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第１章 イントロダクション

電子商取引とは

電子認証

■ 電子商取引

インターネット等のネットワークを介して商品及びサービ
スを売買する取引形態のこと
例：楽天、アマゾン、Yahooオークション

■ EDI（Electronic Data Interchange）
・ 企業間のEDI（電子データ交換）がその基本にある。
・ 紙情報で送っていたものを、電子化してやりとり。
・ 電子化することでコスト削減・処理の高速化
・ 国際規格（EDIFACT）等もある。



第１章 イントロダクション

EDIモデル：専用線モデル

電子認証

■ EDIモデル：専用線モデル

専用線を用いて、企業内・企業
間ネットワークを構築し、電子
データを交換する方式。
比較的古いタイプの方式。

長所 短所

・安全性が高い
“専用”通信路であるため、
誰かに覗き見されたりするこ
とはない。

・費用が高い
・柔軟でない
・アクセスが制限される

（誰でも接続できるわけではない）

・管理が難しい 等
★専用線とは、自分専用の電線をお金を払って引いたもの（電話線も一種の専用線）。
インターネットは「みんなの回線」を「みんなで使う」。

A社・本社 支社

B社

専用線

ダイヤル
アップ



第１章 イントロダクション

EDIモデル：インターネットモデル

電子認証

■ EDIモデル：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾓﾃﾞﾙ

インターネットを用いて、企業
内・企業間ネットワークを構築し、
電子データを交換する方式。

VPN等の技術を利用している。

長所 短所

・ コストが安い
・ 標準化＝高い運用性
・ どこからでもアクセスが
可能

・ 管理が簡易

・安全性が低い
“公的”通信路であるため、誰かに覗
き見されたりすることがある

・パフォーマンスが非保証
ベストエフォート型なので、通信速度
が一定ではない。

A社・本社 支社

B社

ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ

試験に出る！



第１章 イントロダクション

電子商取引サービスの種類

電子認証

電子商取引サービスには以下の種類がある。

■ B2C (Business to Consumer)
■ B2B (Business to Business)
■ G2C (Government to Consumer)
■ P2P (Peer to Peer)

試験に出る！



第１章 イントロダクション

電子商取引サービスの種類

電子認証

■ B2C (Business to Consumer)
一般利用者向けの商用サービス

・ 楽天
・ Yahooオークション
・ SNS (LINE/Twitter)
・ オンラインゲーム
・ Amazon
・ ツタヤオンライン

・・・我々が普段使うサービスはB2C



第１章 イントロダクション

電子商取引サービスの種類

電子認証

■ B2B (Business to Business)
企業間での商取引形態。
一般消費者には見えない、企業間でのビジネス。

バイク王

バイク店

中古バイクを売る

B2Bとして

バイク店にオー
クションでバイ
クを販売して利
益を得ている。

B2B
オークション



第１章 イントロダクション

電子商取引サービスの種類

電子認証

その他
■ G2C (Government to Consumer)
政府が提供する一般市民向けサービス

例： e-Tax オンライン納税システム

■ P2P (Peer to Peer)
個人間での情報の交換に利用される。

・ まだビジネスの動きはない。
・ Winny等のコンテンツ流通で注目をあびる
・ 今後、ゲーム機でのP2Pにより加速



第１章 イントロダクション

電子商取引サービスの種類

電子認証

（まとめ）
電子商取引サービスには以下の種類がある。

■ B2C (Business to Consumer)
■ B2B (Business to Business)
■ G2C (Government to Consumer)
■ P2P (Peer to Peer)

さらにいえば、B2B2C のような階層化構造
の仕組みも存在する。

試験に出る！



第１章 イントロダクション

電子商取引における問題

電子認証

■ すべてが電子商取引に移行中
不況の影響はあるものの、B2B、B2C市場は拡大

■ 既存商取引（対面・紙方式）と同等レベルの要求
・ 契約書の有効性

・ 印鑑 ： 改ざん防止
・ 発行日、期間の正当性
・ 否認 ： 後日「こんな契約知らない」

・ 身分確認
・ 対面しているわけではない

・ 第三者の介入
・ 傍受／盗聴



第１章 イントロダクション

サイバー犯罪

電子認証

■ ホームページの改竄

＜どんな損害が発生するのか＞

・ クレーム処理のコスト
・ 顧客離れ
・ 復旧作業のコスト

・改竄中および復旧中は売り上げゼロ
・ 社会的信用度の失墜
・ 株主・投資家への影響



電子認証
第２章

電子商取引の危険性と
情報セキュリティ



第２章

電子商取引の危険性と
情報セキュリティ

学習のポイント
・ 電子商取引の危険性を４つの脅威で説明します。
・ 脅威に対抗する各技術について説明します。
・ 「情報セキュリティ」とは何かについて述べます
・ SSL技術、特にEV-SSLについて述べます。



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

電子商取引における４つの脅威

電子認証

電子商取引においては以下の４つの脅威がある。

■ 情報漏えい

■ 改ざん

■ なりすまし

■ 否認



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

電子商取引における４つの脅威

電子認証

■ 情報漏えい

個人や企業が所有する何らかの情報が、意図しないう
ちに第三者に知られてしまうこと。

＜原因＞
・ 盗聴（メール／Web）
・ 悪意ある持ち出し

【対策】

情報を暗号化することで、盗聴を防ぐ。また暗号化すれ
ば持ち出しても中身を見ることができない。

ネットワーク上で
盗聴することで
情報を盗む

鍵がないと情報
が見れない



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

電子商取引における４つの脅威

電子認証

■ 改ざん

電子文書が、作成者の意図しない内容に書き換えられ
てしまうこと。
＜例＞

・ 請求書「１０万」が「１００万」
・ 日付を書き換え証拠隠滅

【対策】

電子署名を行う。紙の文書の印鑑にあたる。署名のあ
る電子文書は変更されていないか確認できる。

ネットワーク上で
情報を書き換え

てしまう

10万要求 100万要求

印
Alice



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

電子商取引における４つの脅威

電子認証

■ なりすまし
別人がその人になりすましてサービス等を受けること。
＜例＞

・ 偽ホームページ
・ 他人のIDでサービスを受ける
・ 人の名前でメールを送る

【対策】

「認証」を行う。認証にはパスワードを用いたり、電子証
明書を用いたりする。

Aliceとしてサー
ビスを受ける

Aliceです

ID：Alice

サービスサーバ

ID

Password

試験に出る！

試験に出る！

個人を識別



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

電子商取引における４つの脅威

電子認証

■ 否認

すでに合意された約束に対し、その事実がなかったと主
張すること。
＜例＞

・ 「注文してません」
・ 「記憶にございません」
・ 「合意の上でしたことです」

【対策】

電子署名を使う。口での言った言わないは証明が難し
いが、「本人の印鑑が押してある」ものは否認できない。

印
Alice



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

電子商取引における４つの脅威

電子認証

■ まとめ

脅威 内容・例 対策

情報漏えい 盗聴で情報が漏れる 暗号化

改ざん 勝手に内容を書き換える 電子署名

なりすまし ・他人のIDでサービスを使う
・偽のWebサイトを公開

認証

否認 事実に反する証言をする 電子署名



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ 暗号化
情報に演算を行うことで、鍵を知らない第三者
には意味不明な値に変換すること。
以下の２種類ある。

・共通鍵暗号
⇒暗号化と復号化で同じ鍵を使う

・公開鍵暗号
⇒二つの異なる鍵（公開鍵、秘密
鍵）を使う。PKIの基礎。

詳細は後ろの章で説明します



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ 認証
本人性の確認を行う。現在はほとんどのサービ
スがID・パスワード方式を用いている。

しかしパスワードは安全ではない。
・総当り攻撃：brute-force attack 
・辞書攻撃：人は意味のある言葉を使う

パスワードは盗聴以外にも、「フィッシング」で盗
まれることもある（後述）。

試験に出る！



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ 認証
今後はパスワードではなく、「電子証明書」が用い
られていく。

電子証明書： 信頼できる第三者機関が発行した
「身分証明書」（詳細は後の章で）

これら「電子証明書」の仕組みとして「PKI」がある。



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ 電子署名
紙データでの「印鑑」に変わる信頼できる本人署
名。この場合の印鑑証明書にあたるものが「電子
証明書」である。（詳細は後の章で）

■ PKI : Public Key Infrastructure
「暗号化」「認証」「電子署名」のための重要かつ
有効なツール。電子社会の基礎的な基盤（＝イン
フラ）を構成する。



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ PKI利用の一番身近な例
SSL： Secure Socket Layer （詳細は後の章にあり）

httpsで始まるサイト。電子証明書が必要。
「なりすまし」「盗聴」「改ざん」を防止する。
・一般のhttpのページは盗聴され、どんなページをみているかが
簡単に見れてしまう。
・ ここでの改ざんはホームページ自体の改ざんではなく、通信途中
の改ざんを意味する

mixi は
http://mixi.jp/ でも
https://mixi.jp/ でもつながる。
SSLの方はパスワード入力が盗まれ
ない。

https://mixi.jp/
https://mixi.jp/


第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ SSLサーバ証明書
ベリサインは「SSLサーバ証明書」を発行することでビジネスをしている。
SSLサーバ証明書の機能は

