
業務に役立つツールのご紹介
こんなの当たり前！

その１ PDFファイルの

？じゃないかも知れないパソコンの基本ツール・小技

管理変換加工

日比谷シティ法律事務所
事務局 根 本 好 文

１．加工 →証拠の付番

紙の証拠
コピー

手書き

甲第1号証

甲第1号証

（紙）

（紙）

（紙）

スキャン

（データ）
けっこう煩わしい

…こんなことをしていませんか？
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データ化したらデータで加工のご提案

紙の証拠

（紙）

スキャン

（データ）

甲第１号証

データに直接付番

データ加工の方法 その１ 無料で
Acrobat Reader（無料）のコメント機能

©Adobe Systems Co., Ltd.
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データ加工の方法 その２ 無料に近い？
Office製品のエクスポート機能

①画像データを貼付ける

甲第１号証
②文字を書き入れる

→ワードの場合

③「ファイル」
→「エクスポート」

→「PDFドキュメントの作成」

©Microsoft Corporation

２．変換 →PDFでしか提供されていない書式の変換
裁判所のホームページ

書式データがPDFしかない
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２．変換 →PDFでしか提供されていない書式の変換

開いてみると…

どうもワードで作成した
文書のようである

直接，ワードで開いちゃいましょう！
PDFファイルをダウンロードして…
ワードで開きます

ワードで編集が可能に
©Microsoft Corporation
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２．管理 →有料だけど便利なAcrobatのご紹介

ある事件のデータ

→開かないと内容が分
からない

©Microsoft Corporation

Acrobatなら
結合して１つのファイルにできちゃいます

①全てを選択して

②ファイルを結合
©Microsoft Corporation
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まとめて１つのファイルになって
「しおり」も自動で生成されます

また，Acrobatであればページの追加・変更・編集など
自在にできます

©Adobe Systems Co., Ltd.

業務に役立つツールのご紹介
こんなの当たり前！

その２ 持ち歩ける！？デジタル付箋

？じゃないかも知れないパソコンの基本ツール・小技
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パソコンの画面にメモをしておける「付箋」
→Windows１０・11の標準アプリです

©Microsoft Corporation

ここに入っています

スタートメニュー ©Microsoft Corporation
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スマートフォンアプリ（MicrosoftOneNote）を使ってスマート
フォンと同期ができるので付箋を持ち歩くことが可能

©Microsoft Corporation

同期はほぼ瞬時にされるので、出先で付箋のメモを確認す
ることはもちろん、逆に出先で思い出したことをスマートフォ
ンにメモしてパソコンで確認することも可能

同期のイメージ スマートフォン側パソコン側

©Microsoft Corporation
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EXCELの作業を時短できる小技集

事務員 伊藤次彦
（五反⽥法律事務所）

①表作成の連番が楽になる⼩技

←⾏を表す数字をセルに引⽤する関数があります！
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①表作成の連番が楽になる⼩技

←

A列には〔=ROW()〕
B列には〔=ROW() ‐1〕
C列には〔=ROW() ‐2〕
という関数が⼊⼒されています。

①表作成の連番が楽になる⼩技

１⾏まるごと削除しても、関数なので連番が崩
れることはありません！ ←ここが便利！
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①表作成の連番が楽になる⼩技

例えば、こんな使い⽅！
証拠⼀覧表はどうでしょう？
橙枠（B列）にROW関数が⼊⼒
されています。

⻘枠をWordにコピペすれば証拠説
明書も簡単に？。
提出/未提出のチェック欄を作って
おけば、提出漏れも防げますね。

②【：】の⼊⼒が楽になる⼩技 【ファイル】→【オプション】→【⽂章校
正】の順にクリックすると、このような画
⾯になります。

橙⾊枠内の
修正⽂字列に「．．（コンマ２個）」
修正後の⽂字列に「：（コロン）」
を⼊⼒して、【OK】をクリックします。

コンマを２回続けて⼊⼒して確定するとコロン
に変換されます。
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②【：】の⼊⼒が楽になる⼩技

例えば、こんな使い⽅！
未払残業代請求や労災事件など、労働時間計算
にどうでしょう？
テンキーだけで⼊⼒できるので、作業が効率化
されます。

もちろん、従業員の勤怠管理に
も使えます。

このセットが基本ですが

③コピー＆ペーストが楽になる⼩技

Ctrl + V&Ctrl + C

コピー ペースト

コピー＆ペーストと⾔えば

Enter

ペースト（橙⾊枠部分）は
【Enter】キーで代⽤できま
す！

【Ctrl+C】をすると、
コピー元情報が緑点
線で囲まれます。

【Ctrl+V】の場合、コピーをしたセルの緑点線が消
えない。
→コピー情報が保護されている。つまり、
【Ctrl+V】を繰り返せばいくつでもペーストできる。

【Enter】でペーストすると、コ
ピー元の緑点線が消える。つまり、
ペーストは⼀度きり！
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③コピー＆ペーストが楽になる⼩技

