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公共機関における「パブリッククラウド」活用の機運が高まる

首相官邸 未来投資会議

「スマート公共サービス」
会合(第3回) 提出資料

(2019年4月)

総務省地域力創造グループ
地域情報政策室より、
・「パラウドへの接続方法の検討」
ブリックク
・「パブリッククラウドに係る今後
の取組」
・「想定されるパブリッククラウド
の利用パターン（検討中の案）」
等の論点を提示

政府情報システムに係る予算・調達の
一元化に関して、
・各省縦割りの要求・計上の弊害で
あった重複要求・重複投資の回避
・情報システムの共用・集約化の進展
・クラウド等を活用したスケールメ
リットの享受
・政府内で知見やノウハウを共有する
仕組みの導入により、最先端の知識、
技術を活用できる人材が増加
等の論点を提示

令和元年 第2回経済財政諮問会議

平井卓也IT政策担当大臣 提出資料
「政府情報システムに係る

予算・調達の改革」
(2019年5月)

「政府・情報システムの予算・調達の
一元化、『クラウドバイデフォルト』
の徹底』といった表現と併せ、
「地方自治体におけるDX推進」のた
めにも“自治体ごとにカスタマイズさ
れ硬直化したレガシーシステムを刷新
し、パブリッククラウド等を活用する
ことが不可欠”、“国の制度と連携しつ
つ［中略］自治体におけるパブリッククラ
ウド等の活用促進のための技術的要件
を速やかに周知すべき”等の記載

自民党 政策調査会

「令和」時代・
経済成長戦略
(2019年5月)
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本日のセッション

日本政府においては2018年6月、「政府情報システムにおけるクラウド
サービスの利用に係る基本方針」が決定され、政府情報システ

ムの「クラウド・バイ・デフォルト原則」の実践がはじまりま

した。本セッションでは、日本の公共機関におけるクラウド導入の
検討プロセス、安全性評価等を紹介します。また、公共機関にお

けるクラウド活用の一つの実践として、経済産業省が進めている

法人デジタルプラットフォームを紹介します。



公共機関のクラウド・バイ・デフォルトと
法人デジタルプラットフォームでの活用

2019年6月12日

経済産業省

CIO補佐官 満塩 尚史



デジタル・ガバメント実行計画



デジタル・ガバメント実行計画（平成30年7月 デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

【デジタルファースト】

【ワンスオンリー】

【ワンストップ】

■ 行政手続における添付書類の撤廃
✓ マイナンバー制度等を活用し、既に行政が保有している情報

は、添付書類の提出を一括して撤廃
✓ 添付書類を一括して撤廃するための法案を可能な限り速や

かに国会に提出
• 登記事項証明書、住民票の写し・戸籍謄抄本等の提出

不要化

◼ 各種手続のオンライン原則の徹底
✓ 手続毎に業務改革（BPR）、システム改革を実施の上、行

政サービスのデジタル化を徹底する
✓ 押印や対面等の本人確認等手法の在り方を再整理
✓ 多様な端末で利用な文字環境の在り方を再整理
✓ 民－民手続についてもオンライン化に向けた見直しを実施

【個別分野におけるサービス改革】

✓各府省のITガバナンスを強化し、各種取組を推進するため、各府省におけるデジタル改革の中長期計画を平成30年上半期を目途に策定

【各府省中長期計画の策定】

✓ 「行政手続等の棚卸」等を踏まえ、個別分野で先行的にサービス改革を推進

各府省計画の策定と個別分野のサービス改革

横断的施策による「行政サービス改革」の推進

(1) 行政サービスの100％デジタル化

■ オープンデータ・バイ・デザインの推進
✓ オープンデータを前提とした業務・システムの設計・運用の推進

■ ニーズの把握と迅速な公開
✓ 民間事業者等との直接対話を通じた民間ニーズの把握とこれに対

応したオープン化の加速
✓ 推奨データセットに基づくデータ公開の推進

【政府情報システム改革の着実な推進】
✓ これまでの取組により、約1,118億円の運用コストの削減を見込んでいる。改革を引き続き推進し、システム数の半減、運用コストの３割削減を達成

