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2014.05 

【情報セキュリティ監査研究会だより その１４ － プライバシー・バイ・デザイン 第９回】(連載) 

会員番号 0056 藤野明夫(情報セキュリティ監査研究会） 

はじめに 

  情報セキュリティ監査研究会では、アン・カブキアン著、「プライバシー・バイ・デザイン  プライバシー情報を守る

ための世界的新潮流」をテキスト(以下、左記の書を「テキスト」と称します)として、「プライバシー・バイ・デザイン」の

意義、影響、ＰＩＡやシステム監査との関係などを議論しております。この概要を2月21日に開催された日本システム

監査人協会第13期総会の後の特別講演会において、「Privacy by Design ご紹介と問題提起」と題して発表し、さら

に会報４月号で報告いたしました。 

 3月と４月に開催した定例の研究会で、今後の研究テーマについて検討した結果、引き続き、「プライバシー・バイ・

デザイン」をテーマに研究を続けることになりました。全体の概要は一段落しましたので、今後は、そのなかの個別の

要素についてやや深く検討していくことにいたしました。当面は、ＦＩＭ（連携アイデンティティ管理）、そのなかでもト

ラストフレームワーク、次にＰＩＡ（プライバシー影響評価）を取り上げる予定です。トラストフレームワークについては、

既に概要を会報５月号でご紹介いたしましたが、今回は事例を二つご紹介したいと思います。 

ひとつは、日本における先行事例、学術連携フェデレーション「学認」、もうひとつは、米国の行政サービスに係る

本格的な取り組みである、Identity Credential and Access Management、“ＩＣＡＭ”です。両者とも、主に資料１と資料

２を参考にしております。紙数の関係で詳しいご紹介ができません。「学認」についてさらに詳しくお知りになりたい方

は、参考ホームページに記載いたしました学認ホームページをご参照ください。また、ＩＤ連携トラストフレームワーク

全般につきましては、同じく経済産業省の該当のホームページをご参照ください。 

本報告は、情報セキュリティ監査研究会内部の検討結果であり、日本システム監査人協会の公式の見解ではな

いことをお断りしておきます。また、我々の力不足のため、誤りも多々あるかと存じます。お気づきの点がございました

ら適宜ご指摘いただきたいと存じます。ご興味のある方は、毎月20日前後に定例研究会を開催しておりますので是

非ご参加ください。参加ご希望の方、また、ご意見やご質問は、下記アドレスまでメールでご連絡ください。 

 security ☆ saaj.jp （発信の際には “ ☆ ” を “@” に変換してください） 

  

 ＜テキスト＞ 

堀部政男／一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC、以下、同じ)編、アン・カブキアン著、JIPDEC 訳 

「プライバシー・バイ・デザイン プライバシー情報を守るための世界的新潮流」、2012年10月、日経ＢＰ社 

 ＜資料１＞ 経済産業省「ID連携トラストフレームワーク概要」 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/tf_gaiyou.pdf 

＜資料２＞ 2014年 3月 14日開催、経済産業省主催シンポジウム「アイデンティティ連携が生み出す社会」資料 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/0314symposium.pdf 

＜資料３＞ ＩＳＯ Ｇｕｉｄｅ ６５ 

http://www.iajapan.nite.go.jp/asnite/pdf/pcg101_01.pdf 

＜資料４＞ ＩＣＡＭ 「Trust Framework Provider Adoption Process」 

http://www.idmanagement.gov/sites/default/files/documents/FICAM_TFS_TFPAP_0.pdf 

＜参考ホームページ＞ 

・経済産業省「ＩＤ連携トラストフレームワーク」のホームページ:  http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/ 

・学認ホームページ： http://www.gakunin.jp/ 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/tf_gaiyou.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/0314symposium.pdf
http://www.iajapan.nite.go.jp/asnite/pdf/pcg101_01.pdf
http://www.idmanagement.gov/sites/default/files/documents/FICAM_TFS_TFPAP_0.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/
http://www.gakunin.jp/


June 2014                                日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報                                   7 

【報告】「ＩＤ連携トラストフレームワーク」ご紹介その２  

１．ＩＤ連携トラストフレームワークの概要 

事例のご紹介の前に、今回、初めてご覧になる方のために、ＩＤ連携トラストフレームワーク（以降、「トラストフレー

ムワーク」）を再度、ご紹介する。この部分は、会報2014年5月号(158号)の記事の抜粋であり、既に、ご欄になった方

は飛ばしていただきたい。 

 

             図１．トラストフレームワークによるID連携のイメージ 

 

図１に、トラストフレームワークによるＩＤ連携のイメージを示す。各プレイヤーの役割の紹介を通じて、トラストフ

レームワークの機能を説明する。 

（１） 統制プロセス：ポリシーメーカー、ＴＦＰ及び監査人の三種のカテゴリーの「第三者」から構成される。 

① ポリシーメーカー：政府や業界 

トラストフレームワークにおける要求事項やルール及びトラストフレームワーク・プロバイダの認定基準を

策定する。これらの認定/認証業務は、ＩＳＯ Ｇｕｉｄｅ ６５(資料3)の基準に則して行われる。 

② ＴＦＰ（トラストフレームワーク・プロバイダ）：第三者機関 

ポリシーメーカーが策定したルールに基づき、保証レベル（ＬＯＡ）を定義し、保証レベル毎に事業者が

満たすべき技術、運用面での監査要件を作成する。 

また、監査を行う監査人(アセッサー)を認定し、アセッサーの監査結果に基づき、事業者を認定する。 

③ 監査人(アセッサー)  

