交換であるため、API ごと

の認可は必要とする。 

以下、法人データ交換基盤における認証・認可手法として考えられる、代表的な 3 つの手

法について説明する。 

 

[１]  TLS+ACL 

TLS(Transport Layer Security)による相互認証を行った後、データ利用側システムが

API アクセスを行う。データ提供側システムでは、API ごとに設定した ACL(Access 

Control List)を基に認証・認可を行う。 

特徴は以下のとおりである。 

 クレデンシャルの有効期限を設定できる 

 リクエストの改ざん防止機能がある。 

 トークンを利用したアクセス制限はできない。 

 設定は比較的簡単である。 

認証機能の依存度は低い。 

主な適用事例として、X-Road が挙げられる。 

 

図表2.3-19 認証・認可手法：TLS+ACL 
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[２]  API キー+ACL 

プロバイダより、クライアントへ API キーを発行後、データ利用側システムが API キ

ー付きの API アクセスを行う。データ提供側システムでは、API ごとに設定した

ACL(Access Control List)を基に認証・認可を行う。 

特徴は以下のとおりである。 

 クレデンシャルの有効期限を設定できるかは、実装依存である。 

 リクエストの改ざん防止機能はないため、実現するには別途 TLS が必要となる。 

 トークンを利用したアクセス制限はできない。 

 設定は比較的簡単である。 

 認証機能の依存度は低い。 

主な適用事例として、Google Maps API が挙げられる。 

 

図表2.3-20 認証・認可手法：APIキー+ACL 

 
 

[３]  認証基盤利用 

認証基盤とデータ利用側システム間でアクセストークンのやりとりを行った後、データ
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利用側システムがトークン付きのAPI アクセスを行う。データ提供側システムでは、認証

基盤とのトークン検証を基に認証・認可を行う。 

特徴は以下のとおりである。 

 クレデンシャルの有効期限を設定できる。 

 リクエストの改ざん防止機能はないため、実現するには別途 TLS が必要となる。 

 トークンを利用したアクセス制限ができる。 

 設定は複雑である。 

 認証基盤への依存は高い。 

主な適用事例として、Twitter API が挙げられる。 
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図表2.3-21 認証・認可手法：認証基盤利用 

 

 

 認証・認可手法の比較・評価 

3 つの手法の評価を以下に示す。 

「クレデンシャル有効期限」については、実装に依存せず有効期限を設定できる TLS+ACL、

認証基盤利用が適している。API キーで有効期限をコントロールする API キー+ACL は実装

の仕方に依存する。「リクエストの改ざん防止」については、暗号化により改ざん防止してい

る TLS+ACL が望ましい。「トークンを利用したアクセス制限」については、アクセス制限

可能である認証基盤利用が適していると考えられる。「設定の複雑さ」については、設定が比

較的簡単な TLS+ACL、API キー+ACL が適当だと想定される。「認証機能の依存度」につい

ては、依存度が低いTLS+ACL、API キー+ACL が望ましいと考えられる。 

以上の評価から、クレデンシャル有効期限を設定でき、リクエストの改ざん防止ができる

上、設定が比較的簡単であり、認証機能の依存度が低い、TLS+ACL が適していると想定さ

れる。なお、ユーザ認証を行うために必要な「トークンを利用したアクセス制限」について

は、法人データ交換基盤のコンセプトから必要ないと想定されるが、ユーザ認証の要件が今

後出てきた場合には、認証基盤利用も検討する必要があると考えられる。 

 

図表2.3-22 認証・認可手法の比較・評価 

No 評価軸 TLS +ACL API キー + ACL 認証基盤利用 

1 クレデンシャル

有効期限 

○ あり △ 実装依存 ○ あり 

2 リクエストの改

ざん防止 

○ あり × なし(別途 TLS 要)  × なし(別途 TLS 要) 

3 トークンを利用

したアクセス制

× なし × なし ○ あり 
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限 

4 設定の複雑さ ○ 比較的簡単 ○ 比較的簡単 × 複雑 

5 認証機能の依存

度 

○ 低い ○ 低い × 高い(認証基盤に依存) 

 

 デジタル署名・タイムスタンプ 

法人データ交換基盤において、データ交換を行う際に、通信の相手先となるシステムの正当

性の確認や認証にとどまらず、ネットワーク上を流れるデータの完全性の確保等を実現する必

要があり、その実現手段としてデジタル署名とタイムスタンプが想定される。メッセージ交換

の完全性を確保するため、適格な証明書サーバ、タイムスタンプサーバにて発行された証明書

を用いたデジタル署名、タイムスタンプの処理は必須となる。 

ただし、データ交換のメッセージを対象とするため、データ交換のコンテンツへのデジタル

署名等は調査範囲外としている。 

X-Road のアーキテクチャを参考に調査範囲を示すと、以下のようになる。 

 

図表2.3-23 法人データ交換基盤におけるデジタル署名・タイムスタンプの調査範囲 

 

 

以下、法人データ交換基盤での採用が考えられるデジタル署名・タイムスタンプに関する技

術について説明する。 

 

 デジタル署名・タイムスタンプの処理方式 

データ交換のデジタル署名・タイムスタンプについて、署名証明書の発行やタイムスタン

プサーバの登録等、事前準備はコンテンツでの対応と同じだが、データ交換時のデジタル署

名やタイムスタンプのメッセージへの付与は、そのとき自動的に行われる。 

手順としては、データ交換要求を起点として、データ利用側システムとデータ提供側シス
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テムで TLS による相互認証を行う。データ利用側システムで、メッセージ生成、デジタル署

名付与を行った後、メッセージログにメッセージ情報の書き込みを行う。タイムスタンプを

取得する場合は、タイムスタンプサーバからタイムスタンプを取得し、メッセージへの付与、

ログへの書き込みを行う。以上の手順を行った後に、データ利用側システムからデータ提供

側システムにメッセージを送付し、データ提供側システムでデジタル署名等の検証を行う。 

また、デジタル署名については、署名方式は PKI が標準であり、こちらを採用することが

想定される。タイムスタンプ方式については、TSA のデジタル署名をつけたタイムスタンプ

トークンを用いて返送する電子署名方式が一般的であり、こちらを採用することが想定され

る。 

 

図表2.3-24 法人データ交換基盤において想定されるデジタル署名・タイムスタンプの処理方式 

 

 

 デジタル署名フォーマット 

[１]  デジタル署名フォーマットの種類 

(i) XML 署名 

署名対象、署名値及び証明書等を XML の文法で統一されており、タグ付けができて

見やすい署名フォーマットである。 

特徴は以下のとおりである。 

 タイムスタンプは適用できない。 

 バッチ署名(データ交換メッセージをハッシュチェーンを通じてリンクされるメ

ッセージプロセスを基にする署名。ハッシュチェーンを使うことで任意のメッセ

ージが特定のバッチ署名の一部だと確認可能である。利用ケースとして、署名デ

バイスは、各メッセージに対して個々に署名すると速度が低下する場合が挙げら

れる)には対応できない。 

 軽量なデータ交換としては、タグ等の情報量が多く、パフォーマンスも下がると

いう問題点がある。 

 RFC 化されており、標準適用できる。ただし、eIDAS の適格署名は XAdES にな

っている。 
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(ii) XML 長期署名(XAdES) 

本来はファイルの長期保管用途で利用される技術であるが、「2.2. 先行事例調査等」で

説明したとおり、X-Road では、メッセージをASiC 形式でアーカイブする際に、XAdES

の構造を利用して、デジタル署名とタイムスタンプを格納しているため、データ交換時

のデジタル署名フォーマットの 1 つとして挙げる。XML 署名の拡張版として定義され

ている。拡張として署名タイムスタンプが定義されている。 

特徴は以下のとおりである。 

 タイムスタンプを適用できる。 

 バッチ署名には、別の署名規格(ASiC)と連携することで対応できる。 

 軽量なデータ交換としては、タグ等の情報量が多く、パフォーマンスも下がると

いう問題点がある。 

 RFC 化されており、標準適用できる。適格署名として eIDAS に採用されている。 

 

(iii) JSON 署名(JWS)  

JSON という Web 標準のプロトコルを用いた署名フォーマットである。JSON は

XML と同等にテキストベースのフォーマットであるが、軽量であり、現在最も使われて

いるプロトコルである。 

特徴は以下のとおりである。 

 タイムスタンプを適用できる。 

 バッチ署名には、現時点では対応できない。 

 シンプルなデータ交換フォーマットであり、軽量なデータ交換に向くREST の標

準フォーマットになっている。 

 RFC 化されており、標準適用できる。認証トークンのみでなく、データ交換の署

名利用を期待されてRFC 化されたので普及は進むことが想定される。 

 

[２]  デジタル署名フォーマットの比較・評価 

3 つの署名フォーマットの評価を以下に示す。 

「タイムスタンプの適用」については、適用が可能な、XML 長期署名、JSON 署名が望

ましいと考えられる。「バッチ署名への対応」については、別の署名規格(ASiC)と連携する

ことで対応が可能な、XML 長期署名が適している。「現在のデータ交換パターンのフォー

マットしての評価」については、シンプルなデータ交換フォーマットであり、軽量なデー

タ交換に向く REST の標準フォーマットになっている、JSON 署名が適当である。「標準

適用」については、どの署名フォーマットもRFC 化されているが、適格署名として eIDAS

に採用されている XML 長期署名、認証トークンのみでなく、データ交換の署名利用を期

待されてRFC 化されたので普及していくことが想定される JSON 署名が望ましい。 

データ交換におけるデジタル署名においては、データ交換のメッセージに署名して通信

を行うことになるため、署名形式がポイントとなる。初期のデータ交換のパターンでは、

少量のデータ交換をメインと考えられているため、軽量なデータ交換に向いており、REST

の標準的な署名フォーマットである上、タイムスタンプを適用でき、データ交換の署名利

用を期待されて RFC 化されたので普及していくことが想定される、JSON 署名が適して

いる。ただし、今後クロスボーダーの環境等、要件が増えて行く場合には、適格署名とし
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て eIDAS に採用されている XML 長期署名の適用も検討が必要であると考えられる。 

 

図表2.3-25 デジタル署名フォーマットの比較・評価 

No 評価軸 XML署名 XML長期署名 (XAdES) JSON署名 (JWS) 

1 概要 署名対象、署名値及

び証明書等を XML

の文法で統一。タグ

付けができて見やす

い。 

XML 署名の拡張版として

定義。拡張として署名タイ

ムスタンプを定義。 

JSONというWeb標

準のプロトコルを用

いた署名形式。JSON

は XML と同等にテ

キストベースのフォ

ーマットであるが、

軽量であり、現在最

も使われているプロ

トコル。 

2 タイムスタン

プの適用 

× 適用できない。 ○ 適用できる。 ○ 適用できる。 

3 バッチ署名へ

の対応 

× 対応できる。 △ 別の署名規格(ASiC)と

連携で可能。 

×  現時点では対応

できない。 

4 現在のデータ

交換パターン

(軽量なデー

タ交換 )のフ

ォーマットし

ての評価 

× 軽量なデータ交

換としては、タグ等

の情報量が多く、パ

フォーマンスも下が

るという問題点があ

る。 

× 軽量なデータ交換とし

ては、タグ等の情報量が多

く、パフォーマンスも下が

るという問題点がある。 

○ シンプルなデー

タ交換フォーマッ

ト。軽量なデータ交

換に向く REST の標

準フォーマットであ

る。 

5 標準適用 △ RFC 化。ただし

eIDAS の適格署名

は XAdES になって

いる。 

○ RFC 化。適格署名とし

て eIDAS に採用。 

○ RFC 化。認証トー

クンのみでなく、デ

ータ交換の署名利用

を期待されてRFC化

されたので普及して

いく想定。 

 

 採用すべき技術の方向性 

以上の調査結果を基に、4 つの技術要素に関して、それぞれ採用すべき技術の方向性を以下に

まとめた。 

アーキテクチャについては、データ交換用デ－タ、ロジック共に分散して配置されているアー

キテクチャであり、インターネット接続前提で電子署名、TLS 等のセキュリティ機能を利用でき、

かつシステム単位の追加・削除を簡易的に行うことができる、分散型A を採用すべきだと考えら

れる。 

データ構造(API)については、早期の法人データ交換基盤において想定される、少量のデータ交

換との相性がよく、技術者が多いため、開発を迅速に進めることができ、X-Road の運営組織が開
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催した利用者アンケートでも活用を望む声が多かった REST を採用すべきと考える。また、フォ

ーマットとしては、REST のフォーマットして良く使われており、デジタル署名においても対応

可能である JSON が適当である。 

データ構造(語彙)については、各地域で語彙の標準化を進めているため、適用を検討するべき

だと考えられる。 

セキュリティ方策及びタイムスタンプ・認証については、認証・認可手法としては、クレデン

シャル有効期限を設定でき、リクエストの改ざん防止ができる上、設定が比較的簡単であり、認

証機能の依存度が少ないTLS+ACL の採用が望ましい。また、デジタル署名については、標準の

署名方式である PKI を採用することを想定し、署名フォーマットとして、軽量なデータ交換に向

いており、REST の標準的な署名フォーマットである JSON 署名を採用すべきと考えられる。タ

イムスタンプ方式については、一般的な電子署名方式が適していると想定される。 

 

図表2.3-26 採用すべき技術の方向性 

No 調査項目 観点(再掲) 採用すべき技術 

1 アーキテクチャ 分散型、ハブ&スポーク型、バス型、それぞ

れのアーキテクチャがどのようなコンテキ

ストで採用されているか。 

分散型A 

2 データ構造(API) APIによるインターネット上のデータ連携

において、どのようなプロトコルが利用さ

れているか 

プロトコル：REST 

フォーマット：JSON 

3 データ構造 (語

彙) 

世界の各地域における語彙の標準化につい

て、推進状況はどのようになっているか。 

各地域で語彙基盤の標準

化は進んでおり、適用を

検討する。 

4 セキュリティ方

策及びタイムス

タンプ・認証 

認証・認可、デジタル署名、タイムスタン

プに関して、どのような技術が利用されて

いるか。 

 

認証・認可： 

TLS + ACL 

 

デジタル署名方式：PKI 

デジタル署名フォーマ

ット：JSON 署名 

 

タイムスタンプ：電子署

名方式 
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3.  法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討 

 

 本調査の検討の目的及び流れ 

本調査の検討は、法人データ交換基盤に具備すべき要件を検討するにあたり、法人データ交換基盤の

実現に向けてワンスオンリー・添付書類撤廃実現に係るデータ交換のパターンを整理するとともに、

現在行われている行政手続をモデルに申請書や提出を要する添付書類を詳細に整理することを目的と

したものである。本調査の検討作業により得た成果は、「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件

の定義」に活用した。 

 

