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昨年12月に、行政手続オンライン化法、整備法、公

的個人認証法、の所謂電子政府関連三法案が成立（６日）、

公布（13日）され、このうちオンライン化法は今年の

２月３日より施行されることとなった。本誌先月号にお

いて、住基ネットの動向についてお伝えしたが、このよ

うな動きは住基ネットが公的個人認証基盤として機能し

ていくことへの法的道筋が付いてきたことをも意味する

ものである。

今回は、こうした認証基盤の構築動向についてリビュ

ーすると共に、今後の課題について考察することとする。

近年におけるインターネットの普及・定

着化に伴い、電子商取引をはじめ、金融、

教育、医療・福祉、行政手続等、様々な社

会経済活動がインターネット上でも行われ

るようになって来ている。インターネット

はオープンなネットワークであるため、相

手と対面せずに誰とでも情報のやり取りが

出来る便利さがある反面、相手方の本人確

認や情報の内容に改竄のないことの証明が

必要となる。

やり取りされる情報にこのような証明

の手段を与えるのが電子認証であり、電

子署名と認証業務によって達成される。

電子署名は文書作成者を示すための措置

で、紙の文書における印鑑に当たり、認証業務は署名し

た者を証明する業務で、印鑑証明に相当するものという

ことが出来る。

電子署名を行うに際しては、公開鍵暗号方式という暗

号技術を利用して公開鍵基盤（PKI：Public Key

Infrastructure）を構築する方法が現在最も広く採用さ

れている。この方式において電子文書の送信者Aは、自

身だけが保有して非公開とする秘密鍵と、第三者の認証

機関に登録して他のユーザーにも公開する公開鍵をペア

で持つ。Aは、認証機関からAの公開鍵が入っていてそ

れがAのものであることを証明する電子証明書を受け取

る。電子署名とは、Aが自己の秘密鍵で電子文書を暗号

化したものであり、Aは電子文書、電子署名、電子証明

書の3つを受信者Bに送信する。Bは電子証明書から取

り出した公開鍵で電子署名を復号化し、電子文書と比較
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図1 PKIに基づく電子署名と認証業務のイメージ



1512003 Vol.40 No.3

して改竄がないかをチェックすると同時に、電子証明書

がAのもので有効なのか認証機関に確認する（図１参照）。

このようにインターネット上では、国民（C：消費者、

B：企業）や行政機関（G：政府、LG：地方公共団体）

が各々行う申請・届出や契約等、あるいは許可・認可等

の通知といった情報が本当にその名義人によって作成さ

れたものかどうか、なりすましや改竄といったことがな

いかどうかを確認する必要がある。そのためにはお互い

の組織や個人の本人確認と文書の真正性（改竄のないこ

と）確認が行い合える仕組み（認証基盤）が必要である。

政府側の組織認証基盤がGPKI（Government

Public Key Infrastructure）、自治体側は

LGPKI（Local Government Public Key

Infrastructure）、さらに企業側が商業登記認証

局及び民間認証局で、個人に対するものが公的

個人認証基盤、ということになる（図２参照）。

インターネット上での取引を促進するため

の法的整備の一環として、2001年４月１日か

ら２つの重要な法律が施行されている。

一つ目の「書面の交付等に関する情報通信

の技術の利用のための関係法律の整備に関す

る法律」（IT書面一括法）は、これまで書面

でやり取りされてきたことが電子化されることに対し、

法的根拠を与えるものであり、旅行業法や訪問販売法な

ど50に亙る法律において、これまで書面交付としてい

た文書について、電子媒体でも認めることを一括で決め

たものである。

二つ目の「電子署名及び認証業務に関する法律」（電

子署名法）は、①電子署名に紙の上の実印と同じ法的効

力を認めることと、②認証の方法・設備等が一定の水準

を満たすものについて特定認証業務の認定業者と認める

制度を導入する、という２つの目的を持って、総務、法

務、経産の３省共管で定められたものであった。

2001年12月の時点で、上記の法律に基づく認定業者

は以下の4社であったが（表１参照）、その後、日本行

政書士連合会とコンストラクションイーシードットコム

（2002年３月）が参入し、セコムトラストネットや日立

ソフトも参入の見込みとなっている。

こうした認定業者や政府の認証局等が購入するソフ

トの代金、あるいはこれらが法人や個人から電子証明

書のサービス提供で得る代金を、電子認証ビジネス市

場として規模の推移予測が総務省から出されているが、

これによると2001年度に63.4億円であったものが2006

年度には419.5億円と約6.6倍にまで拡大すると見られて
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いる（図３参照）。

