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【 情報化環境整備の促進 】
１ 情報化推進に関する調査研究
(1) ＩＴ経営の総合評価に関する調査研究（㈶ＪＫＡ補助事業）
わが国 IT 戦略の重点目標の 1 つである「IT の活用による世界最高水準の企業経営の実現」
に資するため、平成 19 年度より調査研究を進めてきた IT 経営を総合的に評価する指標（モ
デル）の作成ならびに指標を用いた自己診断ツールを開発する。このモデルでは、これまで
の経営評価モデルに不足していた「動態的組織能力」（経営資源を環境変化に応じて柔軟に再
構築する能力）を評価項目に採用することで、IT 人材などの経営資源、組織文化などの組織
特性、利害関係者との関係性などを考慮した新しい IT 経営力の指標化が可能になっている。
最終年度として、昨年度のモデル検証結果や自己診断ツールの基本要件を踏まえて指標の
詳細化と自己診断ツールを設計・開発する。また、ツールの有効性を確認するための実証評
価も合わせて行う。
(2) ＩＴ環境下における組織運営の評価に関する調査研究（㈶ＪＫＡ補助事業）
進展を続ける IT 環境下において、企業が複雑・多様化する経営リスクを脆弱性の発生源を
捉えて分析評価し、迅速な取り組みを行うために必要となるリスク分析手法を、当協会が情
報リスクの分析のために開発した JRMS（JIPDEC Risk Management System）を組織運営
全般に適用できるよう拡張・改良して公表する。
すでに、20 年度において経営全般に関するリスクのチェック項目の洗い出しと、評価に活
用するためのリスク評価システム（プロトタイプツール）の開発を行い、その実証評価を完
了しており、引き続き 21 年度で、個別分野（環境、医療、情報セキュリティ、個人情報保護、
事業継続など）の分析・チェック項目の洗い出しと、前年度の実証評価で指摘された課題事
項の改修を進め、リスク評価システムを完成させる。
また、この分析・評価手法を国内外に普及させるため、解説書発刊作業や分析・チェック
項目の翻訳作業などの普及啓発作業も併せて行う。
(3) 情報利活用のための社会基盤の整備に関する調査（㈶ＪＫＡ補助事業）
わが国の情報化および情報産業の振興に必要な基盤整備にかかわる諸問題について施策検
討に資する立場から調査研究を行う。
特に平成 21 年度では、国が検討を進めているデジタルジャパン戦略の具体的なアクション
プログラムの策定や実施の補完に資するよう、情報産業の競争力強化、デジタルコンテンツ
の流通・利活用の高度化、クラウドコンピューティングなどの技術基盤の確立等、社会・経
済の情報化基盤を整備する重要かつタイムリーなテーマを選定して調査研究を行う。