(2) 行政保有データの100％オープン化

(3) デジタル改革の基盤整備

【オープンデータの推進】

【行政データ標準の確立】

【法人デジタルプラットフォームの構築】■ 民間サービスとの連携も含めたワンストップ化を推進
✓ 主要ライフイベントである以下を先行分野として推進
• 引越し，介護，死亡・相続

■ 行政データ連携標準の策定
✓ 日付・住所等のコアとなる行政データ形式について、平成29年度末ま

でにデータ連携の標準を策定

■ 語彙・コード・文字等の標準化、環境整備
✓ 施設・設備・調達等の社会基盤となる分野について、語彙・コード等の

体系を共通語彙基盤として整理
✓ データ品質まで含んだデータ活用、流通のルールを整理

✓ 複数手続を一つのIDで申請できる認証システムの整備や法人インフォメー
ションの活用等を通じ、データが官民で有効活用される基盤を構築



政府情報システムにおける
クラウドサービスの利用に関わる
基本方針



「クラウド・バイ・デフォルト原則」及び基本方針

「クラウド・バイ・デフォルト原則」
・ 「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」

（平成29年5月30日閣議決定）
・ 「デジタル・ガバメント推進方針」

（平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民
データ活用推進戦略会議決定）

・ 「デジタル・ガバメント実行計画」
（平成30年1月16日eガバメント閣僚会議決定）

クラウドサービスの利用を第一候補とした、
政府情報システムにおけるクラウド・バイ・デフォルトの

基本的な考え方を整理

政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針

⚫ クラウド・バイ・デフォルト原則（クラウドサービスの利用を第一候補）
－ 政府情報システムは、クラウドサービスの利用を第一候補として、その検討を行う

（クラウドサービスにはパブリック及びプライベート（府省共通・府省内の提供する共通基盤等）を含める）
－ 情報システム化の対象となるサービス・業務、取扱う情報等を明確化した上で、メリット、開発の規模及び

経費等を基に検討を行う

⚫ CIO補佐官の関与
－ 企画段階及び予算要求段階から、府省CIO補佐官の関与の下で検討を行う

利用検討
フェーズ

導入
フェーズ

モニタリング
フェーズ

見直し
フェーズ

本基本方針



クラウドサービスの利用メリット

• 利用者当たりの費用負担、導入時間の短縮

効率性の向上

• 一定水準の情報セキュリティ機能（オンプレミス環境より効率的に情報セキュリティ
レベルの向上）

セキュリティ水準の向上

• 新しい機能の随時追加、最新技術の活用

技術革新対応力の向上

• リソース変更の容易性、試行、短期間サービス利用

柔軟性の向上

• 過剰な投資を行うことなく24時間365日の稼働、可用性の向上

可用性の向上



クラウドサービスの利用検討プロセス

⚫ 検討準備（Step0）
－ 以下の事項を明確化

業務の基本属性、必要なサービスレベル、
サービス・業務の定常性、業務量、取り扱う情報

⚫ SaaSの利用検討（Step1、Step2）
－ パブリック・クラウドSaaSとプライベート・クラウドのSaaS（政府
共通PF・各府省の共通基盤等が提供）の総合的な検討・評価

⚫ IaaS/PaaSの利用検討（Step3、Step4）
－ パブリック・クラウドIaaS/PaaSとプライベート・クラウドのIaaS/Paas

(政府共通PF・各府省の共通基盤等)の総合的な検討・評価

⚫ オンプレミスの利用検討

Step0:検討準備

Step1:
SaaS（パブリッククラウド）の利用検討

Step2:
SaaS（プライベートクラウド）の利用検討

Step3:
IaaS/PaaS（パブリッククラウド）の利用検討

Step4:
IaaS/PaaS（プライベートクラウド）の利用検討

オンプレミス（ノン・クラウド）
の選択

利用メリットの最大化

規模及び経費の最小化



パブリック・クラウドとプライベート・クラウドの利用方針

パブリック・クラウドの利用方針

⚫ クラウドサービスの選定ポイント
－ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（以下「統一基準」という。）に定める