法整備におけるその後の重要な動きとしては、昨年

12月６日に成立し、13日に公布された行政手続オンラ

イン化関係三法がある。

このうち「行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律」（行政手続オンライン化法）は、本年２月

３日から施行されている。この法律は、国民の利便性の

向上と、行政運営の簡素化・効率化を目的として、自宅

や会社からインターネットで国や自治体等への申請・届

出等の行政手続（約52000）を行うことができ

るようにするもので、各手続の根拠法令にお

いて書面で行うこととなっている場合に、オ

ンラインでも可能とするよう、所謂通則法の

形式で一括適用することとしたものである。

一方、「行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律」（整備法）は、オン

ライン化法の規定だけでは手当てが完全でな

いもの、例外が必要なものについて、71の個

別法律を束ね、一本化して改正を取りまとめ

たものである。

３つ目の「電子署名に係る地方公共団体の

認証業務に関する法律」（公的個人認証法）

は、オンライン化法に資するため、高度な個

人認証サービスを全国民に対し、安い費用で

提供する制度を整備するもので、①希望者へ

の電子証明書の発行、②電子証明書の失効情

報の提供、③個人情報の保護、④指定認証機

関への委託、といった事項を規定する内容と

なっている。冒頭でも述べたが、この公的個

人認証法により、住基ネットの個人認証基盤

への法的道筋が付いてきたと言える。

ここでは、1．項で述べた各認証基盤の構

築状況等について概観する。

GPKIの動向

国民と政府間の申請・届出等のやり取りにおいて、本

人確認と真正性を担保するための政府機関側の仕組みが

政府認証基盤（GPKI）で、下図に示す通り、各府省の

構築する府省認証局と総務省の構築するブリッジ認証局

から構成される。

府省認証局は処分権者の官職を証明する唯一のシステ

ムとして各々構築され、官職証明書を発行して結果の通

知などの作成者が処分権者であること、及びその内容が
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改竄されていないことを証明する。ブリッジ認証局

