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2014.12 

第１９７回 月例研究会 （２０１４年１１月１９日開催）報告 

会員番号 0056 藤野明夫 （情報セキュリティ監査研究会主査） 

【講演テーマ】 「マイナンバーと民間サービスとの連携を目指して」 

【講師】経済産業省 ＣＩＯ補佐官 満塩 尚史 氏 

【日時】 2014年 11 月 19日（水曜日）18:30～20:30 

【場所】 機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】  

平成 28年度からマイナンバー制度と呼ばれる社会保障・税番号法（「行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律」）が利用開始される。このマイナンバー制度では、個人に付与される個人番号

（マイナンバー）は、法律で定められた業務以外での利用や他人に提供することはできない。一方、民間サービスに

おいても、マイナンバー制度を利活用したいという意見もある。前記の通り、個人番号そのものは、利用することはで

きないが、個人番号を使わないで、ID連携トラストフレームワークを活用し、民間サービスとマイナンバー制度を連携

させ、利活用できる可能性がある。 

また、社会保障・税番号制度では、個人に個人番号を付与するだけでなく、法人や行政機関に法人番号を付与し、

インターネット経由で法人番号、法人名、本社所在地が提供される。 

ここでは、マイナンバー制度の概要と、マイナンバーを民間サービスで利活用する仕組みとしての ID連携トラストフ

レームワークをご紹介します。 

【講演概要】 

はじめに 

経済産業省の CIO 補佐官として、主にアイデンティティ、とくに ID 連携トラストフレームワークを担当している。マイ

ナンバー制度の概要と、マイナンバーを民間サービスで活用する仕組みとしての ID 連携トラストフレームワークにつ

いてご紹介する。 

なぜ、マイナンバーとアイデンティティが関係するか。それは以下の理由による。 

現在、日本では、行政に関わる手続きが、すべてネットワーク上の電子的処理で完結するものはひとつもない。た

とえば、何かの手続きで、情報処理技術者試験の合格を証明する必要がある場合、必ず紙による合格証かそれに代

わる資料を紙媒体で添付しなければならない。 

今回の番号法成立によるマイナンバー制度の発足で、初めてネットワーク上で電子的に本人を確認できる仕組み

ができた。ただし、マイナンバーそのものは、その直接的な利用が、行政に関わるいくつかの手続きに法律で限定さ

れていて、民間活用は許されていない。マイナンバー制度によるネットワーク上での電子的な本人確認を民間で活用

するとすれば、民間の事業者は本人の確認に際しマイナンバーそのものにアクセスすることなく、単に本人であるか

否か、Yes か No かの回答を得られれば足りるとする ID 連携トラストフレームワークの仕組みを活かすのが最も相応

しい。 

もし、これが実現すれば、事業者は従来の方法よりはるかに信頼性の高い本人確認ができ、さらに、その取引に必

要にして十分な最小限のアイデンティティに関する情報を取得でき、しかも、個人を特定する情報を保有するという大

きなリスクをとる必要がなくなる。また、利用者からみれば、自身を特定する情報を事業者が保有することがないことが

保証されていることで、安心して取引ができることになる。ネットワーク上でのビジネスの拡大に大きく資することになる

であろう。 
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なお、番号法により、法人にも法人番号が付与され、法人名、本社所在地がインターネットで提供される。 

Ⅰ．マイナンバー制度について 

マイナンバー制度の民間利用について説明する前に、マイナンバー制度そのものを理解していただく必要がある

ので、その骨子を説明する。なお、「マイナンバー」と「個人番号」は同じものであるが、以下、制度面を説明する際に

は「マイナンバー」、マイナンバーそのものを指す場合は「個人番号」という表記をする。 

１． マイナンバーとは 

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤である。その目

的ゆえ、マイナンバーそのものは行政機関しか利用することができず、また、その利用目的も法律により限定されてい

る。 

 2015年 10月から、住民票を有するすべての人に、一人一つの番号（12桁）が付与され、市区町村から住民票記載

の住所にマイナンバーの通知カードが送付される。マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場

合を除き、生涯変更されない。 

 2016年 1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、マイナンバーが必要になる。なお、マイナンバー制度の