「クラウドサービス利用に関する遵守事項」を満たすクラウドサービス
－ 第三者による認証もしくは監査報告（ISO/IEC27017、CSゴールドマーク、AICPA SOC2等）
－ 可用性の観点から国内データセンター

⚫ 情報セキュリティ
－ 特定秘密及び極秘文書に該当する情報は取り扱わない
－ クラウドセキュリティ認証等の認証基準、監査フレームワークの監査報告書から統一基準を

満たしていることを確認
－ クラウドサービス利用時の伝送路を暗号化。格納されるデータやデータベースについても、

機微な情報については暗号化
－ 必要があれば、統一基準を満たす情報セキュリティ機能を利用者側で設計・実装（IaaS/PaaSの場合）

⚫ クラウドサービスの利用
－ データ移行手段の確保
－ 取得可能なログの種類と範囲の確認（SaaSの場合）

プライベート・クラウドの利用方針

⚫ 府省共通システム、政府共通プラットフォーム、各府省の共通基盤等で提供されるサービスの仕様及び運用ルールに従う
（例：人事給与サービス、旅費システム等）



クラウドサービスの
安全性評価に関する検討会



政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針
(2018 年6月7日 ＣＩＯ連絡会議決定)

２ 基本方針
２.１ クラウド・バイ・デフォルト原則
政府情報システムは、クラウド・バイ・デフォルト原則、すなわち、クラウドサービスの利用を第
一候補として、その検討を行うものとする。

クラウド・バイ・デフォルト原則

⚫ 2018年6月より、政府調達においてクラウド・バイ・デフォルト原則を採用。

未来投資戦略2018(2018 年6月15日 閣議決定 抜粋)

クラウドサービスの多様化・高度化に伴い、官民双方が一層安全・安心にクラウドサービスを採
用し、継続的に利用していくため、情報資産の重要性に応じ、信頼性の確保の観点から、クラ
ウドサービスの安全性評価について、諸外国の例も参考にしつつ、本年度から検討を開始する。

クラウドサービスの安全性評価の必要性

2018年８月より、「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会」
(座長：工学院大学名誉教授 大木榮二郎、事務局：総務省・経済産業省)を開催。



安全性評価のフロー

⚫ 各政府機関は、安全性が評価され「登録簿」に掲載されたサービスから調達を行う。



管理基準項目のイメージ

マネジメント基準

ガバナンス基準

管理策基準

管理基準

レベル３ レベル２ レベル１

・JIS Q 27001 (ISO/IEC 27001) ・JIS Q 27002 (ISO/IEC 27002)
・JIS Q 27017 (ISO/IEC 27017) ・NIST SP800-53 rev.4
・Australian Government Information Security Manual (ISM)
・サイバーセキュリティ戦略本部 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版）
・日本セキュリティ監査協会 クラウド情報セキュリティ管理基準（平成28年改正版）
（経済産業省 情報セキュリティ管理基準（平成28年度版））
・総務省 クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン（第2版）

この他に、データセンターの物理防護に関する基準等も検討する必要がある。

＜参考としている基準等(再掲)＞

⚫ ガバナンス基準、マネジメント基準、管理策基準からなる管理基準を策定する。

⚫ 管理策基準を中心に、レベルに応じて項目数・強度等に差異を設けることを検討。

※個別のサービス単位で具体的なリスクを低減す
るために必要な管理策を位置づけたもの。



行政手続におけるオンラインによる本人
確認の手法に関するガイドライン



オンラインにおける行政手続の本人確認の手法選定までの流れ

Step0
業務見直し
(BPRの徹底)