（BCA：Bridge Certification Authority）は府省認証局

と民間認証局等との間の信頼関係（以下「相互認証」と

いう）を仲介することにより、双方が個別に相互認証す

ることの煩雑さを解消する。申請・届出に添付された申

請者証明書の有効性検証のための機能を各府省に提供す

ると共に、各府省認証局が発行する官職証明書を申請者

に一元的に提供している。

実際の府省認証局はまず、2001年４月に総務、経産、

国交の先行３省で稼動を開始し、総務省のBCAにも接

続を行った。予定では、2002年度内に防衛庁、金融庁、

厚労省、農水省でも運用を開始し、他の全ての府省も整

備することとなっている。

日本政府認証基盤における認証機関の展開で重要なこ

とは、各府省認証局がそれぞれ独立したルートCA（認

証：Certification Authority）で、それぞれが階層型モ

デルの信頼のより所（Trust Anchor）となっているこ

とである。中央に配置され、ハブ的な役割を担うBCA

は府省認証機関同士の信頼関係を相互認証（Cross

Certification）することにより、GPKI全体ドメインの

信頼関係を構成している。米国を初め、世界的に各国政

府が取り入れている構成と同様のものであり、BCAは

ルートCAではなく、階層型モデ

ルのツリー構造でもなく、ハブ＆

スポーク型である。但し、日本の

GPKIが民間認証機関と接続して

相互認証を行うのは世界的にも稀

で、先進的と言われている。

法人認証基盤

商業登記に基礎を置いて法人認

証の基盤を与えている電子認証制

度の流れは、現在、右図の通りの

ものとなっている。

（a）法人代表者が秘密鍵と公開鍵

を作成

（b）申請書と公開鍵を管轄登記所

に提出

（c）（d）登記所は調査の上、本人確認した公開鍵を電

子認証登記所に登録

（e）電子認証登記所は送信者たる法人に電子証明書を

発行（公開鍵が入っている）

（f）法人は電子文書を秘密鍵で暗号化（電子署名）し、

電子証明書を付けて送信

（g）受信者は電子証明書の有効性を電子認証登記所で

確認（必要に応じ）

（h）電子証明書からの公開鍵で暗号文を復号化。電子

文書と照らして改竄チェック

「商業登記に基礎をおく電子認証制度」自体は、2000

年４月に創設され、10月からは法人に対する電子証明

書の発行を開始している。尚、法人に対する電子証明書

の発行は電子認証登記所だけでなく、特定認証業務の指

定を受けた他の民間業者でも当然可能であり、両者によ

り法人認証の基盤が構成されていると言える。

LGPKIの動向

地方公共団体が住民・企業等との間で実施する申請・

届出等の手続、あるいは地方公共団体間の文書のやり取

りを電子的に行う場合においては、相手の本人確認と内
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容の真正性（改竄のないこと）を保証する仕組みが必要

となる。この手段を提供するための仕組みが地方公共団

体における組織認証基盤（LGPKI）である。LGPKIは

総合行政ネットワーク（LGWAN）の一環として構築さ

れており、LGWAN運営協議会でLGPKIの方針決定も

行っている。

LGPKIは2001年度のLGWAN運用開始と合わせて、

GPKIと整合性のある基盤を構築していく予定となって

おり、都道府県と政令指定都市については2001年度中、

その他の市町村については2003年度までに各々の認証

局を構築することとなっている（図６参照）。

地方公共団体による公的個人認証基盤の構築

2003年度の運用開始を目標として、住民等申請者の

発信する文書が当該申請者によるものか否か改竄がない

かどうか確認する、公的個人認証サービスを行うシステ

ムを構築していくことが予定されている。行政手続オン

ライン化関連三法案の成立・公布を受けて、公的個人認

証制度を創設し、図７に示される通り、申請者に加えて、

都道府県単位の認証局、署名検証者（行政機関、民間認

証機関）の間で以下の運用をしていく。

まず、申請の希望者は住基台帳カードまたは銀行・ク

レジット会社の ICカードを持っていることが必要で、

この中に「電子証明書」と「電子署名」の情報を取り込

まなければならない。電子証明書の発行手続は、ICカ

ードを持参して市町村役場で申し込む。対面で本人確認

を行い、その場で本人が公開鍵暗号方式の電子署名を作

成する。その上で、市町村は住所・氏名・生年月日・性

別の４情報と電子署名の情報をLGWANで都道府県に

送信、都道府県知事は内容を確認した後、電子証明書を

発行し、市町村を経由して申請者に交付する。電子証明

書、電子署名の情報は全てICカードに記録する。

実際にインターネット申請をする場合には、PCで行政

機関のHPを開き、そこから電子申請書に書き込む。PC

にはICカードリーダーがあり、差し込んだICカードに入

力した情報が取込まれ、秘密鍵が暗号化処理を

施してPCに情報を送り返す。この時点で入力

内容、電子署名、電子証明書の全体に暗号の網

が掛かる。最後に送信クリックで、送信者側の

操作は完了する。受信した行政側は電子証明書

の公開鍵で復号化を行い、LGWANを通じて電

子証明書が有効か否かを確認する（図７参照）。

これまで述べてきた電子認証基盤の、利用

促進と技術・運用の面から今後の課題につい

て考えてみよう。

利用の促進に関する課題

電子署名や認証業務の導入に向けた動きは、ここ最近、

相当の努力の払われている分野であるが、まだ、広く国

民に認知してもらうまでには至っていない。本格的に普

及してくるまで、利用の促進に向けてさらに積極的な取

り組みをしていく必要がある。

例えば、コスト（契約内容にもよるが、法人の場合、

年7．5万円以上）が掛かることや、ソフトウェアイン

ストールの煩雑さ等から、電子署名・認証を利用してい

る企業はまだ少ないのが実態と考えられる。今後、電子

署名・認証制度の利用を検討する際には、その特徴を考

慮し、取引の種類に応じて利用するかどうかの取捨選択

を進めていくことが重要となる。例えば、取引量・金額
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の大きな契約や受注等、B2Bには利用したほうが安全