２

普及振興および国際連携

(1) 情報化白書の発行
わが国の情報化動向を総合的に紹介する「情報化白書」（年 1 回）を作成する。前回 2007
年版の発行以降、近年の情報環境や利活用の変化を踏まえて白書編纂方針等を抜本的に見直
し、2008 年版は休止して 2009 年版を平成 21 年 9 月に発行する。
2009 年版の基本構成は、各論のほか、概論、特集、トピックス、調査編、データ編とし、
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特集で情報セキュリティのこの 10 年を総括、トピックスでは近時注目される IT 分野の動き
を取り上げる。
各論 1 編では利用者動向を①産業、②社会・生活で、2 編では情報化社会を支える基盤を①
情報セキュリティ、②政策・法制度、③注目技術やサービス等のインフラで各々括り、動向
を取り上げる。巻末には企業と消費者へのアンケート調査結果を調査編として付すほか、従
来からの継続性に配慮しつつデータ編として IT 関連の統計データ、情報化年表、情報源リス
ト、用語集等を掲載する。
引き続き、情報化動向を捉えつつ、2010 年版に向けた編集計画を立案することとしている。
(2) 情報化月間行事等の実施（国庫委託応募事業）
国民の情報化に対する理解と認識を深めるため、10 月に実施される「情報化月間」に関し、
運営事務局として、推進母体である情報化月間推進会議等の事務局支援や、ポスター・PR 誌
等の様々な媒体機会を利用した月間全体の広報、情報化月間期間中に全国各地で開催される
講演会・展示会等に関する普及広報、20 歳以下の青少年を対象としたU－20プログラミング・
コンテスト等の企画運営を行う。
さらに、情報化月間記念事業として、情報化の促進に貢献した個人や企業・団体、優秀情
報処理システムならびに U－20 プログラミング・コンテスト入選作品の表彰を行う情報化月
間記念式典や、記念講演会等特別行事の企画運営を行う。
(3) セキュリティ＆プログラミング・キャンプ 2009 等の実施（ＩＰＡ委託応募事業）
中等教育段階からのIT 人材の早期発掘・育成を推進するため、22 歳以下の学生・生徒を
対象に合宿形式による情報セキュリティまたはプログラミングに関する高度で実践的なIT教
育研修を実施する。具体的には、ITに対して高い意識を持つ若年層に対して技術面のみなら
ずモラル面、セキュリティ意識、職業意識等の向上を図ることを目的に、「セキュリティ」と
「プログラミング」の2コースで講義実習を行う「セキュリティ＆プログラミング・キャンプ
2009（仮称）
」を開催する。また、全国主要都市においても実践的なIT教育研修を実施すると
ともにキャンプの認知度向上を図るため、キャンプキャラバンを開催する。
なお本事業は、平成16～19年度に経済産業省の早期IT人材育成支援事業として、平成20年
度は独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の委託事業として実施した事業に、引き続き応募
を予定するものである。
(4) 事業活動・成果等の情報提供
当協会の事業成果などを協会 HP で公開するほか、JIPDEC メールマガジンを毎月 1 回発
行して協会の最新の事業活動と行事案内、ニュースピックアップ、関係省庁および情報関連
団体の IT 関連イベント等の情報を提供する。
また、IT 分野の所在情報の発信として、「産学官研究コミュニティ」による研究開発情報
や IT 技術関連の政策情報の提供、IT 分野の統計･調査データを一元的に検索利用できるポ
ータルサイト「IT’S site」の提供を引き続き実施する。
さらに、当協会の事業成果報告書や新規書籍の出版、講演・セミナーの開催を通じて当協
会の事業成果の普及を図る。
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(5) 賛助会員サービス
調査・開発研究成果の提供、各種シンポジウム・セミナー、研修講座等への優先参加、事
業成果報告会の優待等を通じ、賛助会員に対するサービスを実施する。

３

情報化人材に関する高度研修
IT の高度化と利活用の進展に伴い、専門技術者だけでなく管理者や利用者をも含めた幅広い

人材の育成とそのための IT 教育が求められている。本事業では、企業等のユーザーニーズに
対応する高度 IT 人材や関連人材の育成に関し、特に、当協会の事業の柱である情報セキュリ
ティや個人情報保護など特色のある専門性の高い研修を中心に実施する。

－
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【
１

情報信頼性確保の推進 】
情報セキュリティ基盤の強化に関する調査研究

(1) ＩＴサービスマネジメントを基盤としたソフトウェア資産管理に関する調査研究
（㈶ＪＫＡ補助事業）
企業・組織における IT 資産、とりわけソフトウェア資産が適切に管理されていないことに
よっておきるリスクとして、ソフトウェア不正コピー、ソフトウェアライセンスの不正利用
などがあり、これによってソフトウェア資産の正確なバージョンアップやパッチ適用が難し
くなることから、セキュリティ上の問題を発生させることにもなりかねない。
また、近年ではこのような法的の問題だけでなく、知的財産経営に見られるように、ソフ
トウェア資産を適切に管理し、システム構築・運用環境の改善や活用を図ることが重要とな
っている。
このため本年度から 2 ヵ年計画で、国際規格であるソフトウェア資産管理（SAM：ISO/IEC
19770-1（Information technology ― Software asset management- Part1））との整合性のあ
る企業の効果的な資産管理及び保護のために必要なガイドライン（指針）を策定し、企業・
組織の情報セキュリティ強化の促進を図る。なお、ソフトウェア資産管理のプロセスは、当
協会が制度運用を行う IT サービスマネジメントシステム（ITSMS）の一要素であることか
ら、ITSMS 構築のサポートをするガイドラインとしても位置付けられるようにすることで、
ソフトウェア資産管理のプロセスの整備を通じて情報セキュリティマネジメントシステム全
体の拡充・整備を実現し、わが国における企業の情報セキュリティ強化及び IT サービスの品
質向上を目指す。
(2) 経済産業分野に関するガイドライン見直し（国庫委託応募事業）
「個人情報の保護に関する法律」（以下「保護法」という。）への事業者の適切な対応と体
制整備のため、各所管省庁ではガイドラインを策定し公表しており、とりわけ、経済産業省
の策定する経済産業分野に関するガイドラインは、対象となる事業分野が広く、産業界全体
に与える影響も大きいものになっている。
このガイドラインは、昨年度、保護法本来の目的である利活用と保護の両立を推進する観
点から、事業者が行う個人情報の適正な取扱いの確保や有用な個人情報の利用に関する活動
を支援する目的でガイドラインの見直しの検討がなされたところである。
当協会は、これまで一貫してガイドラインの見直し検討に協力を行ってきたが、平成 21 年
度においても経済産業分野のガイドラインの普及・啓発を通じた中小零細事業者に関する保
護法対応の促進を図るほか、事業者の保護法への対応状況や対応する上での課題を調査し、
促進策について引き続き検討して経済産業分野のガイドラインへの反映・見直しを図る。
また併せて、他の認定個人情報保護団体との連携の下、保護法と経済産業分野の個人情報
保護のガイドライン等の普及活動を推進し安全・安心な社会の実現に資する。