Ctrl + D

Ctrl + R

すぐ下のセルにコピペできます。

右隣のセルにコピペできます。

選択した範囲全てにコピペできます。

「⽇弁連」と⼊⼒してペーストしたい範囲選択し
て【Ctrl+D】または【Ctrl+R】で選択したセル全て
に「⽇弁連」がコピペされています。

③コピー＆ペーストが楽になる⼩技

空⽩セルを含む列や⾏をコピペしたい時に
便利なのが、｢形式を選択して貼り付け｣と
いう機能です。

① 範囲指定して【Ctrl+C】
ペーストしたい先頭のセルを選んでから
右クリック。メニューから「形式を選択
して貼り付け」を選んでクリック。

② 「加算」と「空⽩セルを無
視する」にチェックを⼊れて
「OK」をクリック。
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④オートサムを効率化する⼩技

① 計算したい数字が⼊ったセルだけ
でなく、合計を表⽰させたいセルま
で選択するのがポイント！

オートサム（メニューの⾚丸）の代わりにな
るショートカット。覚えておくと便利です。

Alt + Shift + −

② 【Alt + Shift + ー】と⼊⼒すると、⾏・列
ともにそれぞれの合計が計算される。
オートサム【Σ】よりもよっぽど便利！

④オートサムを効率化する⼩技

① 数字が⼊⼒されたセルを範囲
選択して【 Ctrl + Shift + 1 】と⼊⼒
すると……

② 数字に全て三桁区切りの
カンマが表⽰される。
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Ctrl + Shift + 1

Ctrl + Shift

↑ 数字を扱うには使い勝⼿のいい
ショートカットですが……

↑ ちなみに、【１】をなくすと辞書
の切り替えができます。つまり……→ IME ATOK

IMEでしか機能しないショートカット、
ATOKでしか機能しないショートカットが
たまにあります。

④オートサムを効率化する⼩技

⑤グラフを簡単に作成する⼩技

グラフにしたい範囲を選択して

Alt + F1

を押すだけ！！！

【 F11 】を押すだけでもグラフが作成
できるが、この場合グラフは別シート
に作られます。
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⑤グラフを簡単に作成する⼩技

デフォルトは棒グラフなので、
【グラフの種類の変更】から
⽬的に合ったグラフに変更し
ましょう。

⑤グラフを簡単に作成する⼩技

タイトルを表⽰したい範囲のセルを選択し、【 Ctrl + 1】で
「セルの書式設定」を開いて「配置」タグを選択する。
「横位置」のプルダウンメニューから「選択範囲内で中
央」を選択して【OK】をクリック。
すると、選択範囲の中央にタイトルが表⽰されます。
「セルの結合」と効果は同じですが、結合されたセルは他
の場所にコピペする時にエラーが出やすいので、こちらの
⽅が応⽤が利きます。
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⑥作成したデータを保存する⼩技

作成したデータはしっかりと保存しましょう。
保存には「名前を付けて保存」と「上書き保存」がありますが……。

Ctrl + S

「名前を付けて保存」したい時は → F12 を押すだけ！！！

実は、どちらの場合でも → で⼤丈夫！！！

⼀般的に、[Ctrl + S]は上書き保存のショートカットと説明されますが、名前を
付けていないファイルで[Ctrl + S]を使うと、「名前を付けて保存」が起動する
仕様になっています。

⑦ PDFを読み込む⼩技

PDFデータを読み込むこともできます。
データタブから「データの取得」→「ファイルから」
→「PDFから」を選択して、読み込ませたいPDFファイ
ルを選択します！
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⑧過去の曜⽇が知りたいそんな時

Excelの関数や書式設定を使うと万年カレンダーも作成できます。
こちらは、橙⾊枠部分に「年」を⼊⼒すると１年分のカレンダーが表⽰
される仕様になっています。過去だけでなく、未来もわかりますよ。

Excel作業時短のまとめ

• 時短の肝は、マウスとキーボードの往復を少なくすること

• ショートカットを活⽤して、脱マウスできれば作業時間はぐっと縮まる

→Ctrl,Shift,Alt,Tab,Pgup,Pgdn,F（ファンクション）キーを上⼿に使いこなそう！

• １つの操作に対するショートカットや関数が複数⽤意されていることもある

• マウス操作の⽅が早い時もあるので、その⾒極めは⼤切

• 専⽤のテンキーボードを⽤意すると楽になる（「＝」キーがあるものがオススメ）
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IC

第２２回弁護⼠業務改⾰シンポジウム
【第１分科会】

弁護⼠が使うリーガルテクノロジー・ＡＩツール

©Atsumi & sakai 2022発表⽇: 2022年9⽉3⽇ 1

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
プロトタイプ政策研究所所⻑・シニアパートナー弁護⼠ 落合孝⽂

プロフィール

落合 孝⽂
プロトタイプ政策研究所所⻑・シニアパートナー
弁護⼠（第⼆東京弁護⼠会所属）
takafumi.ochiai@aplaw.jp

慶應義塾⼤学理⼯学部数理科学科卒業。2005年慶應義塾⼤学⼤学院理⼯学研究科在学中に旧司法試験合格。2006年弁護⼠登録（第⼆東京弁護⼠
会）。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー。医療、⾦融、不動産、交通、通信等の新規事業開発や規制対応、情報利活⽤、
海外進出等に関するサポートを⾏う。