番号そのものを参照することができるのは、この、社会保障、税、災害対策分野において法律で定められた行政手続

に限定される。具体的な利用の場面を以下に例示する。 

 ・毎年 6月の児童手当の現況届の際に、市区町村にマイナンバーを提示する。 

 ・厚生年金の裁定の際に、年金事務所にマイナンバーを提示する。 

 ・証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書に記載する。 

 ・勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票に記載する。 

 上記のような場面で利用するため、民間事業者も、税や社会保険の手続で、マイナンバーを取り扱う。マイナン

バーを記載した源泉徴収票や支払調書、被保険者資格取得届などを行政機関等に提出する必要があるからであ

る。 

 前述のとおり、マイナンバーは、法律で決められた行政手続きでのみ利用することが許されている。したがって、マ

イナンバーに関して、上記のような必要な手続き以外の目的での利用や、不正な入手、あるいは、不当な提供は、直

接罰で処罰される。 

 

２． 個人番号カードについて 

 前述の通知カードには顔写真がないので本人確認には使用できない。そこで、本人の希望に応じて顔写真付きの

個人番号カードが発行される。この個人番号カードは、個人情報の基本四情報（氏名、住所、生年月日、性別）に加

えて、顔写真が券面の表面に貼付され、裏面に個人番号（マイナンバー）が記載される予定である。表面のみで身分

証明書として利用可能にするためである。個人番号を裏面に記載するのは、金融機関、レンタルビデオショップ等で

本人確認をした証拠として個人番号カードのコピーをとることがあるが、その際に個人番号もコピーされてしまうのを

防ぐためである。なお、個人番号カードには ICチップが内蔵されているが、その空き領域は、国の行政機関、地方公

共団体の機関等が法令で定めることにより、印鑑登録証、公共施設の予約等、種々の目的に利用することができる。 

 

３． マイナンバー制度における安心・安全の確保と情報連携について 

 マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）における国民の懸念と、それに対する保護措置について、以

下に説明する。 
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番号制度に対する国民の懸念は、次の三点であろう。一つは、個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄・

突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念、二つ目は、個人

情報の不正利用（例：他人の個人番号を用いたなりすまし）等により財産その他の被害を負うのではないか

といった懸念、三つ目は、国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管

理されるのではないかといった懸念である。 

これらの懸念に対して、制度面とシステム面の両面で保護措置を講じている。まず、制度面であるが、以

下の 5点の保護措置を講じている。 

① 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止（番

号法第 20条、第 28条） 

② 特定個人情報保護委員会による監視・監督（番号法第 50条～第 52条） 

③ 特定個人情報保護評価（番号法第 26条、第 27条） 

④ 罰則の強化（番号法第 67条～第 77条） 

⑤ マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認（番号法附則第 6条第 5項） 

システム面では、以下の 4点の保護措置を講じている。 

① 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施 

② 個人情報を直接用いず、符号を用いた連携を実施 

③ アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施 

④ 通信の暗号化を実施 

これらの保護措置の全体像を図１に示す。 

 

図１ 番号制度における情報連携の概要 
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 図１をベースに、マイナンバー制度における情報連携に関する安心・安全の確保について説明する（図中の地方

