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まえがき

電子自治体においては電子化により電子申請・総合行政

窓口などの住民サービスや電子調達，電子決裁・文書管理

など庁内業務の面で利便性が向上する。しかし，ホームペー

ジの改ざんや個人情報の漏えい事件が多発している状況で

あり，住民の個人情報や機密文書などに対する機密性保護，

改ざんの脅威など情報セキュリティの各種課題について対

策を講ずる必要がある（図１）。対策にあたっては，信頼

性・安全性と効率性という相反する要件を可及的に満足し

なければならない。したがって，システム構築・運用にあ

たっては何を保護の対象とし，何を不正とするかセキュリ

ティポリシーをあらかじめ明確にすることが重要である。

本稿では自治体の認証基盤について，システム構築の前

提となる各種技術などの動向，富士電機の提供するシステ

ムの統合性・マルチベンダー対応ができ柔軟性・運用の容

易性を特徴とする庁外および庁内認証のシステムモデルを

紹介する。また，各種の実現方法や電子認証にかかわるセ

キュリティポリシー策定支援，セキュリティ評価などのソ

リューションについて述べる。

電子認証の動向

電子認証は電子文書を交換する場合，相手が本当に本人

なのか，電子文書が改ざんされていないか，またファイル

などをアクセスする際に本人であることを証明する仕組み

である。電子政府・電子自治体における電子認証は公開鍵

（かぎ）暗号基盤（PKI：Public Key Infrastructure）を基

に仕組みの整備が進められており，印鑑登録証明書に相当

する電子証明書，それを発行する認証局（CA：Certifica-

tion Authority）および印鑑にあたる暗号鍵が基本要素と

なっている。

電子認証の関連動向を図２に示す。政府は2003年までに

電子政府の実現と地方自治体への展開に向け，霞が関

WAN，文書交換システムなどの検証と実運用，IT 基本法

をはじめ各種の関係法規の整備を進めている。認証基盤に
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ついても政府認証基盤（GPKI：Government PKI）の体