公的団体等
デジタル庁デジタル臨時⾏政調査会作業部会委員
内閣府規制改⾰推進会議 専⾨委員
内閣府国家戦略特区WG 委員
内閣府新技術等効果評価委員会 委員
総務省「AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会」委員
総務省・経済産業省 「情報信託スキームの情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関する検討会」委員
厚⽣労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針の⾒直しに関する検討会」委員
経済産業省「Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会」 委員
公正取引委員会「情報システム調達に関する意⾒交換会」委員（終了）
経済産業省、公正取引員会、総務省「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会データの移転・開放等の在り⽅に関す
るワーキング・グループ」委員（終了） 他多数

民間団体等
⼀般社団法⼈データ社会推進会議 監事
⼀般社団法⼈Fintech協会常務理事
⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC）個⼈情報保護指針改定に伴うマルチステークホルダープロセス委員
⼀般社団法⼈新経済連盟及び内閣官房IT総合戦略室「ブロックチェーン官⺠推進会合」構成員（終了） 他多数
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©Atsumi & Sakai 2022

我が国における
デジタル政策の進展について

デジタル化推進に関する全体的な⽅針

©Atsumi & sakai 2022

4

・国全体としてのデジタル化の⽅針
– 分野を限定せず（弁護⼠が関わる裁判⼿続や法令

対応業務なども例外でない）全般的なデジタル化
を進める

– デジタル化に合致した規制の⾒直しが進められる
が、クラウドの利⽤も強く意識される

– 単にテクノロジーを導⼊するだけでなく、デジタ
ル化による業務改⾰を図ることで、産業の成⻑促
進も意図をされている
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デジタル化推進に関する全体的な⽅針

©Atsumi & sakai 2022

5

出典︓デジタル庁HP https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/

デジタル化推進の背景

©Atsumi & sakai 2022

6

出典︓デジタル庁デジタル臨時⾏政調査会第４回資料１（デジタル庁提出資料）
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デジタル原則とデジタル規制改⾰

©Atsumi & sakai 2022

7

・デジタル原則を踏まえた変化
– アナログ対応を求めていた規制について、技術的

に可能な事項については、規制対応のデジタル化
を全般的に推進

– デジタル化された規制の導⼊にあたり、政府で
あってもテクノロジーの活⽤や、テクノロジー企
業との連携が⼀層求められる ⇒ 弁護⼠の
キャッチアップも必要

– 法制対応にも利⽤されるテクノロジーマップの整
備や、法制事務のデジタル化も進む

デジタル原則とデジタル規制改⾰

©Atsumi & sakai 2022

8

出典︓デジタル庁HP https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/
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デジタル規制改⾰の具体例

©Atsumi & sakai 2022

9

出典︓デジタル庁デジタル臨時⾏政調査会第２回資料１（デジタル庁提出資料）

デジタル規制改⾰の進展の⽅向

©Atsumi & sakai 2022

10

・デジタル規制の点検・⾒直し作業から
⾒える⽅向性
– ⼈の作業のうち、⽐較的な単純な事項から技術の進

展、規制改⾰の⼿法を整理しながら、順次デジタル
化を進めていき、判断等が関わる部分の⼀部までデ
ジタル化を順次進める⽅向

– デジタルサービスの利⽤によって⾃動化が可能な事
項と、⼈が⾏うことで効果を発揮する事項がある

– 対⼈相談業務や⾮定型的な判断は、テクノロジーで
の代替が必ずしも容易でないものが含まれ、そのよ
うな事項では、法律家等の専⾨家がその知⾒を発揮
し活躍することが期待される
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デジタル規制改⾰の進展の⽅向

©Atsumi & sakai 2022

11

出典︓デジタル庁HP https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/

デジタル規制改⾰に即したテクノロジーマップの整備

©Atsumi & sakai 2022

12

・テクノロジー利⽤の推進

– テクノロジーマップを整備し、官⺠でのデジタル
技術を利⽤した業務改善と、規制対応を推進して
いく⽅針

– 弁護⼠においても、デジタル技術の理解と利⽤が
求められる頻度は⾼まってくる
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デジタル規制改⾰に即したテクノロジーマップの整備

©Atsumi & sakai 2022

13

出典︓デジタル庁HP https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/

法制事務のデジタル化

©Atsumi & sakai 2022

14

・デジタル法制局PJによるデジタル化の進展

– 法令データにおいて、デジタルでの正本提供が進
むことにより、紙のみが原本という世界観に転換
が⽣じる可能性

– デジタル化を進めるにあたり、業務プロセスも⾒
直しを⾏っている点は、弁護⼠のデジタル技術導
⼊にも参考になる
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法制事務のデジタル化