・WebサーバとWebブラウザ間の暗号化通信
・Webサーバの実在性の証明（＝ちゃんとそのサイトがある）

しかし、SSLサーバ証明書は、ベリサインでなくても自分で発行して使
うことができる（「オレオレ証明書」と呼ぶ）。
よってSSLだからといって安全ではなくなってきた

EV-SSL証明書の登場
（ちょっと高級なSSL証明書）



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

脅威対策

電子認証

■ EV-SSLサーバ証明書
ブラウザのアドレスバーが緑色になり、ユーザがすぐに「正しいサイトだ」と認識
できる高級なSSLサーバ証明書。

https://www.verisign.co.jp/
に接続すると
アドレスバーが緑色になる。

「EV-SSLサーバ証明書」が保障

する正しいサイト（＝実在する
サイト）であり、通信も暗号化さ
れている。

試験に出る！

https://www.verisign.co.jp/


第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

様々な脅威

他にも様々な脅威が存在する
■ フィッシング

偽のホームページに案内し、ID・パスワード
を盗む行為。

■ ネットカフェからの流出
キーロガー

■ 不正プログラム
ウイルス、スパイウェア、トロイの木馬
Winny



第２章 電子商取引の危険性と情報セキュリティ

情報セキュリティの定義

これまで紹介したような脅威から守るために情報
セキュリティがある。

情報セキュリティとは

企業等の組織において、価値ある情報
を包括的に保護する仕組み
のこと

これを実行するための技術が様々あるが、そのひ
とつがこれから学ぶPKIである。
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発展： セキュリティソリューション

以下のようなセキュリティ解決技術がある。

■ ワンタイムパスワード
毎回異なるランダムな一回使い捨ての
パスワードによる認証

36109

36109

11504

75135

36109

11504

75135

「トークン発生装置」
が毎回異なるトークン
（合言葉）を発行してく
れるので、それを送
付する

サーバ側も同じ
「トークン発生装
置」を持っている
ので確認が可能。

トークンの中身
はどんどん変
わっていく

試験に出る！
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発展： セキュリティソリューション

■ リスクベース認証
利用時間や利用端末等の付加的情報で
「怪しさ」を判断し、必要があれば追加認証
する技術

・いつもと違う時間
普段は昼間なのに夜間に接続

・いつもと違う端末
いつもPCなのに今日は携帯電話

⇒ 追加認証として「第２パスワード」を要求



電子認証
第３章

暗号の方式①

－共通鍵暗号－



第３章

暗号の方式①

共通鍵暗号

学習のポイント
・ 共通鍵暗号とはどんなものかを学びます。
・ 実際に使われている共通鍵暗号を覚えます
・ 鍵の数など、共通鍵暗号ならではの課題を
学びます。



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

暗号技術

電子認証

暗号技術とは、文書やデータを第三者には理解不
能な状態に変換すること。

＜暗号の作成方法＞
・ ずらす
・ 置き換える
・ 順番を変える
・ 対応表を利用する
・ 言語を変える

例．シーザー暗号
ローマ時代のシーザーが
友人に宛てた手紙で利用し
た暗号。アルファベットを数
文字分ずらす。

I LOVE YOU
↓

L ORYH BRX



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

暗号 基礎用語

電子認証

平文（ひらぶん） 暗号対象データ

暗号文 暗号化された平文

暗号化 平文⇒暗号文の変換

復号化 暗号文⇒平文の変換

解読 平文を推定すること

アルゴリズム 暗号化の手法

鍵 復号化時に利用する鍵

平文
hello

暗号文
FR&GS$#

平文
hello

暗号化 復号化

解読
鍵 鍵



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

共通鍵暗号方式

電子認証

平文
hello

暗号文
FR&GS$#

平文
hello

暗号化 復号化

鍵 鍵

■共通鍵暗号方式
暗号化と復号化に同じ鍵を使う。

同じ鍵

【短所①】
どのように相手に鍵を渡すかが問題

・直接手渡し？ ・郵送？
・ メールで送るとそのメールが盗聴されれば終わり

共通鍵
と言う

試験に
出る



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

共通鍵暗号方式

電子認証

■共通鍵暗号方式
【短所②】

相手ごとに鍵が必要となるため、相手が増えれ
ば鍵が増える。

相手が4人なら
鍵は４つ必要

相手が100人なら
鍵は100個必要



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

共通鍵暗号方式

電子認証

■共通鍵暗号方式
【長所】
・ 高速である。ハードウェア実装が可能なため。



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

共通鍵暗号方式

電子認証

■共通鍵暗号方式
【まとめ】

長所 短所

高速 鍵配布が難しい

使い捨て鍵
にも対応

鍵の数が増えやすい



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

共通鍵暗号方式

電子認証

■暗号化の種類
・ ブロック暗号
平文を一定のブロックに分割し、
ブロックごとに暗号化すること。

例．DES、AES等
・ストリーム暗号

1bitずつ暗号化するもの。 例．RC4

010101110101・・・

XXXXXXXXXXXXX

010101110101・・・

128bit等

0

X

■鍵長
鍵の長さのこと。長いほど解読に強い。
例．56bit、128bit、256bit



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

共通鍵暗号方式

電子認証

■共通暗号化方式の種類

●1979年IBMより提案されたDES暗号が長い間標準暗号として利用
されてきたが、現在は2000年にNIST（米国標準技術局）によって選
定されたAESが標準とされている。
●日本も暗号には強く、NTT・三菱電機のCamelliaが有名。

名称 種別・ブロック長さ 鍵長 備考

DES 64bitブロック暗号 56bit 旧標準

Triple-
DES

64bitブロック暗号 168bit DES×３回

AES 128bitブロック暗号 128,192,256bit 標準暗号

RC4 ストリーム暗号 128bit

試験に出る



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

暗号の解読

電子認証

■暗号の解読
暗号は常に解読の対象である。特定の暗号文に対してアタックを

する場合もあるし、暗号アルゴリズムそのものの欠陥を突くアタック
もある。
アタックの種別は下記の4種類あり、下方に行くにつれて攻撃者
側に有利な状況であるといわれる。

アタック 内容

暗号文単独攻撃 ひとつの暗号文のみから解読

既知平文攻撃 ひとつの暗号文と平文から解読

選択平文攻撃 任意の平文とその暗号文を入手できる条件で解読

選択暗号文攻撃 任意の暗号文とその復号結果を入手できる条件で解読

試験に出る



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

暗号の解読

電子認証

■暗号アルゴリズムが安全でなくなるのは？
試験に出る

鍵が漏洩。復号化されてしまう
×アルゴリズムの問題ではない

鍵を安全に保てばよい

復号化データが盗まれる
×アルゴリズムの問題ではない

平文を安全に保てばよい

Brute-Force-Attackで10年で解読
×アルゴリズムの問題ではない
「10年」に解読価値があるか？

ある数学的処理で鍵なしで
平文を得ることができる

◎アルゴリズムの問題！

この暗号方式は使用不可



第３章 暗号の方式①共通鍵暗号

暗号の解読

電子認証

■暗号の解読
完全に安全な暗号はない。鍵を総当り攻撃brute-force-attackすれ
ば必ず解読できる。
ただし「総当り攻撃には長い時間がかかるので安全」としている。

例． 鍵長56bitのDES暗号が1秒で解けるとする。
そのとき鍵長128bitの暗号文は

2     秒 ＝ 2    秒 ≒ 1.5×10    年

これは宇宙が誕生して現在までの時間のさらに1万倍の期間。

複数のコンピュータで実施すれば時間は縮まるが、その場合
では設備設置のお金の問題もある。要は「金と時間」。

128-56 72 14



電子認証
第４章

暗号の方式②

－公開鍵暗号－



第４章

暗号の方式②

公開鍵暗号

学習のポイント
・ 公開鍵暗号とはどんなものかを学びます。
・ 公開鍵暗号の特徴を学びます。
・ 公開鍵の用途を学びます



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵の出現

電子認証

共通鍵の欠点を補う暗号が必要に

①鍵をわざわざ秘密に交換しなくても済む
②相手が増えても「鍵はひとつ」

「暗号化をする鍵」と、「復号化する鍵」が異なる方式が
あればいいのでは？
⇒ DiffieとHellmanがその概念を提案：「公開鍵方式」



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵の仕組み

電子認証

公開鍵暗号とは

暗号化と復号化に異なる鍵を用いる暗号方式。
「非対象鍵暗号方式」ともいう。

A B

暗号通信
Encrypted Message

平文
Plain text

平文
Plain text

鍵
key

鍵
key

公開鍵 秘密鍵

暗号化
Encrypt

復号化
Decrypt



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

RSA暗号：代表的な公開鍵暗号

電子認証

RSA暗号方式
Ronald Rivest氏、Adi Shamir氏、Leonard Adleman氏の3
人が1978年に開発した公開鍵暗号方式の一つ。開発者
の名前をとって名付けられた。