各手続をオン
ライン化する
際には、現行
の手続内容を
分解・見直しを
行うことが前
提

Step1
リスク影響度の
導出

6種類のオン
ライン手続に
関するリスク
について、段
階に分類し、
「影響度を導
出」

/高位

/中位

/低位

Step2
保証レベルの
導出

各リスク影響
度から、「身
元確認保証レ
ベル」「当人
認証保証レベ
ル」を導出

Step3
対策基準の
選択

各保証レベル
から手続の固
有の特性や
認証方式に
よって、選択

※詳細は後
述スライド

「主な対策基
準」に記載

Step4
手法例の提示

オンライン手
続における代
表的な手法例
を提示

※詳細は後
述スライド

「手法例」に
記載

実
装
方
法
の
検
討

シ
ス
テ
ム
設
計
（案
）

シ
ス
テ
ム
設
計
決
定

①オンライン手続サービスの利用において国民等の利用者に
不便、苦痛を与える、またはオンライン手続サービスを所管
する機関等が信頼を失う
②国民等の利用者に金銭的被害を与える、機関等に賠償責
任が生じるなど、財務上の影響を与える
③機関等の活動計画や公共の利益に対して影響を与える
④国民等の利用者の個人情報等の機微な情報が漏洩する
➄国民等の利用者の身の安全に影響を与える
⑥法律に違反する

各保証レベルは3段階に設定

・身元確認保証レベル
身元識別情報の「信用度」を表す概念
(登録・発行・管理のフェーズ)
・当人認証保証レベル
当人認証の「信用度」を表す概念
(トークン・認証プロセス・署名プロセス)

⚫ 行政手続のオンライン化を進めるにあたり、デジタルによる認証方式を選定するうえでの考え方・手法例として策定。

⚫ 本ガイドラインは、行政手続をオンライン化する際に考慮すべき、リスク評価手法とこの手法により導出される「リスクの影響度」、その影響度に
応じた認証方式の「保証レベル」の導出、各保証レベルに求められる「対策基準」を規定している。

⚫ Step1～3において、国際的に広く使われている米国国立標準技術研究所が発行する「SP800-63-3」を参考にガイドラインの策定を行った。

赤枠内：本ガイドラインの範囲

リスク評価



◼ 各保証レベルに求められる具体的な対応基準を、４つの評価軸ごとに規定。
◼ 対策基準の適用の考え方（※１※２）など、基準実現のための配慮事項についても規定。

※１ 上位基準の採用：認証方式の強度とコスト及び利便性は一般的にトレードオフの関係にあり、コストや利便性等の多様な観点による総合的な判断が必要となる。

※２ 代替基準の採用：ガイドラインの対策基準は絶対的なものではなく、同等の代替基準であれば他の対応策による代替が許容される。

※３ 各レベルで掲載事項のうち該当するものをすべて満たす。

※４ 各レベルで掲載事項のいずれかを満たす必要がある。

※５ 法律に基づき設置された団体等が、申請者の身元情報や資格を確認した上で発行する電子証明書に関するパスワード付きソフトウェアトークンについては、

当該資格を所管する省庁によって有資格者本人に対する通知を行うことが可能であることを等を踏まえた追加的対策によりリスク軽減がなされたと評価される場合には、所管省庁の判断にお

いて、保証レベル２に対する認証方式の選択も可能と考えられる。

保証

レベル

身元確認 当人認証

登録(※3) 発行・管理(※4) トークン 認証プロセス 署名等プロセス

レベル３ （対面の場合）

• 公的な写真付き身分証明書1種の提示

• 申請情報の公的な台帳照会

• 重複登録ではないことの確認

• 手渡しによるトークン発行

※本人限定郵便基本型及
びこれと同等の手段は対
面として扱う

• レベル2の基準に加え、
耐タンパ性が確保され
たハードウェアトークン
を利用すること(※5)

• レベル２と同等の基準 • 電子政府推奨暗号リ
ストに記載の電子署名

• 電子署名用の証明書
の用途は電子署名限
定

レベル２ （対面の場合）

• 公的な写真付き身分証明1種(または2種の提示)

• 申請情報の台帳(又は公的証明書)の照合

（郵送又はオンラインの場合）

• 申請情報に対する電子署名(郵送の場合は署名又
は捺印)