２

プライバシーマーク制度の運用

(1) プライバシーマーク制度の運用
平成 10 年 4 月に当協会が運用を開始したプライバシーマーク制度は、JIS Q 15001:2006（個
人情報保護マネジメントシステム－要求事項）を基準として運用し、平成 17 年 4 月の「個人
情報保護に関する法律」の全面施行を受けて申請数が増加し、この結果、平成 20 年度 2 月末
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での認定 1,495 社により、認定の累計数は、11,303 社（有効事業者数は 10,117 社）を超え、
わが国の個人情報保護制度の推進に重要な役割を果たす制度として認知され、海外からも注
目を集めるに至っている。
平成 21 年度も引き続き、指定機関 16 機関の協力を得て同制度を運用するとともに、事務
局および審査体制の整備･増強、指定機関の拡充、全審査工程に係る業務効率の向上を目標に
制度運用の改善に取り組む。また、制度の透明性を確保する観点から、国際動向や国際標準
との整合性に留意しつつ制度のあり方と規程類の整備についても検討し、信頼性向上に努め
る。併せて、更新率の維持･向上のため付与事業者に対する情報提供の強化、消費者に対する
制度の認知度向上のための啓発活動を通じた付与事業者の満足度向上、海外の同種の制度と
の相互承認制度についての推進など当該制度の拡充に必要な取り組みを行う。
(2) 認定個人情報保護団体の運営
当協会は、個人情報の保護に関する法律（以下｢保護法｣という。）第 37 条第 1 項に基づく
認定個人情報保護団体（以下｢認定団体｣という。）として経済産業大臣および総務大臣より認
定を受けており、保護法第 37 条の①業務の対象となる個人情報取扱事業者（以下「対象事業
者」という。
）の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、②対象事業者の個人情報の適正な取
扱いの確保に寄与する情報の提供、③そのほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確
保に関し必要な業務を認定団体として実施している。
対象事業者は、プライバシーマーク制度によって認定されている付与事業者であって、保
護法第 41 条に従って対象事業者となることに同意を得た 5,865 の事業者(平成 21 年 2 月現在)
が対象となっている。平成 21 年度においても、対象事業者管理、苦情処理管理等の仕組みを
充実し、引き続き認定団体の業務を推進して対象事業者の適正な個人情報の取扱いの促進を
図る。また、他の認定団体間の整合性を確保すること等のために意見交換を行うとともに、
保護法の適切な運用に資する。
(3) 個人情報保護に関する情報提供
プライバシーマーク付与事業者を対象とした各種研修会やプライバシーマーク取得をめざ
す中小事業者、消費者を対象としたプライバシーマーク制度説明会を通じて、引き続き個人
情報保護に関する各種の情報を提供する。
特に、平成 21 年度においては、昨年度の制度説明会に併設した個人情報保護マネジメント
システム(PMS)構築相談会を｢PMS 構築相談室｣（仮称）として常設するほか、地域の消費者
団体や経済団体が主催する個人情報に関するセミナー等に引き続き講師派遣するなど、中小
事業者向けの情報提供サービスを重点的に行う。
また、付与事業者専用ホームページの構築、海外向け情報発信、平成 20 年度に実施した｢プ
ライバシーマーク制度に関する認定事業者意識の調査｣に関わるアンケートの結果を踏まえ
た消費者向けホームページの充実などに努め、積極的な情報発信を通じて消費者のプライバ
シーマーク認知度の向上、事業者のプライバシーマーク付与認定の促進に資する。
(4) プライバシーマーク審査員の評価・登録
当協会では、プライバシーマーク制度の運営にあたって付与認定に係る審査員の養成研修
および研修後のオン・ザ・ジョブトレーニング（OJT）の実施を通じ、審査員の育成・確保
に努めてきたが、平成 19 年度からは、さらに審査員の質的向上と審査レベルの均質化を目的
としてプライバシーマーク審査員の登録制度をスタートさせた。登録者総数は、主任審査員
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235 名、審査員 263 名、審査員補 286 名で、合計 784 名（平成 21 年 2 月末現在）となってい
る。
平成 21 年度も引き続き、新規登録申請者の審査や既登録者からの審査実績並びに実務評価
による「格上げ登録申請」などの評価､登録業務を実施する。

