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近年，SaaSに代表されるWebアプ

リケーション間の連携に用いられる

など，アイデンティティ管理（ID管

理）技術に対する注目が高まってき

ています．ここでは，S AM L，

OpenID，InfoCard等のID管理技術間

の相互運用方式を提案することなど，

既存の標準化団体間の橋渡しを目的

として2009年６月に設立された新団

体，「カンターラ・イニシアティブ」

（Kantara Initiative）の概要について

紹介します．

ID管理の概要および，Webアプリ
ケーション向け主要ID管理技術の
SAML（Security Assertion Markup
Language），OpenID，InfoCard
（Information Card）の概要，ID管
理技術間の相互運用方式のあり方を
議論するオープンコミュニティ，コン
コーディア・プロジェクト（Concor-
dia Project）およびNTT情報流通プ
ラットフォーム研究所における取り組
みについては『NTT技術ジャーナル』の
過去の記事（1）をご参照ください．

NTT情報流通プラットフォーム研究
所でも，コンコーディア・プロジェク
トの成果である「ID管理技術間の相
互運用ユースケース」に基づくプロト
タイプ試作およびデモンストレーション
を実施しており，2009年４月に開催

された“ RSA Conference 2009”
（於：米国カリフォルニア州）では株
式会社野村総合研究所，米オラクル
社と共同で，SAMLとOpenIDとの相
互運用のデモンストレーションを実施
しています（2）.
しかしながら，同団体では技術標準

として参照されるために必要な要件定
義，技術仕様策定，実装されたアプ
リケーションの適合性試験の実施等の
取り組みは行われてきませんでした．
これらの課題に取り組むことを目的

の１つとして2009年６月に設立された
新たな団体がカンターラ・イニシア
ティブです（図１）．

カンターラ・イニシアティブはID管

理技術を通じてオンラインサービスに
おける「セキュリティ確保」「プライバ
シ保護」を促進することを目的として，
ID管理技術に関連する７団体（表１）
により共同設立されたオープンコミュ
ニティです．
同団体ではID管理技術に関する技

術検討，運用，プライバシ保護等のガ
イドライン策定，講演活動等に取り組
むことが想定されています．同団体に
て議論，検討された成果は，白書等，
技術仕様によらない文書等については
同団体の公式文書として公開されま
す．しかし，同団体による技術標準策
定は想定されていません．同団体によ
る成果を技術標準とする際には
OASIS，IETF等の既存の標準化団
体にドラフトとして提出されます．
これは，すでに多数の企業，団体が
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ID管理に関係する技術仕様を策定し，
技術仕様の競合も生じている現状をか
んがみ，同団体が競合状態を「相互運
用方式の提案」というかたちで解決す
ることを目指しているためです．
なお，カンターラ・イニシアティブ

設立に伴い，リバティ・アライアンス，
コンコーディア・プロジェクト，open-
Liberty の３つのプロジェクトはカン
ターラ・イニシアティブに活動内容を
移管したうえで2009年12月末を目処
に解散することが内定しています．

カンターラ・イニシアティブの組織
構成を図２に示します．
同団体の実質的な活動の中心は分

科会活動で，分科会はワークグループ
（WG）とディスカッショングループ
（DG）の２種類からなります．WGは
同団体としての文書の発行，他団体へ
の技術仕様のドラフト提出が可能であ
るのに対し，DGは文書を発行，提出
する権限を有していません．これは，
IPRポリシーの差異によるもので，DG
は関心を持つ者がより気軽に参加でき
るよう参加障壁を下げた，B o F

（Birds of a Feather）を志向してい
ます．
分科会設立にあたっては，後述の有

料会員，無料会員のいずれも参加する
ことが可能です．ただし，各分科会の
議長は後述の有料会員企業に所属す
る人物でなければなりません．
カンターラ・イニシアティブの会員

種別には理事（Trustee Member），
有料会員（Member），無料会員

（Participant）の３種類があります．
理事は理事会員企業の代表者１名が
理事として指名され，後述の理事会に
おける投票権を有します．有料会員は
有料会員企業に所属する者が該当し，
分科会議長を担うことが可能です．有
料会員企業に所属する者以外が各分
科会活動に参加する場合は，無料会
員として分科会の規約，IPRポリシー
に同意することで，当該分科会の参加