と言えるが、取引が比較的単純・小額なものとなる

B2Cには必ずしも必要はない、等の判断をしていくこ

とが必要となってくる。

また、証明書発行者（認証局）とその証明内容による

使い分けリテラシーも必要なこととなってくる。従前か

らの紙の場合は常識で備わっていたことが、電子証明書

では使い分け意識が十分でなくなることも考えられる。

例えば、電子証明書であればどの認証局で発行されたも

のでも同じ効果を生むような誤解が散見される。

一方、ある業界に認証局が登場し、電子申請や電子入

札に応じる企業が増えてくると、システムは改変され、

それを活用する企業の社内システムも電子認証を前提に

したものに変わり、大きな合理化効果を出していく可能

性もある。成功事例を積極的に取り上げて、啓蒙してい

く活動が望まれるところである。

技術や運用面での課題

技術面において今後最も検討が必要とされるのは、利

用アプリケーション（AP）の充実ということである。

GPKIで発行される証明書は最新の拡張領域を利用して

おり、現在の市販ソフトでこれらの仕様に全て対応して

いるものはない。各省庁で必要な電

子申請業務毎に利用APである証明

書機能を新規開発していては多大な

コストが掛かることとなる。共通機

能を政府主導で別途開発するか、入

札業者間で共有できる体制の整備が

望まれる。

また、GPKIのようにBCAを用い

ることは相互運用性とユーザーへの

利便性が得られる一方で、セキュリ

ティ対策の面ではある認証機関の脆

弱性が発生した場合、信頼ドメイン

全体に影響を与える危険があること

を意味している。従って、各認証機

関は、GPKIで規定された認証レベ

ル、運用レベル、監査レベルなどの

セキュリティレベルを厳密に確保しておく必要がある。

電子認証局の電子証明書は上位の認証局から発行され

る。特に、最上位の認証局、即ち府省認証局などのルー

ト認証局は信頼構造の元なので、非常に安全な運用が必

要となる。また、全省庁のCAと認証が取れて、電子証

明書の有効性確認機能を持つBCAが安定して稼動する

かどうかに電子政府の成否は掛かっているため、BCA

を安全且つ安定的に運用していくことも極めて重要なこ

とである。

e－Japan重点計画には今後、「利用促進」に軸足を

おいた見直しが掛けられてくると言われている。日本の

電子認証基盤については、全体から見るとやっと構築の

半ばに差し掛かったところと言える状況ではあるが、基

盤整備と並行して、積極的に利用促進策を進めていくこ

とが必要になってきている。

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ
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おわりに

電子申請等�

署名検証者�

システム監査�
（外部専門機関）�

（サービスに係る業�
務が、関係法令等に�
準拠して実施されて�
いること等の監査を�
実施）�

電子証明書の有効性確認�
（失効記録への問い合わせ）�

（住民の本人確認に活用）�

行政機関�
(国・地方公共団体の�

機関等）�

民間認証事業者�

【公共性・信頼性・安全性】�
複数の都道府県単位認証局の証明書発行業務等の�
集中処理とサービス全般に係るメンテナンス、�
アクシデント対応等の運用業務を実施する�

運用機関において確保�

電子証明書�
発行申請�

（基本�4情報�
+公開鍵）�

電子証明書�
交付�

住民�

申請書等�
(平文）�

電子署名�
（申請書等を�
住民の秘密鍵�
で署名）�

電子証明書�
（住民の�
公開鍵付）�

都道府県単位認証局�

+ +

都道府県知事�
（証明書発行・失効�
情報管理機関）�

市町村長�
（本人確認機関）�

図7 地方公共団体における公的個人認証サービス制度（概要案）