３

情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度の運用
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS：Information Security Management

System）適合性評価制度は、現在、平成 17 年 10 月に発行された ISMS の国際規格 ISO/IEC
27001（JISQ27001）および ISO/IEC27006（マネジメントシステムの審査および認証を行う機
関に対する要求事項）をベースとし、国際的に整合性の取れた情報セキュリティマネジメント
を評価する第三者認証制度である。
当協会では、平成 14 年度から本制度の本格運用を開始し、ISMS 認証審査を行う「認証機関」
24 機関を認定している。平成 21 年度も引き続き、新規の「申請機関」および認定した「認証
機関」の認定審査（更新・サーベランス）を行うとともに、ISMS 審査員の評価登録を行う「要
員認証機関」1 機関の認定審査（初回）を行う。
また、第三者認証制度の信頼性の確保・定着のための活動や ISMS の国際的対応を図るため
の標準化活動、PAC／IAF（太平洋認定機関協力機構/国際認定機関フォーラム）会員としての
国際的な関連機関との相互連携を推進する。

４

IT サービスマネジメントシステム（ＩＴＳＭＳ）適合性評価制度の運用
IT サービスマネジメントシステム（ITSMS：Information Technology Service Management

System）適合性評価制度は、平成 17 年 12 月に発行された ITSMS の国際規格 ISO/IEC 20000
（JISQ 20000）をベースとした IT サービスマネジメントを評価する第三者認証制度で、IT サ
ービス運用管理の品質を継続的に維持・向上させることを目的としている。
本制度は、ISMS 制度との統合を視野に入れ、平成 19 年 4 月より本格運用を開始し、ITSMS
認証審査を行う「認証機関」8 機関を認定している。3 年目となる平成 21 年度も引き続き、新
規の「申請機関」および認定した「認証機関」の認定審査・登録業務を実施するとともに、本
制度全体の運用・維持管理および体制の整備を行う。
また、関連団体および関連事業者を対象に ITSMS に関する普及啓発活動を実施する。

５

事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）適合性評価制度の運用
企業の事業継続マネジメント（BCM）を浸透・定着させるため、平成 20 年 7 月から英国規

格 BS25999－2（Business continuity management-Part2:specification:事業継続マネジメン
トのための仕様）をベースとした実証運用を行い、当該制度の確立のための課題や基準に基づ
き具体的審査方法、体制などの制度運用のあり方を実証検証している。
平成 21 年度は、この実証運用の結果を踏まえた上で、必要な基準･ガイド等の見直し、整備
等を行い、事業継続マネジメントシステム（BCMS）適合性評価制度の正式運用に移行する。
また、関連団体および関連事業者等を対象に国内主要地区において BCMS に関する普及啓発
を行うためのセミナー等を開催する。
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６