【ポイント】
・素因数分解の困難性を利用

（数学：「整数論」を利用）

・ 2000年に特許切れ

・もっともよく研究されている



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の使い方

電子認証

１

Bob（送る人） Alice（受ける人）

Bob（送る人） が、Alice（受ける人）

に秘密のメッセージをネット経由で
送ります。

２

Bob（送る人） Alice（受ける人）

Bob（送る人） はAlice（受ける人）

の公開鍵を取得します。鍵はホー
ムページ等で公開できます。

Alice Public Key

３

Bob（送る人） Alice（受ける人）

メッセージをAliceの公開鍵で暗号
化して送ります
（【ポイント】Bobの鍵でなくAliceの公開鍵で暗号化）

USE
Alice’s Key

４

Alice（受ける人）

Alice（受ける人）は自分の秘密鍵で
復号化してメッセージを手に入れる
（【ポイント】公開鍵ではなく秘密鍵で鍵を開ける）

Alice Private Key

試験に出る



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の使い方

電子認証

試験に出る

■ 公開鍵暗号方式は「公開鍵」と「秘密鍵」
を使う

■ 公開鍵暗号方式は「安全な鍵交換が容易」
である（鍵が公開可能）

■ 公開鍵暗号方式では
「受信者の公開鍵で暗号化し、受信者の
秘密鍵で復号化する」

【公開鍵暗号方式 ポイント】



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の効果

電子認証

【公開鍵方式の効果】
①鍵配布手段は不要。公開すればよい。
②相手の数が増えても鍵はひとつ

通信相手が何人い
ても、公開鍵ひとつ
でよい

公開鍵

公開できる。掲示板に書き込
んでも、ブログ等でネット公
開してもよい。



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号メリット・デメリット

電子認証

メリット デメリット

事前の鍵交換が不要。鍵
は公開しておけばよい。

計算に時間がかかる（低速）

鍵を相手毎に準備する必
要がない。

・暗号化に時間がかかる
・ 共通鍵暗号の100倍以上遅い
・ ハードウェア化が難しい



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

【補足】 鍵の対象性

電子認証

A B

暗号通信
Encrypted Message

平文
Plain text

平文
Plain text

鍵
key

鍵
key

鍵A 鍵B

暗号化
Encrypt

復号化
Decrypt

公開鍵暗号の鍵には一般的に対象性がある。

対象性とは、鍵Aで暗号化したものは、鍵Bで復号化できる。
逆に鍵Bで暗号化したものは、鍵Aで復号化できる。
（そのうち一方を「公開」と決めているだけ。機能的には「公開鍵」も「秘密鍵」も同じ）



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号化方式の種類

電子認証

■公開鍵暗号化方式の種類

名称 説明

RSA 因数分解の難しさを利用した暗号
RSA-OAEP、RSAES-PKCS1-v1_5,RSASSA-PKCS1-v1_5等

ElGamal 離散対数問題を利用した暗号

楕円暗号 楕円曲線上の離散対数問題を利用した暗号

【ポイント】
RSA暗号は大きな数Nの素因数分解ができると解読できる



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の利用法

電子認証

公開鍵は、以下の用途に利用される。

■暗号
メッセージ等を暗号化する。

■電子署名
電子文書に対し、電子的な印鑑を押す。

■認証
個人を識別する（Aliceであることを証明する）



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の利用法①暗号

電子認証

①暗号化 ： 「公開鍵」と「秘密鍵」を使って利用

A B

暗号通信
Encrypted Message

平文
Plain text

平文
Plain text

鍵
key

鍵
key

公開鍵 秘密鍵

暗号化
Encrypt

復号化
Decrypt



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の利用法②電子署名

電子認証

②電子署名
・ Aliceの秘密鍵をもっているのはAliceだけ
・ だから秘密鍵で暗号化できるのはAliceだけ
・ Aliceが秘密鍵で暗号化したメッセージが

Aliceの公開鍵で復号化できれば、その
暗号化メッセージしたのは確かにAlice

秘密鍵

Aliceが秘密鍵で暗号化した
メッセージ

電子署名＝

Alice



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

電子署名の方法

電子認証

３

Bob（確認する人）Alice（署名する人）

AliceはBobにメッセージと電子署名

を送ります（【ポイント】メッセージも署名も両方送る）

m

xxxx

Alice（署名する人）

Alice（署名する人）は自分の秘密鍵

でメッセージを暗号化します。これ
が署名行為です（【ポイント】秘密鍵を使えるの
はAliceだけ）

Alice Private Key

２

m

xxxx

これが
電子署名

暗号化

４

Alice（署名した人）

BobはAliceの公開鍵で電子署名を

復号化してメッセージと一致するか
確認します。

Alice Public Key

Bob（確認する人）

m

xxxx

復号化

一致？

１

Bob（確認する人）Alice（署名する人）

Alice（署名する人）がメッセージに
電子署名を行います

m



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵暗号の利用法③認証

電子認証

③認証
・ Aliceの秘密鍵をもっているのはAliceだけ
・ だから電子署名できるのはAliceだけ
・電子署名＝秘密鍵で復号化だから、
暗号文を投げて、平文を返事したら「認証OK」

秘密鍵 公開鍵



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

認証の方法【チャレンジ・レスポンス】

電子認証

１

Bob（認証者）Alice（認証対象）

Bob（認証者）がAlice（認証対象）の
本人性を確認（＝認証）します

？

Alice

BobはAliceの公開鍵でBobだけが
知るメッセージを暗号化します

Alice Public Key

２

m

xxxx

チャレンジ
と呼ぶ

暗号化

Bob

３

Bob

Bobは暗号化された秘密メッセージを
送ります。Aliceはそれを自分の秘密
鍵で復号化して返します

Alice

Alice Private Key
xxxx

m

レスポンス
と呼ぶ

４

BobはAliceからの返事（レスポンス）

が自分が作ったメッセージと一致す
ることで、本人と確認します。

Bob（認証者）Alice（認証対象）

OK!
m

OK!



第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

公開鍵方式と共通鍵暗号方式

電子認証

方式 計算速度 可用正
（鍵の配布問題）

多様性
（暗号化以外にも
使える）

共通鍵暗号 ○ × ×

公開鍵暗号 × ○ ○

■共通鍵暗号は
計算速度が速いが、鍵をどう配布するかが問題であり、暗号化
以外には使えない

■公開鍵暗号は
計算速度は遅いが、鍵は公開でき、暗号化以外に電子署名に
も認証にも使える



ハイブリッド暗号方式
実際には公開鍵暗号方式は低速なのでそれでメッセージを暗号
化するのではなく、公開鍵暗号で共通鍵暗号方式の一時鍵を送付
し、以後の通信はメッセージのその一時鍵で共通鍵暗号方式で暗
号化して送信する。

公開鍵 p
一時鍵 k

①一時鍵 k を公開鍵 p で暗号化して送付

②一時鍵kで共通鍵暗号化でメッセージ送付

いつも異なる鍵
「セッション鍵」ともいう

公開鍵方式と共通鍵暗号方式

電子認証

第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

k

k

p

p
公開鍵方式

共通鍵方式

k
ﾒｯｾｰｼﾞ



公開鍵方式の利用例

電子認証

第４章 暗号の方式②公開鍵暗号

■ S/MIME

電子メールの公開鍵方式による暗号化とデジタル
署名に関する標準規格

【S/MIMEでできること】
・ 暗号化
・ 署名
（もちろん両方同時にもできる）

試験に出る



電子認証
第５章

電子署名とハッシュアルゴリズム



第５章

電子署名とハッシュアルゴリズム

学習のポイント
・ ハッシュ関数とはどんなものかを学びます。
・ ハッシュ値がどう電子署名に使われるか学習。
・ ハッシュ関数のその他の用途を学びます。



【復習】電子署名

【復習】電子署名

電子認証

【電子署名の仕組み】
・ Aliceの秘密鍵をもっているのはAliceだけ
・ だから秘密鍵で暗号化できるのはAliceだけ
・ Aliceが秘密鍵で暗号化したメッセージが