©Atsumi & sakai 2022

15

出典︓デジタル庁HP https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/

法制事務のデジタル化

©Atsumi & sakai 2022

16

出典︓デジタル庁HP https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/
93 / 129



17

テクノロジーを利⽤した法律業務の将来像

©2022 Atsumi & Sakai All Rights Reserved

依頼者
（企業・個⼈） ⾏政機関

法律事務所 裁判所

Tech

Tech

Tech

Tech
デジタル化
した規制対
応

Tech

Tech

Tech

リーガル・
サービス
の提供

司法⼿続のデジ
タル化

©Atsumi & Sakai 2022

専⾨家領域での
デジタル技術・AIの利⽤について

94 / 129



19

医療分野でのAIの利活⽤について

出典︓厚⽣労働省 第8回 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 資料３より
19

20

医療分野でのAI活⽤に向けた⼯程

出典︓厚⽣労働省 保健医療分野AI 開発加速コンソーシアム 議論の整理と今後の⽅向性（令和元年６⽉28 ⽇策定）
20

95 / 129



21

AIを⽤いた専⾨的判断と専⾨家（医師）の役割

21

・医療業界からの⽰唆
– 単純な業務（機械的な業務）については、⾃動化

を進めうる領域も増えつつある

– ⼀⽅で、専⾨的判断を伴う業務については、AIな
どのテクノロジーを利⽤しつつも、専⾨家が責任
においてサービスを⾏うことが現実的

– 専⾨的判断を伴う業務について、枠組みを整備し
て、品質管理を⾏えるようにする将来もありうる
と思われる。

22

AIを⽤いた専⾨的判断と専⾨家（医師）の役割

出典︓厚⽣労働省 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 第８回資料３（左図）
22
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23

AIを⽤いた専⾨的判断と専⾨家（医師）の役割

出典︓厚⽣労働省 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 第４回資料４
23

©Atsumi & Sakai 2022

法律事務所が利⽤できる
テクノロジーとLegaltech
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リーガルテックのサービスの種類について

©Atsumi & sakai 2022

25

・経産省で紹介された他にも様々な
サービスが提供されている

– 本公演は業務改⾰委員会でのもののため、⺠間有
志が作成されたカオスマップ等は紹介していない
が、WEBサービスで簡単に検索できるので、サー
ビスの採⽤にあたっては、⽐較検討されることを
推奨

リーガルテックのサービスの種類について

©Atsumi & sakai 2022

26

出典︓経済産業省 法務機能強化 実装ワーキンググループ 第４回 資料１
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AIレビューサービスについて

©Atsumi & sakai 2022

27

・利⽤の⽅法等

– そのまま利⽤するというよりは、補助作業に利⽤
するツールと考えられる

– ナレッジマネジメントや、⽂書管理なども含めて
考えることで、より有益にツールを利⽤できる可
能性

AIレビューサービスについて

©Atsumi & sakai 2022

28

出典︓経済産業省 法務機能強化 実装ワーキンググループ 第４回 資料１
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申請、電⼦署名サービスについて

©Atsumi & sakai 2022

29

・関連するサービスの状況

– 登記等に限らず、知的財産権、会社設⽴等の様々
な種類の申請書類の作成補助ツールが提供されて
いる

– 電⼦署名については、当事者型、⽴会⼈型の双⽅
があり、デジタル臨時⾏政調査会で後者が電⼦署
名法に関する法務省等のQ&Aに利⽤拡⼤している
ことが紹介されている

申請、電⼦署名サービスについて

©Atsumi & sakai 2022

30

出典︓経済産業省 法務機能強化 実装ワーキンググループ 第４回 資料１
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31

様々な種類のリーガルテックサービスについて

31

・リサーチ・調査⽀援
– 判例集等に限らず、⾦融等の業法を念頭に置いたサー

ビスや、論⽂、⽂献そのもののサブスクリプション
サービスなども提供されてきている

・フォレンジック・デューデリジェンス⽀援

・⽂書管理

・翻訳等のバックオフィス業務

・紛争⽀援（ODR、訴訟⼿続等の資⾦調達）

法律事務所の業務のデジタル化について

32

・DXの進め⽅について
– 次⾴は⼀般企業向けのもののため、⽤語等につい

ては法律業務に合わないものもあることをご容赦
頂きたい

– ⼀⽅で、デジタル技術の導⼊は業界・業務内容に
関わらず参考にできる共通的な考慮要素もあるた
め、法律事務所においても参考になる部分は多い

– デジタル技術の利⽤にあたって、業務のあり⽅も
考えながら、個別のツールの利⽤（場合によって
は新たなツールの開発）を進めることが重要
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法律事務所の業務のデジタル化について

33

出典︓経済産業省HP（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf）

34

バックオフィス向けに提供されており
法律事務所への利⽤可能性があるサービス

34

・会計・経理
会計サービス、給与計算、経費精算、請求書発⾏、決済・・

・労務
⼈材、勤怠、採⽤、労務・・

・管理ツール
プロジェクト、顧客、情報・・

・情報連携
コミュニケーション、ファイル送付、WEB会議

・マーケティング
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法律事務所の業務のデジタル化の進め⽅

35

・デジタル技術の利⽤⽅針について

– デジタル技術の採⽤については、公的部⾨も含め
てサポート体制が強化されつつあるので、公的部
⾨、地元の団体ほかの相談・⽀援等を利⽤するこ
とも考えられる

– ⾝近な利⽤をしやすい分野から、デジタル技術に
詳しい⼈材も交えて実施すると効率的に（事務所
内の⼈材で適任がいない場合には、外部への相談、
⽀援依頼をすることも考えられる）

法律事務所の業務のデジタル化の進め⽅

36

出典︓経済産業省HP（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf）
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法律事務所の業務のデジタル化の進め⽅

37

出典︓経済産業省HP（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf）

ご清聴ありがとうございました。

お問い合わせ先

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
〒100-0011

東京都 千代⽥区 内幸町2-2-2   
富国⽣命ビル (受付: 16階)