系に基づきブリッジ認証局を中心に各省庁，民間の認証局

を相互認証する形で電子認証の実現を推進している。

電子認証システムを構築するにあたっては GPKIの体系

に沿うとともに，利便性にも配慮した認証基盤を構築する

必要がある。また印鑑を電子化しペーパーレス化を実現す

るため，ICカードや指紋認証など個人認証の認証方式，

認証局と職員の権限管理インフラ（PMI：Privilege Man-

agement Infrastructure）への対応，組織変更・異動に柔

軟に対応できる機能が要求される。

電子認証の要素技術

電子認証の要素技術である，公開鍵暗号技術とそれに付

随する認証局，電子証明書について紹介する。

３.１ 公開鍵暗号

公開鍵暗号方式は，対となる二つの鍵を使う暗号方式で

ある。一方の鍵で暗号化したデータは，他方の鍵でしか復

号化できない。鍵自体は単なるビット列であるが，一方の

鍵から他方の鍵を割り出すことは数学的に著しく困難とさ

れている性質を利用して，一方の鍵を一般に公開し，他方

の鍵は他人に漏れないように秘密に保管する。公開する方

の鍵を公開鍵（検証鍵ともいう），秘密に保管する鍵を秘

密鍵（署名鍵ともいう）と呼んでいる。この公開鍵暗号方

式の特徴を利用して，双方間通信における情報の暗号化や

電子署名に利用することができる（図３）。

公開鍵暗号を用いた電子署名では，電子文書の要約デー

タを生成し，例えば住民の秘密鍵で暗号化して作成した電

子署名を電子文書に付して送信する。行政側は住民の秘密

鍵と対をなす公開鍵を用いて電子署名と電子文書の整合性

を検証する。整合性が認められた場合は，秘密鍵を保持す

る住民によって電子署名が行われたことと，電子文書が送

信途上で改ざんされていないことが確認できる。

３.２ 認証局と電子証明書

契約書などでは，印鑑と印鑑登録証明書を用いて，印鑑

が押印された文書が印鑑登録証明書に記載された本人の意

思によって真正に作成されたことを証明する。印鑑登録証

明書は，自治体が身分証明書などによって本人確認を行っ

た後に発行するものであり，自治体による保証がなされて

いる。電子文書では印鑑に相当する電子署名と印鑑登録証

明書に相当する秘密鍵について所有者を特定できる仕組み

が必要となる。その役割を担う第三者機関が認証局である。

なお認証局は証明書の発行を行う発行局（IA：Issuing

Authority）と，証明書の発行審査などを行う登録局

（RA：Registration Authority）とに機能的に分けて論じ

られるケースが多い。

認証局は，秘密鍵と対をなす公開鍵の所有者を保証する

ために電子証明書（公開鍵証明書ともいう）を発行する。

電子証明書のフォーマットは ITU（国際電気通信連合）

の X.509で定められており，公開鍵の所有者，認証局や公

開鍵などの情報と，それらの情報を基にした認証局の秘密

鍵による電子署名が含まれている。

電子自治体の認証基盤

電子自治体は，行政事務の効率化・高度化，住民サービ

スの向上や地域振興などを目的とする。自治体では，電子

自治体の構築に向け，政府の情報技術推進にかかわるアク

ション・プランに沿って，自治体内の電子化の推進，全国

自治体をネットワークで結ぶ総合行政ネットワークの整備

やインターネットによる行政手続きを行うシステムの構築

を進めていかなければならない。また，個人情報保護やコ

ンピュータセキュリティ対策も実施する必要がある。

電子自治体を実現するためには，申請者からの申請・届

出，行政機関からの許可・認可の通知などが真に本人によっ

てなされたものであるかどうか確認できるシステムの構築

が不可欠である。そのため，商業登記に基礎を置く認証局，

電子署名法施行に伴う民間認証機関，先導的省庁により構

築が進められている省庁認証局，住民基本台帳に基礎を置

く認証局といった政府認証基盤の整備が進められている状

況である。このようにさまざまな認証局が開設されるにあ

たり，認証局間の相互認証や，電子証明書の有効性をリア

ルタイムに確認する仕組みも不可欠となっている。

４.１ 自治体の庁外との認証基盤

図４に自治体と庁外認証基盤との関連を示す。その中で

課題として挙げられているのが，①申請者などの認証，②

手数料などの納付（電子決済），③申請・届出などの到達

時期の記録（行政手続法への対処），④電子文書の原本性

保証であり，電子認証技術を使っていかに確実かつセキュ

リティを保ちながら効率的な業務遂行が実現できるかが重

要なポイントである。

富士電機では，自治体の業務において重要な位置を占め
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る文書管理，財務会計，電子決裁や総合窓口業務などにお

いて，自治体を取り巻く認証基盤と連携したシステムの提

供を可能にしている。

文書管理では省庁や他の自治体との文書交換における暗

号化や電子署名など，財務会計では電子調達や電子入札で

の資格証明など，電子決裁や総合窓口業務では電子申請に

関連する申請者の電子署名や手数料支払いの電子決済シス

テムなどとの連携を提供する。また，例えば財務会計など

にかかわる入札手続きについては，企業からの入札資格登

録申請や入札・開札といった一連の流れにおいて，電子署

名や通信経路の暗号化技術などを用いた電子入札のシステ

ムを提供する。

４.２ 職員認証管理

行政業務の情報化に伴い，電子化した文書がサーバなど

に保管されるようになると，住民のプライバシーにかかわ

るものなど機密性の高い情報にネットワークを介してアク

セスできる環境となる。そのため，職員の所属・役職など

に応じてシステムへのアクセス制御を行う仕組みが求めら

れる。また，人事・勤怠・出張命令などのすでに運用され

ているシステムに加え，文書管理や電子決裁など新たにシ

ステムが増えていくに従いログインの操作が煩雑になり，

それぞれのパスワードを覚えきれないためにメモ書きする

などして成りすましによる不正アクセスを引き起こす結果

となりかねない。

そのため，組織・個人の権限に応じたシステムへのアク

セス制御，1 回の認証で複数のシステムを利用可能とする

シングルサインオン，ICカードや指紋照合装置などの高

いセキュリティ機能を持った認証デバイスの利用や通信経

路の暗号化・改ざん防止を行える情報システム利用環境が

求められる。

富士電機は図５のように，上記の機能を備えた自治体向

け職員認証管理システムを提供する。

本システムの機能・特長として，①組織・役職などの職

員の権限に応じたアクセス制御機能，②職員がアクセス可

能なシステム・機能の一覧や決裁待ち案件数などを統合的

に表示するポータル機能，③ 1回の認証で複数のシステム

を利用可能とするシングルサインオン機能，④既存の

Webシステムを改造せずに導入できるアプリケーション

連携機能，⑤離席中のセキュリティ確保に対応した一定時

間アクセスがない場合の自動ログアウト機能，⑥パスワー

ドの有効期間や設定文字制約などのパスワードに関するポ

リシー設定機能，⑦ ICカード・指紋などの認証デバイス

や X.509 電子証明書を用いた PKI 環境にも対応した認証

機能，を持っている。

そのため本システムの導入により，成りすましによる決

裁行為や不正な情報操作の防止，統合ポータルを用いた各

システムへのアクセス容易性の向上，複数パスワード管理

の煩雑さの解消や指紋・ICカードを用いたセキュリティ

の高い認証環境の実現が可能となる。

図６に統合ポータルメニュー画面を示す。本画面は前記
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の機能を実現するとともに，WWWコンソーシアム（W3C）