3.1.1.  本調査の検討の目的 

現状の行政手続においては、その内容や申請条件等により、申請書本体の他、複数の添付書類の提

出が求められることがある。添付書類は申請者自身で準備できるものもある一方、発行元の官庁等に

出向くなどして取得しなければならないものもあり、申請者にとって負担となっている。一例として、

行政手続で添付を求められることの多い会社・法人の登記事項証明書(以降、登記事項証明書)の取得

にあっては、法務局への申請、手数料の支払い、受け取りという行為が必要となる。 

法人データ交換基盤は、コンセプトと機能概要(1.2.1. 参照)で示したとおり「申請等を行う法人等

が、ワンスオンリー・添付書類撤廃に係る恩恵を享受できること」をコンセプトの一つに掲げている。

法人データ交換基盤の実現により、行政手続に係る申請者の負担が軽減されることが期待されるが、

そのためには法人データ交換パターンを整理し、現状の行政手続の現状(As-Is)と将来像(To-Be)を整理

するとともに、要件検討のための論点を具体的なレベルで整理しておくことが求められる。本調査の

検討においては、法人データ交換基盤に具備すべき要件の検討につなげることを目的とし、必要な作

業を実施した。 

 

3.1.2.  本調査の検討の流れ 

本調査の検討においては、法人データ交換パターンの整理、ユースケースの検討、要件検討のため

の論点整理の 3 つの作業を実施した。なお、以降で示すアルファベットの“G”は“Government”す

なわち政府(説明の都合上、本文では行政機関とする)、“B”は“Business”すなわち民間企業等の事

業者を意味する。 

本調査の検討における作業の流れを図表 3.1-1 に示す。 

 

図表3.1-1 作業の流れ 

 

 

 法人データ交換パターンの整理 

法人データ交換基盤を通じて官民がデータ交換を行う場合に考えられる 4 つのパターンを設定し、

それぞれのパターンについて具体的なレベルで検討した。さらに、今後法人データ交換基盤を用い

た行政手続を検討するにあたり、最低限実現目標とすべき法人データ交換パターンを検討した。 
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 ユースケースの検討 

法人データ交換パターンの整理において設定した、最低限実現目標とすべき法人データ交換パタ

ーンを発展させる形で、ユースケースを検討した。手続件数の多さ、必要とする添付書類の多さの

観点から、中小企業庁所管の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」をモデルとし、

手続きの現状(As-Is)と将来像(To-Be)を検討した。 

 

 要件検討のための論点整理 

ユースケースの実現のため、将来像(To-Be)において法人データ交換パターンを介したデータ交換

の際に求められる要件の論点を整理し、要件検討(「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の

定義」参照)のインプットとした。 

 

 法人データ交換パターンの整理 

官民が有するデータが法人データ交換基盤を通じてやり取りされるパターン(以降、法人データ交換

パターン)として、どのようなパターンが考えられるかの整理に先立ち、データ交換における前提条件

を設定した。手続のパターンについては、BtoG、GtoG の交換パターンを当初は想定していたが、法

人データ交換基盤研究会における委員意見等(詳細は「6. 検討会等の開催等」参照)を踏まえ、BtoB、

GtoB のパターンを加えて網羅的に整理した。受益者・便益の内容については、当該パターンが実現

した際に、誰がどのような恩恵を受けられるのかを想定した。また、実現性については、将来像が画

餅に帰すことのないよう、最低限実現すべき目標となる法人データ交換パターンを設定した。データ

の性質については、オープンデータではなく一般的に公開されていないデータを想定すること、検索

条件式で取得するようなまとまったデータではなくレコード単位で問い合わせて取得するデータを交

換対象とすることを前提とした。検索条件式で取得するようなまとまったデータとは、主に統計デー

タを想定したものであるが、他の法人データ交換パターンと性質が異なるため、EBPM(Evidence 

Based Policy Making)34への将来的な活用可能性は考慮しつつも、最低限実現すべき目標からは除く

こととした。基盤・データへのアクセスについては、権限のある者(行政機関の担当部署、申請した事

業者等)のみが当該データにアクセスできること、参加を認められた行政機関や民間企業は、いつでも

法人データ交換基盤への接続、離脱ができることを前提とした。これらの前提をまとめたものを、図

表 3.2-1 に示す。 

 

図表3.2-1 法人データ交換パターン検討の前提条件 

No 項目 前提条件 

1 手続のパターン BtoG、GtoG の他、BtoB、GtoB のパターンも整理する。 

2 受益者・便益の内容 受益者は行政機関であるか、中小企業等であるかを明確にする。また、

便益の内容を想定する。 

3 実現性 最低限実現すべき目標となるデータ交換のパターンを設定する。 

4 安全性 インターネット上でセキュアな環境が構築されている。 

5 データの性質 オープンデータではなく、一般的に公開されていないデータを交換対

象とする。 

6 検索条件式で取得するようなまとまったデータではなく、レコード単

                                                   

 

 
34 証拠に基づく政策立案。 
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位で問い合わせて取得するデータを交換対象とする。 

7 基盤・データへの 

アクセス 

権限のある者(行政機関担当部署、申請企業等)のみが、当該データにア

クセスできる。 

8 参加を認められた行政機関や民間企業は、いつでも法人データ交換基

盤への接続、離脱ができる 

 

3.2.1.  法人データ交換パターンの整理 

設定した前提条件に基づき、法人データ交換パターンを検討した。まず、法人データ交換の 4 パタ

ーンの概要を整理した。1 つ目はBtoG であり、事業者が、行政機関に対して申請をするためにデー

タを参照・取得することを想定したパターンである。事業者が行政機関に申請手続等を行う際、他の

B 又は G が有するデータを、法人データ交換基盤を介して参照する。データの一例として、保有主

体が G の場合は、決算書の提出を伴う行政手続の際に、既に確定申告等で提出されたデータが対象

となり、保有主体がB の場合は、資格証明書の提出を伴う行政手続の際に、資格者団体が発行する

資格証明データが対象となると考えられる。2 つ目はGtoG であり、行政機関同士が、法人の基本情

報等を共有するためにデータを参照・取得することを想定したパターンである。省庁間で特定企業に

ついての調査が必要となった場合に、省庁同士で当該企業のデータを、法人データ交換基盤を介して

取得する。3 つ目は GtoB であり、行政機関が、事業者に通知等を行うためにデータを参照・取得す

ることを想定したパターンである。行政機関が事業者に通知等を行う際、他の B 又は G が有するデ

ータを、法人データ交換基盤を介して参照する。データの一例として、保有主体が G の場合は、過

去の補助金申請内容や採否結果等のデータが対象となり、保有主体が B の場合は、企業のプロファ

イルデータが対象となると考えられる。いずれも、行政機関が事業者に通知するために必要なデータ

をB 又は G より参照することを想定している。4 つ目はBtoB であり、事業者が、ある事業者に関

して調査等を行うためにデータを参照・取得することを想定したパターンである。民間企業がある企

業について調査する際、G が有するデータを、法人データ交換基盤を介して参照する。データの一

例として、企業の与信審査等の際に、B が有する確定申告等で提出されたデータが対象となると考え

られる。これらの法人データ交換パターンをまとめたものを図表 3.2-2 に示す。 
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図表3.2-2 法人データ交換パターンの整理結果 

 

 

次に、ぞれぞれの法人データ交換パターンについて、行政機関・事業者が得られると考えられるメ

リットや実現に向けたポイントを、もう一段具体的なレベルで検討した。 

まず、BtoG については、事業者が申請をする時に、提出書類の一つとして定められている登記事項

証明書のデータを法人データ交換基盤を通じて取得することを想定した。具体的には行政機関が保有

する証明書(登記事項証明書等)のデータを交換対象として想定した。 

法人データ交換基盤を介したデータのやり取りを図表 3.2-3 に示す。このパターンにおいては、事

業者が申請した後、行政機関は法人データ交換基盤を通じ、当該証明書を発行する行政機関から自動

的にデータを交換することを想定した。得られるメリットとして、行政機関にとっては提出書類を目

視でチェックせず、システム上で当該企業が証明書を有しているかがすぐにわかること、事業者にと

っては証明書を行政機関等から取り寄せたり郵送したりする手間や費用が省けることが挙げられる。

また、実現に向けたポイントとして、証明書を発行する行政機関等に、API の開放等についての協力

を得る必要があることが挙げられる。 
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 図表3.2-3 BtoGの法人データ交換パターン 

 

GtoG については、行政機関が、ある特定企業の調査を行う必要が生じた場合に、法人データ交換

基盤を介して必要な情報を得ることを想定した。具体的には他の行政機関が当該企業に委託した事業

の履行状況のデータを交換対象として想定した。法人データ交換基盤を介したデータのやり取りを図

表 3.2-4 に示す。このパターンにおいては、調査の主体である行政機関 A が、事業者名とデータ項目

(委託事業の履行状況)を指定し、法人データ交換基盤を通じて該当するデータを取得することを想定

した。得られるメリットとして、行政機関にとっては関連省庁から迅速かつ簡便に必要な情報を得ら

れることが挙げられる。また、実現に向けたポイントとして、関連する全ての行政機関に対し、デー

タ交換の趣旨及びデータの登録・交換方法等について理解・協力を得る必要があることが挙げられる。 
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図表3.2-4 GtoGの法人データ交換パターン 

 

 

GtoB については、特定業種、規模の事業者向けの補助金を公募する際、過去に他省庁で類似の手続

きをした履歴のある事業者を法人データ交換基盤を介して参照、取得し、必要に応じて当該企業や当

該企業担当の士業に対して公募の案内を配信するなど、行政サービスを行政機関から積極的にリーチ・

レコメンデーションしていくことを想定した。ここでの士業とは、当該企業を支援している税理士等

を指す。 

法人データ交換基盤を介したデータのやり取りを図表 3.2-5 に示す。このパターンにおいては、行政

機関が指定した業種(製造業等)や申請テーマ(補助金申請等)を指定し、それに合致する他省庁での行政

手続に絞り、当該手続を行った事業者、審査結果等のデータを法人データ交換基盤を通じて取得する

ことを想定した。得られるメリットとして、行政機関にとっては通知対象をきめ細やかに選定するこ

とができ、行政サービスのリーチ拡大・これによる効果の増大が期待されること、事業者にとっては、

各行政機関のウェブサイト等における膨大な情報から自分に必要な情報をピックアップしなくても、

ニーズに合った案内を受け取ることができることが挙げられる。このメリットは、事業者のみならず、

当該事業者に関連する士業や認定支援機関も享受できる可能性がある。また、実現に向けたポイント

として、全行政機関に対し、趣旨について理解を得た上で、行政手続の電子化や履歴管理について依

頼し、協力を得る必要があること、募集案内の配信方法(電子メール、特定サイトでの通知等)を検討す

る必要があることが挙げられる。 
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図表3.2-5 GtoBの法人データ交換パターン 

 

 

BtoB については、事業者が、ある事業者と取引を始めるにあたり、申し出のあった事業者の経営状

況を確認するために行政機関が保有している書類を参照、取得するなど、民間サービス取引時に一般

的に発生する行為を想定した。具体的には、取引の申し出があった事業者の決算データ(確定申告書等)

を交換対象として想定した。 

法人データ交換基盤を介したデータのやり取りを図表 3.2-6 に示す。このパターンにおいては、事業

者 A からの取引の申し出を受けた後、事業者 B が法人データ交換基盤を通じ、事業者 A の決算デー

タを保有する行政機関からデータを取得することを想定した。得られるメリットとして、事業者 A に

とっては事業者B 向けの書類を作成、送付することなく、審査を待つことができること、事業者 B に

とっては確定申告が済んでいる信頼性の高い決算データを取得できるなど、取引に必要な情報を円滑

に取得できることが挙げられる。また、実現に向けたポイントとして、行政機関に、API の開放等に

ついての協力を得るとともに、民間サービスの取引実態に基づき必要なデータを法人データ交換基盤

上が流通するようデータ提供についても協力を得る必要があることが挙げられる。 
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図表3.2-6 BtoBの法人データ交換パターン 

 

 

3.2.2.  最低限実現目標とすべき法人データ交換パターンの検討 

最後に、4 つの法人データ交換パターンを検討した上で、法人データ交換基盤により最低限実現目

標とすべき法人データ交換パターンを検討した。ここでは、法務省が所管する登記事項証明書のデー

タを交換することに焦点を当てた。現在、登記事項証明書を必要とする経済産業省所管の行政手続は、

年間約 32 万件実施されているが、これらが法人データ交換基盤を介して連携できれば、事業者は時

間や費用の削減が可能となり、大きなメリットを得られると考えられる。検討結果を図表 3.2-7 に示

す。 

 

図表3.2-7 最低限実現目標とすべき法人データ交換のパターン 
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 ユースケースの検討 

法人データ交換パターンの整理において、最低限実現目標とすべき法人データ交換のパターンを検

討した。ここでは、登記事項証明書のデータの交換に焦点を当てたが、現状の行政手続において添付

すべき書類は他にも多数存在する。法人データ交換基盤の実現により、行政手続に係る負荷が軽減さ

れ、事業者等がメリットを享受できるようになるためには、既存の行政手続の何がどのように変わっ

ていくのか、そのためにはどのような要件が求められるかについて、詳細に検討する必要がある。 

ユースケースの検討に際しては、中小企業庁所管の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援

補助金」(以降、ものづくり補助金)をモデルとして、プレイヤー(手続者、添付書類提供者等)別、ステ

ータス(申請、データ交換等)別に現状(As-Is)と将来像(To-Be)を詳細に検討することとした。数ある行

政手続の中からものづくり補助金を取り上げた理由は、以下のとおりである。 

 

 応募件数が約 17,000 件(2017 年度補正予算・一次公募)と多く、効果を享受する事業者が多い

と考えられるため。 

 添付書類の数、提供元が複数に亘り、将来像を実現した場合、法人データ交換基盤の効果が大

きいと考えられるため。 

 

3.3.1.  行政手続の前提条件の設定 

ものづくり補助金の申請にあっては、事業類型等の条件により、提出が必要な添付書類等が異なっ

てくる。そのため、以下の前提条件を定めてユースケースを検討した。なお、現状(As-Is)とは、現時

点でのものづくり補助金の申請方法、準備する添付書類等を整理したユースケースを指し、将来像(To-

Be)とは、法人データ交換基盤実現後に実現すると考えられるユースケースを指す。 

 

 現状(As-Is)、将来像(To-Be)共通 

現状(As-Is)、将来像(To-Be)に共通する前提条件を以下に示す。 

対象類型を「ものづくり技術」、事業類型を「企業間データ活用型」とし、「機械装置費」も補助

対象経費に計上する。 

 該当する場合のみ提出となっている以下の書類も提出することを想定する。 

 総賃金の 1％賃上げ等の実態を示す証拠類 

 有効な期間の経営革新計画の承認を応募申請時に受けていることを示す書類 

 有効な期間の経営力向上計画の認定を応募申請時に受けていることを示す書類 

 有効な期間の地域経済牽引事業計画の承認を応募申請時に受けていることを示す書類 

 先端設備等導入計画の認定申請を行う予定であることを示す書類 

 平成 30 年 7 月豪雨における被害状況証明書(罹災証明書も添付) 