WEB: www.aplaw.jp

プロトタイプ政策研究所 所⻑
シニアパートナー弁護⼠ 落合孝⽂

E-Mail: takafumi.ochiai@aplaw.jp
（第⼆東京弁護⼠会所属）
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生まれながらの電子文書の
真正な成立の証明

2022年9月3日

第二東京弁護士会

宮内 宏

生まれながらの電子文書の真正な成立の証明
（概要）

■紙原本がなく，初めから電子文書として作成された情報の証拠調
べについて

●Acrobat Reader等のアプリケーションで閲読，及び，(もし行われていれば)電
子署名の有効性検証が行われることになる。

●裁判官のPCに，当該電子文書を読む・電子署名を検証するためのアプリ
ケーションがない場合はどうなるか。検証のプログラムやURLを提示する？

■電子署名による真正な成立の推定(電子署名法3条）
●「本人による」電子署名が行われていれば，真正な成立が推定される。

●利用者登録時，電子証明書発行時等の「使い始め」において，サービス提供
事業者はどこまで利用者の身元確認を行うかという問題がある。

●メールアドレスの確認だけの場合，サービス提供事業者が保証できるのは，
そのメールアドレスの管理者が電子署名をしたことだけ。
例： miyauchi@ggg.com というメールアドレスの到達確認だけで利用者登録した

場合，その電子文書の作成名義人たる「東京都新宿区…… 宮内 宏」に係る真
正な成立の推定のためには，miyauchi@ggg.comの管理者が宮内 宏であること
の証明を訴訟当事者が行うことになる。

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 2
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宮内・水町IT法律事務所 3

電子署名（デジタル署名）の実施

宮
内

押印

文書
(紙)

押印

文書
宮
内

押印された文書

電子署名
プログラム

電子署名

印章を持っ
ていないと
作れない

宮内の秘密鍵
宮内の印章

電子
文書

電子
文書

(宮内の)
署名データ

•一見でたらめなデータ
である。
•IC-Card内の秘密鍵が
ないと生成できない

•電子文書と密接な関係
にある(他の電子文書に
流用不可)

実世界の印鑑と対比して考えることができる。印影は、目視で「印影である」と
わかるが、電子署名は一見でたらめなデータであり、検証プログラムを使わな
いと確認できない

宮内 宏

署名用カード

暗号アルゴリズムを
使用

RSA, ECDSAなどの

2022/9/3

宮内・水町IT法律事務所 4

電子証明書
■印鑑証明書で実印による押印が確認するように，電子証明書によ

り電子署名の正しさを検証する。

■電子証明書発行には，かなり厳格な身元確認を行うのが普通

印鑑登録証明書

宮
内

印影

氏名： 宮内 宏
住所： 新宿区・・・・

この印影は，登録されている印影に相違ないことを証明する

令和4年2月1日

新宿区長 吉住健一
新
宿

区
長

之
印

確認

電子証明書

宮内 宏

新宿区・・・・

公開鍵＝29859656・・・・・・
有効期限: 2023年1月31日

電子署名を
検証するた
めの情報

2022年2月1日

○×認証局

○×認証局の
電子署名

プログラムを使って検証

押印の場合 電子署名の場合

署名付電子文書

文書
宮
内

電子
文書

宮内の
署名データ

本人の持つ秘密
鍵を用いて，暗
号的手法により
作成される

2022/9/3
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宮内・水町IT法律事務所 5

電子署名の検証

電子署名
検証プログラム

電子署名の検証

宮内の公開鍵

電子文書
(宮内の)

署名データ

電子証明書を用いると、「本人が署名したこと」, 「文書が署名後、変更されていな
いこと」が確認できる（電子署名法2条1項記載の，電子署名の要件を満たす）。

正しい署名か否かの
判定結果

電子署名
生成プログラム

電子署名の生成

電子文書

電子文書

(宮内の)
署名データ

確認内容

宮内の秘密鍵を
使って署名した
(署名者の特定)

署名したときと
内容が同じ

(非改ざん性)

宮内の秘密鍵

宮内 宏

署名用カード

電子証明書

2022/9/3

一対一に対応

カード
リーダ

IC
カード

利用者側で管理する
コンピュータで署名を生成

署名生成
AP

利用者の
秘密鍵

従来の電子署名： ローカル署名

■従来型の（本来の）署名方式

■リモート署名(*)と対比して「ローカル署名」と呼ば
れる。

宮内・水町IT法律事務所 62022/9/3

利用者の
電子証明書

電子文書
(宮内の)

署名データ

利用者の
電子証明書

対応
相手方

(*) リモート署名： サーバに秘密鍵を預けて，リモートで署名指示する方法

出力 送付

利用者の環境
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サービス事業者(サーバ)