電子署名認証制度の推進
当協会は、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令」（第

3 条）に基づき、主務大臣から特定認証業務の認定に係る指定調査機関として指定されている
（平成１5 年 4 月 17 日指定認可、平成 20 年 4 月 16 日指定更新）。
本年度は、特定認証業務に係る実施体制の調査及び電子署名・認証の利用促進ならびに電子
署名・認証技術動向および各国法制度等の調査について引き続き、以下のとおり実施する。
(1) 特定認証業務の認定に係る業務の実施方法等の調査
特定認証業務を行おうとする者は、電子署名法における認定基準が定める認証業務に関す
る設備要件、利用者の真偽確認に関する要件、業務管理運用要件等への適合性に関する調査
を受けて、主務大臣の認定を受けることができる。当協会はその指定調査機関として、電子
署名・認証センターが特定認証業務の新規および変更の認定ならびに認定の更新に係る実施
体制の調査を行い、その結果を主務大臣に通知する。
なお、平成 20 年 2 月末から指定調査機関が当協会 1 機関となり、審査体制の拡充等が必要
となるため、平成 21 年度に調査手数料の改定を主務大臣の認可を得て行う。
(2) 電子署名・認証の利用促進ならびに普及啓発（国庫委託応募事業）
電子署名および認証業務の円滑な実施を図るため、特定認証業務を行う者およびその利用
者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う必要がある。また、利用者の電子署名
の取り扱いに関する意識啓発や電子署名・認証のしくみ等に関する正しい理解を深めるため
の諸活動を行う必要がある。
このため、電子署名・認証センターが蓄積している専門的知見をもとに、特定認証業務を行
う者からの各種問合せ、相談等の情報提供ならびに WEB コンテンツ、セミナー等を通じた
利用者への情報提供を行うほか、認定に係る基準とその運用に関する諸課題を検討する。
(3) 電子署名・認証技術ならびに各国法制度等の調査
特定認証業務の認定制度の信頼性を維持するため、進展著しい暗号技術やセキュリティ関
連技術の動向ならびに利用状況等を分析し、認定基準等への影響を分析するとともに、諸外
国の電子署名および認証業務に関する認定制度に係る法令、制度等を調査し、わが国の認定
基準との比較分析を行い、認定制度等の安全・信頼性についての客観的な評価に資する。
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【 電子情報サービスの促進 】
１ 時空間情報システム基盤の整備
(1) 時空間情報サービスに関する調査研究･普及振興（㈶ＪＫＡ補助事業）
IT 社会の今後の進展には、地理空間情報の生活分野や産業分野における利活用を促進する
｢時空間情報サービス産業｣といえるような新たな産業の創出が重要で、このためには、実世
界を構成するリアルな人・モノ・事象を、空間的、時間的に絶えず発生しつづける膨大なデ
ータや情報・知識に関連づけ、統合的に検索・高度利用できるオープンでユビキタスなイン
フラが必要である。
この具体化のため、市場や技術の最新動向を関連する企業が結集する「ｇコンテンツ流通
推進協議会」と連携して行うほか、時空間情報サービスの業種横断的な利活用と発展に資す
るため、先進的な技術やサービス事例の紹介、国内外の最新技術動向等の紹介を行う｢ｇコン
テンツ・ワールド 2009｣を開催する。
(2) 時空間情報システム基盤の整備事業（国庫委託応募事業）
平成 20 年に閣議決定された｢地理空間情報活用推進基本計画｣を受けて、経済産業省では｢Ｇ
空間プロジェクト｣を策定し、地理空間情報の活用基盤の整備を図っているが、本事業は、そ
の中の１つとして立体空間の位置を把握するための 3 次元地理空間データベースモデルの構
築・実証、標準化等を通じて、時空間情報の流通利用基盤の整備を行う。また、この事業成
果についての普及活動及び国際提案に向けた活動も併せて実施する。
(3) ＰＩ国際標準化（国庫委託応募事業）
平成 20 年に ISO／TC211（地理情報）へ提案され、新規プロジェクトとして承認された場
所の表記と変換に関する規格である PI（Place Identifier）(ISO19155)について、平成 23 年
度の国際規格化をめざし、CD（委員会原案）の作成など国際標準化作業を実施する。
(4) プローブ情報プラットフォームに関する収集・配信系の標準化調査研究
当協会では、車両等からの情報を収集･融合して利用するプローブ情報プラットフォームの
生成データの品質調査、外部データとの適合性評価などを平成 18 年度に取りまとめた。
この一環として、平成 21 年度では、収集系に関係する基本位置情報 DB・共通車両情報
DB・交通情報 DB の要件及び全国展開向けインタフェース・データベース要件（リアルタイ
ム DB、蓄積 DB）について、関連する国際標準化検討状況と照合し、国際標準化に適した仕
様を策定する。
(5) ｇコンテンツ流通推進協議会の運営
時空間情報を有するコンテンツ（ｇコンテンツ）の流通環境を整備するため組織されてい
る「ｇコンテンツ流通推進協議会」事務局の運営を行い、協議会会員間の情報交換の促進を
図るとともに、ｇコンテンツワールド 2009 や各種地理空間情報関連行事への協賛・参加など
広報普及活動を一層強化する。また、上記の時空間情報システム基盤の整備等との連携を図
りつつ実証実験等を実施し、具体的なビジネス活動への展開に資する。

２

情報大航海プロジェクト

(1) 制度的課題に関する調査
情報大航海プロジェクトにおけるモデルサービスの実現や共通技術の普及に当たって障害と
なり得る制度的課題等について調査する。特に、パーソナル情報（個人をとりまく情報の総
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称）の利用を中心にして、インターネットを活用したビジネスの信頼性や安心の獲得、ビジ
ネスの健全な発展を実現するため、消費者や利用者への対応のあり方や市場としての競争環
境整備に必要な事項の調査を推進する。
また、当該事業の成果となるパーソナル情報の利活用と保護の枠組みを海外に情報発信し、
国際連携を推進する。
(2) 基盤共通技術開発と検証
Web サービスにおける共通技術として、データマイニングなどがなされた個人情報を保護
法に抵触することなく利活用するための匿名化技術について、昨年度、要件定義を行った匿
名化保証機能、複合匿名化技術（異なる匿名化処理されたデータを合わせて利用する技術）
の構築・実証評価を行い、これに開発済みの単純匿名化技術（識別情報の処理のみを行うも
の）を組み合わせて個人情報匿名化基盤として整備する。
この個人情報匿名化基盤は、企業が自社サービスに組み込めるよう、オープンソースとし
て公開する計画である。
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【