公共団体以外の機関とは、厚生労働省、国税庁等である）。 

国の行政機関や地方公共団体の個人情報の連携は、個人情報の一元管理の懸念をなくすために、直接、個人番

号で連携をすることをせずに、情報提供ネットワークシステム（コアシステム）というものを介して情報をやり取りする（図

１左から二番目の囲み）。各行政機関は元々個人番号を持っているが、データを他の機関とやり取りするときは個人

番号を外す。外した上で個別の機関ごとに、機関別符号Ａ、機関別符号Ｂという別の符号に置き換える。要は私の個

人番号が２種類になる。私の番号は、行政機関の間で連携する場合、たとえば、厚生労働省のなかでは機関別符号

Ａの「１２３」となる。逆に地方公共団体では、機関別符号Ｂの「４５６」になる。これらを一人の人だと認識しているのは

情報提供ネットワークシステム（コアシステム）だけである。要するに、連携の要求に応じて機関毎に符号を生成して、

コアシステムで、機関別符号同士の紐付けを行う。これが一元管理ができない仕組みである。 

なお、スウェーデン等はこういう仕組みをとらず一つの番号を全ての業務で共有するやり方もある。各国によって

様々である。 

異なる行政機関の間での情報連携の際には、コアシステムにどのような連携（情報提供）が行われたかを情報提供

記録（ログ）に残す。情報連携の際は、必ずコアシステムを経由するので、このログを見れば、どこでどういう情報提供

が行われたかを知ることができる。 

本人がこの情報提供記録を閲覧できるようにした仕組みがマイ・ポータルと呼ばれているものである。このマイ・

ポータル（情報提供等記録開示システム）は、番号法施行後一年を目途に設置し（番号法附則第 6 条第 5 項）、

以下の機能を持つことを予定している。 

① 情報提供記録表示：自分の特定個人情報を、いつ、誰が、なぜ情報提供したのかを確認する機能 

② 自己表示機能：行政機関などが持っている自分の特定個人情報について確認する機能 

③ プッシュ型サービス：一人一人に合った行政機関などからのお知らせを表示する機能（個別設定によ

り、子どもが学齢になったので小学校入学の手続きの案内を送る、あるいは、確定申告の案内を送る

等） 

④ ワンストップサービス：行政機関などへの手続きを一度で済ませる機能 

この①は、制度面での保護措置の⑤をシステム上で実現するものである。これにより、本人は、目的外利

用がされたか否かを知ることができる。また、①は番号法附則第 6 条第 5項に、②は同条第 6項第 1 号に、 

③は同条同項第 2号に、④は同条同項第 3号にそれぞれ対応する。 

以上がマイナンバー制度の概要である。 

 

Ⅱ．民間でのマイナンバー利活用の検討 

2014 年 5 月 16 日に発表された、IT 総合戦略本部新戦略推進専門部会マイナンバー等分科会の中間とりまとめ

（案）（以下、「中間まとめ」）には、「世界最先端の IT 利活用社会」のインフラとして、マイナンバー制度の普及と利活

用を図るため、国・地方・民間が連携して取り組むべきことが謳われている。以下、この中間とりまとめに沿って、民間

でのマイナンバー制度の利活用について紹介する。 

１． 個人番号カードの普及・利活用について 

 前述のごとく、個人番号カードは、身分証明書として機能し、さらに、内蔵する IC チップの中に種々の情報を保存

することができるので、行政及び民間において、以下のような活用シーンが期待される（図２参照）。 

 まず、職場、役所、病院等で必要な健康保険証、印鑑登録カード、公務員身分証明書等のカード類を個人番号

カードに一体化/一元化する。さらに、対面と書面による本人確認手段を、個人番号カードを活用することにより電子
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的な本人確認に代え、官民の様々な手続きをネットワーク上で電子的に終始、完結できるようにする。また、個人番

号カードを利用して、窓口外、時間外の利用が可能なコンビニ等で、行政機関、金融機関等のサービスをいつでも

受けられるようにする等である、 

 

図２ 個人番号カードの普及・利活用のイメージ 

 

２． マイポータル/マイガバメントについて 

中間まとめの利活用各論の二点目は、マイポータルである。中間まとめには、「利用者の特定個人情報等の閲覧

を可能とする情報提供等記録開示システム（マイポータル）を拡張し、暮らしに係る官民の利便性の高いオンラインサ

ービスを、誰もが安全かつ手軽に利用できる「マイガバメント」を構築する（※名称については見直しを検討）。」と謳っ

ている。マイポータル/マイガバメントの概要を図 3に示す。 

提供する主なサービスは、以下のとおりである。 

① 利用者の自己情報の閲覧：利用者の特定個人情報や医療・健康・介護等に係る自己情報を、マイポータルや

公的個人認証を利用して、分かりやすく、タイムリーに、必要に応じ閲覧可能に 

② プッシュ型サービス：利用者に係る情報に基づき、その利益になる情報（政府広報等のお知らせ、子育て等の

サービス情報、給付金等の資格通知、権利の得喪に係るアラート等）を提供 

③ ワンストップサービス：引越しや死亡等のライフイベントの際に必要となる官民の様々な手続きを、オンラインで

一括化 
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マイポータル/マイガバメントでは、利便性の高いサービス利用に必要な基盤を確立する。これは、手続き等が対

面処理や紙媒体の書類の提出を必要とせず、すべて電子的に完結するよう、必要な情報をデータで入手・利用する

仕組み（マイポータル/電子私書箱）である。これを確立することにより、たとえば、生命保険料控除証明書等をデータ

で受信し、そのまま e-taxによる確定申告等に利用するといったことが実現する。 

さらに、シームレスな官民サービスを利用可能とする、本人確認に係る官民連携基盤を確立する。たとえば、e-tax

で確定申告し、そのままネットバンキングで納付するといったことが実現する。 

今後は、サポートを受けながらの利用や代理人による利用に係る環境整備やスマートフォンやCATV等、利用チャ

ンネルや認証手段を拡大していく。 

 