立会人型電子署名の例

2022/9/3 宮内・⽔町IT法律事務所 7

署名者に専用URL
をメール送信

署名者の認証，本
文閲覧

署名者の署名指示
を受信

署名者のメールア
ドレスを記載し，
事業者（サーバ）が
デジタル署名

署
名
者
（利
用
者
）

今回の署名用の専用URLを
miyauchi@ggg.com にメール送信

受領したURLでサーバにアクセス

署名対象文書を閲覧

閲覧した文書に対する署名指示

誓約書
…………

新宿区…… 宮内宏

署名者の
メールアドレス

例：miyauchi@ggg.com

誓約書
…………

新宿区…… 宮内宏
--------------------

miyauchi@ggg.com の指示
により署名実施

事業者
署名

登録

署名対象文書

サービス事業者の
デジタル署名

※ 署名者の電子証明書は発行されない。

文書管理事業者

電子署名によらない方法の例
■文書管理事業者の厳格な管理のもとに置かれ，そこから

安全に取得したという事実により真正性を確認
⇔ 転々流通した先では，真正性が確認できない

■判決書等に電子署名がないと，これと同じ状況となる。
※ 裁判所の事件管理システムにログインできる者だけが真正性を

確認可能

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 8

データベース

確実な身元確認に
基づく文書登録

事業者による
厳格な管理

なりすまし不可の
安全な通信で提供

電子文書作成者

電子文書閲覧者
(文書の真正性を確認可能)

二次的受領者
(文書の真正性の確認不可)

電子
文書

電子
文書

電子
文書

108 / 129



電子署名の実施方法の比較

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 9

ローカル署名

カード
リーダ

IC
カード

署名生成
AP

リモート署名

利用者が管理するＰＣ

利用者

サーバ

鍵管理装置

利用者の
秘密鍵

利用者の
秘密鍵

署名
生成

ログイン
署名指示

立会人型電子署名

利用者

サーバ

事業者の
秘密鍵

署名
生成

ログイン
署名指示

当事者型電子署名

利用者が，自分の鍵を
自分で管理し，自分の
手元で電子署名を実施

利用者の鍵をサーバに
預け，利用者の指示に
従ってサーバで電子署
名を実施

利用者の鍵はなく，サー
バが立会人として，事業
者のデジタル署名を実施

利用者の
電子証明書

利用者の
電子証明書

事業者の
電子証明書

クラウド型電子署名

鍵管理装置

電子署名法2条1項と
立会人型電子署名(1)

■電子署名の定義(電子署名法2条1項）

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 10

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に
記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれ
にも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すための

ものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができる

ものであること。

立会人型電子署名は，利用者の電子署名なのか，サービス提供事業
者（サーバ）の電子署名なのかが問題
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電子署名法2条1項と
立会人型電子署名(2)

■2020年7月17日の政府見解で，利用者の意思の
みに基づいて行われていれば，利用者の電子署
名であると認められた。

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 11

利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗
号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保し
ようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思
が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたもので
あることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」は
サービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化
等を行う電子契約サービスに関するＱ＆Ａ（2020年7月17日，総務省・法
務省・経済産業省）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000697715.pdf

サービス事業者(サーバ)

立会人型電子署名の例

2022/9/3 宮内・⽔町IT法律事務所 12

署名者に専用URL
をメール送信

署名者の認証，本
文閲覧

署名者の署名指示
を受信

署名者のメールア
ドレスを記載し，
事業者（サーバ）が
デジタル署名

署
名
者
（利
用
者
）

今回の署名用の専用URLを
miyauchi@ggg.com にメール送信

受領したURLでサーバにアクセス

署名対象文書を閲覧

閲覧した文書に対する署名指示

誓約書
…………

新宿区…… 宮内宏

署名者の
メールアドレス

例：miyauchi@ggg.com

誓約書
…………

新宿区…… 宮内宏
--------------------

miyauchi@ggg.com の指示
により署名実施

事業者
署名

登録

署名対象文書

サービス事業者の
デジタル署名

この部分の一連の処理が，「署名者」の電子署名
（電子署名法2条1項にいう「措置」）とされる
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電子署名法3条

■電子署名法3条による 電子文書の真正な成立の推定（二段の推
定の二段目=民訴法228条4項 に相当）の要件

(1) 電子署名(電子署名法2条1項)があること
(2) その電子署名が本人によるものであること
(3) 第2のカッコ書き記載の安全性を備えた電子署名であること（ICカード

やパスワードを安全に管理しさえすれば，他人に偽造されないこと）

■安全性については，次の要件を満たすこと
●安全な暗号アルゴリズム(電子署名法施行規則2条）を用いること
●サーバを利用する方式の場合には，サーバでの利用者認証，サーバ

の内部プロセスの双方が安全であることが必要とされている(*)

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 13

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作成し
たものを除く。）は、当該電磁的記録に記録された情報について本⼈による電⼦署名（こ
れを⾏うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本⼈だけが⾏うことがで
きることとなるものに限る。）が⾏われているときは、真正に成⽴したものと推定する。

(*) 「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電
子契約サービスに関するＱ＆Ａ（電子署名法第３条関係）」（2020年9月4日，総務省・
法務省・経済産業省） https://www.soumu.go.jp/main_content/000705576.pdf

訴訟における証明のために
■訴訟では，文書の作成名義人(とされる者）と電子

署名の関係を証明する必要がある。

2022/9/3 宮内・水町IT法律事務所 14

作成名義人
（リアルワールド）

署名者
（システム利用者）

電子署名

この関係は，電子証明書発行時の本人確認（ローカル署
名，リモート署名の場合）や，システムへの登録時の本人
確認(立会人型の場合)で確認される。
（メールアドレスだけの確認の場合，メールアドレスと当事
者の関係は，利用者において証明することになる。）