電子商取引の促進

】

電子商取引（EC）の拡大と高度化に関して、産業界が結集する場である「次世代電子商取引
推進協議会（ECOM）」、「次世代 EDI 推進協議会（JEDIC）」および「フィッシング対策
協議会」の事務局業務を平成 20 年度に引き続き実施するとともに、これらの組織と連携・協力
して、以下の調査研究、標準化、普及啓発等の事業を行う。

１

ＥＣに関する調査研究

(1)

近未来バリューチェーンに関する調査研究（国庫委託応募事業）
GPS に代表される測位技術により得られる時空間情報や電子タグ等の自動認識技術
（AIDC：Automatic Identification and Data Capture）により得られるリアルタイムで精緻
な人や物の所在情報を活用することにより、消費者が利用する時点の情報の共有（Point of
Use）、特定の棚に納品するといったピンポイントデリバリや場所を選ばない検品などのロ
ケーションフリー、品物の仕向け先やタイミングを精緻に把握することにより可能な混載物
流等を実現する「近未来バリューチェーン」について調査研究を行う。具体的には、これら
のアプリケーション･コンセプト等の消費者から見たメリット、消費者の利用時点の情報収
集・共有の仕組みとその課題、時空間情報を活用することで可能性となる EC・物流の最適化
に向けた次世代サプライチェーン基盤について検討を行う。また、このサプライチェーンの
前提として、組織や国を超えた情報共有のための基盤（共有情報の標準化や辞書整備、情報
共有ルールの整備と促進、情報の品質確保策など）について検討を行う。

(2)