表１　カンターラ・イニシアティブ設立発起人団体

Concordia Project SAML，OpenID，OAuth，InfoCard 等，アイデンティティ管理技術間の相互運用方式検討を行う非営利団体

Liberty Alliance
アイデンティティ管理技術に関する技術標準策定，セキュリティ評価，技術標準に基づく実装の相互運用性試
験，等を実施する標準化団体

openLiberty リバティ・アライアンス仕様に基づくオープンソースソフトウェアの実装を行うオープンコミュニティ

DataPortability Project インターネットにおけるユーザ情報のサービス間での相互利用方式を検討する非営利団体

Information Card Foundation インターネットにおけるデジタル・アイデンティティ・カード（InfoCard）の普及を目指す非営利団体

Internet Society
インターネットに関する標準化，教育，ポリシー策定等の活動を主導する非営利団体．Internet Societyは下部組
織にはIETF（Internet Engineering Task Force）やIAB（Internet Architecture Board）を有している

XDI.org
XDI Public Trust Organization

ネットワーク，プロトコル非依存のリソース識別子XRI（eXtensible Resource Identifier）ベースのIdentityが，
個人・企業ともに長期的・安定的かつ安全に利用できるようにするための非営利の管理団体

カンターラ・イニシアティブ
の組織構成

図２　カンターラ・イニシアティブの組織構成 
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者とみなされます．無料会員も有料会
員と同等の活動が可能ですが，分科会
議長に就任できないなどの差異があり
ます．
同団体の運営にあたる執行部は議長
会（Leadership Council）と理事
会（Board of Trustee）の２つの組
織からなります．議長会は各分科会の
代表者からなり，理事会は理事および
議長会の代表者２名からなります．
分科会活動の成果の公開に必要な

承認，各分科会の予算の起案等は議
長会で行われ，理事会は追認のみが行
われます．これは，分科会活動に対す
る過度の理事ないしは理事会員企業の
介入を防ぎ，各分科会の独立した運営
を実現するためのシステムです．

リバティ・アライアンスがこれまで日
本国内で展開してきた活動を引き継ぐ
かたちで，「ジャパン・ワークグループ（3）」
と「ジャパン・ディスカッショングルー
プ（4）」の２つの分科会活動が開始し
ています．
ジャパン・ワークグループは日本国

内におけるID管理技術の認知向上，
普及に向けたイベント主催，白書執
筆，仕様書翻訳作業等の実施を目的
として設立されており，議長をNTT情
報流通プラットフォーム研究所の高橋
健司氏，副議長を日本オラクル株式会
社の鈴木俊宏氏，セクレタリをサン・
マイクロシステムズ株式会社の下道高
志氏が務めています．
また，ジャパン・ディスカッション

グループはML，Wiki等を活用した日
本国内におけるID管理技術に関する
議論の場の提供を目的として設立され

ており，議長を高橋健司氏が務めてい
ます．
上記２分科会はこれまでのリバ

ティ・アライアンス日本SIGにおける
関係を維持し，OpenIDファウンデー
ション・ジャパンと連携していくこと
も表明しています．

カンターラ・イニシアティブにおける
分科会は2009年８月25日現在，15
のWG，４のDGが設立または設立準
備の段階にあり，議論の場が徐々に整
備されつつあります．その中で前述の
コンコーディア・ディスカッショング
ループと並び，同団体における活動の
柱となるのが IAWG（5）にて現在，仕
様検討されている IAF（6）（Identity
Assurance Framework）です．

IAFとはID連携を行うWebサービ
ス事業者間において，情報の信頼性等
の相互確認等をより確実かつ簡素に行
うために，①ID情報の保証レベル，②
保証レベルごとに各事業者が満たすべ
き認証方式等の統一基準，③第三者
機関によるIAF適合性試験実施手順，
の要件定義を行う標準文書であり，現
在，IAWGにて策定作業が進められ
ています．
IAWGでは，図３に示すように，

IAWG が認定した監査者によるWeb
サービス事業者，認証サーバの双方に
対する適合性試験の枠組みを確立する
ことを目標としています．
IAFは米国電子認証組合（EAP:

US E-Authentication Partnership）

が規定していたEAP Trust Frame-
work 1.0（7）（2005年１月規定）と保
証レベル評価基準CAF 2.0（8）（Cre-
dential Assessment Framework，
2005年３月規定）を引き継いだもの
です．2007年９月にEAPがリバティ・
アライアンスに吸収されたことを受け
て，リバティ・アライアンス IAEG（9）

（Identity Assurance Expert Group）
に活動を移し，IAF として規定してい
ました．2008年６月 IAF 1.1が公開
され，2009年８月現在，IAF 2.0を
策定中で，一部ドラフトがすでに公開
されており，今回，カンターラ・イニ
シアティブ発足に伴い，IAWG として
再組織されたものです．
IAFは米国大統領府行政管理予算

局（OMB: Office of Management
and Budget）が規定する連邦政府機
関向けの電子認証にかかわるガイダン
スM-04-04（10），および米国国立標準
技術研究所（NIST: National Insti-
tute of Standards and Technology）
が規定する電子的認証に関するガイド
ラインNIST 800-63（11）で規定される
保証レベル（表２）に適合する要件を，
（1）サービス事業者等の組織が満たすべ
き要件，（2）組織が提供するサービスに
おいて満たすべき要件，（3）組織がユー
ザの認証情報を発行する場合に満たす
べき要件，について規定しています．
IAWG では現在，IAF仕様の策定

とともに，同フレームワークの認定試
験プログラムの実施形態についても検
討中です．
なお，IAFの規定にあたっては，米

国連邦政府一般調達庁（GSA）や米
国金融業界などが積極的に標準化を
推進しており，その成果はITU -T
x.eaa， ISO WD 29115， FSTC

その他の分科会活動

IAFの概要

カンターラ・イニシアティブ
の日本国内での活動計画
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（ Financial Services Technology
Consortium），HiTSP（Healthcare
Information Technology Standards
Panel）等，多方面に提供される見込
みです．

現在，各事業者による導入フェーズ
にあるID管理技術は，今後のサービス
事業社間の相互運用拡大にはコンコー

ディア・ディスカッショングループや，
日本国内活動が非常に重要となってき
ます．これらの分科会活動はオープン
で誰でも参加できるものであり，より
多くの参加者により，活発な議論が行
われることを期待します．
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これからのID管理技術
の標準化見通し

表２　IAFが規定する保証レベル

レベル

AL1

概　要

サービスに秘匿性，信頼性がほとんどない，必要ないもの．eコマース等のWebサ
イトへのログイン等が該当

AL2 サービスに秘匿性，信頼性が求められるもの．Webサイトへの氏名，住所の登録・
変更等が該当

AL3
サービスに高い秘匿性，信頼性が求められるもの．ソフトウェアトークン，ハード
ウェアトークン，ワンタイムパスワードのいずれかによるマルチファクタ認証程度
の信頼性を必要とする．証券会社のWebサイトでの取引等が該当

AL4 サービスに非常に高い秘匿性，信頼性が求められるもの．ハードウェアトークンを用
いたマルチファクタ認証程度の信頼性を必要とする．医療情報の取り扱い等が該当

（2） この人を代わりに認証してください． 

（4） この人はhirokiさんです． 

（1） ログイン 
　　したいです． 

（5） あぁ， 
　　hiroki 
　　さんか． 

（5） あぁ， 
　　hiroki 
　　さんか． 

図３　IAF（Identity Assurance Framework）の概要 

（2） この人を代わりに認証してください． 

（a） 認証連携の仕組み （b） 認証連携時の課題およびIAFのねらい 

（4） この人はhirokiさんです． 

（6） hirokiさんですね． 
　　こんにちは． 

（3） Q. あなたは誰? 
　　A. hirokiです． 

（1） ログイン 
　　したいです． 

Webサービス事業者 認証サーバ 

ユーザ端末 

Webサービス事業者 認証サーバ 

ユーザ端末 監査者 

こういうセキュリティ 
条件で認証してください 

指示したとおりに認証 
してくれたのだろうか…??

ユーザ情報はきちんと 
管理できているのだろうか…??

PKIID/passwd OTP … 

監査 

監
査 

運用をチェックします 

・IAF では ID 連携時の ID 情報の保証基準を規定する． 
　カンターラ・イニシアティブは各サービスの運用を検証し，IAF対応を 
　認定する予定． 