Aliceの公開鍵で復号化できれば、その
暗号化メッセージしたのは確かにAlice

秘密鍵

Aliceが秘密鍵で暗号化した
メッセージ

電子署名＝

Alice



【復習】電子署名の方法

電子認証

３

Bob（確認する人）Alice（署名する人）

AliceはBobにメッセージと電子署名

を送ります（【ポイント】メッセージも署名も両方送る）

m

xxxx

Alice（署名する人）

Alice（署名する人）は自分の秘密鍵

でメッセージを暗号化します。これ
が署名行為です（【ポイント】秘密鍵を使えるの
はAliceだけ）

Alice Private Key

２

m

xxxx

これが
電子署名

暗号化

４

Alice（署名した人）

BobはAliceの公開鍵で電子署名を

復号化してメッセージと一致するか
確認します。

Alice Public Key

Bob（確認する人）

m

xxxx

復号化

一致？

１

Bob（確認する人）Alice（署名する人）

Alice（署名する人）がメッセージに
電子署名を行います

m

【復習】電子署名



第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

電子署名の問題点

電子認証

方式 計算速度 可用正
（鍵の配布問題）

多様性
（暗号化以外にも
使える）

共通鍵暗号 ○ × ×

公開鍵暗号 × ○ ○

「計算速度が遅い」
というのは、１０００分の１秒（ms=ミリセカンド）を
争う超高速な中での処理が必要不可欠

これをどう解決すべきか？



電子署名

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

電子署名

【機能１】
誰が作ったかの証明（＝印鑑）

一方向関数「ハッシュ関数」を用いて高速化

本章の学習内容

【問題点】暗号化が遅い・・・

【機能２】

完全性保持（＝中身を変更できない）



ハッシュ関数とは

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

こんにちは
猫が好き
です。
・・・・・・

一方向性
ハッシュ関数

Jgodf・・

■ ハッシュ関数とは
任意の長さの入力データを固定長の出力データに変
換する一方向性をもつ関数のこと

【特徴１】
入力は任意長

【特徴２】
出力は固定長

固定160bit

【特徴３】
「一方向性」

＝逆変換が不可能

つまり一方通行

試験に出る
「ハッシュの特徴」



ハッシュ関数とは

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

こんにちは
猫が好き
です。
・・・・・・

一方向性
ハッシュ関数

Jgodf・・

固定160bit

たとえば、空き缶を潰すことを考えればよい。
空き缶は小さく潰せるが、元に戻すことはできない。
小さく同じ大きさに潰すことで、運搬等が便利になる。



ハッシュ関数とは

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

こんにちは
猫が好き
です。
・・・・・・

一方向性
ハッシュ関数

Jgodf・・

固定160bit

ハッシュ関数の結果を以下のように呼ぶ
・ ハッシュ値

単に「ハッシュ」とも呼ぶ。「ハッシュを取る」等。
・ メッセージダイジェスト

要約（ダイジェスト）を取るのに似ているので。
・ フィンガープリント

指紋のこと。拇印ともいう。



電子署名

電子認証

【ハッシュ関数の例】

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

名称 出力ビット数 説明

SHA-1 160bit NIST（米国標準技術局）提案、現在最も利

用されているハッシュ関数。安全性の問題
からSHA-2への移行を推奨

MD5 128bit Message Digest 5。数年前までの標準。現
在は安全性の問題から推奨されず

SHA-256 256bit SHA-2とも呼ぶ。

SHA-384 384bit SHA-2とも呼ぶ。

SHA-512 512bit SHA-2とも呼ぶ。



ハッシュを用いた電子署名

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

■ ハッシュ関数を用いた電子書名
電子データそのものに電子署名（＝秘密鍵による暗号
化）を行うのではなく、電子データのハッシュ値に電子
署名を行う。

こんにち
は

猫が好き
です。
・・・・・

一方向性
ハッシュ関数

Jgodf・

Alice（署名する人）

Alice Private Key

ハッシュ値は
小さいデータなので
署名が早くできる

こんにちは
猫が好き
です。

これまではメッセージそのものに電子署名
（文章が長いと処理時間も長い）



ハッシュを用いた電子署名

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

３

Bob（確認する人）Alice（署名する人）

AliceはBobにメッセージと電子署名

を送ります（【ポイント】メッセージも署名も両方送る）

m

sign

４

Alice（署名した人）

Bobは
①Aliceの公開鍵で電子署名を復号化したもの
②メッセージのハッシュ値（Bobが改めてここで取る）
を比較して「①＝②」ならOK。

Alice Public Key

Bob（確認する人）

m

sign xxxx

xxxx

一致？

ハッシュ

復号化

１

Alice（署名する人）

Alice（署名する人）は署名するメッ
セージのハッシュ値を取ります

m xxxx

固定長
160bit等

メッセージ
ハッシュ値

Alice（署名する人）

Aliceはハッシュ値を自分の秘密鍵

で暗号化します。これが署名行為
です（【ポイント】ハッシュ値に電子署名）

Alice Private Key

２

これが
電子署名

暗号化

xxxx

sign



電子署名を用いる実例

電子認証

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

試験に出る

【電子メール】 S/MIME
電子メールに電子署名・暗号化ができる

以下の４つの実例で電子署名は用いられている

【PDF署名】
PDF文書は電子署名することが可能

【コードサイニング】アプリケーションへの署名
ネットでアプリを配布する場合等、「確かにMicrosoftが

作った」等の証拠をつける。

【XML署名】データへの署名
XML=電子書式のことで、つまり「データ集」。「データへの署名」がこれ。



【参考】コードサイニング
アプリケーションをダウンロードしてインストールしようとすると、
「発行者の確認」の画面が出る。
これは「コードサイニング」による署名を確認した結果である。



ハッシュ関数のその他の利用法

電子認証

【①チェックサム】

チェックサムとは、通信が正しく行われたかどう
かの確認用の数値のこと。
通信はノイズ等の影響で、途中で壊れる可能性がある。そこで
チェックサムを利用して無事到達したかどうかを確かめる。

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

通信途中でノイ
ズ等で壊れるこ
とがある

データからハッシュ値を取
り、それがいっしょに送ら
れてきたハッシュ値と一致
しなければ壊れている



ハッシュ関数のその他の利用法

電子認証

【②簡単な電子署名】

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム

データを変えると
ハッシュ値も変わる

ハッシュ値を先に
公開しておくと

あとで変更できない

１

＜ネットワークじゃんけん＞

ハッ
シュ Jgodf・・

Jgodf・・

掲示板

何を出すか決めたら

そのハッシュ値を公
開する

２

「じゃんけんぽん」とネットワークで送りあう
（メール等で）。どちらかが先に着いてしま
うので、厳密には「後だしじゃんけん」に
なってしまう。

３

ハッ
シュ

Jgodf・・

Jgodf・・

掲示板

相手が出したものの
ハッシュを取り「手を
変えてないか」を確
認する

一致？



ハッシュ関数のその他の利用法

電子認証

【③パスワードの保存】
パスワードをそのまま保存すると、その「パスワードファイル」を見られ
れば中身が盗まれてしまう。なので、パスワードのハッシュ値を保存する。

第５章 電子署名とハッシュアルゴリズム



電子認証
第6章

電子証明書とPKI



第６章

電子証明書とPKI

学習のポイント
・ 電子証明書とPKIの基本を学びます



第６章 電子認証とPKI

電子署名の問題点

電子認証

Alice（署名した人）

Alice Public Key

Bob（確認する人）

m xxxx

xxxx

メッセージ
電子署名

Aliceの公開鍵を
とってきて署名検証

Aliceです。
署名付きメッセージ

送ります

電子署名はメッセージのハッ
シュ値をAliceの秘密鍵で暗号
化したもの

■公開鍵の問題点
メッセージを送ってきた人は「Aliceです」といっているが、
本当にAliceだろうか？
公開されている公開鍵は本当にAliceのものだろうか？



第６章 電子認証とPKI

電子署名の問題点

電子認証

本当のAlice

Alice Public Key

Bob（確認する人）

m xxxx

xxxx

メッセージ
電子署名

Aliceの公開鍵をとってきて署
名検証してOKだと思うが、実
際にはMalloryの鍵でMallory
の署名を検証している

Aliceです（本当はMallory)。
署名付きメッセージ送ります

電子署名はメッセージのハッ
シュ値をMalloryの秘密鍵で暗
号化したもの

■公開鍵の問題点
Mallory（詐欺者）が「Aliceです」といって署名を送り、
「Aliceの公開鍵です」とMalloryの公開鍵を公開すると
署名検証はOKだが、Aliceが電子署名したものではない！