電子署名及び電子認証とＩＤ連携に関する調査研究

① 電子認証の民間制度・基盤の確立に関する調査研究（㈶JKA 補助事業）
企業間及び企業内における「取引」｢決裁」「情報共有」等には、個人の電子署名に加えて
電子的な｢社印｣｢職責印｣或いは企業等の職員であることを証明する｢身分証明書｣等があると
業務の効率化が期待できる。しかしながら現行の電子署名法では、これらを統合的に扱うこ
とはできない状況にあり、企業等が個別に対応するのではなく、組織を越え、相互運用性も
確保できるような新たな仕組みが強く求められている。
このため、個人に加え、組織・職責・職員向けの電子署名を含めた新たな認証制度・基盤
の確立に向けた調査研究を 2 年計画で実施する。初年度となる 21 年度では、認証制度・基盤
の実現に向けたビジネスモデルの分析を行い、そこに必要な基本合意書案やポリシー/評価基
準、認証基準や電子証明書の発行対象の範囲、第三者評価制度、システム要件・運用要件な
どの検討を行う。加えて、アンケートおよびシンポジウムを通じて広く産業界にこれを提案
する。
② 安全な情報管理と業務効率化に資する ID 連携のあり方に関する調査研究
個人・企業などについて、現在、目的や業務別に独立に ID が付与されていることによって
情報の連携利用が妨げられ、効率的な業務の障害になっている。
また個人情報については、安全な情報管理とともに、本人が相手毎に伝える個人情報を適
切に選びながら管理ができるような仕組みが求められている。電子署名は、このような仕組
みを構築する上で強力な道具となりうるが、これまで十分に活用されてきているとは言い難
い状況にある。その理由として、電子証明書を活用する業務間の相互運用性確保ができてい
ないことや、電子証明書を用いて電子認証・電子署名を行っても、本人の属性情報との連携
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が十分でないために、その後の業務を継続的・自動的に処理できないこと等が挙げられる。
このため、ID 間の連携利用を進めるとともに、電子署名・電子認証における本人の属性情
報を連携するための、ID アーキテクチャーのあり方、ID の信頼性を保障しその可用性を高
めるために分散している属性情報群を安全に連携させる方法、およびそれらを利用する仕組
みについて検討を行う。
また、個人情報を安全に民間で管理する仕組みについて、関連法制度や諸外国の事例につ
いて調査するとともに、その実現に向けた方策について評価・検討する。
③ EC における長期署名の利活用（電子記録の長期管理）に関する調査研究
電子署名文書の長期保存に必要な長期署名フォーマット（平成 20 年 3 月に JIS 化）に関し
て、ISO 規格化のための活動を続けるとともに、この標準を利用する「電子記録の長期管理」
ガイドラインの作成に向けて、企業における電子文書・データの管理状況の調査分析を行う
ほか、署名ポリシーの標準化、求められる署名関連技術の検討を行う。
また、これに関する ETSI（欧州電気通信標準化機構）の標準化作業を支援するとともに、
同機構と署名ポリシーなど電子署名関連技術に関して情報交換を行い、世界標準の動きに沿
った技術検討を行う。
(3) 個人情報保護・利活用に関する調査研究
企業活動のグローバル化とともに個人情報の国境を越えた移転が急速に進んでいることか
ら、個人情報の越境に関して民間として策定するルールの検討、および欧米やアジア諸国等
の当該分野における動向調査、APEC プライバシーフレームワーク実証プロジェクトに対す
る推進協力等を行う。また、国内の状況として、今後予想される現行法、省庁ガイドライン
の改正等の動きを注視しながら、EC 事業者向けガイドラインの改正と啓発、民間部門の意見
集約とフィードバック、さらには今後大きく変貌することが見込まれるテレワーク化、アウ
トソーシング化等のビジネス形態と個人情報保護との関わりとその対応についても調査研究
を行う。
(4) 安全・安心ＥＣ環境整備に関する調査研究
① Web セキュリティに関する調査研究
EC に関連するセキュリティ上の課題として、Web アプリケーションの脆弱性や正しい PKI
の運用・利用、データフォレンジックの具体的な適用方法、EC サイトの運用委託での情報セ
キュリティ連携など様々な指摘がされていることから、これら課題の問題点の所在やリスク
の影響、基本的な対応方法などを引き続き検討する。加えて、情報セキュリティ連携の中で
も企業間の情報共有（委託・共同利用等）時のセキュリティ注意事項を検討する「データ共
有プロセスセキュリティ」を中心に活動する。
② ネットビジネス促進基盤の整備に関する調査研究（㈶JKA 補助事業）
近年、Web 技術や電子タグ、センサー技術等の技術進展や消費者生成メデイア（Social
Networking service）などの利用者環境、製造物責任などの企業環境の変化が新しいネット
ワークビジネスモデルの登場を促しつつあり、これに対応した制度や利用者が安全で、安心
して利用できる EC 環境の整備を図る必要がでてきている。
本事業では、このようなネットビジネスの将来動向について調査を行い、そこに内包され
る制度課題や技術課題への対応策を検討するとともに、経済産業省の推進する「アジア経済・
環境共同体」の実現に関連して、アジア域内でのオンライントラストマーク制度等のハーモ

－ 11 －

ナイゼーションに対応した取り組みを検討する。
(5) エンジニアリング情報のデータ品質に関する調査研究（㈶ＪＫＡ補助事業）
工業製品の設計・製造データのモデルデータに関する国際標準化を行う ISO（国際標準化
機構）TC184/SC4 において、新たなワーキンググループ（WG13）が設置され、企業間で流
通するエンジニアリング情報のデータ品質に関して、将来の IT 技術（CAD システム等）の
進展を見越し、適用範囲が技術分野や応用対象等に限定されない、企業データの品質に関す
るより包括的な標準化の検討が始められていることから、この検討に参加し、わが国産業界
の意見を反映させる。
また、当協会が標準化の提案を行い、平成 20 年 10 月に ISO 標準となった製品の形状に関
するデータ品質（ISO10303-59）は、その後、SASIG（日米欧 5 カ国の自動車工業会をメン
バーとする標準化推進組織）が採用を公表するなど産業界での利用要望が高まっていること
から、自動車業界や航空機業界等のユーザーシステムでの利用要件を検討し、ベンダーでの
製品実装を支援する。
(6) 企業間情報連携の推進に関する調査研究（㈶ＪＫＡ補助事業）
わが国産業界が直面する生産性改革、安全・安心対策、環境対応に取り組むため、企業間
の取引の電子化が進められてきた。このような活動は、従来は受発注業務を中心に行われて
きたが、いっそうの進展のため、製品のリサイクルや廃棄などを含めた製品のライフサイク
ル全般にわたる企業間情報連携に視野を広げ、直接取引関係のない企業間での情報共有のあ
り方およびルール、企業間で取引を行う際に共通に利用するデータベース、データ交換シス
テム等のあり方について検討、整理を行う。また、近年、消費者の関心が高まっている製品
安全性確保のためのトレーサビリティ（追跡可能性）実現につなげるための検討を行う。 こ
れらの成果は、普及研修会の開催やニューズレターおよびホームページにより、産業界に情
報発信を行う。
(7) ＥＣの実態に関する調査研究
わが国の EC の市場規模や、インターネットに関する国内外の新たなビジネスモデルに関
して、経済産業省が実施する実態調査に対して、専門的立場から引き続き協力する。