 申請の受理、差し戻しのいずれにおいても、A 社は連絡を受ける。 

 

 現状(As-Is) 

現状(As-Is)についての前提条件を以下に示す。 

 電子申請は使用せず、郵送により申請することを前提に整理する。 

 必要書類、手続方法等は、公開されている文書「平成２９年度補正 ものづくり・商業・サー

ビス経営力向上支援補助金 【２次公募要領】」を参照する。 
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 将来像(To-Be) 

将来像(To-Be)についての前提条件を以下に示す 

 手続は事業者又は事業者が登録した代行者が行う。認証は、事業者が事業者アカウントを用

いて受けるか、代行者が代行者アカウントを用いて受ける。 

 添付書類の参照先において、電子化されたデータが既に存在している。 

 民間事業者が保有するデータを再利用できるよう蓄積する法人データストアを整備するこ

ととする。 

 申請書(様式 1)、事業計画書(様式 2)、平成 30 年 7 月豪雨における被害状況証明書、機械装

置の入手価格の妥当性を証明できる書類(見積書等)データは、A 社にて入力し、申請システ

ムに送信する。それ以外の書類データは法人データ交換基盤を通じて申請システムが取得す

る。ただし、共通して参照可能なデータについては、法人データストアから参照する。 

 決算書、賃上げ等の実態を示す証拠類(賃金台帳等)は、法人認証基盤を通じて手続者からの

同意を得た上で、法人データ交換基盤に送信する。  

 以下は要検討事項とした。 

 申請者(A 社)側は、何が交換対象のデータであるかを知る必要があるか(自動で参照する

か、申請者が選択するか、参照する旨を通知するか等)。 

 法人データストアに格納されている基本情報等は自動的に参照される形で問題ないか。

事業者が参照を選択する形にするか。 

 

3.3.2.  ユースケースの検討 

ものづくり補助金について、設定した前提条件を基に、ユースケースを検討した。 

まず、現状(As-Is)のユースケースを図表 3.3-1 に示す。現状のユースケースでは、申請書(様式 1)、事

業計画書(様式 2)の他、決算書や事業概要が確認できるパンフレット等の添付書類を一式揃える必要

がある。また、申請書、事業計画書、認定支援機関確認書は CD-ROM 等の電子媒体に記録し、紙ベ

ースの書類とあわせて窓口である各地の中小企業団体中央会に送付する。その後、全国中小企業団体

中央会が申請内容を確認し、受理や差し戻しの判断を行う。 
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図表3.3-1 現状(As-Is)のユースケース

 

 

次に、将来像(To-Be)のユースケースを図表 3.3-2 に示す。将来像のユースケースでは、手続者は法

人認証基盤を通じて認証を受けた後、申請システムの画面上において、申請書フォームや事業計画フ

ォームで求められる項目を入力する。また、事業者の同意の下、法人データストアより事前に格納し

ており再利用可能なデータを送信し、入力負荷の軽減を図ることを想定している。法人データストア

については、「4. ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検討」においてその活用パ

ターン、対象データ等を整理する。申請システム上では、申請を受け付けた時点において、提出が必

要であるが揃っていない書類(以降、不足書類)を法人データ交換基盤を通じて呼出し、確認の上、受理

や差し戻しの判断を行う。 
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図表3.3-2 将来像(To-Be)のユースケース 

 

 

また、単体のデータ交換に焦点を当てたユースケースとして、予め以下の 3ケースを想定していた。 

 

 補助金申請を行う場合に、民間会計サービスと連携して決算情報を取得するケース(官-民間で

のデータ交換。以降、ケース 1) 

 中小企業支援機関等が認定申請を行う場合に、申請に必要となる国家資格を共有するケース(官

-民間でのデータ交換。以降、ケース 2) 

 各種申請等で必要となる法人の基本的な情報を行政機関間で共有するケース(官-官間でのデー

タ交換。以降、ケース 3) 

 

上記 3 ケースは、検討の結果、いずれもものづくり補助金の将来像(To-Be)のユースケースに包含さ

れるものとした。ケース 1 は、会計ソフト・サービス事業者が管理する「決算書」「賃上げ等の実態を

示す証拠類」を法人データ交換基盤により取得するケースが相当する。ケース 2 は、認定支援機関が

発行する「認定支援機関確認書」を国家資格に近いものとして法人データ交換基盤により取得するケ

ースが相当する。ケース 3 は、法務省が発行する「登記事項証明書」、中小企業庁が発行する「経営革

新計画の承認通知書」「経営力向上計画の認定通知書」「地域経済牽引事業計画の承認通知書」、市区町

村が発行する「先端設備等導入計画の認定書」「罹災証明書」を法人データ交換基盤により取得するケ

ースが相当する。 

 

 要件検討のための論点整理 

将来像(To-Be)のユースケースを実現するために、法人データ交換基盤を介したデータの交換に関す

る要件の検討が必要となる。要件は「5. 法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義」にて検討す

るが、そのインプットのため、12 の論点を整理した。法人認証と照会キーについては、手続者又は手

続者の同意を得た代行者であることの認証は、照会する側の業務システムが担うか、認証結果を信頼
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し、法人番号をキーとしてデータ提供元に照会するかが論点となる。データの照会内容については、

事実のみ把握するか、内容も把握するかが論点となる。例えば登記事項証明書の場合、前者は登記さ

れている事実のみ把握すること、後者は発行可能株式総数の数値等の内容まで把握することを指す。

また、法人認証自体で省略できるデータがないかどうかも論点となる。データ取得先の指定方法につ

いては、データ発行元の自治体やサービス提供者が複数あるなど、取得先が一意でない場合、必要な

データの取得先は、手続者自身や申請システムが指定すべきかどうかが論点となる。照会元の認証に

ついては、データ提供者側は、データ照会元(申請システム)がなりすましでない正当な者であること

をどのように確認するかが論点となる。データの提供、変換については、データ照会元(申請システム)

が自動で処理できるよう、標準化、変換等が必要となるか、必要である場合の標準化、変換等をどこ

で行うかが論点となる。データそのものの真正性については、それを担保する手段の必要性有無が論

点となる。エラー時の挙動については、必要とするデータが取得できなかった際の通知内容、通知先

をどのように設定するか論点となる。処理の証跡については、データ照会、提供のログ等をどのよう

に証跡として保全するかが論点となる。不正の発生については、手続者やデータ提供者のなりすまし

等が発生する余地はあるかどうかが論点となる。手続者の送信同意については、決算書や公表されて

いない書類を申請システムに送信する際、事業者からの同意をどのようなタイミング、手段で得るか

が論点となる。また、それに関連して、手続者又は手続者の同意を得た代行者が同意の意思表示をす

ることを想定するが、その場合の操作方法をどのように定めるかが論点となる。最後に再利用可能デ

ータについては、法人データストアに格納し、次の行政手続等で再利用できるデータとしてどのよう

なものがあるかが論点となる。以上 12 の論点と該当するユースケースの箇所との対応を、図表 3.4-1

に示す。 

 

図表3.4-1 法人データ交換における論点整理 
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4.  ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検討 

 

 本調査の検討の目的及び流れ 

 

4.1.1.  本調査の検討の目的 

行政手続においてワンスオンリーを実現するためには、事業者自身が保有しているデータを任意で

ストックし、行政手続において再利用できるようにするための仕組みである法人データストアが必要

となる。本調査では、法人データストアの活用パターンや対象とするデータについて整理し、法人デ

ータ交換基盤における法人データストアのあり方について検討した。 

 

4.1.2.  本調査の検討の流れ 

本作業においては、法人データストアの活用パターンの整理、法人データストアで取り扱う法人デ

ータの整理を行い、その後法人データストアのあり方を検討した。 

本調査の検討の流れを、図表 4.1-1 に示す。 

 

図表4.1-1 法人データストアの検討の流れ 

 

 

 法人データストアの活用パターンの整理 

「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」の検討結果も参考として、法人デー

タストアの活用において考えられる場面を整理した。 

 

 法人データストアの対象データの整理 

法人データストアの活用パターンの整理結果を基に、法人データストアへの格納対象として想定

されるデータを整理した。 

 

 法人データストアのあり方の検討 

法人データストアの活用パターンと対象データの整理結果、また法人データ交換基盤研究会(詳細

は「6. 検討会等の開催等」参照)での検討結果等を踏まえ、法人データ交換基盤における法人デー

タストアのあり方について検討した。 

 

 法人データストアの活用パターンの整理 

行政手続のオンライン化を目指すにあたって、法人データストアはワンスオンリーを実現する上で

有用である。法人データストアは、本来事業者が保有するデータを任意で蓄積し、そのデータを行政

手続に使用するための機能のみを備えることを想定していた。しかし、検討を進めた結果、事業者が

法人データを保存するのみならず、事業者が行政機関等から送付されるデータを受け取り、表示でき

る機能もあわせて備えたほうが、より事業者の利便の向上に資すると考えられる。そこで、法人デー

タストアの活用パターンとして、ワンスオンリーの実現も含めて以下の 3 パターンを整理した。 

・ 法人データストアに事業者のデータを蓄積し、行政手続に再利用するパターン(以降、活用パタ
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ーン 1) 

・ 事業者に対し、新しい施策等の案内を送付し(レコメンデーション)、法人データストアで受け

取るパターン(以降、活用パターン 2) 

・ 行政機関等から事業者に対する通知書や証明書等を、法人データストアで受け取り、これを行

政手続等に利用するパターン(以降、活用パターン 3) 

 

活用パターン 1 はワンスオンリーの実現に資するものであり、事業者自身が企業名や連絡先等のデ

ータを法人データストアに任意で保存するか、事業者の同意の上で他の行政手続に再利用する。事業

者自身がデータ保存する場合は、任意のタイミングで保存する場合と、当該データを行政手続に合わ

せて保存する場合の 2 つのタイミングが考えられる。また、法人データ交換基盤の運用を開始した当

初は、法人データ交換基盤に参加するシステムが少ないため、行政機関が保有する法人データであっ

ても事業者自身が法人データストアに格納し、他の行政手続において再利用することが想定される。 

活用パターン 2 は、レコメンデーションの実現に資するものである。法人データストアにおいて事

業者固有の領域を設定し、行政機関等からの補助金等、施策等の案内を受け取ること考えられる。 

活用パターン 3 は、行政機関等から事業者へ発行される通知書や証明書等を法人データストアの事

業者固有の領域で受け取り、これを他の行政手続等で再利用するものである。例えば、「3. 法人デー

タ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」で示したものづくり補助金における経営革新計画等の

承認通知書等が想定され、中小企業庁から受け取った通知を法人データストアに格納し、ものづくり

補助金等の申請に利用する。 

 

 法人データストアの対象データの整理 

法人データストアで扱うことが想定されるデータについて、「3. 法人データ交換基盤の利用に係る

ユースケースの検討」で取り上げた行政手続であるものづくり補助金の申請も参考とし、前節の活用

パターン別に検討した。 

活用パターン 1 においては、事業者自身が保存すると考えられるデータについて検討した。内閣官

房 IT 総合戦略本部が 2018 年 3 月に実施した「行政手続の棚卸結果」において、申請者が「事業者」、

申請の受け手が「行政機関」である手続きのうち、その他資料等、行政機関以外の法人データの添付

が必要となる手続きを抽出し、具体的に提出している法人データを確認した。その結果、年間に 10 万

件以上の申請が行われる複数の手続において記載が求められる情報として、事業所住所、電話番号等

が存在するという結果を得た。また、それ以外のデータとして、会社案内等の事業者自身が作成して

いるデータのほか、法人データ交換基盤に未参加のシステムが保有するデータも想定する。 

活用パターン 2 においては、行政機関等からレコメンデーションを受け取るため、法人データスト

アに格納されるデータは、新たな補助金の募集案内、中小企業庁や商工会・商工会議所等の団体によ

る企業の支援策の案内等が想定される。 

パターン 3 においては、前述したようにものづくり補助金等の申請で必要となる経営革新計画の承

認通知書や経営力向上計画の認定通知書等が想定される。また、事業者が保有している各種資格や認

定・認証等の証明書等も考えられる。 

以上の検討を踏まえ、パターン別に整理した対象データの結果を図表 4.3-1 に示す。なお、対象とし

て想定されるデータは、複数のパターンにおいて当てはまる場合があり、図表 4.3-1 においても重複

して示している。 
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図表4.3-1 法人データストアの想定対象データ 

活用パターン 想定されるデータの例 

活用パターン 1 (事業者自身が保存するデータ) 

 住所 

 電話番号 

 定款 

 決算書 

 パンフレット 

(行政機関等が保有するデータを事業者自身が保存する) 

 登記事項証明書 

 罹災証明書 

 認定支援機関確認書 

(注)いずれも法人データ交換基盤参加後は対象外となる。 

活用パターン 2  新たな補助金の募集案内 

 中小企業庁や商工会・商工会議所等の団体による企業の支援策の案内 

活用パターン 3  経営革新計画の承認通知書 

 経営力向上計画の認定通知書 

 地域経済牽引事業計画の承認通知書 

 先端設備等導入計画の認定書 

 事業者が保有している資格や認定・認証等の証明書 

 

 法人データストアのあり方の整理 

法人データ交換基盤における法人データストアのあり方について、まず法人データ活用に関する基

本的な考え方を整理し、それを踏まえて法人データストアでの開示制御の必要性を検討した。その後、

「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」で取り上げた行政手続であるものづくり

補助金の申請について、法人データストアを活用した場合のデータ交換の流れを整理した。最後に、

今後の法人データストアの実装について検討した。 

 

4.4.1.  法人データ活用の基本的な考え方 

法人データストアのあり方を検討するに際して、法人データの活用目的として行政手続におけるワ

ンスオンリーだけでなく、レコメンデーションあるいはEBPM、政策の企画立案・執行に役立てるた

めのデータ分析という、基本的な考え方の検討を行った。法人データ交換基盤を介する場合も含め法

人データを活用するに際しては、制度的な担保がある場合等を除き、すべての法人データについては

そのデータの提供者たる事業者自身が開示制御できることを担保することを基本とすることが必要と

いう整理を行った。 

「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」においては、法人データストアを介す

る場合のみ、事業者の同意による開示制御を想定していた。しかしながら、上記の検討結果から、こ

れ以降は、法人データ交換基盤において取り扱うすべての法人データについて、制度的な担保がある

場合を除き、事業者自身の同意に基づき開示制御を行うことを基本として検討を行う。 

事業者自身が行政機関に対して提供する法人データについて、当該手続等以外に使用されることに

対して同意、不同意の意思を示すことをもって開示制御を行うことが想定されるが、同意の意思表示

には事前同意、都度同意の 2 種類が考えられる。事前同意とは、最初にデータを提供するタイミング
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において当該手続きの処理以外の目的にも利用することに同意するものであり、マクロ的な傾向を計