Malloryのkeyを
「Aliceのkey」と公開

Mallory（詐欺者）



第６章 電子認証とPKI

電子証明書による解決

電子認証

Alice Public Key

電子証明書による解決
「公開鍵の所有者は本当にAlice本人だ」と確認できる仕組み

⇒ 「公開鍵の所有を証明」＝「電子証明書」

確かにこの鍵は
Aliceさんのもの
と認めます

この公開鍵は
確かに

Aliceさんのだ

電子証明書

「確かにAliceの公開鍵
です！ By えらい人」
と書いてある

第三者機関
（ベリサイン等）



第６章 電子認証とPKI

PKIとは

電子認証



第６章 電子認証とPKI

PKI概要図

電子認証

Alice Public Key

PKIの仕組み
認証局（「CA（しーえー）」と呼ぶ）が、電子証明書を発行して、
公開鍵と、その鍵の所有者の結びつきを保障する。

電子証明書があるからAlice

本人だ（公開鍵も電子証明
書の中からGET）

電子証明書

認証局（CA）
（ベリサイン等）

m xxxx
メッセージ 電子署名 電子証明書

電子証明書
発行依頼

あなたがAliceと認めて「Aliceの

公開鍵」であることの証明＝電
子証明書を送ります

発行には様々な書類提
出等（本人確認含む）

が必要



第６章 電子認証とPKI

電子署名の標準技術

電子認証

■ PKI標準技術

電子証明書は各自勝手なフォーマットで作る
と混乱が生じるので、これを標準化（国際標
準）し、統一する。

＜ PKIに関する標準＞
・ X.509 : 電子証明書の書き方の標準化
・ RFC3280 : インターネット標準

試験に出る

・インターネットの標準はIETFという団体が決定する。
そしてその規格番号を「RFC」という。
・ PKIはそれ以外にも、ITU,ISO等で標準化



第６章 電子認証とPKI

電子署名の標準技術

電子認証

電子証明書＝公開鍵証明書には主には下記が含まれることを覚える。
① 「その公開鍵の所有者に関する情報」
② 「有効期間」、「発行者」
③ 「公開鍵そのもの」

試験に出る



電子認証
第7章

認証局の機能と業務①



第７章 認証局の機能と業務①

認証局とは

電子認証

Alice Public Key

ではこの「電子証明書」が本物
かどうかはどう確認する？

⇒「電子証明書」には認証局の
署名が入っている

電子証明書

認証局（CA）
（ベリサイン等）

m xxxx
メッセージ 電子署名 電子証明書

電子証明書
発行依頼

認証局とは
・ 電子証明書を発行する（公開鍵と所有者の結びつきを保障する）

役所が「印鑑証明書」を発行するのと同じ仕組み
・ 電子証明書には「認証局」の電子署名が含まれる



第７章 認証局の機能と業務①

実際の署名確認作業

電子認証

Alice Public Key

電子証明書

認証局（CA）
（ベリサイン等）

m xxxx
メッセージ 電子署名 電子証明書

電子証明書
発行依頼

署名の確認者は
①まず電子証明書自身を「認証局（CA）」の公開鍵で署名検証
②電子証明書が正しければそれに書かれた公開鍵でメッセージ
の署名を確認

CA署名

CA署名

電子証明書

CA署名

認証局 Public Key

CA自身の
電子証明書

これは絶対安全な
方法で提供される
（HP公開、ブラウザ

に事前に入ってい
る等）



第７章 認証局の機能と業務①

実際の署名確認作業

電子認証

m xxxx
メッセージ 電子署名

Aliceの
電子証明書

署名の確認者は
①まず電子証明書自身を「認証局（CA）」の公開鍵で署名検証
②電子証明書が正しければそれに書かれた公開鍵でメッセージ
の署名を確認

CA署名

CA自身の
電子証明書

CA署名

Aliceの
電子証明書

まず「Aliceの電子証明書」が正しい
か確認するため、電子証明書の中の
「CA署名」を検証する。
検証には「CA自身の電子証明書」の
CAの公開鍵を用いる

「Aliceの電子証明書」が正しいことが
確認できれば、あとは「Aliceの電子
証明書」の中の「Aliceの公開鍵」で

メッセージの電子署名を確認すれば
よい



第７章 認証局の機能と業務①

電子認証局の役割

電子認証

電子認証局の役割は３つある。覚えること。

登録局（RA）は受
付・審査

電子証明書
の発行自体
はここ

＝認証局秘
密鍵はここに

ある

リストを公開するこ
とで、誰でも電子証
明書の安全性を簡
単に確認できるよう

にする

試験に出る



第７章 認証局の機能と業務①

電子認証局の整理:①個別認証方式

電子認証

複数の電子認証局（CA）をユーザが利用する必要場合が多い。
「個別認証方式」ではユーザは個別にすべてのCAを信頼する。
しかしこの場合数が増えてくると、管理が大変である。

電子証明書

電子証明書

電子証明書

電子証明書

証明書を何通も
持たなくちゃいけ
ない！

CA1

CA2 CA3

CA4



第７章 認証局の機能と業務①

電子認証局の整理:②階層構造方式

電子認証

「階層構造方式」

一番トップの認証局（ルート認証局）だけ信頼すれば、あとはその
認証局が認める下位認証局は自動的に認める方式。
（例： Carolのことはよく知らないけど、信頼するAliceの友人であれば全員信頼できるので、Carolを信頼する）

試験に出る

ルート
認証局

１

ルート
認証局

２ ３

ルート
認証局

４

CA1

Bobは
「ルート認証局」
を信頼します。

Bob
Bob

「ルート認証局」
がCA１を信頼す
れば・・・・

そのCA１をBob
は信頼します

信頼

信頼

ルート
認証局

CA1

Bob

信頼

信頼

階層化も何段も
可能

信頼

（友人の友
人の友人・・
を信じる）



第７章 認証局の機能と業務①

電子認証局の整理:②階層構造方式

電子認証

「階層構造方式」
・ルート認証局が下位認証局に電子証明書を発行することで信頼証明

（よって下位の認証局をどう認証するかの運用が重要）

・利用者はルート証明書だけもっておけばよい
・階層化することができる（何階層でも可）
・現在、一般的にもっとも用いられている方式

その他の方式：【相互認証方式】
認証局同士が信頼しあうので、
利用者は片方を信じればよい方式。

A⇔B⇔C といったブリッジ認証局を用いた信頼チェーンもある

CA1

信頼
信頼

信頼
CA2



第７章 認証局の機能と業務①

パブリックサービス・プライベートサービス

電子認証

■パブリックサービスとプライベートサービス

【パブリックサービス】
ルート認証局を一般の人が広く利用するサービス

【例】 一般公開するWebサイトのSSLサーバ証明書
⇒ブラウザにあらかじめルート証明書が入っている

【プライベートサービス】
ルート認証局を一部の人（例：その会社の人だけ）だけが
利用するサービス

【例】 ・社内公開のみのWebサイトのSSLサーバ証明書
・ テスト用の認証局
・企業独自の運用システムやアクセス制御

試験に出る

Veriginはパブリック証明書発行もプライベートサービス構築も両方やっている。
パブリック証明書は重要性によりクラス１～３があり、SSL証明書はクラス３で発行される



第７章 認証局の機能と業務①

ルート証明書の確認

電子認証

SSLサイトに接続して、そ

の電子証明書を確認す
ると、階層構造になって
いることがわかる。

ブラウザにはこのルート
証明書（「USERTrust」）が
入っているので、このSSL
証明書を信頼するのだ。

ルートCA
の証明書 直接このSSL証明書を

発行したCAの証明書

このサイトの
SSL証明書



電子認証
第8章

認証局の機能と業務②



第８章

認証局の機能と業務②

学習のポイント
・ 電子証明書のライフサイクルを学びます
・ 認証局の主な業務について学びます



第8章 認証局の機能と業務②

【復習】認証局とは

電子認証

Alice Public Key

電子証明書

認証局（CA）
（ベリサイン等）

m xxxx
メッセージ 電子署名 電子証明書

電子証明書
発行依頼

CA署名

CA署名

電子証明書

CA署名

認証局 Public Key

CA自身の
電子証明書

これは絶対安全な
方法で提供される
（HP公開、ブラウザ

に事前に入ってい
る等）

認証局とは
・ 電子証明書を発行する（公開鍵と所有者の結びつきを保障する）

役所が「印鑑証明書」を発行するのと同じ仕組み
・ 電子証明書には「認証局」の電子署名が含まれる



第8章 認証局の機能と業務②

【復習】電子認証局の役割

電子認証

電子認証局の役割は３つある。覚えること。

登録局（RA）は受
付・審査

電子証明書
の発行自体
はここ

＝認証局秘
密鍵はここに

ある

リストを公開するこ
とで、誰でも電子証
明書の安全性を簡
単に確認できるよう

にする

試験に出る



第8章 認証局の機能と業務②

電子証明書のライフサイクル

電子認証

電子証明書は「発行すれば終わり」ではない
発行だけではなく、「更新」（有効期間終了）、「失効」（なくした）等
がある。 Cf. 「運転免許証」「Suica」も同じだ。

CA

署名者

署名確認者

ライフサイクル

発行

失効

更新
（有効期間の終了）

失効
情報

発行依頼

確認

発行は安全に行う
・ 鍵は安全管理（特に秘密鍵は安全に保管）

・ 安全にシステム運営
・情報公開は的確に

電子証明書には有効期間がある
期限切れは更新が必要

「失効」手続きに注意

鍵が盗まれた場合などには電子
証明書を「失効」する必要がある

申請
審査



第8章 認証局の機能と業務②

失効 [リポジトリの機能]

電子認証

電子証明書の失効 =電子証明書の無効化

・秘密鍵が漏洩 ・利用の停止（不正利用による停止含む）
・認証局のサービス停止

失効した電子証明書はリポジトリで開示される
公開方法は2通り。

CRL (Certificate Revocation List)
■失効した電子証明書のシリアル番号のリストを電子ファイルとして公開する。

■ CRLは認証局が発行し、認証局により電子署名されるため偽造が困難
■随時ダウンロードして利用する必要があり、最新化が課題

（CRLの更新が1日1回なのでタイムラグが発生する。リアルタイム情報ではない）

試験に出る

OCSP (Online Certificate Status Protocol )
オンラインで失効情報を逐次確認する方法。失効状況を即時確認できるので安心さが、あまり利用されない



第8章 認証局の機能と業務②

実際にCRLをみてみる

電子認証

http://svrsecure-crl.verisign.com/SVRSecure2005.crl
に接続してCRLダウンロード
CRLファイルを開いて表示させる。