２

ＥＣに関する標準化活動
当協会が国内審議団体となっている ISO/TC154（EDI）および ISO/TC184（STEP）につい
て、それぞれの国内審議委員会を設置して日本提案を含めた国際標準化案の審議を行うほか、
次世代 EDI に関わる標準化活動を行う。

(1) ＥＣの国際標準化への対応に関する調査研究（㈶ＪＫＡ補助事業）
企業、業界、国境を越えた円滑な電子商取引の実現には、国際的に共通な基盤（電文、情
報表現、業務情報、業務連携の仕方）が、国際的に共通化（標準化）されている必要があり、
ISO TC154 や国連 CEFACT、アジアでは APEC などの様々なレベルで、これらの標準化が
進められている。本事業では、これらの標準化活動に参加し、わが国の産業界の意見等の反
映を図る。
(2) ＳＴＥＰに関する国際規格案の審議
設計・製造データおよびその情報交換モデルの標準化に関して、ISO TC184/SC4 に関する
国内対策委員会を組織し、国際機関で審議されている情報表現規約や電子部品ライブラリ
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（PLIB：Parts Library）等の規格案件の内容を審議し、ISO に回答する。

３

ＥＣに関する普及・導入促進
① EC に関するセミナー等開催と情報発信
EC の普及促進のため、電子タグ、PI（Place Identifier）等の情報技術、EDI、個人情報保
護、情報セキュリティ、電子署名等の各種テーマに関し、セミナーや成果発表会、普及研修
会等を開催するとともに、講師の派遣、必要に応じて展示会等の場を通して EC の普及促進
を行うほか、わが国を代表する EC 関連情報のポータルサイトとして、調査研究成果や関連
情報等のコンテンツの整備、拡充を図りつつ、国内外に広く情報を提供する。
② 標準企業コードの登録・管理
EDI（電子データ交換）に利用する「標準企業コード」の登録・管理を平成元年 4 月から
実施しており、現在、23,600 社を超える企業に利用されている。平成 21 年度も引き続き登録・
管理を実施するとともに、企業コードリストをインターネット上で公開して EDI 導入事業者
の利用に供する。
③ OSI オブジェクトの登録・管理
OSI(開放型システム間相互接続)による通信では、共通に認識しなければならない対象（オ
ブジェクト）に対して識別子を付与している。当協会は日本工業標準調査会から国内登録機
関としての業務を平成 2 年 11 月に移管されており、平成 21 年度も引き続き当該業務を継続
実施する。

４

ＥＣの国際連携に関する調査研究（㈶ＪＫＡ補助事業）
① EC の日韓連携に関する調査研究
重要な経済連携携相手である韓国と日韓 EC 推進協議会等を通じて、両国産業界の連携を
推進し、EC に関連のある法制度や EC の円滑な利用を促進する事業等について、相互に事例
紹介し、両国間の利用促進を図り、両国間のビジネス展開、促進の環境整備を図る。
② アジア地域 EC の連携に関する調査研究
日本企業のビジネス環境は、企業取引の国際化が進展している中、これに対応、維持して
いくためには、一国だけでは解決できない課題（国際取引における IT 活用や各国諸制度）等
の国際的なハーモナイゼーションが要求されている。とりわけ経済関係が深まっているアジ
ア域内において、シンガポールを始めとした情報化先進国との連携関係の強化が必要である。
本事業は、アジアを中心とした国際 EC 推進のための活動を通じて、アジア諸国との連携
関係を構築、深めていくものである。また、EC に関連のある制度や EC の円滑な利用を促進
する認定等の事業やサービスを含めた各種の仕組みについて、わが国の先行事例を紹介し、
アジア域内等での利用を促進し、わが国企業の国際ビジネス展開、促進の環境整備を図るも
のである。

５

フィッシング対策の推進（国庫委託応募事業）
わが国においても拡大が懸念されるフィッシングへの対策として｢フィッシング対策協議会｣

を運営し、フィッシングに関する情報の収集、その関係機関・企業への提供、注意喚起用資料
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による一般への情報提供を行う。また、代表的もしくは特徴的なフィッシングの手口・内容等
を分析し有効な対応等を検討するとともに、技術面や制度的な対応についても検討する。
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