
データ主導社会を支えるトラスト

２０１８年６月５日

総務省 情報流通行政局
参事官（行政情報セキュリティ担当）

栁島 智



わが国が目指す未来

データ主導社会を支えるトラスト

データの越境流通を支える仕組み



2「課題先進国」 日本

「課題先進国」 日本は何を目指すか？

少子化による
社会の担い手不足

高齢化による医療・
介護の必要性増加

都市部への集中と
地域の減衰 環境に配慮した

エネルギーの確保



3Society 5.0

出典：Society 5.0（政府広報ページ）



4Society 5.0：超スマート社会

Society 5.0 ： 超スマート社会
狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、新たな社会

出典：Society 5.0（政府広報ページ）



5経済発展と社会的課題の解決の両立

これまで Society 5.0

「経済発展」と「社会的課題の解決」の両立を目指すため、
必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、

社会の様々なニーズにきめ細やかに対応することが必要

• 少子化に伴う労働人口不足
• 高齢者・障害者に対する制約
• 都市部への資源の集中
• 経済発展に伴う環境負荷の増大

• 生産性の向上
• 一億総活躍社会の実現
• 地域間格差の是正
• 持続可能な経済発展

AI・ロボット・
IoT・ビッグデータ



6データ主導社会

現実世界

センシング、デジタル化、データの変換・抽出等
利活用サービス

ＡＩ

データが蓄積

ビッグデータ

データを基に分析
サイバー空間

社会課題

分析結果や
結果に基づく制御

社会的課題の解決

現実世界の
データを送信

現実世界へのフィードバック
（新たな価値の創造）

様々なモノ・機械・ヒト

自動運転
スマート

ファクトリー

ヘルスケア

労働力不足
医療費増大

資源枯渇
介護負担増大

ＩｏＴ

Society 5.0の到来には、データ主導社会の実現が必要

環境マネジメント
システム



7未来をつかむTECH戦略

○ 人口減・高齢化などの「静かなる有事」をチャンスと捉え、2030年代に実現したい未来の姿から逆算し、アグレッ
シブなＩＣＴ導入により「変革の実行」に繋ぐための改革プランとして、「未来をつかむＴＥＣＨ戦略」を策定

○ この戦略の実行を通じ、日本の中長期的な成長戦略に掲げる「Society 5.0」の実現などに寄与

「未来をつかむTECH戦略」
「静かなる有事」をチャンスと捉え、

アグレッシブなICT導入により 「変革の実行」へ

CHANCE  to   CHANC ET
by TECH

変革実行
の８カ条

実現したい
未来の姿

＜アジア諸国の高齢化率の推移＞

＜経済成長率の推移＞

＜日本の人口の長期推移＞

急速な人口減

静かなる有事

未知の高齢化

長引く低成長

変革する日本

ムーンショット(moonshot)

オポチュニティ(opportunity)

バリュー(value)

エコノミクス(economics)

<人づくり> インクルーシブ (inclusive)

<地域づくり> コネクティッド (connected)

<産業づくり> トランスフォーム (transform)

フォーカス(focus)

アグレッシブ(aggressive)

ｽー ﾊ゚ー ﾀ゙ｲﾊ゙ー ｼﾃｨ(superdiversity)
トラスト(trust)

M
O
V
E

F
A
S
T

Society 5.0の実現

ＳＤＧｓの達成

Ｉ

Ｃ

Ｔ

政策パッケージ （6月の最終取りまとめに向けて精緻化）

（出典）総務省「自治体戦略２０４０構想研究会
（第１回）」 事務局提出資料

（出典）国土交通省国土審議会長期展望委員会(第2回)(2010年12月17日) 「国土の長期展望に
向けた検討の方向性について」より

（出典）国土交通省 平成24年度国土交通白書
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9現実世界とサイバー空間をつなぐ「信頼」

？ ？
Society 5.0 の実現に向け、

サイバー空間の活用は不可欠

しかし、直接相手の姿が見えない
サイバー空間の利用には、
危険・不安が多いことも事実

安全・安心なサイバー空間を実現するため、
トラストサービスのさらなる普及に大きな期待



10サイバー空間における真正性の担保

誰
Who

何
What

いつ
When

電子署名 タイムスタンプ

安全・安心なサイバー空間の実現に向けて、

真正性を検証できる技術・仕組みが不可欠



11電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)