図３ マイポータル/マイガバメントの概要 

 

マイガバメント活用の例として、マイガバメントを利用したライフプラン情報連携サービスを紹介する（図 4参照）。 

左上のマイポータルは、法定の狭い意味のマイポータルである。ここに自己情報表示として自分の社会保険料納

付状況、納税情報がある。これと、保険会社のアカウントを結びつけて自分の保険情報、銀行の貯蓄情報等のデー

タをマイガバメントに集約し、ファイナンシャルプランナーからトータルなライフプランサービスを受けることができる。こ

の連携が無限に広がるのは不都合なので、一定の枠（図 4の赤い破線枠）を設ける。官民連携は行うがある程度の

枠内に収めようということである。そのバランスを取るのが「トラストフレームワーク」である。 
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図 4 マイガバメントを利用したライフプラン情報連携サービス 

  

 ここで、「トラストフレームワーク」という言葉が初めて出てきたが、その説明は後述する。まずは、「トラストフレームワ

ーク」による官民連携の仕組みのイメージを掴んでいただきたい（図 5参照、図中の「RP」等の用語については後述

する）。図の左端の「政府」は、特定個人情報保有機関である霞が関の行政機関である。赤の破線枠がマイガバメント

トラストフレムワーク（仮称）の範囲である。このマイガバメントトラストフレームワークのポイントを以下に示す。 

① 個人番号とマイガバメントのユーザ IDは、一意にならないよう関連づけられる（マイガバメント領域で管理される

ユーザ IDや属性情報は利用者同意で提供可）。 

② 上記に伴い、利用者がマイポータルから自己の情報を個人番号と紐付かないデータとして取得できる場合は、

名寄せのリスクが低くなること等から、マイガバメントでは、ID/パスワードなど既存の本人確認手段が利用可能

になり、また、利用者本人の同意に基づき自己の情報を外部サービスに提供することが可能になる。 

③ マイポータルを含めたトラストフレームワークが形成できた場合、マイポータル経由で、プッシュによる自己情報

取得ができる可能性もある。 

④ 利用者は、マイガバメントを含むトラストフレームワーク参加サービス（図 5、民間サービス A、B、C）ごとに、サー

ビスを受ける都度、IdPの個人情報連携を許可することにより、サービスの選択が可能になる。 
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図 5 マイガバメントトラストフレームワーク 

 

 マイポータル/マイガバメントの説明の延長でトラストフレームワークに触れざるを得なくなり、説明が前後してしまっ

たが、次項でトラストフレームワークについて説明する。 

 

３． ID 連携トラストフレームワークについて 

ID 連携トラストフレームワークの正式名称はアイデンティティ連携トラストフレームワークである。アイデンティティの

利活用の促進とアイデンティティの安全な流通手段の確保との両立を目指す。ここで言う ID は、アイデンティティ（属

性集合体）のことであり、ユーザ IDの IDとは異なるものである。ユーザ IDは本人を識別する識別子たる文字列であっ

て、ID（アイデンティティ）の要素の一つである。ID の要素には、ユーザ ID、氏名、住所、メールアドレス、所得、家族

構成等、個人に関するあらゆる情報が含まれる。すなわち、ここでいう IDはその人を示す属性情報の集合体である。 

ID 連携トラストフレームワークとは、インターネット上（非対面の環境）で、利用者のデータ（個人に関する情報の集

まり）やサービスの受け渡しを行う企業群が、「利用者がその相手を信用して利用者本人の情報利用を任せられる

（信用、信頼）」状態であることを保証する枠組みのことである。図 6 に ID 連携トラストフレームワークのイメージを示

す。 
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図 6 ID連携トラストフレームワークのイメージ 

  