ちゃんと
CRLには
署名が
打ってある
ことがわかる

CRLは
失効した
証明書の
シリアル番号
のリスト

http://svrsecure-crl.verisign.com/SVRSecure2005.crl


第8章 認証局の機能と業務②

耐タンパ

電子認証

「耐タンパー性をもつ」とは「物理的にそれを守ることがで
きる」ということ。



第8章 認証局の機能と業務②

ベリサインは認証局サービスを行う

電子認証

Verisign

登録局
（RA）

発行局
（IA）

リポジトリ

■ベリサイン社は認証局全般をビジネスにしている会社

・ ブラウザ等で一般の人が利用するSSLサーバ証明書の
発行認証局の運営

・ 企業が自分の認証局を立ち上げる代わりに、ベリサインが
代行する「マネージドPKI」サービスも行う。

・ベリサインが「その企業専用」の認証局事務を行う



電子認証
第9章

認証業務実施規定（CPS）



第９章

認証業務実施規定（CPS）

学習のポイント
・ CP（Certificate Policy：証明書ポリシー）
について学びます。

・ CPS(Certification Practice Statement
：認証業務実施規定）について学びます。



第9章 認証業務実施規定（CPS）

PKIにも「約束事」が必要

電子認証

インフラ（＝基盤）としてのPKI
（PKI=Public Key Infrastructure）

実際にPKIを使っていくには
様々な約束事が必要

ポリシー
最低限の「ルー
ル」のこと。

設備・ﾃｸﾉﾛｼﾞ
構築する設備。

規定
ポリシー（ルール）を
実現する運用規定。

野球でいえば「野球のルー
ル」＋日本野球機構の決ま
り（ドラフト制度等）

野球でいえば球場。
「ボール・ストライク・アウト」
の順で表示する、などは運
用規定だ（ルールじゃない）



第9章 認証業務実施規定（CPS）

CPとCPS

電子認証

約束事①

CP (Certificate Policy)
全体共通のポリシー（ルール）

約束事②

CPS
(Certification Practice Statement)
各認証局の運用の実施方法を規定

セ・パ両リーグ
全体のルール

認証局（CA）

認証局（CA） 認証局（CA）

ルールは共通であっても、実際には球場
（認証局）によって「運用」が違う。野球場
毎に形状が異なるからホームランの扱い
などは球場ごとに異なるはずだ。このよう
にルールを球場ごとに個別に実施するこ
とを「運用」という。

CP：
全体で
共通の
ポリシー

CPS

実際に実行され
る運用ルール

CPS

実際に実行され
る運用ルール
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証明書ポリシー CP

電子認証

証明書ポリシー（CP：Certificate Policy）
・ 共通に守るべき最低限のルール。
・要は何を目的に誰にどのような条件で電子証明書
を発行するかなどを決めてある。

■ポリシーとして記載するもの
・ 利用範囲・目的：「誰が」「何の目的で」「どんなアプリ向けに」
・ どう利用者を認証して発行するのか： 対面or運転免許コピー・・
・鍵をどう管理するか。
・監査 （外部のチェックを受けることを決める）

×こんなことはポリシーに書いてない
・ 秘密鍵そのもの
・ 公開鍵そのもの
・ 申請フォーマット （申し込みとかそういう事務運用についてはノータッチ）



第9章 認証業務実施規定（CPS）

証明業務実施規定 CPS

電子認証

証明業務実施規定（CPS：Certification Practice Statement）

・ 個々の認証局の運用ルール。
・ 「うちではCPに従いこう実施します」という宣言
・ルール徹底に向けて利用者や依拠当事者と契約書を交わす

■規定として記載するもの
・認証行為の具体的実施方法（免許証のコピーを提出、等）
・ 認証局が発行する証明書の書式
・ 証明書が利用可能な範囲 （CPにも書いてあることをより具体的に）
・ CPSの改定手続き

・ 利用者規約、依拠当事者規約
・責任の明確化、障害保証

×こんなことはCPSに書いてない
・ 認証局の秘密鍵
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CPSと契約

電子認証

CPSは「契約条項」を含む
⇒リポジトリで開示

CPS=ルールを確実に守らせるためには「契約書」を交わす。

利用者規約 （利用者との契約書）
利用者の責任や義務を明確化した文章。

・ 電子証明書の申請時に合意することが必要。
・ 主にはCPSへの合意＝「このルールに従います」

依拠当事者規約 （依拠当事者＝証明書を確認したい人との契約書）
依拠当事者の責任や義務を明確化した文章。
誰がいつ電子証明書を受け取ってそれを確認・検証するかはわからない。
そのため電子証明書には「依拠当事者規約」のURLが記載されていたりする。

CPSは実際は長文であまり読んでもらえないので、実際は重要部だ
けを抜粋した「重要事項説明書」を作成し、その理解を高める。



電子認証
第10章

ネットワーク

セキュリティプロトコル



第10章

ネットワークセキュリティプロトコル

学習のポイント
・ S/MIMEについて学びます
・ SSLについて学びます
・ 暗号通信路(IPSec)について学びます



第10章 ネットワークセキュリティプロトコル

セキュリティ実現例

電子認証

実際に電子認証技術を用いる技術を
「ネットワークセキュリティプロトコル」
と呼ぶ。主には以下が代表例

・ S/MIME（電子メール）
・ SSL
・ 暗号通信路（IPSec）

ｱｲﾋﾟｰｾｯｸ
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S/MIMEとは

電子認証

S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions)  
電子メールに、以下の機能を追加するプロトコル
①電子署名 ②暗号化

ネットワークセキュリティプロトコル
① S/MIME

・ 電子メールの暗号化・電子署名ができる。
・ IETF RFC 2311で仕様が標準化されている。
・他にも電子メール暗号化プロトコルに PGP(Pretty Good Privacy)
等があるが、利用されることが少なくS/MIMEが一般的。
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S/MIMEとは

電子認証

S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions)  
電子メールに、自分の秘密鍵をもちいて電子署名

１

Bob（受信者）Alice（送信者）

まずBobはAliceの電子証明書を入手し
ます。電子証明書にはCAのサインがあ
るので正当性が確認できます。

Aliceの
公開鍵
電子証明書 Alice（署名する人）

Aliceはメッセージのハッシュ値を取り、
電子署名を行う。

Alice Private Key

２

yyy

これが
電子署名

暗号化

xxx

ハッシュ値を取る

Mail

３ AliceはBobに電子メールと電子署名を
送ります

Mail

yyy

４ BobはAliceの公開鍵で電子署名を復

号化して電子メールと一致するか確
認します。

Alice Public Key

vvv

復号化

一致？

xxx

ハッシュ値を取る
Mail

Aliceの
公開鍵
電子証明書
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S/MIMEとは（暗号化）

電子認証

S/MIMEの暗号化はハイブリッド方式を利用している
ハイブリッド暗号方式
公開鍵暗号で共通鍵暗号方式の一時鍵を送付し、以後の通信はメッセー
ジのその一時鍵で共通鍵暗号方式で暗号化して送信する。

公開鍵 p
一時鍵 k

いつも異なる鍵
「セッション鍵」ともいう

k

k

p

p

公開鍵方式

共通鍵方式

k

Mail

メール本文

公開鍵

一時鍵

暗号化
一時鍵

暗号化
本文
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SSLとは

電子認証

SSL (Secure Sockets Layer)
HTTP通信に以下の機能を追加するプロトコル
①Webサーバ認証 ②通信データ暗号化
③通信上の改ざん防止 ④クライアント認証

ネットワークセキュリティプロトコル
② SSL: Secure Sockets Layer

・ https で始まるアドレスへの接続で利用
・ ブラウザが自動処理するのでユーザは意識なく使える
・ PKIの仕組みを利用（電子証明書を利用）
・ IETFで標準化RFC2246: TLS (Transport Layer Security)と呼ぶ

鍵マークが出る



第10章 ネットワークセキュリティプロトコル

SSLとは

電子認証

①Webサーバ認証
電子証明書通りのWebサイトかどうかをブラウザが確認
電子証明書にはホスト名（URL）が書いてあり、
認証局が電子署名をしているのでその確認をする。
認証局の公開鍵はあらかじめブラウザに入っている。

SSL: Secure Sockets Layer の機能

ブラウザ

Webサーバ

認証局（CA）

ベリサイン等

https 接続要求

電子証明書

正しいサイト
に発行

SSLサーバ
証明書

CAの公開鍵
ブラウザ内にあり

証明書確認
証明書が
送られてくる

■ SSL：電子証明書が送られてくる
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SSLとは

電子認証

②通信データ暗号化
Webサイト内容を暗号化して送信・受信する
ハイブリッド方式で、電子証明書内の公開鍵で
一時鍵を暗号化して送り、以後その一時鍵で
共通鍵暗号方式で情報を暗号化して送信

SSL: Secure Sockets Layer の機能

ブラウザ

Webサーバ

一時鍵共有

暗号化されたWeb内容

証明書内の
公開鍵を利用

SSLサーバ
証明書

■ SSL：Webサイト通信内容を暗号化

sgsdgs31gsdfg3sd2・・・・・
一時鍵で復号化
中身が見れる

?????
第三者には中身が見えない
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SSLとは

電子認証

③通信上の改ざん防止
第三者が通信内容を書き換えることでWeb内容を偽るこ
とができない

といっても毎回Webページの電子署名を送っているわけでなく、②の通信暗号化の機

能により、「一時鍵」を知らない限り中身を読み取ることも書き換えることもできないこ
とで、改ざん防止となっている。ただし通信上ではなくサーバ上で改ざんされたものは
この範囲ではない。