測する等の個別事業者と紐づかない形での活用としてEBPM 等で想定される。また、都度同意とは、

行政手続や事業者へのサービス等のタイミングで、別の行政手続等で提供したデータの再利用につい

て当該事業者に確認するものであり、電子申請等ではこれを効率的に行うことが可能である。なお、

レコメンデーションやワンスオンリー等の個別事業者にかかる行為については、取得する際に事前同

意を得る場合と、事前同意とあわせて追加的に事業者自身からレコメンデーションの申請を受け取る

都度同意の双方が想定される。 

同意について整理したものを、図表 4.4-1 に示す。 

 

図表4.4-1 事業者による同意の種類 

同意の種類 同意のタイミング 当該データの主な利用目的 

事前同意  行政手続等で、事業者が行政機関

等に初めて法人データを提供する

タイミング 

 EBPM 

 当該事業者に対する支援策のレコメ

ンデーション 

都度同意  事業者が行政手続を行うタイミン

グまたは新たにサービスを受ける

タイミングで、過去の行政手続で

提供した法人データの利用につい

て同意 

 別の行政手続・行政サービスでの再利

用 

 当該事業者に対する支援策のレコメ

ンデーション 

 

4.4.2.  法人データストアの法人データ交換基盤における位置付け 

「4.4.1. 法人データ活用の基本的な考え方」で示したとおり、法人データ交換基盤で交換する法人

データについては事業者自身が開示制御を行うことを基本とする。 

一方、「2. 我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討」で検討したように、法

人データ交換基盤のアーキテクチャとしては分散型が想定され、個々の情報システムごとで開示制御

することは難しい可能性がある。 

そこで、法人データ交換基盤の運用開始当初においては、法人データストアを介して法人データの

開示制御を行うことを基本とすることが考えられる。つまり、個々の情報システムに蓄積されている

法人データのうち、他の手続において参照されるべきデータについては、一度、法人データストアに

登録され、法人データストアを介して、電子申請システム等へ開示制御の上、提供する。個々の情報

システムから直接データを得ることが難しい場合も想定され、また、散在したデータの開示制御とい

う視点からも法人データストアの有用性はあると考えられる。 

このような仕組みにすることで、法人データの開示制御を統合的、効率的に実現することが可能で

あり、個々の情報システム間で法人データの開示制御を行う手間を軽減することが可能と考えられる。

また、前述したように法人データ交換基盤へ接続する情報システムが少ない運用開始当初は、事業者

自身が法人データを登録し、再利用する活用パターン 1 も想定され、その意味からも法人データスト

アを有効活用することが期待される。また、データをデータストアにまとめることで、その他の利用

シーンにおいてデータをコピーする際に最新データとの整合性を問われるといった課題も考えられる

が、その一方で正規化しやすい等のメリットも考えられる。このとき更新頻度が高くなければ、コピ

ーすることによる問題が生じないケースが想定されることや、更新履歴を残すことの重要性について

も注意が必要である。このためデータの更新頻度等を評価し、更新頻度が高いデータについては、法

人データストアを介した保有元の情報システムに照会する形の実装を検討することも必要と考えられ
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る。 

なお、現時点において法人データストアをどのように整備すべきかは十分に検討が行えていないが、

官民問わず複数の法人データストアが存在することが想定される(昨今行われている分散型・柔軟なデ

ータ連携を踏まえれば、ひとつの特定の法人データストアに法人データが集約されることは想定され

ない)。このとき、事業者は自分の意思で、自らが活用する法人データストアを選択することができ、

かつ、どの法人データストアにおいても公平に法人データが取り扱われる必要がある。 

法人データ交換基盤の運用開始当初における、法人データストアを介した法人データ交換のイメージ

を 

図表 4.4-2 に示す。今後法人データ交換基盤を整備するにあたり、当初は、法人データの開示制御の

効率的な実施、法人データ交換基盤に参加するシステムの少なさの補完等のために、法人データスト

アを介したデータ連携を想定した整備を推進する。ただし、データ交換に関する開示について事前同

意も含めた同意の取得が浸透し、法人データ交換基盤に参加するシステムが拡大した場合は、各シス

テムが Peer to Peer で接続できるよう、エッジモジュールに必要な機能を実装する。 

 

図表4.4-2 法人データストアを介した法人データ交換のイメージ 

 

 

4.4.3.  法人データストアを踏まえたデータ交換の流れ 

「4.4.2. 法人データストアの法人データ交換基盤における位置付け」で示したように、法人データ

交換基盤の運用開始当初において法人データストアを介して全ての法人データを開示制御した場合の

法人データ交換の流れについて、ものづくり補助金の申請を例に検討した結果を図表 4.4-3 に示す。

「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」での検討結果と異なり、行政機関等が持

つ経営革新計画の承認通知書、登記事項証明書等は一度、法人データストアに蓄積された上で、電子

申請システムへ提供される。なお、ユースケースの検討において法人データストアにより提供するこ

ととなっていた手続者の電話番号や、過去の補助金事業の受付番号、事業概要の確認ができるパンフ

レット等は、引き続き法人データストアから提供される想定である。 

  

情報システム

情報システム

情報システム

法人データストア

法人データストア

※点線も将来的には想定
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図表4.4-3 法人データストアを活用した法人データ交換の流れ 

 

 

4.4.4.  法人データストアの実装 

「4.1.2. (1) 法人データストアの活用パターンの整理」で示したように、法人データストアでは、事

業者自身が法人データを格納し、その再利用を行うだけでなく、行政機関等からのレコメンデーショ

ンを受け取ること、あるいは各種の通知・証明書を受け取りこれを再利用すること、また行政機関等

が自らのサービス向上のために法人データの分析等を行うことも想定される。 

さらに、「4.4.2. 法人データストアの法人データ交換基盤における位置付け」で示したように、法人

データ交換基盤の運用開始当初において法人データストアを介して全ての法人データを開示制御する

ことも考えられる。 

つまり、法人データストアは事業者にとって、法人データに関するポータルサイトとして機能するこ

とが想定され、その実装に際しては、法人データ交換基盤が担うと想定される開示制御機能だけでな

く、付帯的な機能の実装も必要と考えられる。具体的には、図表 4.4-4 に示すような機能の実装が想

定される。 

1 つ目は、事業者が任意で法人データを入力するための法人データ入力機能である。2 つ目は、法人

データがいつ、どのシステムに提供されたかを事業者が確認するための法人データ提供記録表示機能

である。3 つ目は、行政機関や団体等から送付される通知書や支援策等のレコメンデーションを事業

者が確認するための通知・証明書等表示機能である。4 つ目は法人データ保存機能である。これは、

法人データ入力機能で事業者が登録した法人データ、あるいは行政機関等から受け取った通知・証明

書を蓄積するだけでなく、法人データ交換基盤を介して、各情報システムが保有する法人データを格

納し、ワンスオンリーのために電子申請システム等へ提供することを可能にする。なお、更新頻度が

高い法人データについては法人データ保存機能等に蓄積せず、存在する情報システムの所在のみをポ

インティングすることで、データの不整合等の問題を回避することが想定される。 
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図表4.4-4 法人データストアの機能等 

 

 

 

  

法人データストア

電子申請システム 情報システム

通知・証明書等表示機能

法人データ入力機能

法人データ保存機能
（所在のポインタを含む）

法人データ提供記録表示機能

法人共通
認証基盤

利用

法人データの照会・提供
法人データの開示制

法人データ交換基盤

事業者

認証情報
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5.  法人データ交換基盤の構築に向けた要件の定義 

 

 要件検討の目的及び流れ 

「2. 我が国における法人データ交換基盤の構築に向けた調査・検討」、「3. 法人データ交換基盤の

利用に係るユースケースの検討」及び「4. ワンスオンリーのための法人データ保有方法等に関する検

討」の検討に基づき、要件項目各々に関してその必要性についても検討を加えつつ、法人データ交換

基盤を実現するに足りる事項について検討・整理するとともに、それらを詳細な要件として定義する。 

法人データ交換基盤の要件の検討は、図表 5.1-1 に示す流れで行う。 

 

図表5.1-1 法人データ交換基盤の構築に向けた要件定義の流れ 

 

 

 要件定義計画立案 

要件定義にあたり、計画立案で行った内容を以下に示す。 

 

 計画立案 

要件定義の計画として、ゴール、タスク、成果物、スケジュールを定義する。要件定義のゴール

としては、法人データ交換基盤のあるべき姿(To-be)と、来年度をターゲットにした姿(Can-be)を対

象とした要件を定義することと設定する。 

要件定義のために実施するタスクは以下のとおり設定する。 

① 要件定義計画として、タスクやスケジュール等計画を策定し、要件項目を選定する。(5.2. 要

件定義計画立案) 

② 調査から得られた基礎的なフレームワーク・アーキテクチャを比較評価、適切なものを選定

する。（5.3. フレームワーク・アーキテクチャ評価・選定） 

③ 要件項目ごとの技術要素の比較評価・検討を行い、最適な技術を選定する。 

④ システムの段階導入を考慮して、あるべき姿(To-be)と、来年度をターゲットにした姿(Can-

be)を考慮した要件の定義を行う。（5.5. 要件定義） 

⑤ 複数の有識者によるレビューや検討会による意見等を踏まえたブラッシュアップを行う。(レ

ビューの実施) 

 

それぞれのタスクの成果は、図表 5.2-1 に示す成果物にまとめる。 
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図表5.2-1 法人データ交換基盤の構築に向けた要件定義の成果物 

 

 

実施スケジュールは、図表 1.4-1 に示す。 

 

 業務要件・前提事項の整理 

法人データ交換基盤の目的、先行事例調査、検討会等での議論や意見を踏まえ、法人データ交換

基盤で想定する業務要件や前提事項を整理する。図表 5.2-2 に業務要件・前提事項の主要な整理結

果を示す。 

 

図表5.2-2 業務要件・前提事項の主要な整理結果 

No 業務要件 

1 法人データ交換基盤に接続する組織・システムは官公庁、地方公共団体、民間組織等、接続条件を

満たせば官民問わない。また、法人データ交換基盤へ接続する組織・システム・サービスは固定と

せず、随時の追加・削除を可能とする。 

2 一部のみに開示するデータやサービスを実現可能とする。法人データ交換基盤上のサービスやデ

ータへのアクセス権限や仕様は、個々のシステムやサービスが管理できるようにする。 

3 法人データ交換基盤で取り扱うデータは、語彙に準拠してデータ意味・構造の共通化を図る。各シ

ステムで語彙への対応の負担を軽減する仕組みを検討する。ただし、語彙に準拠しない任意のデ

ータについても取り扱えるようにする。 

4 法人データ交換基盤はインターネットを介した通信も可能とする。インターネットを介した通信

やサービス公開が安全に行えるようにする。 

5 法人データ交換基盤上のトランザクション等の処理の記録は、直接やりとりをしている個々のシ

ステム間だけではなく、法人データ交換基盤にも記録し、参照可能とする。 

6 法人データ交換基盤の一部のサービスの停止等の影響が、基盤全体や個々のサービスの停止等に

つながらないことが望ましい。又は基盤全体に影響がある機能については、十分な信頼性を確保
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No 業務要件 

する。 

7 法人データ交換基盤と接続するシステムに対して求める技術仕様は一般的な開発者が対応可能な

技術仕様を採用する。また、共通的な処理を共通サービス化・モジュール化・ライブラリ化する、

DevOps/アジャイル開発に対応する等の開発負担軽減を図る。また、特定のソフトウェア等に依存

しないアーキテクチャとする。採用する技術は標準化されていることが望ましい。 

8 当初においては、法人データの開示制御の効率的な実施、法人データ交換基盤に参加するシステ

ムの少なさの補完等のために、法人データストアを介したデータ連携を想定した整備を推進する。

データ交換に関する開示の事前同意が浸透し、法人データ交換基盤に参加するシステムが拡大し

た場合は、各システムがPeer to Peer で接続できるよう、エッジモジュールに必要な機能を実装

する。 

9 データの更新頻度等を評価し、更新頻度が高いデータについては、法人データストアを介した保

有元の情報システムに照会する形の実装を検討する。 

10 法人データ交換基盤の KPI(Key Performance Indicator)35を検討し、それを評価できるデータ取

得も含めて設計する。 

 

 要件項目の選定 

整理した業務要件・前提事項から、考慮すべき要件項目の候補を抽出する。抽出・整理した要件項目

について、「5.3. フレームワーク・アーキテクチャ評価・選定」及び「5.4. 要件項目ごとの技術評価・

選定」の検討を踏まえて「5.5. 要件定義」で要件項目ごとの実現方式を検討し、要件定義を行う。図

表 5.2-3 に主要な業務要件・前提事項に対応する要件項目の抽出結果を示す。また、ユースケースの

論点と要件検討の対応を図表 5.2-4 に示す。 

 

図表5.2-3 主要な業務要件・前提事項に対応する要件項目の抽出結果 

No 業務要件 要件項目 

1 法人データ交換基盤に接続する組織・システムは官公庁、地方公共団

体、民間組織等、接続条件を満たせば官民問わない。また、法人デー

タ交換基盤へ接続する組織・システム・サービスは固定とせず、随時

の追加・削除を可能とする。 

・認証・認可 

 

2 一部のみに開示するデータやサービスを実現可能とする。法人データ

交換基盤上のサービスやデータへのアクセス権限や仕様は、個々のシ

ステムやサービスが管理できるようにする。 

・認証・認可 

 

                                                   

 

 
35 システム等の目標の達成度を測定するための指標。 
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No 業務要件 要件項目 

3 法人データ交換基盤で取り扱うデータは、語彙に準拠してデータ意味・

構造の共通化を図る。各システムで語彙への対応の負担を軽減する仕

組みを検討する。ただし、語彙に準拠しない任意のデータについても

取り扱えるようにする。 

・語彙 

・データフォーマット 

・共通的な機能 

 

4 法人データ交換基盤はインターネットを介した通信も可能とする。イ

ンターネットを介した通信やサービス公開が安全に行えるようにす

る。 

・API プロトコル 

・通信保護 

・認証・認可 

・デジタル署名方式 

・タイムスタンプ方式 

5 法人データ交換基盤上のトランザクション等の処理の記録は、直接や

りとりをしている個々のシステム間だけではなく、法人データ交換基

盤にも記録し、参照可能とする。 

・ログ記録・管理 

・サービス監視 

 

6 法人データ交換基盤の一部のサービスの停止等の影響が、基盤全体や

個々のサービスの停止等につながらないことが望ましい。又は基盤全

体に影響がある機能については、十分な信頼性を確保する。 

・非機能要件 

7 法人データ交換基盤と接続するシステムに対して求める技術仕様は一

般的な開発者が対応可能な技術仕様を採用する。また、共通的な処理

を共通サービス化・モジュール化・ライブラリ化する、DevOps/アジ

ャイル開発に対応するなどの開発負担軽減を図る。また、特定のソフ

トウェア等に依存しないアーキテクチャとする。採用する技術は標準

化されていることが望ましい。 

・開発者支援 

・共通的な機能 

 