• 申請情報の台帳(又は添付の公的証明書)照合

• レベル3の方法に加え、書
留郵便＋ダウンロード、電
子署名＋ダウンロード、携
帯電話の番号検証＋ダウ
ンロードによるトークン発
行

• 記憶された秘密、認証
デバイス、生体認証の
中から複数の認証要素
を利用すること

• レベル1と同等の基準
に加え、フィッシングの
脅威に対する耐性

• 電子政府推奨暗号リ
ストに記載の電子署名

レベル１ （対面、郵送又はオンラインの場合）

• メールアドレスの到達確認

※身元確認は不要

• レベル2の発行方法に加え、
電子メールによる送付、ダ
ウンロード、によるトークン
発行

• 記憶された秘密、認証
デバイス、生体認証の
中から単一又は複数の
認証要素を利用するこ
と

• オンライン上の推測、
リプレイ攻撃、盗聴、
セッション・ハイジャッ
ク、中間者攻撃の脅威
に対する耐性

主な対策基準



経済産業省の
法人デジタルプラットフォーム



行政サービスと民間サービスとの圧倒的な質の差
が見過ごせないレベルになってきている



デザイン
思考

アジャイル
開発

データ
分析

ユーザー視点での
サービスデザイン

ユーザーニーズ
に対応した開発

ユーザーデータ
に基づく政策実施

「ユーザー中心」のサービスへの移行



法人デジタルプラットフォーム（全体像）

事業者の認証

補助金
申請

計画認定 許認可 届出

データA データB データC データD

手続システム
（手続を処理）

GビジネスID
（認証システム）

データベース
（データを蓄積）

API API API API

API API API API

データ交換基盤
（省内/官民データ連携）

法人インフォ等
（民間向けデータの開放）



https://hojin-info.go.jp/
法人インフォ



法人共通認証基盤

これから：1つのID/パスワードで手続を可能に

手続A

手続B

手続C

手続A

手続B

手続C

管
理
が
煩
雑

法人共通認証基盤

これまで：複数のID/パスワードが必要

• 事業者にとって、複数のID/パスワードの管理は非常に煩雑
• また、複数の制度・手続でID発行のために代表者確認を行う

ことは、非効率的かつ事業者にとっても負担大

１つのID/パスワードでの手続の実現により、
官民双方における手続に要する時間やコストを削減

発
行
コ
ス
ト
高

発
行
コ
ス
ト
低

⚫ 法人番号を活用し、一つのID/パスワードで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムと
して「法人共通認証基盤」を整備

⚫ まずは経産省の主要な法人向け手続で実証を実施、政府全体への展開を進めていく。

https://gbiz-id.go.jp



https://gbiz-id.go.jp/
gBizID（法人共通認証基盤）



本人確認ガイドラインと法人共通認証基盤との対応

必要な保証レベル

身元確認 当人認証

レベル
A

（レベル３）
対面での身元確認

（レベル３）
耐タンパ性が確保された
ハードウェアトークン

レベル
B

（レベル２）
遠隔又は対面での身元確認

（レベル２）
複数の認証要素

レベル
Ｃ

（レベル１）
身元確認のない自己表明

（レベル１）
単一又は複数の認証要素

法人共通認証基盤との対応関係

（レベルＡ相当）
レベルＡに該当する機能はなし

（レベルＢ相当）gBizプライム
※身元認証：印鑑証明書等から代表者を確認
※当人認証：２要素認証

（レベルＣ相当）gBizエントリー
※身元確認：存在確認のみ
※当人認証：単要素認証

《本人確認の手法例の対応表（法人等に係る行政手続）》

⚫ 2019年2月、CIO連絡会議において「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関す
るガイドライン」が策定された。