電子署名の円滑な利用を確保し、通信ネットワークを利用した社会経済活動を推進

目的

※ 総務省、法務省及び経済産業省の共管（平成13年4月施行）

本人による一定の条件を満たす電子署名が付されている電子文書等の真正な成立の推定（法第３条）

○ 利用者にとって、電子署名を行ったのが誰かを確認する認証業務が信頼できるものであることは重要
○ 認証業務に対する信頼の目安を提供するため、主務大臣による認定制度を運用

電子署名について、利用者とその他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を
行った者であることを証明する業務（法第２条第２項）

認証業務

主務省令で定める基準に適合する電子署名について行われる認証業務
（法第２条第３項）

特定認証業務

特定認証業務を行う者のうち、主務省令で定める基準に適合し、主務大臣の認定
を受けた認証事業者（法第４条）

認定認証
事業者

内容

（１）電磁的記録の真正な成立の推定

（２）認証業務に関する認定制度

※現在、8事業者、11業務を認定



12タイムビジネスに係る指針（平成16年11月公表）

タイムビジネスに求められる要件を取りまとめることで、タイムビジネスを国民が安心して利用できるよう
にする

目的

内容

時刻配信業務

時刻認証業務

・高精度な時刻情報の利用
・利用者確認の実施
・利用者・検証者に対する利用・検証に要する情報の提供
・暗号技術利用時の暗号強度の維持
・利用者に対する業務内容等の説明の実施
・監査を受けること

・高精度な時刻情報の安全かつ精度を保った配信
・時刻監査業務（配信先に対する定期的な精度の計測）の実施
・監査を受けること

時刻配信事業者

時刻認証事業者

時刻情報の配信、
時刻監査

利用者

利用者確認、業務内容等
の説明、情報の提供

本指針を受けて、一般財団法人日本データ通信協会が「タイムビジネス信頼・安心認定制度」を運用



13

現在、多くの政府機関においてタイムスタンプを活用中
今後の更なる普及・利用促進に期待

特許庁
先使用権制度の円滑な活用に向けて

タイムスタンプに関する法律・ガイドライン

国土交通省
建築確認手続き等における電子申請の取扱い

厚生労働省
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

国税庁
電子帳簿保存法

総務省
ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン

環境省・経済産業省
事業者向け公害防止ガイドライン

文部科学省
指導要録等の電子化に関する参考資料

消防庁
消防同意等の電子化に向けた
システム導入対応マニュアル

ほか、日本公認会計士
協会や日本環境測定
分析協会など、業界
団体でも活用



14電子委任状の普及の促進に関する法律の概要

法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する「電子委任状」の普及を促進するための

基本的な指針について定めるとともに、法人等の委託を受けて電子委任状を保管し、関係者に提示等

する「電子委任状取扱業務」の認定の制度を設けること等により、電子商取引その他の高度情報通信

ネットワークを利用した経済活動の促進を図る。

○ 電子委任状等の定義

• 「電子委任状」とは、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録をいう。

• 「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、法人等の委託を受けて、電子委任状を保管し、
関係者に対し、当該電子委任状を提示し、又は提出する業務をいう。

○ 基本指針

主務大臣（総務大臣及び経済産業大臣）は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針（以下「基本指
針」という。）を定める。

○ 電子委任状取扱業務の認定

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、その業務の実施の方法が基本指針において定められた事
項に適合していること等の認定を受けることができる。

○ 国等の責務

• 国は、広報活動等を通じて、関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。

• 国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約において他方の当事者となる事業者の電子委任状
の利用を促進するために必要な施策の推進に努めなければならない。

平成30年１月１日

施行日

主な規定
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 契約書類・証明書類を電子的に作成する場合、作成者が「電子署名」を行う（紙の世界での押印に相当）

 電子署名を行った者が確かに本人であることを証明するため、「電子証明書」を添付する（紙の世界での印

鑑証明書に相当）

 電子署名を行った者の役職や権限を証明するため「電子委任状」を添付する（紙の世界での委任状に相当）

電子委任状の機能

契約書類
証明書類

・入札書、契約書、見積書
・雇用証明書

等

電子証明書

作成者の
電子署名

電子委任状

署名者の本人性を
証明

署名者の役職や
権限を証明

電子署名法・公的個
人認証法で規定

電子委任状法で規定



16マイナンバーカードの活用(電子署名から電子認証へ用途拡大)

コンビニでの各種証明書の取得

納税手続のオンライン化

医療・健康情報へのアクセス

災害時の避難に活用

職員証として活用

戸籍制度との連携

行政手続のみならず、様々な用途でのマイナンバーカードの
活用が実施・検討されている



17トラストを担保する技術

信用の基点（トラストアンカー）となる管
理者を中心として信用モデルを構築

トラストアンカーが適切に運用される前
提（相応の運用コストがかかる）

ブロックチェーン

ブロックの連鎖からなるデータを各参加者
が保持

中心となる管理者が不要

公開鍵基盤(PKI)