 

8 当初においては、法人データの開示制御の効率的な実施、法人データ

交換基盤に参加するシステムの少なさの補完等のために、法人データ

ストアを介したデータ連携を想定した整備を推進する。データ交換に

関する開示の事前同意が浸透し、法人データ交換基盤に参加するシス

テムが拡大した場合は、各システムが Peer to Peer で接続できるよ

う、エッジモジュールに必要な機能を実装する。 

・アーキテクチャ 

・共通的な機能 

9 データの更新頻度等を評価し、更新頻度が高いデータについては、法

人データストアを介した保有元の情報システムに照会する形の実装を

検討する。 

・アーキテクチャ 

・共通的な機能 

10 法人データ交換基盤の KPI を検討し、それを評価できるデータ取得も

含めて設計する。 

・ログ記録・管理 

 

 

  



111 

 

図表5.2-4 ユースケースの論点と要件検討事項 

No ユースケースの論点 要件検討事項 詳細 

1 

法人認証と照会キー 認証・認可 

語彙 

・認証・認可にあたっては法人認証基盤が利

用できるようにする。 

・照会キーが共通に利用可能なように、定義

を語彙で共通化する。 

2 

照会内容(使用目的) API プロトコル 

データフォーマット 

・API による照会パターンは複数考えられる

ため、いずれのパターンも実現できるプロ

トコル・データフォーマットとする。 

3 
取得先の指定方法 共通的な機能 ・ネーミングサービスにより物理的な配置に

依存しない。 

4 
照会元の認証 認証・認可 ・照会先が照会元のシステムを認証できるよ

うにする。 

5 
データの提供・変換 共通的な機能 ・語彙とのマッピングをエッジモジュールで

実施する。 

6 
データそのものの真正性 通信保護 ・トランザクション単位で保護する。 

7 
エラー時の挙動 共通的な機能 ・基盤で実装すべきサービスは何か要検討。 

8 
処理の証跡 ログ記録・管理 ・基盤でログを保存し、トランザクション単

位のトレーサビリティを確保する。 

9 

不正の発生余地 認証・認可 

通信保護 

・システム間認証、必要に応じて法人認証基

盤による法人認証 

・トランザクション単位で保護する。 

10 
手続者の送信同意の取得 認証・認可 ・法人認証基盤による法人認証が利用できる

ようにする。 

11 
送信への同意 認証・認可 ・法人認証基盤による法人認証が利用できる

ようにする。 

12 
再利用可能データ 共通的な機能 ・法人データストアを利用可能とする。 
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 フレームワーク・アーキテクチャ評価・選定 

「2.3. 技術調査及び検討」を踏まえ、法人データ交換基盤のアーキテクチャは分散型 A を選定す

る。分散型A をベースとした法人データ交換基盤の全体像を図表 5.3-1 に示す。 

当初においては、法人データの開示制御の効率的な実施、法人データ交換基盤に参加するシステム

の少なさの補完等のために、法人データストアを介したデータ連携を想定した整備を推進する。デー

タ交換に関する開示の事前同意が浸透し、法人データ交換基盤に参加するシステムが拡大した場合は、

各システムが Peer to Peer で接続できるよう、エッジモジュールに必要な機能を実装する。 

法人データを利用して実際の業務処理を行う電子申請システムと、法人データを蓄積し電子申請シ

ステムへ法人データを提供する法人データストアの間で、インターネットを介して API によるシステ

ム連携を行う仕組みとする。ここで個別のシステム連携を行う際に必要となる諸手続きやサービス管

理は中央サービスとして集約する。また、連携する個々のシステムには共通処理をパッケージングし

たエッジモジュールを配布する。これにより、個々のサービスのシステム連携に伴う負担を軽減する。

全体像に示したエッジモジュール及び中央サービスを法人データ交換基盤として定義する。 

 

図表5.3-1 法人データ交換基盤の全体像 
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 要件項目ごとの技術評価・選定 

「5.2. 要件定義計画立案」で選定した要件項目の候補のうち、法人データ交換基盤において規定すべ

き技術がある要件項目と、評価対象技術を図表 5.4-1 に示す。「2.3. 技術調査及び検討」における検

討・評価結果、図表 5.2-2、図表 5.2-3 及び図表 5.2-4 を踏まえ、要件項目ごとの利用技術は図表 5.4-1

の技術を選定する。ただし、ここでの選定技術は、あくまで現時点の検討において当初利用の指針と

する技術である。実装にあたっては、実装や設計上の課題や技術動向や基盤に参加する各システムの

利用意向を踏まえて適切な技術を選択し、更新していくものとする。 

 

図表5.4-1 要件項目と対象技術 

No 要件項目 対象技術 

1 認証・認可 TLS 相互認証+ACL もしくはAPI キー+ACL 

※本検討においてはTLS 相互認証+ACL を想定する。 

2 タイムスタンプ方式 電子署名方式 

※ただしタイムスタンプの利用は任意とする。 

3 デジタル署名方式 PKI 

※ただしデジタル署名の利用は任意とする。 

4 デジタル署名フォーマット JSON 署名(JWS) 

※ただしデジタル署名の利用は任意とする。 

5 API プロトコル REST 

6 語彙 IMI 共通語彙+ドメイン・応用語彙 

※ただし語彙への対応を強制しないものとする。 
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 要件定義 

5.5.1.  法人データ交換基盤の全体像とコンセプト 

この全体像と「5.2. 要件定義計画立案」において整理した業務要件・前提事項に基づき、法人デー

タ交換基盤の要件定義にあたってのコンセプトを以下のように定める。 

 将来的な構成要素の追加等の拡張性を重視したアーキテクチャとする。 

 サービスやデータの秘匿レベルに応じ、法人認証・システム認証等により柔軟な認証・認可を

行えるようにする。 

 データ連携のため語彙・データスキーマの活用を推進し、各サービスの語彙・データスキーマ

への対応を支援する。 

 GovTech36を推進し基盤の活用を広げるため、開発者への支援を重視する。そのために、モダ

ンでポピュラーな技術を採用し、自由度が高くシンプルなアーキテクチャを志向する。ただし、

行政サービスが接続することを前提とした一定の信頼性のレベルを確保する。 

 基盤の活用拡大に伴って、多くのシステムで共通なサービスを徐々に集約し、行政サービスの

効率化を目指す。 

このコンセプトに対して、「5.3. フレームワーク・アーキテクチャ評価・選定」及び「5.4. 要件項目

ごとの技術評価・選定」を踏まえた要件項目別の対応方針を図表 5.5-1 に示す。 

 

図表5.5-1 コンセプトに対する要件項目別の対応方針 

No コンセプト 検討事項 対応方針 

1 拡張性を重視したアーキ

テクチャ 

アーキテクチャ ・ベースは分散型A 

・エッジモジュール+中央サービスで構

成 

2 柔軟な認証・認可 認証・認可 ・セキュアなシステム間認証 

(基盤外で法人認証と組合せ可) 

3 語彙等の共通的なデータ

定義の活用を支援 

データ定義 

データフォーマット 

・語彙+スキーマ(ただし強制しない) 

・JSON(他のフォーマットも利用可) 

・カタログによるデータ定義参照 

4 開発者への支援を重視 開発者支援 ・中央サービスによる管理サービス提供 

・API カタログやポータルで開発者支援 

・エッジモジュールによるサービス抽象

化、共通機能のパッケージング 

                                                   

 

 
36 GovTech：Government と Technology を組み合わせた新たな領域を示す用語。GovTech 読本

(JIPDEC)では、「Govtech とは、市民・事業者の利便性を高めるテクノロジー及びそれを用いた活

動である。」と定義している。 
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No コンセプト 検討事項 対応方針 

モダンでポピュラーな技

術を採用し、自由度が高く

シンプルなアーキテクチ

ャ 

API プロトコル 

データフォーマット 

・REST API 

・JSON 

一定の信頼性のレベルを

確保 

認証・認可 

通信保護 

ログ記録・管理 

サービス監視 

非機能要件 

・セキュアなシステム間認証 

・HTTPS による通信保護 

・中央サービスによるログ保存・サービ

ス監視 

・IPA 非機能要求グレードによる非機能

要件整理 

5 共通な機能・サービスの集

約 

共通的な機能 ・法人データストアによるデータ連携処

理を考慮したサービスの検討 

・エッジモジュールによる共通機能のパ

ッケージング 
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5.5.2.  要件定義結果 

要件定義の検討結果を(1)～(8)に示す。 

 

 システム全体構成 

検討したコンセプトに従い、検討したシステム全体構成を図表 5.5-2 に示す。法人データ交換基

盤の範囲は、エッジモジュール及び中央サービスと定義する。 

法人データ交換基盤は、法人データを利用して実際の業務処理を行う電子申請システムと、法人

データを蓄積し電子申請システムへ法人データを提供する法人データストアの間で、インターネッ

トを介してAPI によるシステム連携を行う仕組みを基本とする。システム連携を行う電子申請シス

テムと法人データストアの開発・運用の負担を軽減するため、データ連携処理や認証・認可、ログ

記録等の共通機能をパッケージングしたエッジモジュールを、システム連携を行うそれぞれのシス

テムに配布・配置する。また、開発者やAPI 提供者に対して情報提供や支援を行うポータルや、API

やデータの仕様を参照することができるカタログ、認証・認可や基盤への参加システムを管理する

システム・サービス管理等の共通的な機能等を中央サービスとして構成する。 

当初においては、法人データストアを介したデータ連携を想定するが、法人データ交換基盤に参

加するシステムの拡大に伴って、各システムがPeer to Peer で接続できるよう、エッジモジュール

のサービス抽象化等の機能を追加・更新していく方針とする。 

 

図表5.5-2 法人データ交換基盤のシステム全体構成 
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 システム機能一覧 

図表 5.5-2 に示したシステム全体構成から検討した法人データ交換基盤の機能について、中央サ

ービスの機能一覧を図表 5.5-3、エッジモジュールの機能一覧を図表 5.5-4 に示す。 

 

図表5.5-3 中央サービスの機能一覧 

No 機能・サービス 概要 

1 開発者・API 提供者ポー

タル 

開発者・API 提供者が基盤や基盤を通じた手続きや情報収集、コ

ミュニケーションを行うことができるポータル。ポータルサイト

のログインのためのアカウントの管理。 

2 API・データカタログ参

照・管理 

API・データカタログの検索・参照。API 仕様・データ仕様を公

開する各システムからのデータ・API 仕様の収集や収集した仕様

の管理。 

3 システム・サービス管理 システム・サービスの登録や認証・認可等の管理。 

4 ログ保存・管理 基盤を通じて処理されたログの保存や参照。今後設定される法人

データ交換基盤の KPI を評価できるデータの保存・管理を含め

る。 

5 配布管理 電子申請システムや法人データストアの個別システムに配布す

るエッジモジュール等の配布・管理。 

6 サービス監視 API や中央サービスのサービス状況の監視。 

7 認証局 システム間認証のための電子証明書を発行する認証局機能。 

 

図表5.5-4 エッジモジュールの機能一覧 

No 機能・サービス 概要 

1 法人データ提供機能 法人データを他システムへ提供する機能。 

2 法人データ受付機能 他システムから法人データを受け付ける機能。 

3 証明書・通知書等提供機能 証明書・通知書等を他システムへ提供する機能。 

4 証明書・通知書等受付機能 他システムから証明書・通知書等を受け付ける機能。 

5 認証・認可 システム間認証、サービス認可処理。 

6 ログ記録 中央サービスへのログ記録処理。今後設定される法人データ

交換基盤の KPI を評価できるデータ記録を含める。 

7 API 仕様定義・公開 API 及びAPI で使われるデータ仕様の記述、定義、公開。API

仕様公開と連携したテスト用インターフェースや自動テスト

等のフレームワーク。 
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8 サービス抽象化 エッジモジュールを介した API の提供・参照にあたっての抽

象化処理。語彙・データ変換や API プロトコル変換、ネーミ

ングサービス等。普及に伴って各システムが Peer to Peer で

接続するための機能を追加していく。 

 

 業務モデル・フロー 

法人データ交換基盤で想定される業務について、業務に関連する機能や業務の流れを業務モデル・

フローとして整理する。図表 5.5-5 に業務モデル・フローの一覧を示す。業務モデル・フローに出

てくる機能は「(1) システム全体構成」及び「(2) システム機能一覧」、業務を行う主体の役割(ロー

ル)は図表 5.5-6 を参照している。 

また、システムの段階導入を考慮して、それぞれの業務フローが、将来的に実装を目指す(To-Be)

業務か、来年度をターゲットにしてすぐに実現を目指す(Can-be)業務かを、To-be とCan-be の項に

示す。考え方としては、認証・認可や API アクセス等、システム連携に必須となる業務は Can-be

において実装、API サービス設定の自動変更のような高度な自動処理やネーミングサービス等の高

度な抽象化等、参加システムが増加すると運用負担を軽減するために重要になってくる業務につい

ては To-be での実現としている。 

 

図表5.5-5 業務モデル・フロー一覧 

No 業務フロー 概要 Can-Be To-Be 

1 システム登録 基盤に参加するシステムを登録する。 ○ ○ 

2 システム登録廃止 基盤に参加していたシステムの登録を廃止

する。 

○ ○ 

3 API 利用申請 API の利用申請を行う。 ○ ○ 

4 API 利用廃止 利用していたAPI の利用を廃止する。 ○ ○ 

5 API 公開廃止 公開している API の廃止と参照側システ

ムへの通知を行う。 

○ ○ 

6 API サービス変更 公開している API の公開 URI 等のサービ

ス変更に伴って参照側システムの設定の変

更を自動で行う。 

－ ○ 

7 API 停止 メンテナンス等で API が停止することを

参照側システムに通知する。 

△ ○ 

8 API アクセス(電子申請

データ提供機能) 

電子申請システムが法人データストアの

API にアクセスし、各電子申請のアップデ

ートをする。 

○ ○ 

9 API アクセス(法人デー

タ提供機能) 

法人データストアが電子申請システムの

APIにアクセスし、法人データを提供する。 

○ ○ 



119 

 

No 業務フロー 概要 Can-Be To-Be 

10 API アクセス(証明書・

通知書等提供・受付機

能) 

電子申請システムが法人データストアの

API にアクセスし、各電子申請の証明書・

通知書等の結果を提供する。 

○ ○ 

11 サービス登録 基盤で公開するサービスを登録する。 ○ ○ 

12 サービス監視 基盤で公開されているサービスの監視を行

う。 

△ ○ 

13 ログ管理 基盤に参加するシステム間のログの記録

し、可視化されたログを参照する。 

またアクセス速度や利用状況等の統計、今

後設定される法人データ交換基盤の KPI

を評価できるデータ記録・保存・管理を含

める。 

△ ○ 

14 エッジモジュール配布

(手動変更) 