⚫ 法人共通認証基盤としては、当該ガイドラインとも整合を取りつつ整理

《法人共通認証基盤を用いて申請できる手続の具体例（社会保険手続）》

ガイドラインにおいて、社会保険手続のうち「保険の適用日・喪失日を申請内容に含む手続」や「保険料又は給付
額算定の根拠となる報酬等を申請内容に含む手続」等については、ログイン履歴の管理機能や未登録端末からの
ログイン検出機能等を有する法人共通認証基盤が提供するID・パスワード（多要素認証）により実施可能と考え
られる、として例示されている。



jGrantsの全体構造

行政・執行団体

①
管理者
登録

国民・事業者

②
補助金
情報
登録

③
公募

④
審査/
承認

⑤
通知

⑥
交付
通知

⑦
各種
手続き

①
法人共通認
証基盤

登録/ログイン

②
公募
申請

③
結果
通知

④
交付
申請

⑤
各種
手続き

• 補助金適正化法で定められた手続きをベースに、シンプルな機能を提供する

• 国民・事業者向け機能（フロント機能）と行政・執行団体向け機能（バックエンド機能）を提供



法人データ交換基盤（2019年度実証予定）

法人データストア
（仮） 業務Ｂ 業務Ｃ 業務Ｄ

民間企業
DB1

民間企業
DB2

中小企業等

法人データ交換基盤

法人共通認証基盤

業務Ａ

行政
データ

民間
データ

データ入力データ入力

オープン化で
きるデータ

1つのアカウントで複数
の行政手続を可能に

申請等

官民データ連携を通じて、
添付書類撤廃・ワンスオンリーを実現、手

続を簡素化

法人インフォ
メーション

⚫ 添付書類撤廃・ワンスオンリーの実現、データに基づく政策の分析・立案の基盤として、法人関連
のデータを連携して申請処理等に活用する、法人データ交換基盤の構築を進める。

⚫ 今年度、海外の先行事例等の調査研究を実施中。この結果を踏まえ、2019年度にプロトタイプ
開発・試行運用を目指す。

業務Ｅ



まとめ

⚫デジタルガバメント実行計画

⚫政府情報システムにおける
クラウドサービスの利用に関わる基本方針

⚫ クラウドサービスの安全性評価に関する検討会

⚫行政手続における
オンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン

⚫経済産業省の法人デジタルプラットフォーム

– 法人インフォメーション

– gBizID（法人共通認証基盤）

– jGrants（補助金申請システム）

– 法人データ交換基盤
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xxxシステム

ソフトウェア
ハードウェア

BBBシステム

ソフトウェア
ハードウェア

AAAシステム

ソフトウェア
ハードウェア

CCCシステム

ソフトウェア
ハードウェア

DDDシステム

ソフトウェア
ハードウェア

従来のオンプレミス

ITインフラが個別最適

「公共機関がクラウドサービスを利用する」ということ

クラウドサービス

AAAシステム

BBBシステム

CCCシステム

DDDシステム

xxxシステム

EEEサー
ビス

FFFサー
ビス GGGサー

ビス

HHHサー
ビス

III
サービス

JJJ
サービス

必要な時に、必要なだけ、
低価格で、ITリソースを利用

パブリッククラウド



「公共機関がクラウドサービスを利用する」ためには

現在

• システム毎に調達

• 固定価格

• 間接契約

• 個別支払い

• サービスを特定

• 一括価格

今後

• 調達簡素化

• 従量課金

• 直接契約

• 組織横断的に精算

• 最新のサービス

• 価格明細の透明化



海外政府機関の先進的な取り組み
対処すべき課題

従量課金に関する
規定が欠如

利用可能なサービ
スが固定

単年度契約による
購買硬直化

レガシーシステム
が残存

国

米国 等

英国 等

米国 等

米国・シン
ガポール 等

方法論

IDIQ（Indefinite Delivery Indefinite 
Quantity; 納期と数量が未確定の契約方式）

を導入

G-Cloud上にクラウドサービスカタログを掲
載し、サービスリストを動的に更改

年度末に翌年度分のITリソースの先買いを認
める等、予算執行の運用を柔軟化

ガイドラインや推奨レベルではなく、大統領
令等の強制力を持たせる形で、公共機関のク

ラウド移行を促進
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Thank you!

SUMMIT © 2019, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

経済産業省 商務情報政策課 総務課
情報プロジェクト室 CIO 補佐官
満塩 尚史

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
パブリックセクター営業本部 本部長
大富部 貴彦


