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【情報セキュリティ監査研究会だより その１５ － プライバシー・バイ・デザイン 第 10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、2013年8月から議論しております。 

 本年度5月号から、「プライバシー・バイ・デザイン」の一実現形態であり、また、システム監査人の新たな活躍の場

になる可能性がある「ID連携トラストフレームワーク」のご紹介を開始し、5月号は、その概要、6月号は、日米の先行

事例をご紹介いたしました。本号では、3月にJIPDECが発表したトラストフレームワーク参加事業者の認証基準案を

ご紹介したいと思います。このなかで、システム監査人の新たな活躍の場として期待される、認証にあたる「審査人

(監査人)」の能力基準についてもご紹介します。 

なお、6月号でご紹介した米国における先行事例、Identity Credential and Access Management、“ＩＣＡＭ”の紹介

の図に、誤りがありましたので訂正させていただきます。会報6月号の９ページ、図３、TFP(トラストフレームワーク・プ

ロバイダ)がRP（リライング・パーティ）である政府機関を認定する矢印が出ていますが、政府機関は認定する必要が

ありません。この矢印を削除していただきたいと存じます。誤った情報を提供しましたことをお詫び申し上げます。 

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） 

【参考資料等】 

 ＜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＞平成 25年度電子経済産業省構築事業： 「ＩＤ連携トラストフレームワーク」の構築のための実証事業 

  第２回戦略委員会資料：「本事業で策定した基準案について(基準案の検討概要)」、平成 26年 3月 6日、JIPDEC 

    なお、本資料は、下記の参考ホームページの「『ＩＤ連携トラストフレームワーク』の構築のための実証事業」内の

「第２回ＩＤ連携トラストフレームワーク戦略委員会(平成 26年 3月 6日)」の 「配布資料(ZIP形式)」の中にあります。 

＜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/ 

【報告】「ＩＤ連携トラストフレームワーク」ご紹介その３ ---- 事業者認証基準案について  

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を再度、ご紹介する。こ

の部分は、会報2014年5月号の記事に若干、補足を加えたものであり、既にご存知の方は飛ばしていただきたい。 

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.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/
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ＩＤ連携トラストフレームワークとは、異なる組織間での信頼性を確保したＩＤ（アイデンティティ）連携を実現すること

によって、インターネットサービスの課題を解決し、サービスに係るあらゆる活動をオンライン上で完結できるようにす

る仕組みである。なお、ここでいう“ＩＤ”の意味は、ユーザＩＤ等、個人の識別に用いるための “Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ”ではなく、

“Ｉｄｅｎｔｉｔｙ”、すなわち、利用者である個人に関する属性の集まりのことである。 

 

           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。なお、これらの認定/認証業務は、ＩＳＯ Ｇｕｉｄｅ ６５の基準に則して行われる。 

（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。 

② ＴＦＰ（トラストフレームワーク・プロバイダ）： 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)：利用者を認証する主体。利用者の登録や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。 
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２．ＩＤ連携トラストフレームワーク認証基準案 

 以下に、ＪＩＰＤＥＣが今年3月6日に、「『「ＩＤ連携トラストフレームワーク』の構築のための実証事業(以下、「実証事

業」)」第2回戦略委員会で報告した、「本事業で策定した基準案について(基準案の検討概要)」(資料3)の一部をご

紹介する。ご紹介する内容は、ＩＤ連携トラストフレームワークに参加する事業者の認定のための評価基準(案)と、こ

れらの認証にあたって信頼付与機関(ＴＦＰ)からの依頼で審査を担当する審査人(監査人)の能力基準である。 

なお、紙面の都合上、概念レベルに留める。詳細は、資料３をご覧いただきたい。 

（１） 実証事業で検討した基準の範囲 

図２に、実証事業で検討した基準の範囲を示す。 

 

図２．実証事業で検討した基準の範囲 

図 2に示すように、実証事業では、ポリシーメーカーが信頼付与機関(ＴＦＰ)を認定する際に必要となる要件を検

討し、基準案を作成した。この基準案は、適用される分野・業界など、個別の要件を含まない汎用的な基準である。 

ＩｄＰ、ＲＰやＡＰを認証するための個別の要件を含む詳細な基準は、分野毎、業界毎等に設置される信頼付与機

関(ＴＦＰ)が、当該分野や業界等の固有の要件を取りこんで規定するのが原則であるが、分野毎あるいは業界毎等

の個別の要件を含まない汎用部分について、ＩｄＰ及びＲＰを認証するための評価基準(案)を参考として検討した。 

（２） ＩｄＰサービス及びＲＰサービスの評価基準（参考） 

以下に、ＩｄＰ及びＲＰの認証基準(汎用部分のみ)の要求事項と認証の流れ(図３)を示す。 

ⅰ）ＩｄＰサービス評価基準(参考) 

ＩｄＰに対して、信頼性付与機関が策定した要求事項に則り、アイデンティティ管理、個人情報の保護が適切に行

われているかを評価する。ＩｄＰに対する要求事項は以下のとおりである。 

・組織の成熟度：法的実在性、法務遂行と法令遵守、財務規定、情報セキュリティマネジメントと監査、外部委託、 

運用管理 

・プライバシー及び個人情報保護の原則：ISO 29100 プライバシー原則（①同意と選択 ②目的適法性と規定  

③収集の制限 ④データの最小化 ⑤利用、保持、開示の制限 ⑥正確性と質 ⑦公開、透明性及び通知  

⑧個人参加とアクセス ⑨責任 ⑩情報セキュリティ ⑪法令遵守）に則った対策が行われているか 

・身元確認の基準：登録 

・当人確認の基準：クレデンシャル管理(発行・管理)、トークン、認証プロセス、アサーション 
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                         図３．ＩｄＰ及びＲＰ認証の流れ 

ⅱ）ＲＰサービス評価基準(参考) 

ＲＰに対して、信頼性付与機関(ＴＦＰ)が策定した要求事項に則り、個人情報の保護が適切に行われているかを評

価する。ＲＰに対する要求事項は以下のとおりである。 

・組織の成熟度：ⅰ)ＩｄＰサービス評価基準と同様 

・プライバシー及び個人情報保護の原則：ⅰ)ＩｄＰサービス評価基準と同様 

・プライバシー及び個人情報保護の原則の遵守証明：個人情報保護基準に則った対策をしているかを証明する

程度（プライバシー影響評価の実施、ＪＩＳ Q 15001やISO27001の遵守） 

（３） 審査人(監査人)の能力基準 

  審査人(監査人)に求められる能力の基準を以下に示す。 

分類 内容 

個人的資質（努力規定） ・人格的に優れていること 

知識及び技能（努力規定） 以下について知識及び技能があること 

・審査の原則、手順及び方法、審査先の組織の概要 

・法的及び契約 

・マネジメントシステム及びＩＤ連携トラストフレームワーク基準文書 

資格(義務規定) ・高校卒業程度の学力 

・情報処理及びセキュリティの専門家である(例えば、公認情報システム監査人 

(ＣＩＳＡ)、ＩＴスキル標準のレベル４以上など) 

・情報技術分野において４年以上の実務経験がある。このうちの２年以上は、 

情報セキュリティに関連した役割又は職務についている。 

・これらの経験は、すべて合理的な範囲で最近のもの 

教育(努力規定) ・定期的な教育を受ける 

おわりに 

本稿により、ＩＤ連携トラストフレームワークにおけるシステム監査人の活躍シーンがおぼろげながらイメージできた

のではないかと思う。今後、一層、情報収集に努め、我々システム監査人の果たすべき役割を明確にしていきたい。 

以上 
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