エッジモジュールの変更に伴い、各システ

ムで手動で変更を行う。 

○ ○ 

15 エッジモジュール配布

(自動変更) 

エッジモジュールの変更に伴い、各システ

ムで自動で変更を行う。 

－ ○ 

16 ポータルアカウント管

理 

ポータルのアカウントの変更や停止等の管

理を行う。 

○ ○ 

17 データ・APIカタログ管

理 

データ・APIカタログの登録や変更を行う。

また、ポータルでの検索のため、登録・更

新されたAPI カタログ情報を収集する。 

○ ○ 

18 API 仕様検索 ポータルでAPI 仕様を検索する。 ○ ○ 

19 ネーミングサービス管

理 

API配置場所等の探索を行うためのネーミ

ングサービスを管理する。 

－ ○ 

○：実装 △：一部実装 －：実装しない 

 

図表5.5-6 ロール一覧 

No ロール名 概要 

1 開発者 API を参照するシステムの開発者。API を参照するシステムの開発、

API の参照にあたっての利用申請等、API の参照に関わるタスクを実

施する。また、システムに配置したエッジモジュールの運用管理を行

う。 

2 API 管理者 API を提供するシステムの管理者。API の権限管理や仕様公開等、API

の公開・運用に関わるタスクを実施する。またシステムに配置したエ
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ッジモジュールの運用管理を行う。 

3 基盤運営者 中央サービスの運用管理や、エッジモジュールの配布管理や運用支援

を行う。※個別のエッジモジュールの運用管理は個別システムで開発

者やAPI 管理者が実施する。 

 

以降、図表 5.5-7～図表 5.5-25 に個々の業務モデル・フローの内容を示す。 

 

図表5.5-7 システム登録 
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図表5.5-8 システム登録廃止 

 

 

図表5.5-9 API利用申請 
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図表5.5-10 API利用廃止 

 

 

図表5.5-11 API公開廃止 
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図表5.5-12 APIサービス変更 

 

 

図表5.5-13 API停止 

 

  



124 

 

図表5.5-14 APIアクセス(電子申請データ提供機能) 

 

 

図表5.5-15 APIアクセス(法人データ提供機能) 
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図表5.5-16 APIアクセス(証明書・通知書等提供・受付機能) 

 

 

図表5.5-17 APIアクセス(サービス登録) 
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図表5.5-18 サービス監視 

 

 

図表5.5-19 ログ管理 
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図表5.5-20 エッジモジュール配布(手動変更) 

 

 

図表5.5-21 エッジモジュール配布(自動変更) 
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図表5.5-22 ポータルアカウント管理 

 

  

図表5.5-23 データ・APIカタログ管理 
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図表5.5-24 データ・API仕様検索 

 

 

図表5.5-25 ネーミングサービス管理 

 

 

 概念データモデル 

図表 5.5-26 に概念データモデルを示す。中央サービスのデータエンティティの概要を図表 5.5-27、

エッジモジュールのデータエンティティの概要を図表 5.5-26 に示す。 
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図表5.5-26 概念データモデル 
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図表5.5-27 中央サービスのデータエンティティ概要 

No エンティティ名 概要 

1 システム管理アカウント情報 
中央サービスのシステム管理アカウント情報(システム管理ア

カウント、パスワード等) 

2 システム認証 システム認証に使用する情報(証明書、秘密鍵) 

3 ポータルアカウント情報 アカウント名、メールアドレス、パスワード、会社名 

4 通知先情報 
システム登録やサービス変更時等の通知先情報(メールアドレ

ス等) 

5 配布管理情報 
エッジモジュール(設定情報、変更履歴)の配布方法、配布ログ

情報 

6 
エッジモジュールのステータ

ス情報 
エッジモジュールのバージョン情報 

7 配布対象モジュール情報 配布モジュールのバージョン情報 

8 API カタログ 
法人データ交換基盤で公開するアクセス可能なＡＰＩの仕様

やAPI 情報 

9 データ・語彙カタログ 
法人データ交換基盤を通じてアクセス可能なデータ・語彙のカ

タログ情報 

10 アクセス制御リスト システム間の通信アクセスを制御するためのリスト 

11 システム情報 法人データ交換基盤に参加するシステムの情報 

12 API 情報 
個別システムが使用しているAPIの情報(システムとAPIとの

紐付け) 

13 共通サービス情報 共通で使用するAPI のURI 情報とサービス内容等の情報 

14 サービス監視情報 API や中央サービスの監視情報 

15 ログ 

法人データ交換基盤を通じて処理されたログ情報(日時、アクセ

スログ、メッセージ等) 

今後設定される法人データ交換基盤の KPI を評価できるデー

タを含める 
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図表5.5-28 エッジモジュールのデータエンティティ概要 

No エンティティ名 概要 

1 システム情報 業務システムの情報(システム ID 等) 

2 システム認証 システム認証に使用する情報(証明書、秘密鍵) 

3 API 定義情報 API の仕様(インターフェース等) 

4 テストデータ 
API 仕様公開と連携したテスト用インターフェースや自動テ

スト等を管理する情報 

5 共通サービス情報 共通で使用するAPI の使用やAPI 情報(URI 等) 

6 アクセス制御リスト システム間の通信アクセスを制御するためのリスト 

7 ログ 

法人データ交換基盤を通じて処理されたログ情報(日時、アク

セスログ、メッセージ等) 

今後設定される法人データ交換基盤の KPI を評価できるデー

タ取得を含める 

8 語彙 語彙のマッピング情報 

9 API 変換ルール設定情報 API 変換のマッピング情報 

 

 システム機能・エンティティ関連図 

図表 5.5-29 にシステム機能・エンティティ関連図を示す。横軸にシステム機能を示し、縦軸に示

したデータエンティティに対して、どのようにアクセスするかを整理することで、個々のシステム

機能とデータの関連性、データエンティティのライフサイクルを具体化する。 
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図表5.5-29 システム機能・エンティティ関連図 

 

 

 システムインターフェース概要一覧 

図表 5.5-30 にシステムインターフェース概要一覧を示す。システムインターフェース一覧ではシ

ステムを構成する主体間のやりとりを具体化し、個々の構成主体においてどのようなインターフェ

ースが必要かを明らかにする。アクセス元からアクセス先に対してどのようなやりとりがあるかを

IF 名・概要で示し、それらのやりとりでどのようなデータが取り扱われるか、またシステム認証が

必要なやり取りかに基づいてまとめる。 
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図表5.5-30 システムインターフェース概要一覧 

No アクセス元 アクセス先 IF 名 概要 やり取りされるデータ例 システム認証 

1 

中央サービス 

(開発者ポータル) 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

API 仕様・データ収

集(定期的) 

API 仕様・データ仕様を公

開する各システムからデー

タ・API 仕様を収集する。 

・システム ID 

・URI 

・インターフェース 

・データ仕様 

・API ID 

有 

2 

エッジモジュール 

(電子申請システ

ム・法人データスト

ア) 

中央サービス 

(ログ保存・管理) 

ログ送信 基盤に参加するシステム間

のログを中央サービスに送

信する。 

・API ID 

・アクセス先システム ID 

・アクセス元システム ID 

・日時 

有 

3 

中央サービス 

(API・データカタロ

グ参照・管理) 

エッジモジュール 

(電子申請システム・

法人データストア) 

エッジモジュール等の

配布・更新 

エッジモジュール等を配布

する。 

・設定メタデータ 

・エッジモジュール 
有 

4 

中央サービス 

(システム・サービ

ス管理) 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

アクセス制御リスト配

布 

システム間の通信アクセス

を制御するため法人データ

ストアに配布する。 

・API ID 

・ロール(権限) 

・アクセス先システム ID 

・アクセス元システム ID 

有 

5 

中央サービス 

(API・データカタロ

グ参照・管理) 

エッジモジュール 

(電子申請システム・

法人データストア) 

API サービス変更情

報配布 

公開しているAPI の公開

URI 等のサービス変更に伴

って電子申請システム・法

人データストアの設定変更

を自動で行う。 

・システム ID 

・API ID 

・URI 

・サービス内容 

・インターフェース仕様 

有 
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No アクセス元 アクセス先 IF 名 概要 やり取りされるデータ例 システム認証 

6 

中央サービス 

(サービス監視) 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

サービス監視 基盤で公開されているサー

ビスの監視を行う。 

・監視先システム ID 

・API ID 

・ステータス 
有 

7 

中央サービス 

(システム・サービ

ス管理) 

エッジモジュール 

(電子申請システム・

法人データストア) 

証明書／秘密鍵更新 認証・認可情報を更新す

る。 

・システム ID 

・証明書 

・秘密鍵 

・署名 

有 

8 

エッジモジュール 

(電子申請システム) 

電子申請機能 データ・プロトコル変

換(法人データ受付機

能) 

エッジモジュールを介し、

データ・プロトコル変換を

する。 

・変換前後のデータ 

・API サービス 無 

9 

電子申請機能 エッジモジュール 

(電子申請システム) 

データ・プロトコル変

換(法人データ提供機

能) 

エッジモジュールを介し、

データ・プロトコル変換を

する。 

・変換前後のデータ 

・API サービス 無 

10 

電子申請機能 エッジモジュール 

(電子申請システム) 

データ・プロトコル変

換(証明書・通知書等

提供機能) 

エッジモジュールを介し、

データ・プロトコル変換を

する。 

・変換前後のデータ 

・API サービス 無 

11 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

法人データストア機

能 

データ・プロトコル変

換(法人データ受付機

能) 

エッジモジュールを介し、

データ・プロトコル変換を

する。 

・変換前後のデータ 

・API サービス 無 

12 

法人データストア機

能 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

データ・プロトコル変

換(法人データ提供機

能) 

エッジモジュールを介し、

データ・プロトコル変換を

する。 

・変換前後のデータ 

・API サービス 
無 
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No アクセス元 アクセス先 IF 名 概要 やり取りされるデータ例 システム認証 

13 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

法人データストア機

能 

データ・プロトコル変

換(証明書・通知書等

受付機能) 

エッジモジュールを介し、

データ・プロトコル変換を

する。 

・変換前後のデータ 

・API サービス 
無 

14 

エッジモジュール 

(電子申請システム) 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

API アクセス(法人デ

ータ受付機能) 

エッジモジュールを介し、

電子申請データを提供す

る。 

・システム ID 

・URI 

・インターフェース 

・データ仕様 

・API ID 

有 

15 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

エッジモジュール 

(電子申請システム) 

API アクセス(法人デ

ータ提供機能) 

エッジモジュールを介し、

法人データストアが電子申

請システムに法人データを

提供する。 

・システム ID 

・URI 

・インターフェース 

・データ仕様 

・API ID 

有 

16 

エッジモジュール 

(電子申請システム) 

エッジモジュール 

(法人データストア) 

API アクセス(証明

書・通知書等提供・受

付機能) 

エッジモジュールを介し、

各電子申請の証明書・通知

書等の結果を提供する。 

・システム ID 

・URI 

・インターフェース 

・データ仕様 

・API ID 

有 

17 

エッジモジュール

(電子申請システ

ム・法人データスト

ア) 

エッジモジュール 

(法人データストア・

電子申請システム) 

システム認証 システム間の認証をする。 ・システム ID 

・証明書 

・秘密鍵 

・署名 

有 
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 非機能要件一覧 

「IPA 非機能要求グレード 2018」に基づき、データ連携基盤に求められる非機能要件を検討す

る。検討にあたっての前提は以下のとおりとする。 

 データ連携基盤に求められるグレードは「社会的影響が限定されるシステム」と想定 

 パブリッククラウドを利用 

 エッジモジュールは個別システムのサービスレベルに従って、各システムが運用 

個別の項目に対する検討結果に基づき、図表 5.5-31 に中央サービスの非機能要件の検討結果サマリ、

図表 5.5-32 にエッジモジュールの非機能要件の検討結果サマリを示す。 

法人データ交換基盤は、中央サービスとエッジモジュールから構成される。システム連携は、電

子申請システムと法人データストアの個別システム同士で行われるため、中央サービスに求められ

る可用性は「IPA 非機能要求グレード 2018」で定義された「社会的影響が極めて大きいシステム」

ほど高くなく、ある程度の停止は許容される。一方、セキュリティに関しては、中央サービスは個

別システムへのアクセスが可能であり未知の脆弱性等により踏み台になった場合の影響が非常に大

きいため、高いセキュリティを担保しなければならない。 

また、エッジモジュールは基本的に個別システムで運用されるため、基本的に個別システムのサ

ービスレベルに従う。個別システムによって必要な性能や拡張性に幅があることから、エッジモジ

ュールはスケールアップ・スケールアウトに対応可能な設計・実装とする必要がある。 

 

図表5.5-31 中央サービスの非機能要件の検討結果サマリ 

No 項目 方針 

1 可用性 24 時間無停止での運用は必要なく、多少の停止は許容する。 

2 性能・拡張性 将来的に参加システムが増加し、リアルタイムアクセス数の増加によるデー

タ量増加が見込まれる機能(ログ保存等)は、スケールアップ・スケールアウ

トを考慮した設計とする。 

3 運用・保守性 システム(OS やアプリケーションの設定ファイル等)、モジュールごとのバ

ックアップを取得し、障害発生時はバックアップデータから復旧する。 

4 セキュリティ 遵守すべき情報セキュリティに関する組織規定やルールは、政府基準のガイ

ドラインに従う。中央サービスは個別システムへのアクセスが可能であり未

知の脆弱性等により踏み台になった場合の影響が非常に大きいため、高いセ

キュリティを担保しなければならない。 
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図表5.5-32 エッジモジュールの非機能要件の検討結果サマリ 

No 項目 方針 

1 性能・拡張性 各システムで要求される性能目標が実現できるよう、スケールアップ・スケ

ールアウトに対応可能な設計をする。 

2 運用・保守性 中央サービスからエッジモジュールの死活監視を行い、障害発生時は各シ

ステムごとで取得しているバックアップデータから復旧する。 

3 セキュリティ 遵守すべき情報セキュリティに関する組織規定やルールは、政府基準のガ

イドラインに従う。 

 

 

 補足資料 

補足資料として、(1)～(8)に加えてより詳細な検討を行った認証・認可管理について、詳細フロー

例を図表 5.5-33 に示す。前述のとおり、認証・認証はいくつかの方式が考えられるが、ここでは

TLS 相互認証を想定したシステム間認証・認可管理の例を示す。 

 システム間認証は PKI を利用した TLS 相互認証で行い、システム間のトランザクションは

HTTPS を利用してセキュアに通信する。 

 通信路の安全性が確保されるため、法人認証による認証・認可や署名・タイムスタンプ等の

データ保護を行うかは個々のAPI で任意とする。 

 エッジモジュールや中央サービスで利用するソフトウェアや実装に脆弱性があった場合、踏

み台とされ外部からの不正アクセスが発生する可能性が考えられる。重層的な対策が必要で

あるためセキュアな環境構成の検討が必要。 
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図表5.5-33 認証・認可管理の詳細フロー 
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6.  検討会等の開催等 