利用者ニーズや制度・技術動向に適したトラストサービスの提供が望まれる

エストニア KSI (Keyless Signature Infrastructure)

2007年のサイバー攻撃を機に、2008年から導入
を検討・実証。2012年から健康保険や司法分野
等において利用開始



18NIST “Blockchain Technology Overview”(2018年1月)

パーミッションレス型のブロックチェーン事例として、タイムスタンプを紹介

https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Publications/nistir/8202/draft/documents/nistir8202-draft.pdf
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20データの越境流通と安心

インターネットは世界とつながるからこそ便利

「利便性」と「規制」のバランスも異なる

一方で、国により価値観やルールは異なる

円滑かつ安心な情報流通を推進するために、
データの越境流通に関する国際合意が重要



21IoTセキュリティ総合対策（2017年10月）

脆弱性対策に係る体制の整備

• IoT機器の脆弱性についてライフサイクル全体（設計・製造、販売、設置、
運用・保守、利用）を見通した対策が必要

• 脆弱性調査の実施等のための体制整備が必要

• セキュリティ運用の知見を情
報共有し、ニーズにあった研
究開発を促進

• 民間企業等のサイバーセキュリティに係
る投資を促進

• サイバー攻撃の被害及びその拡大防止
のための、攻撃・脅威情報の共有を促進

• 圧倒的にセキュリティ人材が
不足する中、実践的サイバー
防御演習等を推進

• 二国間及び多国間の枠組みでの情報共
有やルール作り、人材育成、研究開発を
推進

研究開発の推進
民間企業等における

セキュリティ対策の促進

人材育成の強化 国際連携の推進



22EU GDPR （一般データ保護規則）

アルゼンチン共和国、アンドラ
公国、イスラエル、ウルグアイ
東方共和国、英領ガーンジー、
英領ジャージー、英領マン島、
カナダ、スイス連邦、デンマー
ク自治領フェロー諸島、ニュー
ジーランド、
米国（プライバシーシールド）

