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電子署名とは
ビジネスの様々な場面で使われているWordファイルやPDFファイルなど

の電子文書。会社間の取引や契約、配布する公的な資料など、電子化された

ファイルは偽装や改ざんのリスクがあります。そのような被害から作成側で

ある企業を守る、電子署名の導入で安全なペーパーレス環境を。

電子文書の改ざん・なりすまし作成を防ぐ
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電子署名とは電子文書の改ざん・なりすまし作成を防ぐ

紙文書では、契約書や見積書といった重要書類に印鑑や手書きのサインがされることで文書における証明性の効力が
発揮されますが、電子文書へは直接の署名・押印は行えません。仮に署名・押印を行った紙文書をスキャンして保存
したとしても、画像となった署名・押印は容易にコピーできてしまうため、証明性の効力を発揮できません。

そこで、電子文書が「いつ」「誰に」作成されたのか、また作成後の改ざんが無いかを証明するために使用されるの
が、電子証明書を用いた電子署名です。電子証明書のついた電子文書は紙文書における印鑑や署名と同様の証明性の
効力を持ちます。

急速に実用化が進んでいる電子契約は、電子署名が署名や押印と法的に同等であることを明記した電子署名法や、会
計情報を電子データとして保存することを認めた電子帳簿保存法など、実用化にあたっての法的準備も整いました。

紙文書で行っていた業務や取引などを電子文書に置き換える（ペーパーレス化）場合、気を付けなければいけない点
がいくつかあります。

電子文書は、Microsoft OfficeシリーズやAdobe Acrobatなどのソフトウェアで、簡単かつ大量の作成や編集が
可能で便利な一方、コピーの作成や改ざんも簡単にできるため、管理・保存方法が課題の一つです。また、法的に効
力を発揮する ために順守しなければならないことがあります。その一例としてe文書法や電子署名法が制定されるな
ど、電子文書の原本性確保の重要性が問われるようになってきました。

原本と同一のコピーを簡単に作成できる
改ざんがあっても痕跡がわからない
作成日時が操作できる

データ消失や互換性喪失のリスク
関連する法律を遵守しないと効力を発揮しない

特に改ざんは、企業の信用問題にも発展する
ことになりかねません

電子文書保存の問題点

偽

電子文書への署名が必要なワケ

ますます進むペーパーレス化と管理方法の問題
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電子署名とは電子文書の改ざん・なりすまし作成を防ぐ

ファイル交換による流出事故にみせかけた決算発表資料1

偽 の ウェブ サ イトに 捏 造したプレスリリー スを 掲 載2

このような被害を防ぎ安全なペーパーレス環境を構築する

「電子署名(文書署名)」の役割と仕組みとは？

「ファイル交換ソフトで偶然流出したスクープ!」と
偽り偽物の決算発表資料を配布

インターネットの情報は本物と嘘の見分けがつきにく
い。巧妙な偽装と風評流布も簡単に・・・

風評があっという間に広まり会社の信頼が失墜。株価が
大幅に下がるなどの影響。

悪意あるネットユーザがとある企業の偽ウェブサイト
を立ち上げ、偽造したプレスリリースを掲載。この情
報を証券掲示板やスパムメールによって流布。

流布された情報が株価に影響し、偽ウェブサイトを
立ち上げた者が多額の利益を得た。

企業は被害に遭っただけでなく、適切な対策を講じ
ていなかったとされ、企業イメージの大幅ダウンの
影響が長らく残る結果に。

改ざんのリスク
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電子署名は、紙文書への「印鑑」に相当し、その電子文書に電子署名が付与されるとで、電子文書が間違いなく署名者によ
って作成され、かつ改ざんされていない文書であることを証明する役割を持っています。

デジタル印鑑とタイムスタンプにより、文書の作成者と日時が記録され、なりすましが作成したものでないことを
証明します。

電子署名が付与された文書は、第三者によって変更することができなくなります。また変更が検知されると警告が
表示されます。

デ ジ タ ル 印 鑑 で 作 成 者 と 日 時 を 証 明 　

改 ざ ん を 防 止 ( さ れ な い・で き な い )

改ざん不可

紙文書 電子署名

グロ
ーバ

ルサイン株式会社

代表
取締役

グローバルサイン
株式

会社代表取締
役

PDF

Office

PDF

Office

PDF

Office

いつ 誰が

タイム
スタンプ
サーバ

認証局

PDF

Office

電子署名（文書署名）の役割

1

2



© GMO GlobalSign K.K. All rights reserved.