SSL: Secure Sockets Layer の機能

ブラウザ

Webサーバ

一時鍵共有

暗号化されたWeb内容
「一時鍵」を知ら
ないと無理。

SSLサーバ
証明書

■ SSL：Webサイト通信内容改ざん防止

sgsdgs31gsdfg3sd2・・・・・
通信上で

書き換えられてはいない

?????
第三者には中身が見えない

＆ 書き換えることもできない
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SSLとは

電子認証

④クライアント認証（オプション：追加機能）
SSLにはサーバ認証だけでなく、逆にサーバ側がユーザ
に電子証明書を提出させ認証することも可能である。
前もってユーザには電子証明書を配布しておき、ブラウザにインストールさせておく。SSL

接続時に、ユーザのブラウザから電子証明書を送信させ、その内容を確認し、どのユーザ
かを確認・認証することが可能である。

SSL: Secure Sockets Layer の機能

ブラウザ

Webサーバ

クライアント認証要求

個人電子証明書を提出

証明書の正当性を確認（認
証局の署名確認）。

電子証明書のIDで「誰か」を
特定することが可能。

証明書
をチェック

■ SSL：クライアント認証

ブラウザ内に
個人電子証明書を

入れておく
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SSLとは

電子認証

その他 SSLについて① （SE向け知識）
・ サーバ側にSSL証明書を入れるには、ベリサイン等から購入して、インストール
しておく（実際には公開鍵・秘密鍵を自身で作成してベリサインに提出して、そこから電子証明書
を作ってもらい、それをインストールする）

・ ブラウザにはあらかじめ主要な認証局（ベリサイン等）の証明書が入っている。

・ 通常のhttp通信のポート番号は80番だが、SSLは443番を使う。

https://www.verisign.co.jp/repository/faq/SSL/https.html より

通常のhttpは
ポート80番
SSLは443番
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SSLとは

電子認証

その他 SSLについて② （SE向け知識）

・ 自分で認証局を立ち上げ、自分でSSL証明書を発行することもできる。これを
「オレオレ証明書」と呼ぶ。なおこの場合、この証明書を確認する認証局の
公開鍵（＝認証局の電子証明書）がブラウザに入ってないので、「未知の認証
局」とブラウザが確認をしてくる。でもそこで「OK」を押せば、SSLで接続できる。

主要な認証局（ベリサイン等）は、ブラウ
ザのメーカーにお願いして、あらかじめ
認証局の証明書をインストールしても
らっている。このためベリサイン社のSSL

証明書であれば、その正当性をブラウ
ザ内のベリサインの公開鍵でその電子
署名を自動確認できる。

オレオレ証明書はその発行元の公開鍵
を知らないので、このメッセージが出る。
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IPSecとは

電子認証

IPSec (Internet Protocol +Security) ：「暗号通信路」
IPプロトコルに、セキュリティ機能を追加するプロトコル
①暗号化機能の追加＝VPN構築
②認証＝なりすまし防止 ③改ざん防止

ネットワークセキュリティプロトコル
③ IPSec

・ IETFで仕様が標準化されている(RFC1825-1829,2401-2412等）。
・ IPv4ではオプション機能、IPv6では標準機能。
・ どんなアプリケーションからも利用可能（IP層でありアプリケーション層は透過）

試験に出る！

試験に出る！
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IPSecとは

電子認証

IPSecは通常は危険なインターネットの中に「暗号トンネル」を通すこ
とで、自分専用のネットワーク（これをVPN(Virtual Private Network)
と呼ぶ）として利用することができる。これはVPNゲートウェイ（＝

ルータ）どうしが、電子証明書等を用いて自動で認証・暗号化を実
施することで実現できている。

VPN＝仮想通信路（暗号通信路）

インターネット

VPNゲートウェイ
VPNゲートウェイ

支店A 本社

VPNを作ることで、高

価な専用線を買わず
に自分専用のNWを
作ることができる

ルータどうしでパスワー
ドを共有したり、電子証
明書を共有することで
認証・暗号化を行う

暗号化されているので成
りすまし等できない

「IPSec製品」を購入することで簡単に構築することが可能。
「IP-VPN」もほぼ同様の内容だが、この場合はインターネッ
トではなくNTT等のIP網を用いる
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電子認証と法律



第11章

電子認証と法律

学習のポイント
・ ここでは技術的な話ではなく、運用面の話として
電子認証関連の「法律」について学びます。
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電子署名法について

電子認証

■電子署名は、印鑑同様に、法律効力を持っている。
「電子署名及び認証業務に関する法律」（電子署名法）

【法律で述べていること】
・ 電子署名の法的な有効性

「本人が確かに署名した」証拠として裁判に利用可能

・ 認証局についての基準と認定の制度を規定
「認証局はこのような基準を満たすべき」方式

試験に出る

「電磁的に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、
真性に成立したものと推定する」（第三条：一部修正）
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電子署名法について

電子認証

【電子署名法】
・ 認証局についての基準と認定の制度を規定

「認証局はこのような基準を満たすべき」方式

■設備は安全か？
・ どんな場所で証明書を発行しているのか？
・ 部屋は施錠があって安全か？

■利用者をちゃんと確認して証明書を発行しているか？
・ 提出書類（免許証？パスポート？）は何か？
・ 対面確認しているか？ 実在性確認は？

■ちゃんと運用していますか？
・ 失効処理・情報公開をしているか？
・ 定期的な監査（外部第三者のチェック）はあるか？
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ＧＰＫＩについて

電子認証

■政府（省庁）も認証局を設けてＰＫＩを利用している
電子署名法に基づいて、公的なシステムとしてＰＫＩを
利用している。これを特別に「ＧＰＫＩ」（政府認証基盤）と
呼ぶ。
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GPKIと接続している認証局

電子認証

ＧＰＫＩと接続している認証局として以下がある 試験に出る

■府省認証局
・ 行政機関の権限者の電子証明書を発行

- 「この人はこの省庁の権限者」の証明書
（つまり一般国民や企業に発行するものではない）

■商業登記認証局
・ 企業に向けて府省が発行する電子証明書を発行

■公的個人認証サービス
・ 住民に対する電子証明書の発行

■民間認証局
・ 民間人に関する電子証明書（帝国データバンク 等）発行
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公的個人認証サービス

電子認証

■公的個人認証サービス
住民基本台帳に記載されている人は、電子証明書を
発行することができる。ＩＣカードを採用し、国の様々な
サービスをオンラインで利用できる。

たとえば
e-Tax

などで利用できる
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公的個人認証サービス

電子認証
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公的個人認証サービス

電子認証

鳥取県の場合

自分が住んでいる場所の役所に行き、500円を払うと誰でも電子証
明書を発行できます。
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第12章

情報セキュリティとは

学習のポイント
・ 情報セキュリティの「Ｃ・Ｉ・Ａ」を学びます。
・ 情報セキュリティのコントロールを学びます。
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情報セキュリティとは

電子認証

■情報セキュリティの定義
「情報セキュリティのＣＩＡ」

情報セキュリティとは情報に対して以下を維持すること
・ 機密性 (Confidentiality)

許可されたものだけがアクセスできること
・ 完全性 (Integrity)

情報が正確及び完全であること
・ 可用性 (Availability)

必要なときに正当な利用者が利用できること

試験に出る

電子認証や暗号化などだけで「情報セキュリティ」を守れるわけで
はない。まずは「情報セキュリティ」とは何かを学ぼう。
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情報セキュリティとは

電子認証

機密性
(Confidentiality)

許可されたものだけ
がアクセスできること

暗号化がこれに当たる。

⇒「鍵をもったものだけが」（＝許可されたも
のだけが）「中身を見ることができる」（＝ア
クセスできる）

完全性 (Integrity)

情報が正確及び完
全であること

電子署名がこれに当たる。

⇒「完全さ」とは誰かに変更されていないこ
と。電子署名で完全性を守る（署名文書を変更するとバレる）。

可用性 (Availability)

必要なときに正当な
利用者が利用できる
こと

「利用したいときに利用できること」

停電だからといって利用できなくなるのは
「可用性がない」。電源装置を準備して停電
でも継続利用できることが「可用性あり」。
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電子署名法について

電子認証

情報セキュリティを守るために
・ 情報管理の手法としては以下の四つのコントロール
がある。

■物理的コントロール
・ 入室管理をしたり監視装置をつけたりして守る

■技術的コントロール
・ 暗号化、ネットワーク制御、ユーザ認証機能

■手続き的コントロール
・ 担当者の権限・責任範囲を決める

■人的コントロール
・ 担当者の任命・教育

試験に出る
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情報セキュリティ

マネジメントシステム



第13章

情報セキュリティ マネジメントシステム

学習のポイント
・ 情報セキュリティをどう守るかについて学びます。
・ ISMSとは何かを学びます。
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情報セキュリティマネジメントシステム

電子認証

■情報セキュリティマネジメントシステムとは
情報セキュリティを実現するための運営管理システム
ISMS(Information System Management System)とも呼ぶ