本作業では有識者へのヒアリング及び研究会の開催について示す。 

 

 民間事業者等へのインタビュー 

6.1.1.  法人データ交換基盤との接続が想定される事業者等へのインタビュー 

「3. 法人データ交換基盤の利用に係るユースケースの検討」等を踏まえ、法人データ交換基盤に接

続が想定される組織として、民間事業者に対して会計等のソフトウェア、あるいはクラウドサービス

を行っている事業者、あるいは中小企業等に対してサービスを提供している士業や認定支援機関等が

想定される。 

そこで、民間事業者に対してサービスを展開しているクラウドサービス事業者 2 社及び中小企業等

に対してサービスを提供している 1 団体に対してインタビューを行った。 

 インタビュー結果を図表 6.1-1 に示す。クラウドサービス事業者からは法人データ交換基盤への接

続について可能性は示唆されたが、これを利用する法人の数が見込めること、それを政策的に方向付

けすること等が要望として挙げられた。これは法人データストアの民間事業者における運営の可能性

についても同様の指摘があった。 

 また、交換する法人データについては、決算データ等が想定されるものの、その際、企業を代理す

る士業等も考慮した仕組みが不可欠と考えられる。逆に納税証明書、登記事項証明書等を行政機関か

ら入手したいという意見もあった。なお、士業については個人事業主である場合も多く、法人データ

交換において法人に該当しないステークホルダーを含めた仕組みが期待されている。 

 データ交換の要件としては、標準的な技術仕様が求められており、全国銀行協会のAPI 検討等を参

考とすること等の示唆も得られた。 

 

図表6.1-1 法人データ交換基盤に接続が想定される組織へのインタビュー結果 

No. 項目 インタビュー結果 

1 法人データ交換基

盤への接続につい

て 

・民間事業者が法人データ交換基盤に接続するには、相応の利用者(法人)数

が見込めることや、政府の政策的に方向付けがないと難しいと考えられ

る。 

・クラウドサービスにあるデータを法人データ交換基盤を介して提供する

ことは可能であるが、その仕様や開示制御の仕方についてはルールを決

めてもらう必要がある。 

・法人データの開示制御を行うためには、法人共通認証基盤と連携するこ

とも必要と考えられる。 

2 交換する法人デー

タ 

・ユースケースにおいて想定されるように決算データを交換するために民

間事業者が法人データ交換基盤に接続することはあり得る。 

・ただし、このようなデータの開示にはクラウドサービスを利用している

企業の同意が不可欠であり、代理する士業等も考慮した仕組みが必要と

考えられる。 

・中小企業等を対象にして認定支援機関の確認書を電子化して提供するこ

と等も有効と考えられるが、認定支援機関を担う主体が複数存在するた

め、誰がそのようなデータベースを整備、運用するべきか検討が必要で

ある。 
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No. 項目 インタビュー結果 

・行政機関が持つ納税証明書、登記事項証明書等の法人データを民間事業

者が取り込むことも想定される。 

3 法人データストア

について 

・事業計画者や定款等を取り扱うことは想定されるが、用途が限定された

り、更新されたりするものであり、再利用性が高くない可能性がある。 

・財務諸表や事業計画書は、オープンに開示するものではないため、開示

制御をきちんと行うことが不可欠である。 

・法人データストアを民間で運営するためには、相応の利用者(民間事業者)

数が見込めること、政府における政策的な後押しがあること等が必要と

考えられる。 

・民間事業者が行う場合、「何でも屋」的なデータストアは難しい可能性が

あり、データの種類や利用分野等を絞った方が良いと考えられる。 

4 データ交換の要件 ・REST、JSON 等、標準的な技術仕様だと連携し易い。 

・外部からのアクセス制御は Oauth37のフローを用いている。 

・法人共通認証基盤と連携することも想定されるが、どれぐらいの民間事

業者が使うかにも依存する。 

・一般社団法人全国銀行協会におけるAPI 検討の内容が参考になるのでは

ないか。 

5 その他 ・中小企業等の代理を担う士業等の個人事業主が想定された法人データ交

換の仕組みである必要がある。 

 

  

                                                   

 

 
37 アクセス権限等の認可を行うための通信プロトコル。 
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6.1.2.  データ連携技術等に関するインタビュー 

データ連携に係る技術やパッケージとして EAI や ETL 等を提供している民間事業者等に対してイ

ンタビューを実施した。具体的には、EAI を開発、提供している民間事業者、他社が開発したEAI を

提供している民間事業者、EAI と ETL の両方を開発、提供している民間事業者についてインタビュ

ーを行った。なお、EAI や ETL を活用している組織については、提供している民間事業者を介して

実情を調査した。 

インタビュー結果を図表 6.1-2 に示す。EAI も ETL も、異なるデータ形式や API の違いを吸収し

てデータ連携を行うことに重きを置いており、多様なデータ形式や API に対応している。EAI とETL

の違いは曖昧ではあるが、前者がリアルタイム処理に適している一方、後者はバッチ処理で大量のデ

ータを扱うのに適していると考えられる。 

EAI も ETL も組織内の情報システムを連携させる事例が多く、組織を跨ったデータ連携事例は多

くない。ただし、クラウドサービスの普及に伴い、自社システムとクラウドサービスあるいはクラウ

ドサービス間を連携している事例は増えてきている。 

API 等を用いて組織を跨った連携を行う際のセキュリティについては、明確な基準がなく、導入す

る組織が個々に決定しているようである。クラウドサービスの場合は、当該サービスのセキュリティ

仕様に依存する場合もあり、また独自に認証認可の機能を API に実装して連携しているものも見られ

る。 

図表6.1-2 EAI、ETLの提供事業者へのインタビュー結果 

No. 項目 インタビュー結果 

1 技術的な特徴 ・EAI、ETL ともにデータ交換を効率的に図るためにデータ形式や API の

違いを吸収する変換機能を備えている。 

・EAI とETL については、明確な区分けがあるわけではないが、前者は

リアルタイムでデータを随時連携するのに適しているのに対して、後者

は大量のデータを一括処理するのに適している。 

・多様なデータ形式やAPI をカバーしており、これらをプログラミング無

しで変換、連携するような機能を実装している製品がある。 

・REST、SOAP 等、一般的なAPI には対応しているが、これらと連携す

ることで SOA(Service Oriented Architecture)的な実装を行うことも可

能である。 

・複数の情報システム間のデータ連携、あるいは特定の情報システムへの

データの集約を行うため、EAI あるいはETL ツールを導入する。その

ため、通常は、ハブとなる形、あるいは集約する情報システムの前にツ

ールを導入するアーキテクチャが一般的である。ただし、分散型で導入

している事例も一部に見られる。 

2 導入事例 ・通常、組織内の複数の情報システムを連携するために導入されるのが一

般的であり、組織を跨ったデータ交換に用いられるケースは少ない。 

・クラウドサービスの普及に伴い、自社組織内にある情報システムと利用

しているクラウドサービス、あるいはクラウドサービス間を連携させる

事例は増えてきている。 

・導入事例の中には散在する情報システムそれぞれに EAI ツールを導入し

て、複数の情報システム間でデータ連携を行っているものもある。 
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・複数のAPI を用いてデータ連携を図る場合には、EAI／ETL ツールとは

別途、API 管理ツールを導入している事例も見られる。 

3 セキュリティ ・API を介して組織を跨ったデータ連携を図る場合、その実装方法は組織

のポリシーやデータ連携の内容によって異なる。VPN(Virtual Private 

Network)38や専用線でセキュリティを担保する場合もあれば、インター

ネット(TLS)で連携する場合もある。 

・クラウドサービスを用いる場合には、クラウドサービスで提供している

セキュリティに依存する場合もある。 

・API に独自の認証認可の機能を実装して、データ連携におけるセキュリ

ティを担保している事例も存在する。 

4 その他 ・データ連携については、その用途によって実装方法が異なる。例えば、

リアルタイムで確実なデータ連携が求められる場合、データ連携よりも

データ転送に特化したツールを用いることも考えられる。 

・データ連携におけるAPI としては、REST の対応が一般的であり、他の

API では開発工数が高くなる可能性もある。 

 

  

                                                   

 

 
38 公衆回線の中に安全の確保された経路を作り、あたかも専用線のように利用できるネットワー

ク。 
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 研究会の開催・運営 

6.2.1.  法人データ交換基盤研究会の設置 

法人データ交換基盤に係る調査・検討の推進方法や整理結果について幅広い知見を有する有識者の

意見を得るため、法人データ交換基盤研究会を設置した。法人データ交換基盤の構築に向けてユース

ケース及び技術の双方の観点から論じるため、「法人データ交換基盤に用いることが想定される技術

等に知見を有していること」、「法人データを扱っている事業者あるいは士業等において専門的な知識

を有していること」という観点から、経済産業省と協議の上、有識者の選定を行った。 

法人データ交換基盤研究会の構成を図表 6.2-1 に示す。 

 

図表6.2-1 法人データ交換基盤研究会の構成 

No. 委員名 所属/役職 

1 座長 坂下 哲也 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事 

2 委員 筏井 大祐 あずさ監査法人 金融事業部/シニアマネジャー 

3 小野 和俊 株式会社クレディセゾン  

CTO デジタルイノベーション事業部 テクノロジーセンター長 

4 木村 康宏 Freee 株式会社 執行役員 経営ナビゲーター部長 

5 佐々木 隆仁 AOS リーガルテック株式会社 代表取締役社長 

6 瀧 俊雄 株式会社マネーフォワード 取締役 Fintech 研究所長 

7 秦 雅彦 日本税理士会連合会情報システム委員長 常務理事 

8 平尾 憲映 Planetway Japan 株式会社 代表取締役CEO 

9 松本 泰 セコム株式会社 IS 研究所 コミュニケーション 

プラットフォームディビジョン マネージャー 

 

6.2.2.  法人データ交換基盤研究会の実施結果 

法人データ交換基盤研究会は 2019 年 3 月までに 4 回開催した。第 1 回研究会では文献調査の調査結

果の照会及び法人データ交換パターンの検討、第 2 回研究会では法人データ交換パターンの検討と

併せ、実態調査の結果及び技術調査の紹介を行った。各回の開催概要は、図表 6.2-2、図表 6.2-3、

図表 6.2-4、図表 6.2-5 のとおりである。 

 

図表6.2-2 第1回研究会 開催概要 

第 1 回研究会 

開催日時 2018 年 12 月 5 日(水) 17:00～19:00 

開催場所 経済産業省 別館 9 階 946 共用会議室 

議事次第 1. 開会 

2. 挨拶 

3. 委員紹介 

4. 法人デジタルプラットフォーム全般について 

5. 法人データ交換基盤の検討について 

6. 意見交換 

7. 閉会 
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第 1 回研究会 

議事概要 1. 経済産業省からの挨拶の後、各委員の紹介が行われた。その後、坂下委員を座長と

して紹介し座長のもと議事が進められた。 

2. 経済産業省よりこれまでの法人デジタルプラットフォームに係る取組の説明が行

われた。 

3. 事務局より法人データ交換基盤研究会の実施概要について説明が行われ、その後、

討議が行われた。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

・ B2G(行政手続)、G2G だけでなく G2B のユースケースがあるか、検討してほし

い。申請をベースとしないユースケースも存在するだろう。 

4. 事務局より海外事例について説明が行われ、その後、討議が行われた。各委員から

の主な意見は以下のとおり。 

・ 法人データのやり取りのレポジトリの中身を調査してほしい。法人登録の構造が

分かると良いだろう。 

・ X-Road では 2001 年のリリースから何度も改修が行われているが、何が課題か確

認してほしい。日本で同じことを悩まないよう、苦労した点や課題を把握したい。 

5. 事務局より技術調査について説明が行われ、その後、討議が行われた。各委員から

の主な意見は以下のとおり。 

・ 法人データ交換基盤のデータの連携先として自己申告やキャッシュデータを持つ

システムがいる可能性がある。法人データストアの要否も含めて技術を検討して

ほしい。 

6. 事務局より法人データ交換基盤のユースケースについて説明が行われ、その後、討

議が行われた。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

・ ユースケースはもっと具体的に有益性を分かるようにしないといけない。行政機

関として有益があるものと民間事業者として有益なものは異なる。 

・ 大企業ではなく中小企業を中心に考えるべきである。大企業は経団連等で意見が

来るが、中小企業のニーズはよくわからない。 

・ 既存のシステムでは士業の委任関係や代理関係を意識したシステムの作り込みは

行われていない。士業代理等の、代理の概念を取り入れたシステム作りをしてほ

しい。 

・ 法人格を対象としているが、個人事業者をどうするかも検討してほしい。認定支

援機関にしても個人事業主が多数存在する。 

・ 法人は法律で人格を与えられた社団である。法人の定義にある名称等、法的要件

にあるものが最低限である。最低限法的要件で必要なものが何かを前提としてユ

ースケースを作ることはできる。 

 

図表6.2-3 第2回研究会 開催概要 

第 2 回研究会 

開催日時 2018 年 12 月 25 日(火) 16:30～18:30 

開催場所 経済産業省 別館 2 階 227 共用会議室 

議事次第 1. 開会 

2. 委員からの発表 

3. 法人データ交換パターンについて 
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第 2 回研究会 

4. 技術調査結果、要件検討の進め方について 

5. 閉会 

議事概要 1. 座長より挨拶が述べられた後、3 委員から発表が行われ、その後、討議が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。 

・ ビジネスロジックに踏み込まずにインフラのみ作り込んだとしても、ユーザスト

ーリーがなく、成功事例が一つもみられない状況になりかねない。成功例を出す

ためには、「この添付書類が不要になる」等、具体的に、明確に役に立つサービス

を提供することを想定して検討すべきではないか。 

2. 事務局より法人データ交換パターンについて説明が行われ、その後、討議が行われ

た。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

・ 交換する法人データを考えるにあたり、法人の実在性を交換するという概念をベ

ースとしたほうが良いと考える。法人番号がない時代は、法人の実在有無を確認

するためには、登記所に出向いて手数料を支払って確認しなければならなかった

が、今後は法人が実在しているという事実を交換することが前提ではないか。 

・ 法人番号がなかった時代は自治体間等で手続が統一されていなかったので、まず

添付書類の交換を行おうとする進め方は賛成である。次の段階としてデータスキ

ーマの統一があるが、隣接分野で行われている名寄せ、MDM(マスタデータマメ

ジメント)の技術が参考となるのではないか。 

・ 法人データ交換基盤の構築、運用を進めながら、データ交換パターンを検討する

ことは不可欠であると考える。 

・ 登記のケースが実現すると、金融機関の手続や契約等、多くの手続に応用できる

と考える。最低限のデータ交換パターンを実現した後、どのように応用するかを

検討したほうが良いが、まずは実現に向けて進めることが重要と考える。 

3. 事務局より技術調査結果、要件検討の進め方について説明が行われ、その後、討議

が行われた。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

 法人の実在性とデータの信ぴょう性という要素があり、それをどう技術にマッピ

ングするかということだと考える。 

 組織が再編されたり消滅したりした場合に、当該組織と取引した履歴をどこに残

すかということがポイントだと考える。 

 最終的に必要なのは、使い手の政府や企業に対する信用であり、そのためには政

府や企業がどのような取引を行ったかを残しておくことが重要である。信用の担

保が本質なのではないか。 
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図表6.2-4 第3回研究会 開催概要 