5

電子署名とは電子文書の改ざん・なりすまし作成を防ぐ

電子署名の活用が推奨される業界と用途

紙文書による署名、押印は現在様々な場面で使われています。電子文書へ移行しつつある業界や用途を、今後移行す
るであろうものも含めてご紹介します。企業内での使用はもちろん、企業対個人（お客様）への使用でも電子文書へ
の移行は進んでいます。

医療機関においては、電子カルテがまず思い浮かびます
が、カルテの他にも検査結果や同意書、紹介状など様々
な紙文書が存在しています。また検査結果の写真や画像
などにも専用システムを導入すれば電子文書化は可能と
なります。医薬分野も試験データや研究データなど重要
かつ改ざんが問題となるものは正しい文書保存として電
子署名が役立ちます。

医療・医薬分野

建築分野も様々な紙文書が存在しますが、建築物を建て
る際の建築確認検査で電子署名がついていれば電子申請
が法的に可能となることが「建築確認検査電子申請等ガ
イドライン」に明記されました。不動産分野においても
契約前の物件資料に始まり、契約完了までの過程に多く
の紙文書が存在します。現在では賃貸契約や更新の契約
の電子文書化も進んでいますが、契約という重要文書こ
そ「いつ」「誰が」作成したのか、改ざんされていない
証明とともに保管する必要性があります。

建築・不動産分野

金融・保険分野は申込みや契約などいくつも紙文書を提
出する場面が少なくありません。その中で、銀行であれ
ば住宅ローンや融資などの契約は電子文書化が進んでい
ます。保険も契約書類の電子化は進んできており、契約
という重要文書こそ「いつ」「誰が」作成したのか、ま
た改ざんされていないことを証明するために電子署名の
使用が適していると言えます。

金融・保険分野

企業対個人（お客様）への使用例

カルテ・検査データ・患者の同意書・処方箋・紹介状・

伝票・検査画像・試験データ・研究データなど

建築確認審査・CADデータ・建築工程表・物件資料・賃

貸借契約書・保証委託契約書・家財保険申込書など

住宅ローン、融資などの契約書・口座振替依頼書・本人確

認書・保険購入時のお見積り書類、申込書類、契約書など
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電子署名とは電子文書の改ざん・なりすまし作成を防ぐ

業種問わず企業内での使用例

企業内では経費精算など様々なワークフローで必要とな
る事務書類の電子文書化が進んでいます。
「いつ」「誰が」申請して、承認したものなのか、改ざ
んはされていないのか等が、監査上の観点からより法律
と強く結びつきます。

「法人税法」や「会社法」によって保存が義務
付けられているすべての文書（会計帳簿、財産
目録、営業報告書、事業報告書など）。電子帳
簿保存法の対象となる文書以外のもの。

文書の原本性を証明するための手段として用い
られているのが電子署名やタイムスタンプ。

「民間における文書の電子的保存を容認する」法律

総勘定元帳や現金出納帳などの帳簿類、貸借対照
表、損益計算書などの決算関係書類、契約書や領
収書などの証憑類。

電子取引の取引情報の保存の真実性の確保を目的
とした「入力日の特定」および「改ざん検知」の
ためにタイムスタンプが義務付けられている。

「国税関係帳簿書類の全部または一部を電子データにて保存すること」を認めた法律

要件対象

電子契約など署名が必要なもの。 証拠性の確保のために電子証明書の利用が義務づ
けられている。

署名や押印できないデジタル文書に対し、従来の紙への署名と同等の効力をもたせるため
に定義された法律。 正式名称は「電子署名および認証業務に関する法律」

要件対象

要件対象

経費の申請・承認などのワークフロー、IR資料・プレス

リリースなど会社からの公的な資料、業務マニュアル、

給与明細、請求書など

ペーパーレス化にあたっての重要な法令

e文書法

電子署名法

電子帳簿保存法
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電子署名とは電子文書の改ざん・なりすまし作成を防ぐ

秘密鍵と公開鍵
はペアになって
おり、「秘密鍵」
は 受信側だけ
が保持している
鍵なので、その

復号

暗号化

公 秘

山田太郎
グローバルサイン
渋谷区道玄坂
1-2-3
0363706500

山田太郎
グローバルサイン
渋谷区桜丘町
26-7
0363706500

ハッシュ関数

ハッシュ関数

少しでも内容を変えると
違うハッシュ値に

電子署名の仕組み
電子署名は、誰が送ったかを証明するための「公開鍵暗号方式」と改ざんされていないデータだと証明する「ハ

ッシュ値」という、2つの仕組みから成り立っています。

電子署名に不可欠な電子証明書

「公開鍵暗号方式」は、秘密鍵と公開鍵がペアになってお
ります。秘密鍵は送信者本人だけが保持している鍵なので
、復号するには、ペアとなっている公開鍵
が必要です。「秘密鍵」の持ち主以外知りえないという前
提であれば、その暗号文がその持ち主の秘密鍵で暗号化さ
れた文書であることがわかります。