ISMSは「PDCAモデル」の実施によって維持される
試験に出る

Plan（計画）
・基本ポリシーの定義
・具体的計画・施策の決定

Act（処置）
・経営陣による見直し
・点検で発見した課題の改善

Do（実施）
・ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ対応策の実施

（計画に基づいた施策の実施と運用）

Check（点検）
・実施結果の点検・評価
・監査（＝第三者チェック）



第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

ISMS（情報セキュリティ マネジメントシステム）は、以下のSTEPに
従って構築する。これら初期STEPはPDCAの「P：計画」にあたる。以
後、PDCAの継続実施を行う。

[STEP1]  適用範囲の決定

[STEP2]  基本方針（情報セキュリティポリシー）の決定

[STEP3] リスクアセスメント

[STEP4]  管理策の決定

[STEP5]  経営者による承認



■ ISMS（情報セキュリティマネジメント）を適用する
範囲を明確にする

「適用範囲」は、要は「企業全体に行うのか」「企業内のある部
署だけに行うのか」などの決定を行う。
たとえば「大学」全体の情報セキュリティのルールを作るのか、「情報学部」
だけのルールを作るのか、「N科」だけのルールなのかを決める。N科だけな
ら範囲も狭くて実施は簡単そうだが、例えば「twitter禁止」などの禁止項目
の場合、ラウンジでtwitterをいじっていてもI科なのかN科なのか判断できず、
禁止の声がけも難しいのであまり実行力がない禁止項目になる。

第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

[STEP1]  適用範囲の決定



■ 「情報セキュリティポリシー」を決定し、指針を宣言

経営陣（偉い人）から従業員に対し「何を守るのか」意向表明
主に以下のものを規定する。

第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

[STEP2]  基本方針（情報セキュリティポリシー）の決定

①情報セキュリティの定義・目的・適用範囲

試験に出る

②経営陣の意向表明

③個別の重要なポリシー・原則・標準類等の「要求事項」

例：実際の中身は抽象的なものも多い。よくある企業の「理念宣言」的な感じ。具体的に「社員のxxを禁止します」等も入る場合がある。

「我々の企業は、健康に関わる情報を広く社会に発信することにより、人々への健康へ寄与する企業です。したがって、発信する健康情
報の信頼性は最も重要なものであり、当社の存在の根幹に関わります。誤った情報や不正は情報取得者の安全を損なう可能性があり、
また当社の存在を危うくするリスクをもつため、徹底した正しい情報発信に勤めます」



情報セキュリティ・ポリシー 静岡大学の例



■リスクアセスメントとは

情報資産に対するリスクを識別し、各リスクの重要
度評価を行い、評価をもとに、対策の有無を判断する。
以下の手順で実施する。

＜手順＞
①リスクの識別
②リスク値の算出と評価
③リスク対応

第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

[STEP3] リスクアセスメント



第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

■リスクアセスメント
【手順①】 リスクの識別
「情報目録」を作る。

これは「どんな情報が存在し」「誰が管理し」「どんな
状態で」「どんな価値がある」かを表にすること。



第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

■リスクアセスメント
【手順②】 リスク値の算出と評価
リスクの大きさを、「リスク値」という数字に置き換える。どうい

う数字を置くかは決まりがあるわけではなく個人判断だが、「資
産価値」と「想定される脅威」および「脆弱性（＝セキュリティの
弱さ）」が関連する。

これはあくまで計算方式の一例。

必ずしもこうやるわけではないが、こう
やって計算するとわかりやすい、という
例。会社によって数値の置き方や計算
方法は異なる。

これにより前ページの「オンラインショップ顧客デー
タ」は「リスク値7」などと決まる。



第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

■リスクアセスメント
【手順③】 リスク対応
それぞれの「リスク」に対して、どう対応するか決める。

対リスクのガードを固める。
発生しても被害小に。

「リスクが発生してもい
いや」とあきらめる

リスクそのものの原因
をなくす。

リスクの
丸投げ

試験に出る



各「リスク対応」において、具体的にどんな管理策をと
るか決定する。

第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

[STEP4] 管理策の決定

情報項目 リスク値 リスク対応 管理策

1 オンラインショップ顧客
データ

5（高） リスク軽減 暗号化により流出しても中身
を見えなくする。

2 取引先受発注履歴 3（中） リスク回避 履歴を残さないようにすること
でリスク発生自体をなくす。

3 オンライン広告用コン
テンツ

1（低） リスク受容 なにもしない。コンテンツが漏
れても公開している内容なの
で問題なし。



■経営者が責任をもって計画を承認する

これまでの手順で作成したもの「資産目録」「リスク
値」「リスク対応」「管理策」の最終結果について、経営
者がGOサインを出す。
以後、PDCAを行う中で情報セキュリティを確保する。

第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSの構築

電子認証

[STEP5] 経営者の承認



第13章 情報セキュリティマネジメントシステム

ISMS認証標準

電子認証

■ ISMS認証基準
ISMSは各企業等が独自に勝手に実行しても意味がない。
正しい手順で効果ある方法で実施するため「ISMSはこう実
行しなければならない」と決めた「ISMS認証基準」がある。

＜ISMS適合性評価制度＞
・ ISO 27001 評価基準（JIS Q 27001)
・ 財団法人 「日本情報処理開発協会」（JIPDEC）が第三者評価を行う。

＜経済産業省＞
・「情報セキュリティ監査制度」を作成





電子認証
第14章

個人情報の保護



第14章

個人情報の保護

学習のポイント
・ 「個人情報」の定義を学びます。
・ 個人情報保護の原則を学びます。
・ 個人情報保護法について学びます。
・ プライバシーマークについて学びます。



第14章 個人情報の保護

個人情報とは

電子認証

■個人情報とは
・ 生存する個人に関する情報
・ 生年月日等で、特定の個人を識別できるもの

【個人情報になるもの】
○個人の住所 ○生年月日 ○学校のテスト
○個人識別できるメールアドレス（okamoto.manabu@kait.ac.jp 等）
○記名式アンケート結果 ○防犯カメラ情報

【個人情報にならないもの】
× 死亡した人のクレジットカード番号（個人情報は「生存する個人」）
× 企業の所在地 （企業は「会社」であって「個人」ではない）
× 企業の財務情報 （同じく「個人」ではない）
× 個人識別不可能なメールアドレス（ nekoneko@gmail.com ）
× 無記名アンケート（個人識別ができない）

試験に出る



第14章 個人情報の保護

個人情報の分類

電子認証

■個人情報の分類
中身や重要度によって分類される。
特に「高センシティブ情報」は「収集・利用を原則禁止」

【基本情報】
・ 氏名・住所・年齢（生年月日）、連絡先（電話番号・メールアドレス）
・ 家族、配偶者状況 ・ 勤務先、通学先

【センシティブ情報】
・ 趣味・思考 ・身体的特徴（身長・体重・サイズ）
・ 学歴 ・結婚暦 ・資産情報（預貯金等）

【高センシティブ情報】⇒収集・利用等の原則禁止
・ 思想・信条・宗教 ・ 犯罪歴等
・ 健康診断情報 ・ 診療情報（どんな病気にかかったことがあるか）

試験に出る



第14章 個人情報の保護

OECD8原則

電子認証

■個人情報保護の国際ガイドライン
「個人情報はこう守るべきだ」という国際ガイドライン。
OECD8原則という。（OECD=経済協力開発機構）

OECD8原則 詳細

1 収集制限の原則 適法かつ公正な手段で、同意を得た上で収集すること。

2 データ内容の原則 個人情報は目的にそった内容で正確・完全かつ最新であること。

3 目的明確化の原則 個人情報を何に利用するのかを明確にし限定すること。

4 利用制限の原則 目的以外の目的で開示・利用されない。ただし同意があれば別。

5 安全保護の原則 紛失や不正アクセス等の危険に対して保護すること。

6 公開の原則 個人情報を管理する者・団体が明確であること（住所等の公開）

7 個人参加の原則 個人が自分の情報に関して確認・通知要求・消去。補正ができること。

8 責任の原則 個人情報を管理する者・団体は上記に関して責任を負うこと。



第14章 個人情報の保護

個人情報保護法

電子認証

■個人情報保護保護法
OECD8原則を受けて、日本では「個人情報保護法」にて
これを守る（平成17年4月より施行）

■ 内容的にはゆるいもので、「最低限のルール」程度のもの

■ 主に以下のようなものを決めている。
・ 個人情報取得と利用に際してのルール
・ 適正・安全な管理
・ 第三者提供の制限
・ 本人の関与
・ 苦情処理

■ ただし「報道機関」「学術研究機関」「宗教団体」「政治団体」は
この適用外。



第14章 個人情報の保護

個人情報保護法とOECD8原則

電子認証

「個人情報保護法」は「OECD8原則」に対応している。



第14章 個人情報の保護

プライバシーマーク制度

電子認証

■プライバシーマーク制度

個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を行って
いる民間事業者等に、そのあかしとなるマークを付与する。

モンスターズストライクの会社
（mixi） もプライバシーマーク
取得済み

日本情報処理開発協会
（JIPDEC）により、「JIS Q 15001」

（認証基準の名前）に基づき審
査し、合格すればプライバシー
マークを付与する。

取得業者は「個人情報保護方
針」を宣言する必要がある。



以上
N科３年

「電子認証」