ここで、利用者の身元確認、当人確認を担う事業者を IdP（アイデンティティ・プロバイダー）という。IdP は、利用者

を認証する主体である。 

また、受け取った個人情報をもとに利用者にサービスを提供する事業者を、RP（リライング・パーティ）という。RP は、

ＩｄＰから、サービスの提供に必要な個人情報のみを受け取る。パスワード等の不要な情報は受け取らない。 

ID 連携トラストフレームワークでは、そのトラストフレームワークに一つ、TFP（トラストフレームワーク・プロバイダー）

と呼ばれる第三者機関がある。TFP は、トラストフレームワーク内のルールを作って、組織をチェック・監査して IDP や

RP を認証することにより、上述の定義にある「利用者がその相手を信用して利用者本人の情報利用を任せられる（信

用、信頼）」状態であることを保証する。TFP は、そのトラストフレームワーク全体の維持・管理の責任を負う監督者的

役割を果たす。 

ID 連携トラストフレームワークには二つの機能がある。一つは情報連携、すなわち、属性データ（ID）の授受である。

もう一つは認証連携である。まず、認証連携について図 7により説明する。 
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図 7 認証連携の概要 

 まず、利用者は、ユーザ IDとパスワードを IｄPに登録する。次に、RPに対してサービスの提供を申し込むと、RPは、

IdPである A社に対して当人の本人確認の要求を行う。これに対して、IｄPたる A社は、本人確認が成功したか不成

功であったかという情報だけを返す。このとき、パスワードは送らない。RPは、本人確認が成功したときのみ、利用者

に対してサービスを提供する。 次に、利用者の属性データ連携を図 8により説明する。 

 

図 8 利用者の属性データ連携の概要 
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RPは、本人確認が成功すると、IdPたるA社に、サービスに必要な属性データ（IDすなわちアイデンティティである

氏名、住所等）を要求する。このとき、IdPたる A社は、利用者本人に、要求された属性データをＲＰに提供してよいか

否かについて確認し、同意を得る（そのトラストフレームワークのルールにより同意なしの提供も可とすることができる）。

属性データの提供を受けたＲＰは、受領した属性データに基づき利用者にサービスを提供する。 

利用者の画面の遷移により連携のイメージを説明したものが、図 9である。 

 

図 9 認証連携と属性データ連携における利用者側画面の遷移 

 

利用者がＢ社の提供するサービスを受けようとして、①Ｂ社の当該サービス提供サイトにアクセスすると、図 9 の左

上の画面が表示され、ＩｄＰのアカウントでのログインを求められる。画面はＩｄＰたる A社のサイトに遷移し、②Ａ社に登

録したユーザ ID とパスワードでログインする。このログインが成功すると RPたる B社から必要な属性データの提供を

IdPたるA社に求める。A社側は、利用者に対して、求められた属性データの提供可否の同意を、データ別に利用者

に求める。この入力が完了すると画面は自動的に B 社サイトに遷移し、④B 社は、A 社から提供される利用者の同意

が取れた属性データを利活用して、利用者にサービスを提供する。 

なお、認証方式は SAML、OpenID Connect等を想定している。もちろん、それ以外でも技術的に使用できるものは、

使用しても問題ない。 

最後に米国におけるトラストフレームワークについて、一言、触れたい。 

 

６．米国におけるトラストフレームワークについて 

 米国においては、GSA（U.S.General Services Administration ）の ICAM（ Identity、Credential and  Access 

Management）Divisionが、トラストフレームワークのルール作りを行っており、このルールのなかに、TFP（トラストフレー
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ムワーク・プロバイダー）認定等のルール、“Trust Framework Provider Adoption Process” がある。これに基づいて

ICAM Division が TFP の認定を行っており、すでに、四つの TFP が認定されている（表１参照、なお、TFP、IdP、RP

等については、図 6を参照されたい）。 

また、一つのトラストフレームワーク内のＩｄＰ、RP等の事業者の認定は、そのトラストフレームワークの TFPが行う。 

なお、表１中の「LoA」とは、保証レベル（Level of Assurance）のことで、信頼性の保証の強さを示す指標である。 

表１ 米国における認定済みトラストフレームワーク一覧 

 

講演、以上 

 