第 3 回研究会 

開催日時 2019 年 2 月 4 日(月)15:00～17:00 

開催場所 経済産業省 

議事次第 1. 開会 

2. 法人データ交換パターンについて  

3. X-Road 実態調査結果について  

4. 技術調査結果について 

5. 要件検討について 

6. 閉会 

議事概要 1. 座長より挨拶が述べられた後、事務局より法人データ交換パターンについての説明

が行われ、その後、討議が行われた。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

 法人データ交換基盤では、認証には 2 つあると考えている。1 つはシステムの認証

であり「誰のデータベースであるか」という認証である。もう 1 つは法人データス

トアにおける「データが A 社のものであるか」という認証である。法人共通認証基

盤は、法人データストアの認証として使えるが、現時点では、システムそのものの

認証はできない。 

 ユースケースで重要なのは、申請者の負担、申請の受付者の負担が現状どの程度あ

り、法人データ交換基盤が実現した時にどの程度下がるのかというところであり、

この試算がないと、議論が難しいのではないか。 

 行政手続はシンプルなものを選定し、それをまず実現するという方向でも良いので

はないか。シンプルな情報を解析し、補助金の効果があったかなどが分かるほうが

良いのではないか。 

2. 事務局より X-Road 実態調査結果についての説明が行われ、その後、討議が行われ

た。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

 XMLの長期署名(XAdES)は、データ交換の用途というよりは、保管用途になる。XAdES

は、単独の XAdES ファイルで、他のシステムに依存せずに長期保管とその検証がで

きる。ただし、証明書の失効情報等も取り込んでいるため、軽量化が難しい。XAdES

はデータ交換のために使用するものではないが、ファイル自身が流通して長期保管

が必要である場合は有効である。 

 最新データの反映にタイムラグがあるパターンにおいて、データの更新をどのよう

に反映させるかということが追加の論点として必要ではないか。例えば企業の取締

役は株主総会で選出されるが、登記はその後である。選出と登記の間にタイムラグ

があった場合に、どれが新しい情報であるのかの管理ができたほうがよい。 

 法人データストアが複数あり、同一テーマのデータがそれぞれ格納されている場合

における、各データ間の齟齬の発見の仕方も論点になるのではないか。 

 アナログな作業においては、行政担当者等が曖昧な書類を目視でチェックして判断

していたが、今後デジタル化された場合には、マシンリーダブルなデータを機械的

にチェックするという方向となる。そこで、この曖昧さのさじ加減が難しくなると

いう問題がある。 

 ヨーロッパの中で、様々な証明書類を電子化する動きがあるが、ここでは、自動処

理を行うため、デジタルでマシンリーダブルがオリジナルの文書であるとよく言わ
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れている。このマシンリーダブルなデータは、XAdESで署名することになる。システ

ム内に閉じているときは、どのようなフォーマットでも良いが、システム外に出す

場合には、人が読める必要もある。このヒューマンリーダブルにする時に、複製し

た時の証明が必要であるなど、証明書類の問題は考慮したほうがよい。 

 要件検討に示されているコンセプトのうち、基盤の活用拡大に伴い共通な機能・サ

ービスを徐々に集約し、行政サービスの効率化を目指すとある。これは重要である

が、そのための仕掛けづくりもコンセプトに含まれているほうが良い。 

 

図表6.2-5 第4回研究会 開催概要 

第 4 回研究会 

開催日時 2019 年 3 月 15 日(金) 15:00～17:00 

開催場所 経済産業省別館 3 階 310 会議室 

議事次第 1. 開会 

2. 法人データ共有に関する基本的な考え方 

3. 法人データストア等の課題 

4. 法人データ交換基盤の要件について 

5. 法人データ交換基盤の今後の展開について 

6. その他 

7. 閉会  

議事概要 1. 座長の開会挨拶の後、経済産業省より法人データ共有に関する基本的な考え方、事

務局より法人データストア等の課題について説明が行われ、その後、討議が行われ

た。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

・ 法人データストアにデータをまとめることは、換言すれば元データのコピーを法

人データストアに格納するということになる。その場合の問題点として、法人デ

ータストアのデータを編集した場合であっても、データ保有元のシステムに編集

後の内容を反映させるのが難しく、法人データストアとデータ保有元のシステム

との間で不整合が発生することを懸念する。 

・ 法人データストアに統合開示制御機能があるが、結果的に法人データストアを構

築したほうが、時間とコストがかかるのではないかと考える。 

・ 法人データストアが巨大なデータレイクを構築するかのようにならないよう、検

討の方向性については注意が必要。 

・ エストニアの X-Road は、データのコピーを持たないが、各データベースが正規

化されているから可能である。ただし、最初から全て正規化するのは難しく、最

小限のディレクトリとしての法人データストアを持たないと、現実的には難しい

と考える。 

・ 記載されている項目を保証したいのか、その書類があるのかを保証したいのかに

よって法人データ交換基盤のつくりが違ってくる。証明したという結果のみがス

トアに入っているということも考えられる。 

・ 法人データストアによって、異なるシステムのデータをつなげて会話できるよう

にするというコンセプトは良い。また、データの性質としては、毎分変わるよう

な動的なデータはないのではないか。静的なデータを扱うことを前提に置くと、
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データ更新のタイミングがずれたとしても、タイミングさえ明確になっていれば

良いのではないか。 

・ 法人データを訂正する場合であっても、データの中身を変更するのではなく、変

更した履歴を残していくという考え方が正しいのではないか。データの原本は原

則として変更してはならず、誤り等でやむを得ず修正する場合でも、修正したと

いう履歴を残すべきであり、原本に手を加えるという機能は不要ではないか。 

・ 履歴管理をして、追跡できるようにしなければならないと考えると、データを更

新した時点の確定、未確定等のステータス情報が必要ではないか。また、最新の

財務諸表等が必要となった時に、最新のデータが明確になっている必要がある。 

・ どの程度の頻度で更新されているかにもよるが、現在議論しているような補助金

の申請が主たる用途であれば、タイムスタンプが付されていれば良いと考える。 

・ 管理の細かさの必要性は、データの用途が何であるかにも依存する。ワンスオン

リーを実現するのであれば、当該データは最新である必要がある。信用調査の場

合も、最新でなければならない。 

2. 事務局より法人データ交換基盤の要件について説明が行われ、その後、討議が行わ

れた。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

・ 理想かもしれないが、補助金申請の「カスタマージャーニー」が設定され、手続

者が受けた恩恵が可視化できると良いのではないか。 

・ 法人データストアを持つとしても、エストニアのレジストレーションのシステム

のように、一箇所でしかデータを持たないという方法もあるが、今日の議論の方

向性では法人データストアが複数あることが前提となる。分散型だとしても、例

えばレジストレーションに関するデータは一箇所に集約することになるのではな

いか。 

・ スロベニアの事例では、法人ポータルがあり、それに紐づけた形で事業者のメー

ルボックスが存在するという仕組みである。 

3. 事務局より法人データ交換基盤の今後の展開案について説明が行われ、その後、討

議が行われた。各委員からの主な意見は以下のとおり。 

 法人データ交換基盤を構築する上で直面するデータ参照に関する課題を明確にし

たり、課題を解決することそのものを KPIとして設定したりすることも良いので

はないか。 

 民間システムが法人データストアとして参入する場合、投資判断が必要となるが、

エコシステムとしてどの程度の可能性があるかを把握する必要がある。クリティ

カルマスを超えるまでのロードマップを引くこと、初期の士業の方々との巻き込

みが必要になると考える。 

 デジタル化に向いており、インパクトが大きい手続を対象に実現促進を検討する

ことができれば良いと考える。 

 内閣官房の取りまとめた「行政手続きの棚卸」があるが、この調査によって、デ

ジタル化に向いており、インパクトが大きく、ステークホルダーの少ない手続を

抽出できると考える。その手続をアタックリストとして 10 個程度列挙し、ステー

クホルダーを訪問し、片っ端から実現促進を検討することができれば良いと考え

る。 
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 行政手続の棚卸に関して、データ項目ではなく書式で棚卸されていることを懸念

している。この手続きで必要なデータ項目は何か、それは正規化されているかと

いう整理が重要である。他省庁で行政手続きのデジタル化に苦戦しているのであ

れば、経済産業省が成功のための手本を示すことができればよいと考える。 

 法人共通認証基盤に具備させる機能かもしれないが、法的に要求される到達確認

記録の機能が実装されるとよいのではないか。欧州の電子認証に関する法的規則”

eIDAS”は、多くの用途で使われているが、ポイントは法的な受取確認を記録する

機能である。 

 今後のスケジュール案では、他省庁や民間企業等が後で参加することとなってい

るが、当事者意識を持って官民一体で進めるためには、他省庁や民間企業等を初

めの段階から巻き込んでいくべきと考える。その際、システムの開発面のみに目

を向けるのではなく、官民一体で進めるためのルール作りも行ってほしい。 

 

4. 最後に、経済産業省より、4 回にわたる法人データ交換基盤研究会の総括が行われ、

閉会した。 
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7.  法人データ交換基盤の今後の展開の検討 

 

 法人データ交換の構成要素 

7.1.1.  法人データ交換に必要な要素の整理 

ここでは法人データ交換基盤の今後の展開を検討するため、法人データ交換に必要な要素の整理を

行う。本事業において、法人データ交換基盤の要件を中央サービスとエッジモジュールに分けて整理

したが、法人データ交換を実現するためには、それ以外の要素も必要になる。 

これまでも整理したように、データを交換を行う上で、データ提供者である法人そのものの同意を

確認し、開示制御を行うために法人共通認証基盤との連携が不可欠である。また、行政機関等が持つ

法人データの開示制御を統合的に行うとともに、法人自体が持つ法人データ等を登録し、提供する法

人データストアも重要な構成要素となる。さらに、セキュリティ面から、電子署名等による法人の組

織認証やタイムスタンプ等を要件として採用する場合、これらの認証サービスを提供する事業者も必

要となる。 

また、運用面を考慮すると、エッジモジュールは各情報システム(電子申請システムや法人データス

トア等)が導入、運用することが想定されるが、中央サービスは独立した機能であり、それを継続的に

運用することが求められる。特にポータルは利用者となる各情報システムやその運用組織とのコミュ

ニケーション手段であり、情報システム間での円滑なデータ交換を促進するためにも、一定の労力を

かけて運用することが必要と考えられる。 

一方、エッジモジュールは各情報システムの運用組織が導入するものの、その導入や運用も容易で

はない場合も想定される。X-Road の事例等を参考にすると、エッジモジュールの導入や運用の支援

を行うことが普及を図る上で非常に重要であり、このような導入・運用サポート機能の整備が期待さ

れる。つまり、中央サービスの運用と合わせて、専門的な知識を有する組織体制の整備が必要と考え

られる考える。 

加えて、法人データ交換全体においてガバナンスを担保するために、ルールを整備することも不可

欠である。図表 7.1-1 に法人データ交換に必要な要素を示す。 
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図表7.1-1 法人データ交換に必要な要素 

 

 

7.1.2.  法人データ交換基盤の導入・運用ルール 

前述したように法人データ交換においてガバナンスを確保するためには、データ交換に参加する各

主体において遵守する一定のルールを整理することが不可欠である。 

例えば中央サービスとエッジモジュールの機能分担だけでなく、各情報システムとの関係性、ある

いは各情報システムの運用組織と中央サービスの運用組織の役割分担や責任分界等が必要と考えられ

る。また、要件検討においても、一定の整理は行ったが、法人データ交換基盤に参加するためのプロ

セス、あるいは情報システム間の接続のプロセス等も標準化することが求められる。その際、セキュ

リティ、マネジメント等、参加する組織に求められる要件等も整理する必要がある。 

中央サービス、特にポータル等については、機能の解説や利用ルールを整備するとともに、APIの

公開のルール設定も重要になる。法人データが円滑に交換され、かつ効率的に再利用されるためには

カタログの記述方法、共通語彙基盤の活用方法等を整理し、適用することが想定される。 

その他、法人データ交換基盤そのものではないが、法人データ交換基盤に接続する各情報システム

側での運用ルールや、法人データストアにおける開示制御等のルールも整備が望まれる。 

図表 7.1-2 に法人データ交換基盤の導入・運用に必要と想定されるルール等を示す。 

 

図表7.1-2 法人データ交換基盤の導入・運用に必要と想定されるルール等 

・ 共通部分と各情報システム側の機能分担 

・ 組織的な観点から見た場合の、役割分担と責任分界 

・ 法人データ交換基盤への参加プロセス、情報システム間の接続プロセス 

・ 参加するための要件(セキュリティ、マネジメント等) 

・ 中央サービス(ポータル等)の解説、利用ルール 

 中央サービス、エッジモジュール（法人データ交換基盤）

 法人共通認証基盤

 法人データストア

 電子署名、タイムスタンプ（要件として採用する場合）

 中央サービスの運用（ポータルの運用も含む）

 エッジモジュール導入・運用のサポート機能

 全体としてのガバナンスを確保するための導入・運用ルール
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・ API公開のためのルール(カタログの記述方法、共通語彙の参照等) 

・ 各情報システム側の運用ルール(セキュリティ面等) 

・ 法人データストアの利用ルール(同意の考え方、開示制御、情報公開等) 

 

 次年度以降の展開案 

ここでは、法人データ交換の構成要素等を踏まえ、次年度以降の展開案を提案する。 

法人データ交換基盤の設計、開発を進めることが不可欠であるが、その有効性を検証するためのユ

ースケースを選定することも合わせて必要となる。まずは、経済産業省における特定のユースケース

で有効性を検証するスモールスタートが想定されるが、併行して、法人データ交換における効果の高

い他省庁の情報システムや民間事業者の情報システムの接続についても検討を図ることが望まれる。

民間事業者等の参画を促すためには、法人データ交換基盤に参加することによるメリットを向上し、

これをもって次なるステークホルダーに働きかけていくことが最も重要である。展開のロードマップ

を作成し、計画的にステークホルダーの巻き込みを図ることが期待される。 

図表 7.2-1 に大まかな展開案を示す 

 

図表7.2-1 法人データ交換基盤の展開案 

 

 

 

 

 