のアクセシビリティ指針に準拠した操作性を提供し，情報

バリアフリー・ディジタルディバイドに対応したユニバー

サルデザインとしている。

システム導入にあたっては，保護対象となる情報の洗い

出しなどによるリスク分析，ネットワーク構成や利用者数

に応じた最適配置設計，既存システムと容易に連携可能な

認証機能，規模やセキュリティレベルに応じた多様な提供

パターンからニーズに応じて選定してシステムを提案・構

築するなどのソリューションを提供する。また，システム

を導入した後についても，運用にかかわるコンサルテーショ

ン，運用保守のサポートを含めたサービスを提供する。

自治体認証基盤や行政 ICカードなど，現在各種の仕様

策定が進行中である。しかし，住民サービスの向上，地域

振興，行政事務の効率化は緊急の要件であり，各種認証基

盤すべての仕様確定を待たずに構築していく必要がある。

富士電機は，認証にかかわる外部環境の時間的な推移に対

応し，機能面，適用範囲の面，セキュリティレベルの面で

段階的にシステムを構築・増強できる柔軟性，拡張性を持っ

た電子認証システムを提供する。

セキュリティのソリューション

PKIによる認証は，本人性の確認だけでなく，盗聴や改

ざんに対しても効果のある大変有効な技術であるが，運用

を適正に行うことが重要となる。管理者の不正行為を機器

のみで防ぐのは非常に難しく，第三者による監査，複数人

での入退室といった，運用面・物理面での対策も重要とな

る。また，一般利用者に対しては，おのおのが自分の秘密

鍵を確実に管理するなどリテラシーの向上が必要である。

そのためには，適正なセキュリティポリシーを定め，それ

を周知徹底するための教育などが重要となる。

５.１ セキュリティポリシーの策定と運用

セキュリティポリシーの策定では，保護資産の価値や環

境を踏まえて，想定される脅威を分析し，要求されるセキュ

リティの定義を行い，設備・管理・人事と，あらゆる側面

からどのような対策が最も適正であるかを検討する。その

際重要なのは，必要なセキュリティレベルを保持しつつも，

利便性を損なわないことである。

セキュリティポリシーの策定における基準の一つとして，

英国標準としての実績を基に2000年 9 月に ISO 化された

セキュリティ管理標準 ISO17799がある。富士電機ではこ

れに対応した策定・運用支援サービスを提供している。

セキュリティポリシーは策定しただけでは意味がなく，

周知徹底され，かつ適正に運用されているかを定期的に監

査する必要がある。セキュリティポリシーの運用も含めて

コンサルティングし，顧客のニーズに沿ったソリューショ

ンを提供していく。

５.２ 製品とシステムの選定

自治体での製品やシステムの購買においては，セキュリ

ティポリシーに従い，機能の確かさに留意した製品やシス

テムを導入する必要がある。

製品やシステムの評価については，2000年 7 月に JIS 化

されたセキュリティ評価基準 ISO15408（JIS X 5070）が

ある。ISO15408 採用のメリットは，機能要件が特定の文

面により，第三者の保証の下で明確化されていることであ

る。現在，PP（Protection Profile：セキュリティ要求仕

様書）の作成も各所で行われており，PPに基づいた ST

（Security Target：セキュリティ設計仕様書）で JISの認

定を受けた製品が普及する見込みである。

しかしながら，その内容は非常に難解で，PPや ST 作

成には，特化した知識やノウハウを必要とする。富士電機

では各自治体のセキュリティポリシーに沿って，購買時に

必要とされる ISO15408に対応した PP 作成の支援を行う

とともに，JISの認定を指向した製品，PPに適合したマ

ルチベンダー製品を組み込んだシステムを開発していく予

定である。各自治体はこれらの対応によりセキュリティポ

リシーに合致した安全性の高い製品の調達，システムの導

入が可能となる。

あとがき

本稿では電子自治体の基盤となる電子認証および電子認

証の周辺に関するソリューションについて述べた。電子自

治体の情報セキュリティに関する外部環境は法的な面，制

度の面，規格・技術面で刻々と変化している。またネット

ワークを利用した犯罪も拡大・悪質化している。

今後とも外部環境を的確に反映し，効果の高いソリュー

ションを提供していく所存である。
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図６　統合ポータルメニュー画面
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