【質疑】 

Ｑ１－１：個人情報保護法では、本人が第三者に個人情報の提供を拒否する権利があるが、ID 連携トラストフレーム

ワーク内の RP（サービス提供事業者）に対して、個人情報の提供を拒否する権利があるのか。 

Ａ１－１：ID連携トラストフレームワーク内の RPへの提供であっても、IdPから個人情報を提供する際は本人の同意を

取るのが原則である。図8と図9を参照されたい。これにより、第三者提供に対する本人の拒否権は担保される。 

Ｑ１－２：ID連携トラストフレームワークのなかで、本人が、自身の個人情報の削除を求めることは可能か。 

Ａ１－２：標準プロトコル上はないが、日本で先行的に ID連携の IdPを務めているヤフーでは実装しており、ログリスト

を後から見て、どこそことのデータ連携を削除せよと依頼して削除することができると聞いている。 

Ｑ２：ID連携トラストフレームワークで代理人の制度は考えているか。 

Ａ２：マイナンバー制度のなかには、代理人の話が出てくるが、ID 連携トラストフレームワークでは、代理人を設けるこ

とは想定していない。 

認定済み
トラストフレームワーク・

プロバイダ
特徴 IdP認定実績

InCommon • Internet2（教育・研究機関向けネットワーク提
供コンソーシアム）により運営される団体。

• 大学、非営利団体、研究機関などに対して、
Bronze （LoA１相当）とSilver（LoA２相当）の
認定サービスを実施。

• バージニア工科大学（Bronze及びSilver）
• ネブラスカ医療センター大学（Bronze）

Kantara Initiative • 2009年米国にてアイデンティティ関連の仕様や

ソリューションの相互運用を促進する業界団体
（非営利団体）として設立。

• オンライン・アイデンティティに関連する法人
会員のメンバーで運営される組織。

• シマンテック社：Norton Secure Login 

Service（LoA２～３）
• ベライゾン社：Universal Identity Service

（LoA１～３）
• MITRE社： MITREid OpenID 2.0（LoA１）
• エクスペリアン社：Precise ID（身元確認ベ

ンダーとしてLoA２～３）。

Open Identity Exchange • 2011年米国政府CIOの要請に基づき、OpenID

Foundation（OIDF）とInformation Card 

Foundation（ICF）が非営利団体としてOIXを設
立。

• オンライン・アイデンティティに関連する法人
会員のメンバーで運営される組織。

• 米国政府の最初の認定トラストフレームワー
ク・プロバイダ。

• グーグル社（LoA１）
• エクイファックス社（LoA１）
• ペイパル社（LoA１）
• ベリサイン社（LoA１）
• ウェイブシステムズ社（LoA１）
• 山形大学（LoA１）
• ベライゾン社（LoA１～３）

SAFE-BioPharma • 製薬関連の企業・団体のメンバーで運営される
組織。製薬業界標準の電子署名ソリューション
の普及活動を実施している団体も参加している。

• NIH（National Institutes of Health）、VA

（Veterans Administration）、FDA（Food and 

Drug Administration）のオンラインサービスへの
アクセスが可能な認証サービスの認定が中心。

• ベライゾンビジネスUIS社（LoA２～３）
• Cegedim Relationship Management（LoA１）
• AYIN International（身元確認ベンダーとし

てLoA２～３）

• エクイファックス社（身元確認ベンダーと
してLoA２～３）
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Q３：ID連携トラストフレームワークにおける民民間の紛争において、ADRによる紛争解決は考えているか。 