トラストフレームワーク・プロバイダが作成した監査要件に基づき、参加事業者に対して監査を実施する。 

（２） 実行プロセス：利用者とＩｄＰ、ＲＰ及びＡＰの三種のカテゴリーの「事業者」から構成される。 

① 利用者 

サービスを受ける主体。自分自身を証明する情報を、認証する主体に渡す必要がある。 

② ＩｄＰ(アイデンティティ・プロバイダ) 
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利用者を認証する主体。保証レベルによって、ＩＤの確からしさの確認を行う。 

③ ＲＰ(リライング・パーティ) 

ＩｄＰから、必要な属性情報のみを受け取り、利用者にサービスを提供する。 

④ ＡＰ（アトリビュート・プロバイダ） 

利用者が求めるサービスを提供するにあたり、ＩｄＰが保有する属性情報だけでは足りない場合に、該当

する属性情報を、ＩｄＰやＲＰに提供する。 

上記の仕組みのなかで、ＴＦＰ（トラストフレームワーク・プロバイダ）は、利用者に対して、このフレームワークの仕

組みやルール、参加事業者、保証レベル等を公開する。これにより、利用者は、自身のデータがどのように取り扱わ

れているかを知ることができる。また、この仕組みに参加すれば、一般事業者（ＲＰ：リライング・パーティ）は、個別に

個々の一般事業者と契約を交わすことなく利用者の情報を受け取り、自らのサービスに活用することができる。 

 

２．トラストフレームワーク事例：学術連携フェデレーション「学認」 

 全国の大学等と国立情報科学研究所(ＮＩＩ)が連携して、「学術認証フェデレーション(学認：GakuNin)」の構築及び

運用が2009年度から開始された。学術認証フェデレーション（以下、「学認」）とは、学術e-リソースを利用する大学

等と学術e-リソースを提供する機関・出版社等から構成された連合体のことである。 

学認はトラストフレームワーク・プロバイダである。各大学、工業高等専門学校等がアイデンティティ・プロバイダに

なる。また、リライング・パーティ（学認のホームページでは、サービスプロバイダ（ＳＰ）という言葉を用いている）は、

出版社、学会等である。2014年1月14日より学認の運用はＮＩＩの事業として行うことになった。 

 

 

                   図２．学術認証フェデレーション「学認」 

 

 ポリシーメーカーは、ＮＩＩ、ＯｐｅｎＩＤファウンデーション・ジャパン（ＯＩＤＦ－Ｊ）及び参加企業によるワーキンググ

ループである。ＴＦＰ(トラストフレームワーク・プロバイダ)は、学認、ＩｄＰ(アイデンティティ・プロバイダ)は、大学、工業

高専等、ＳＰ（サービス・プロバイダ）は、出版社、学会、ネットワーク接続サービス会社、ソフトベンダ等である。ＳＰが

提供するサービスの内容は、コンテンツ系サービスとして、電子ジャーナル、機関リポジトリ、文献検索、論文・業績
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情報管理、開発環境(ソフトウェア)等、基盤系サービスとして、無線ネットワークアクセス、Ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ、テレビ会議、

メーリングリスト、クラウド環境等である。 

2014年2月末現在で、ＳＰは１２０組織、ＩｄＰは１１９機関、利用者数はＩＤ数で９０万に達している。なお、文部科学

省によれば、高等教育人口は３５０万人、うち８割が学生である。すでに学認の利用者は結構な割合を占めている。 

 

３．トラストフレームワーク事例：米国政府における取組み「ＩＣＡＭ」 

ＩＣＡＭ(Identity, Credential, and Access Management)とは、民間企業が提供し、市民が別の目的で所有している

認証手段を、米国政府が利活用するために定められた認定の仕組み(＝トラストフレームワーク)である。既に使われ

ている民間のアイデンティティ・プロバイダの発行したユーザＩＤを使って、行政サービスを受けられることを目指して

いる。図３にＯＩＸ(Ｏｐｅｎ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｅｘｃｈａｎｇｅ)がＴＦＰの役割を担っているトラストフレームワークの事例を示す。 

この事例では、例えば、Googleの発行したユーザＩＤを用いて、米国連邦政府機関である国立衛生研究所が提供

するPubMed(日本を含む世界約80カ国で発行される生物医学系文献の検索サイト)等のサ-ﾋﾞｽへのアクセスが可能

になる。 

なお、ＩＣＡＭは、ＯＩＸの他にkantara Initiative、Ｉｎ Common等の複数のＴＦＰを認定している。ＩＣＡＭは、ＴＦＰAP

（Trust Framework Provider Adoption Process）（資料4）に従って民間のＴＦＰを評価・認定する。認定を受けたＴＦＰ

がＩｄＰの評価・認定を行う。 

 

 

         図３．ＩＣＡＭ: Identity, Credential, and Access Management 

 

おわりに 

ご紹介したとおり、トラストフレームワークは、明日の話ではなく、一部ではあるが既に実現しており、着々と実績を

挙げている。このシステムが適正かつ公正に機能するためには、第三者による監査の果たす役割が極めて重要であ

り、現時点でこれがどの程度機能しているのか、システム監査人としては気になるところである。当研究会でも、今後、

この問題も調査研究していく予定である。 
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ＯＩＸ：Ｏｐｅｎ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

ポリシーメーカー：ＩＣＡＭ
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ，Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌ，
ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

認定 認定

ＩｄＰ：アイデンティティ
・プロバイダ

認定

認定された民間のＩｄＰ
・Ｇｏｏｇｌｅ
・ＰａｙＰａｌ
・ＶｅｒｉＳｉｇｎ
・Ｖｅｒｉｚｏｎ
など

行政サービス
・米国国立衛生研究所
・米国医療図書館
・米国議会図書館
など

利用者
（市民）

ＩＤ連携

ＩＤ

ＲＰ：リライング
・パーティ

政府が
ポリシー
を決める


