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認証方法調査・推進ワーキンググループ紹介

◼ ワーキンググループの狙い
 フィッシング詐欺と関係性が深いインターネットサービスの認証について調

査を行い、より安全なサービス利用、より安全なサービス提供に向けた認証
方式関連の情報を提供することでフィッシング詐欺対策を支援します。

◼ 直近の活動
 2019年2月に実施したインターネットサービス提供事業者に対する 認証方

法に関するアンケート調査に続き、 2020年の活動としてインターネット
サービス利用者に対する アンケート調査を実施し、結果報告書を公開しま
した。

◼ メンバー
 長谷部 一泰 アルプス システム インテグレーション株式会社（主査）

 田辺 英昭 NTTコミュニケーションズ株式会社

 松本 悦宜 Capy株式会社

 稲葉 厚志 GMOグローバルサイン株式会社

 田上 利博 サイバートラスト株式会社

 吉岡 道明 JPCERTコーディネーションセンター

 井上 大輔 株式会社セブン・カードサービス

 加藤 孝浩 トッパン・フォームズ株式会社

 黛 慎一 パスロジ株式会社
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調査目的

◼ 2019年に実施した、インターネットサービス事業者が採用してい
る認証方法についてのアンケート調査の結果と対比できるように、
インターネットサービス利用者の認証関連への意識を調査、利用の
現状を把握して提供者側と利用者側の相違点を見つけることを第一
の目的としました。

◼ 具体的には、認証場面での意識調査から、フィッシング詐欺に対し
て日頃からどのような考えを持っているか、リスク意識、当事者意
識などしっかり啓蒙されているか、実態としてどのようなアクショ
ンをしているかなどを調査しました。

◼ これらの利用者側の状況とサービス提供者側の実態とを重ねること
で、安全なサービス提供、利用への情報を提供することを最終目的
としました。
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調査概要

◼ 調査にあたっては、調査項目、選択肢のほか、対象者をWGに
て検討し、18歳から69歳までの年齢を５区分とし、男女の
区分けも行うことで10区分として、区分ごとに50サンプル
以上の回答を得られるようにしました。

◼ 調査はインターネットにてサービス利用を経験したことがあ
る方を対象に、Webによるアンケートで実施し、562名から
回答を得ました。

◼ 2020年02月28日(金)～2020年03月2日(月)の期間で実施
しました。

◼ 対象年代、性別による回答数 詳細は、以下となります。
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男性 女性 計

18歳～29歳 56 55 111

30歳～39歳 55 56 111

40歳～49歳 54 57 111

50歳～59歳 56 56 112

60歳～69歳 59 58 117

合計 280 282 562



SNS利用者認証を利用しているか

◼ 利用者認証において若年層で利便性重視の傾向があり、SNS利用度の高い
若い世代でSNSを中心としたアカウント管理が進んでいる。
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Q26 SNS（LINE、Facebook、Twitterなど）や総合サービス（Google、Yahoo！など）
のアカウントを利用して、他のサービスに会員登録・ログインするサービスを利用していますか。



「ログインした状態にしておく」設定利用

◼ 「ログインした状態にしておく」設定にするとの回答は、18歳から20歳代
が49.5％と半数を占めていた。若年層が利便性を重視している傾向が見ら
れる。
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Q36 「ログインした状態にしておく」という設定ができるとき、設定しますか。



パスワード文字数について

◼ パスワード文字数については、半数以上の53.2％が8文字以下で安全と思
っており、8文字では安全性が足りていない状況下において、事業者は10
文字以上、可能であれば12文字以上を目指して設定をルール化して欲しい
ところである。
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Q11 パスワードの文字列について、安全と思う文字数を選択してください。



パスワードの管理方法について

◼ パスワードの管理については、専用のパスワード管理ソフトを利用してい
る利用者は6%と少ない。いつでも見えるところに書き置く人が2.1％いる
。ブラウザへの記憶は、17.4％。
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Q10 パスワードは、どのようにして管理していますか。



パスワードのブラウザへの記憶について

◼ 実施は別として、意識としてはブラウザへパスワードを記憶させる利用者
が78.0％と多い状況。
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Q35 ブラウザにパスワードを記憶（覚えさせること）させることができる場合、
記憶させますか。



2段階認証を利用したいサービス

◼ 「二段階認証」を利用できる場合、どのようなサービスに利用したいと思
っているか確認したところ、ネットバンキングに二段階認証を利用したい
との回答が59.1％と6割近い結果を得た。ついでクレジットカード会員サー
ビスとの回答が45.6％と、資産を扱うサービスで二段階認証を利用したい
との傾向を確認した。。
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Q44 パスワードに加えて、SMSやメール、ワンタイムパスワードなどのなんらか
の認証を行う「二段階認証」を利用できる場合、どのようなサービスに利用したい
と思いますか。