（2017年9月現在）

十分性が認められた国・地域

個人データのEU域外への移転は
原則認められない

EU域外への個人データ移転には
以下の条件を満たす必要がある

標準契約条項（SCC）

十分性の認定

拘束的企業準則（BCR）

欧州委員会が、第三国が十分
なレベルの保護を保障している
と認定

欧州委員会が採択した標準的
条項を含む契約により十分な
保護措置を講じる

監督機関が、グループ企業が
その内部で個人データの越境
移転をすることを承認

（ほか特例あり）

企業活動に大きな影響を及ぼしうるため、

EU域外の国においてそれぞれGDPRに対応したルール作りを進めている



23EU・米国間の連携 「プライバシーシールド」

○ EU・米国間における個人データ移転に関するフレームワーク

○ 2015年10月、欧州司法裁判所に無効と判断されたセーフハーバー協定に代わり、両国間の
新たなフレームワークとして2016年7月に承認

○ プライバシーシールドで事前に認定された米企業は、EU域内から域外へ個人データを移転すること
が可能となる

○ 現在、MicrosoftやGoogleをはじめとして、3,000弱の企業がこのフレームワークを用いている

移転可能

移転可能

ＤＢ ＤＢ

ＤＢ

ＤＢ

：プライバシーシールドのロゴ



24EU・日本間の連携 「GDPR・個人情報保護法等の相互認証」

○ 日本は個人情報保護委員会が窓口となり、EUと交渉を続けている

○ 日本側のルールは2017年5月に施行された改正個人情報保護法が基本

○ これ以上の法令改正はせず、ガイドラインを作成してEUから十分性の認定を受ける方向で調整中

ＤＢ
ＤＢ

ＤＢ

ＤＢ

個人データの
移転可能

改正個人情報保護法

ガイドライン

GDPR

＜構想＞



25APEC CBPR（越境プライバシールール）システム

企業等

申請認証

アカウンタビリティ・エージェント

認証機関

認証企業の
登録・公表

• 各企業は、APEC情報プライバシー原則に基づいて個人
情報保護の体制を整備（質問票に回答）し、認証機関
に申請する

• 認証機関が各企業からの申請を審査し、プライバシー
原則を遵守しているとみなされれば、CBPR認証が付与
される

• 現在、米国の認証機関TrustArcから認証されている
企業は19社。日本の認証機関JIPDECから認証されて
いる企業は2社

アカウンタビリティ・エージェント

認証機関

電子商取引
運営グループ

➀申請

反対意見がなければ
➃承認

共同監視パネル

➂指名・申請書類提出APEC ➁審査

• アカウンタビリティ・エージェントはAPECの枠組で
審査を受け、認証機関として承認される

• 認証機関として、米国のTRUSTe（現在のTrustArc
社）と日本のJIPDECが承認されている

データプライバシー
サブグループ

エコノミー
個人情報保護執行機関



26APEC CBPR

APEC加盟国

CBPR

CBPR

CBPR

CBPR
移転可能

移転に制限あり

移転可能

• CBPRは改正個人情報保護法に定められた、外国へのデータ移転の要件
として認められている

• APEC域内のみならず、将来的にはEUのGDPRとの相互運用も模索している



27個人データの越境流通に関する動向（まとめ）

プライバシーシールド
（個別取決め）

日EU間の相互流通に
ついて協議中

GDPRとCBPRの連携を
将来目指す

一般データ保護規則（GDPR）
（2018年5月施行） 米国ＥＵ

改正個人情報保護法
（2017年5月施行）

日本

日米を中心に、
越境プライバシールール
（CBPR）の拡大を推進

APEC



28EUのデジタル単一市場戦略

EUの目標：「デジタル単一市場」の創設

Access
消費者と企業のため、デジタルなモノやサービスへのアクセスを向上

Environment
デジタル・ネットワークとサービスのため、技術に適合し、インフラ開発を支援するルールを設計

Economy & Society
欧州の経済、産業、雇用がデジタル化の恩恵を享受できることを保証



29eIDAS規則

電子署名指令（1999年12月発効）

eIDAS規則（2014年8月発効）
拡大・強化

電子識別手段及びトラストサービスの適切なセキュリティレベルを保ちつつ、

域内市場における適切な機能を保証するため、本規則は

• 加盟国が、他の加盟国から通知された電子識別スキームのもとにある、

自然人及び法人の電子識別手段を認識する条件を定める

• トラストサービス、特に電子取引に関するルールを定める

• 電子署名、e-シール、タイムスタンプ、電子文書、電子登録配布サー

ビス、ウェブサイト認証サービスの法的枠組を定める

第1条 Subject Matter で述べられている、規則の目的

デジタル単一市場創設のために



30eIDAS規則におけるトラストリスト

eIDAS規則 第22条
各EU加盟国に自動処理可能な形でのトラストリスト※の
制定・管理を義務づけ
※トラストリスト：適格トラストサービスプロバイダに関するリスト

EUで定めたルールに基づき、各EU加盟国がトラストリストを管理

I国のトラストリスト S国のトラストリスト G国のトラストリスト

域内で相互運用が可能



31eIDAS規則におけるトラストサービス提供者

数字はＥＵ域内におけるトラストサービス提供者数（2018年5月現在）

https://www.eid.as/tsp-map/#/

電子署名：162 e-シール：71 タイムスタンプ：79 ウェブサイト認証：30 など



32eIDAS規則との連携事例（米国バイオファーマ）

2017年11月、米国のバイオ医薬品産業を中心に創設された基準であるSAFE-BioPharmaがEUから

認定（米国とEUの両方から認定を受けている基準は、SAFE-BioPharmaが初）

米国 FICAM

認定

eIDAS規則

2017年11月
認定

I国のトラストリスト S国のトラストリスト G国のトラストリスト

域内で相互運用が可能

EU域内と同じ水準で
相互運用が可能



33国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)による電子的譲渡可能記録モデル法

1996年
電子商取引に関する

モデル法

2001年
電子署名に関する

モデル法

2017年
電子的譲渡可能記録
モデル法（MLETR）

○ 本委員会は、法制度の世界的な調和を促進するため、各国において国内法として本モデル法
を採用することを推奨している

○ 今後、このモデル法が各国で採用されていくか、動向を注視する必要がある

UNCITRALによるモデル法の策定

第１３条 電子的譲渡可能記録における時刻と場所の表示

法律により、譲渡可能な文書に関する時刻または場所の表示が求められたとき、当該電子的譲渡可能記
録についての時刻または場所を示す信頼可能な方法が用いられていれば、これを満たすものとする。



34デジタルエコノミーに求められる要素

適正なバランス

トラストの確保

利便性

セキュリティ プライバシー

国境を越えた情報の
自由な流通の確保

社会課題解決型の
技術革新の実現

利用者本位の
デジタルエコノミーの実現
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