Ａ３：民民間の紛争解決には ADRが必要であると思う。これからの議論である。 

Q４－１：米国の TFP（トラストフレームワーク・プロバイダー）の認定の仕組みと実績は、講演の最後の部分（報告者注、

表１等）で分かったが、日本では、TFPはどこが務めるのか。 

Ａ４－１：マイガメントトラストフレームワークは政府が絡むので、TFP は政府が関係する機関がやることになると思うが、

民民間のトラストフレームワークの TFPは民側でやるべきである。 

Q４－２：筋論としてはそのとおりだと思う。米国は民主導の国であるからそれでよいだろうが、日本の風土では、民主

導で TFPのような仕事をすることができるのであろうか。 

Ａ４－２：確かに民側で TFPを担うのは難しいであろう。しかし、ID連携トラストフレームワークの趣旨に鑑みると、政府

が主導権をとるのではなく、民側が自発的、自律的な運営を行うべきである。日本でも、民主導の認証制度で成

功している例が一つある。それはプライバシーマーク認定制度である。立ち上がり時点では政府が絡んだが、現

在は、民間主導で実施され、定着している。民民間のトラストフレームワークもこれを手本として、民主導で推進

すべきと思う。 

Q５：未成年者は、ID連携トラストフレームワークに入ることができるか。 

A５：未成年者の法定の権利の行使は、代理人によらなければならない。よって、ＩＤ連携トラストフレームワークでも同

意、許諾等をすることができないので、ID 連携トラストフレームワークに入ることはできない。もともと、ID 連携トラ

ストフレームワークは、一億国民全員が入ることを考えていない。これに対して、マイナンバーは全員に付与され、

生まれてから死ぬまで基本的には同一の番号が使用される。 

個人的には、ＩＤ連携トラストフレームワークの識別子としての ID は、目的に応じて複数持ってもかまわないと

思っている。仕事で用いる ID、消費者としての ID、趣味人としての IDという具合である。例えば、デンマークでは、

ビジネスマンとして、また、住民として IDを複数、取れる。二つまでは無料で三つ目以降は有料である。 

Ｑ６：ベネッセの個人情報漏えいなどを考えると、マイナンバーは、源泉徴収票への記載などで金融機関等、民間で

取扱われるので、漏えい、不正利用等のリスクがあるのではないか。また、コンピュータで一元管理すること自体

に問題があるのではないか。 

Ａ６：マイナンバーそのものは一人に一つであるが、先ほど説明したとおり、一元管理できないよう、情報連携はコアシ

ステムを経由して行う（報告者注、図１参照）。ID/パスワードによる本人確認は、すでにリスト攻撃に耐えられず、

たいへん脆弱なものになっている。そのためマイガバメントトラストフレームワークでの認証としては、複数要素

認証を視野にいれた認証方法の検討が必要だと考えている。 

【図表の出典】 

・図１：内閣官房 社会保障改革担当室、「番号制度の概要」(2014.11) ⇒ 図１：スライド 6 

    http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h2611_gaiyou_siryou.pdf 

・図２、図 3：IT 戦略本部 新戦略推進専門調査会、「マイナンバー等分科会 中間取りまとめの概要」(2014.05.28) 

⇒ 図２：スライド 2、図 3：スライド 3 

    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon/dai5/sankou4_1.pdf 

・図 4、図 5、図 6、図 9：経済産業省、「トラストフレームワークを用いた個人番号の利活用推進のための方策」(2014.４) 

  ⇒ 図 4：スライド５、図 5：スライド６、図 6：スライド４、図 9：スライド９ 

   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai3/siryou3.pdf 
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・図 7、図 8：経済産業省主催シンポジウム、「ID連携トラストフレームワークが築く社会」(2014.10.23開催)資料の経済

産業省発表スライド「政府の IT戦略と経済産業省の取り組み」⇒ 図 7：スライド７、図 8：スライド８ 

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

・表１：一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)、「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報告書」(2014.3)、54ページ 

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

 

【参考ウェブサイト】 

(1)社会保障・税番号制度のホームページ 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html 

(2)マイナンバー等分科会 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number.html 

(3)ID連携トラストフレームワーク 

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

 

【報告者所感】 

たいへん新鮮な内容の講演であった。マイナンバー制度のアーキテクチャについて、これほどきちんとした説明を

聴くのは、ほとんどの参加者にとって初めてではないか。行政機関間での情報連携がすべてコアシステムを経由して

行われ、その記録が保管されることにより、行政機関間での情報提供の履歴を本人が閲覧できるという説明で、マイ

ナンバー制度に対する懸念がかなり解消されたと思う。 

この、情報連携の記録閲覧に使用されるマイポータルを、マイガバメントトラストフレームワークや、さらには、民間

の ID連携トラストフレームワークまで拡張する話は圧巻であり、ID連携トラストフレームワークが、ますます深化するデ

ジタルネットワーク社会の社会インフラとして重要な位置を占めることを、予感させるものであった。 

報告者として謝らなければならないことが二点ある。 

一点は、講演の内容が広範なものであったため、紙面の都合で報告内容をかなり割愛せざるを得なかったことであ

る。個人番号と同時に付与される法人番号の紹介と ID連携の保証レベルに関する説明を、重要な内容であるにもか

かわらず全面的にカットした。 

二点目は、ID 連携トラストフレームワークの説明が十分できなかったことである。ID 連携トラストフレームワークは、

その仕組みを理解するのにはかなりの時間を要し、とても一講演の中に収まるものではない。おそらくこの報告だけ

ではご理解いただけないと思う。ID 連携トラストフレームワークについて詳しく知りたい方は、参考ウェブサイト(3)にア

クセスし、そこに紹介されている資料を参照されたい。また、当協会の２０１４年の会報、５月号(１５８号)、６月号(１５9

号)、７月号(１60 号)及び１０月号(１63 号)の「情報セキィリティ研究会だより」に、ID 連携トラストフレームワークの紹介

記事が連載されているので、こちらも参照されたい(会報のバックナンバーは、協会のホームページからダウンロード

可能)。 

以上 
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