この関係は，以下により確認される。
・本人による秘密鍵の使用（ローカル署名）
・サーバによる利用者認証・安全な運用（リモート署名，立
会人型署名）

電子署名により，電子契約書等に係る真正な成立が推定される
（電子署名法3条）

例： miyauchi@ggg.com の管理者，電子署名の実施者

例： 東京都新宿区・・・・・ の宮内宏

身元確認

当人認証
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これからの弁護⼠業務における
情報セキュリティ対応

光雲法律事務所
弁護⼠ 吉井 和明

これまでの情報セキュリティ対応と弁護
⼠情報セキュリティガイドライン
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弁護⼠情報セキュリティガイドライン概要

2013年（平成25年）12⽉19⽇策定。

2011年（平成21年）に発⽣した、公開のML上で裁判員裁判候補者
名簿のデータなどがやりとりされた事件を契機に策定されたもの。

ガイドライン⾃体には規程などのような拘束⼒はなく、弁護⼠法23

条、弁護⼠職務基本規程18条の解釈指針を⽰したもの。

弁護⼠情報セキュリティガイドラインの構成

受領・取得・
作成・変更

保管発信・交
付 持ち出し 複製 廃棄・返還

情報のライフサイクル管理

113 / 129



弁護⼠情報セキュリティガイドラインの構成

会議・期⽇出席 弁護団事件

事柄ごとの対応

弁護⼠情報セキュリティガイドラインの構成

安全管理措置の内容ごとの対応

組織的 ⼈的

物理的 技術的
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後述のとおり

弁護⼠情報セキュリティガイドラインは、弁護⼠情報セ
キュリティ規程が施⾏されるまでの間維持される。

弁護⼠情報セキュリティ規程が成⽴して施⾏されるまでの
過渡期については、弁護⼠情報セキュリティガイドライン
が存在するので、ノーガードであってよいわけではない。

これからの情報セキュリティ対応と
弁護⼠情報セキュリティ規程
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情報セキュリティ規程概要

背景

•⾼度情報化社会の発展
•刑事⼿続・⺠事裁判⼿続のIT化

⽬的

•弁護⼠全体への社会の信頼の毀損を防⽌
•弁護⼠の⾃治と職務の⾃由の保持

情報セキュリティ規程概要
対象

•弁護⼠、弁護⼠法⼈、外国法事務弁護⼠、外国法事務弁護⼠法⼈、弁護
⼠・外国法事務弁護⼠共同法⼈（「弁護⼠等」）

取扱情報
•弁護⼠等がその職務上取り扱う情報
•紙、電磁的記録等その保管媒体を問わない
•機密性・完全性・可⽤性のいずれも維持する必要がないことが明らかな
情報を除く
•例：書籍案内などのチラシ類
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情報セキュリティ規程への対応

義務

•基本的な取扱⽅法の策定（3条）
•安全管理措置（事務職員等の管理含む）（4条）
•情報のライフサイクル管理（5条）
•情報漏えい等事故発⽣時の対応（6条）

努⼒義務

•情報セキュリティに対する危険の把握（3条1項）
•弁護⼠等の研鑽と教育（4条3項）
•点検及び改善（6条）

基本的な取扱⽅法の策定

各弁護⼠における運⽤ルール作り
•法律事務所ではなく、弁護⼠単位であることに注意。
•もっとも、法律事務所で共通の基本的な取り扱い⽅法
を策定し、各弁護⼠がこれに従うということであれば、
法律事務所単位で作っても問題ない。
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基本的な取扱⽅法の策定

①安全管理措置の具体的内容、②情報のライフサイクル管理の⽅法、③点
検及び改善の⽅法、④漏えい等事故が発⽣した場合の対応の⽅法に配慮し、
これを具体化して策定する

もともと、情報セキュリティ規程⾃体が情報セキュリティガイドライ
ンの発展解消的な意義をもっているため、情報セキュリティガイドライ
ンの内容は策定に当たって参考となる。ただ、内容が古くなっている部
分もある。
⽇弁連では、参考となるモデル案を策定し提⽰する予定。
•基本的には、これをベースにしてもらえれば、どの事務所も⼀通りの
ものは策定できる。

安全管理措置とライフサイクル管理

組織的 ⼈的

物理的 技術的
作成・取得 保管

利⽤・提供

・運搬

・送信

廃棄

視点を変えて漏れなく対応
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安全管理措置
組織的

•ルール作り→基本的な取扱⽅法の策定と運⽤
⼈的

•事務職員等への教育訓練、秘密保持の対策など
物理的

•情報からの物理的な隔離・遮断等
技術的

•情報技術を使った安全管理措置。
•ＯＳアップデート、マルウェア対策ソフトの導⼊、パスワードなどによる認証等の基本的な
対策

•ファイアウォールやバックアップ機器の導⼊など
•デスクトップPCだけでなく、スマホ、ノートPC、タブレットなども保護
•Etc・・・

参考：弁護⼠情報セキュリティガイドライン
の構成

受領・取得・
作成・変更

保管発信・交
付 持ち出し 複製 廃棄・返還
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参考：弁護⼠情報セキュリティガイドライン
の構成

組織的 ⼈的

物理的 技術的

漏洩等事故対応

まずは、漏洩等が起こる前に、事前に役割、⾏動を決めておく。
•決めていないといざというときに動けない
•⺠間企業などでは、インシデント対応訓練などもされており、そのような訓練を提供するサービスも
様々提供されている