ネットバンキングとの回答が59.1％
クレジット会員サービスとの回答が45.6％
証券との回答が19.4％
通販（EC）との回答が18.9％
保険との回答が15.8％
SNSとの回答が14.1％
通信との回答が11.9％
メールとの回答が10.0％
その他に、お金に関わるものとの自由回答もあった。



参考：二段階認証について事業者向け調査との比較

◼ 2019年に実施したサービス事業者側の調査結果では、ポイントの利用やクレジ
ットカードの利用など、ユーザにとって資産価値のあるものを使用する際には
追加の認証を必要としている、つまり二段階以上の認証について必要との事業
者が66.9％であった。

◼ サービス提供事業者と利用者と同じ傾向を示しており、考えが合致している状
況である。

◼ しかしながら、利用者に聞いた本人認証での不満点について、二段階認証が面
倒との回答が22.8％あり、二段階認証の手順のさらなる改善が必要と思われる
。
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事業者向け調査 Q17
ポイントの利用やクレジットカードの利用など、ユーザにとって資産価値のある

ものを使用する際には追加の認証を必要としていますか

はい： 66.9％
いいえ： 33.1％



オプションでの追加認証の利用について

◼ 面倒でなければ利用するが48.6％と半数近くあり、無償であれば利用、有
償でも利用と合わせて75.4％は利用すると回答。面倒でなければ利用する
と、面倒なので利用しない12.8％と合わせると、面倒か否かでの利用判断
が61.4％となり、全体の6割以上が面倒かどうかでオプション利用を判断し
ている。
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Q43 通常のパスワードより安全と思われる本人認証の方法がオプションで用意さ
れていた場合、利用しますか。



本人認証についての不安

◼ 認証に対する意識として何となく不安であると、不安を感じつつもログインし
ているとの利用者が44.7％と半数近い状況。これらの「何となく」を解消する
ために認証の安全性について説明を強化するなど、不安を解消し安心して利用
してもらうための施策が必要である。

◼ 32.7％が不安は感じていないと回答しているが、この中には油断をしている利
用者も含まれている可能性があり、より安全性の高い認証の利用に対する啓発
も引き続き必要である。
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Q23 本人認証の方法について不安に感じたことはありますか。
それは、どのようなことですか。

・不安を感じたことは無いとの回答が 32.7％

・何となく不安との回答が 44.7％と上回っている。

・個人情報を預けているのに認証が簡単で不安との回答が 17.3％

・金銭を扱っているのに認証が簡単で不安との回答が 16.2％



安全性と利便性について

◼ 安全性を重視したサービスと、便利な利用を重視したサービスでは、どち
らを利用したいかとの問いに、58％は手間がかかり面倒でも安全性が重視
されているサービスを求めている。反面、利便性を優先しており、安全性
よりも便利な利用を重視した利用者が39.5％あり、こちらは心配な状況で
ある。
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Q46 安全性を重視したサービスと、便利な利用を重視したサービスでは、どちら
を利用したいと思いますか。



参考：安全性と利便性について事業者向け調査との比較

◼ 2019年のサービス提供事業者向け調査では、「ユーザビリティ」よりも、
「セキュリティ」を求める安全性重視の回答が75％と高くあったが、今回
の利用者調査では、面倒でも安全としたい回答は58％にとどまり差が出て
いる。

◼ 他の設問回答からも利用者は、安全性よりも利便性を優先し、便利な利用
を重視しているため、これらの差を埋めるためにも安全確保にいっそうの
工夫が必要である。
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事業者向け調査 Q30
セキュリティとユーザビリティ、主にどちらを認証技術に求めますか

セキュリティ（安全性）： 75％

ユーザビリティ（利便性）： 25％



まとめ

◼ キーワードは「面倒」。安全のために必要なことは理解しているが、面倒で
なければ実施するとの回答が多数ありました。

◼ 若年層のほうが利便性を求める傾向が複数の質問結果から得られた。SNSア
カウントによる認証利用やIDパスワードをブラウザに記憶させる傾向も若年
層の方が多い状況です。

◼ なんとなく不安を感じつつ、サービスを利用している方が半数近くいます。
安心して利用できる環境の提供、説明などが求められていると思われます。

◼ サービス提供事業者の75%が安全性重視との思いに対して、面倒でも安全な
利用者を求めているのは58%。利用者の意識を高めること、面倒でない安全
な認証の提供などが求められています。
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参考：報告書ダウンロードURL

◼ 報告書全文をご覧になりたい方は、以下のURLよりダウンロー
ド可能となっています。
 https://www.antiphishing.jp/news/info/20200909.html

◼ 2019年に実施した、インターネットサービス提供事業者に対
する調査は、以下のURLよりダウンロード可能となってます。
 https://www.antiphishing.jp/news/info/wg_auth_report_20190701.html

ご清聴ありがとうございました。
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