公開鍵暗号化方式とは

「ハッシュ値」は、ハッシュ関数を使って演算した、デ
ータごとに算出される値です。同じ元データからは同じ
ハッシュ値が得られ、少しでも異なるデータからは、同
じハッシュ値が得られる可能性はほとんどありません。
また、ハッシュ値とハッシュ関数から元データを算出す
ることもできません。そのため、2つのハッシュ値を比較
して、同じであれば送信した時のデータと同一であると
証明できます。

「公開鍵暗号化方式」「ハッシュ値」だけで、その文書の持ち主が本物であることを証明することはできません。つ
まり持ち主を証明する印鑑証明書的な役割を持つものが必要です。その役割は電子証明書が受け持ち、「認証局」と
呼ばれる専門の認証機関から発行されます。

電子証明書は、グローバルサインのような認証局と呼ば
れる第三者認証機関が、文書の持ち主（送信側）より公
開鍵をあずかり、厳格な本人確認の審査後、電子証明書
として発行します。

ハッシュ値とは

電子証明書を使うには 証明書発行申請

審査後、証明書発行
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電子証明書を使った電子署名の流れ
電子証明書を用いた電子署名がどのような仕組みで成り立つのか、Aさん（送信側）とBさん（相手側）の電子文書の
やり取りを例に見てみましょう。

電子証明書は、グローバルサインのような第三者認証機関がAさんより公開鍵をあずかり、厳格な本人確認の審査後
発行されます。
Aさんは、Bさんに渡す情報のハッシュ値を秘密鍵で暗号化し、電子署名を作成します。Aさんは電子文書に、電子署
名および電子証明書を添付して送信します。
Bさんは、電子証明書の認証局の情報を確認した上で、公開鍵を使って情報を解読できれば、Aさん本人からの電子デ
ータであるということが確認できるのです。

これからのペーパーレス化や帳票システム、電子契約といった場面での
電子署名は、電子証明書がないと、電子署名を行うことができません。

Aさん Bさん

秘

Aさんの秘密鍵で暗号化し、
電子署名を作成

ハッシュ関数でデータを
圧縮しハッシュ値を作成

暗号化されたハッシュ値を
Aさんの公開鍵で復号

電子証明書と電子署名
を添付しBさんへ送る

ファイルからハッシュ関数を
使ってハッシュ値を作成

ハッシュ関数

公

ハッシュ値比較６
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GMOグローバルサイン株式会社  〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
03-6370-6500 https://jp.globalsign.com/

GSM221216D-300-0000

グローバルサイン

ペーパーレス化を行うと、紙代、印刷
代などが無くなり大幅なコスト削減に
つながります。契約では印紙代の削減
も可能です。海外との契約書作成など
でも、郵送の時間、作成コストが削減
できます。文書の保管場所も必要なく
なるので、保管に関する費用も削減で
きます。

電子証明書を用いたワークフローシス
テムを導入すれば、時間や場所の制限
をうけずに帳票申請や承認を行うこと
ができます。また、電子化された文書
は管理・整理も楽になり、検索を行え
ば情報が探しやすくなります。必要な
文書情報へ余計な時間をかけることな
くたどりつくことができます。

電子署名された電子文書は改ざんが行
われた場合、改ざんを検知しますので
重要書類の改ざん防止を行えます。ま
た作成者を証明するので文書の身元を
保証します。

ペーパーレス化（電子化）
の実現

承認
承認

GMOグローバルサインの文書署名用証明書は、Adobe Approved Trust Listに認定されており、アドビシステム
ズ社が求める要件をクリアした認証局が発行できる文書署名用電子証明書です。

GMOグローバルサインは、もともとベルギー政府の国民IDプロジェクトの際に設立された会社であり、欧州で数多く
の実績があります。2018年10月には、EU加盟国に適用される電子IDや電子認証、電子署名等の基準を定めた法的
規則「eIDAS」に、日本に本社がありグローバルに事業展開する電子証明書ベンダーとして初めて認定されました。

アドビが2016年6月に設立した、電子署名業界および学術界の専門家から構成される国際団体に2018年5月に加
盟しています。クラウド上の電子署名の実施において、国・地域・組織により異なる電子署名の基準を統一し、
eIDASのような国際的な法規制を遵守した電子署名を実現するためのオープンな標準仕様（標準規格）を決定して
います。

アドビの電子サインサービス「Adobe Sign」とのサービス連携を実現し、電子証明書ベンダーとしては初めて、
「Adobe Cloud Signature Partner Program」契約を2018年5月に締結しました。

1 業務効率化2 セキュリティ担保3

Adobe認定 GMOグローバサインの文書署名

3大導入メリット

eIDAS認定

クラウド署名コンソーシアムの一員

「アドビクラウド署名パートナープログラム」契約