時系列ごとに⾏うことを抑えておく

分からないときは、聞ける⼈を作っておく
•専⾨家、専⾨家とつなげてくれそうな知り合い、詳しい弁護⼠等

発⾒認知 初動対応 原因調査 事後対応
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点検と改善

Plan

DoCheck

Act

リスク・マネジメント

リスク特定

リスク分析

リスク評価

リスク対応

モニタリング及びレビュー
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リスク・マネジメント

回避 軽減

転嫁 受容

リスク・マネジメント

回避 軽減

転嫁 受容

完璧なセキュリティ対策と
いうものは存在しない。
どのリスクについてどう対
応するかが重要。
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スケジュール

2022年6⽉10⽇ 弁護⼠情報セキュリティ規程成⽴

2024年6⽉10⽇まで 弁護⼠情報セキュリティ規程施⾏
弁護⼠情報セキュリティガイドライン廃⽌

基本的取扱⽅法モデル案策定
チェックリスト策定

各事務所において基本的取扱⽅法策定

具体的な対応策の例
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ソフトウェア等の適切なアップデート

• OSはできる限り最新のものにアップデートする。
• OSには、未知の脆弱性が常に潜んでおり、アップデートでは、これら
脆弱性を発⾒されるたび対応している。OSのアップデートを怠ると、
脆弱性を突いた攻撃を受ける可能性がある。特に、しばらく使ってい
なかったPC、オンラインから切り離されていたPC。

• もっとも、⼤規模なアップデートが⾏われたあとは、OSの挙動がおか
しくなることもあり、アップデートできないこともある。

• OSだけでなく、マルウェア対策ソフト、各種ソフトウェア、周
辺機器のファームウェアのアップデートも⼤切。特にファーム
ウェアは、最近はアップデートのアラートがPCに出ることも多
くなったが、出ないものもあるので注意。

• JPCERT/CCのウェブサイトには、脆弱性に関する⼤量の情報が
公開されている（ただし、多すぎて読むのは⼤変）。

パスワード設定と管理
• パスワードを設定できるものについては、できる限り複雑なパスワード
を設定（⽂字数や使える英数字記号はソフトウェア、サービスに依存）。
サービスごとに別のパスワードを使う。

• パスワードの作り⽅
• ⾃分だけが分かる単語＋アプリごとの追加単語

• 例えば、attorney20220903 ＋ nagoya など。
• 英単語と数字の置換、途中で⼤⽂字を混ぜる

• 0→o １→iやl、9→qなど。記号が使えれば、a→＠
• rn→m

• ＠tt0mEy （サービスにより⼤⽂字⼩⽂字を区別しないものもあるので注意）
• 逆読みにする。

• attorney20220903 →30902202yenrotta

• ローマ字読みを混ぜる
• gyo‐kaku20220903

• 10単語程度の英⽂の頭⽂字を並べる
• I tuck you in, warm within, keep you free from sin ‘Til the Sandman, he comes →ityiwwkyffsttshc

• パスワード管理ソフトを使うのも⼀つの⽅法
• PC、スマホいずれもリンクして使えるものもある。
• ブラウザに覚えこませるのもよいが、当該ブラウザでしか使えないことも。
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パスワード設定と管理

• 多要素認証を⽤いる。
• パスワードのほかに、⽣体認証・ワンタイムパスワードを設定するな
ど。ただし、サービスに依存

• パスワードの試⾏回数に制限を求める
• パスワードの試⾏回数に制限を設けることで、総当たり等を防げる。
ただし、これもサービスに依存

• PCにパスワードを書いた付箋を貼る？
• 執務室のPCは、誰が⾒ているか、誰が使うか分からず危険

メール送信とパスワード

• PPAP
• Password付Zip暗号化ファイルを作成、メールに添付して送信
• Passwordを⼆通⽬のメールに記載して送信
• Aん号化（暗号化）
• Protocol

• PPAPの問題
• PPAPによる送信は、情報漏えいリスクを全く減少させず、意味がない
• 暗号付きZipは、メールサービスによるウイルス検知機能を無効化して
しまう。

• そもそも、メールでの送信は、受信者のメールボックスに⾃分のファ
イルを複製する意味を有し、当該ファイルのコントロールする権能を
受信者に渡すことになることなので、重要なファイルはメール添付で
送るべきではない。
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PPAPの解消

• ファイルの複製に対する対応
• オンラインストレージやファイル転送サービスを利⽤する。
• なお、宅ファイル便事件

• パスワードを後で送ることに対する対応
• メール以外の⽅法で別にパスワードを送り、これにより対応する。
• 例：チャットサービス・メッセンジャーサービス等による送信
• 例：電話で⼝頭でやり取り
• 例：FAXでパスワードを送信
• 例：打ち合わせの際などに共通のパスワードを決めておく

バックアップの作成
• ⾃⾝のPCやファイルサーバーに格納したデータは、定期的に
バックアップを取る必要がある。できれば数世代管理。

• PCやサーバーの記憶媒体には耐⽤年数があり、また耐⽤年数未満でも
故障し、データがなくなることがある。

• ランサムウェアにより、PCやサーバー内のファイルを暗号化されてし
まったような場合、これを確実に復号する⽅法はなく、バックアップ
があれば、バックアップ時点までの状況には戻すことができる

• もっとも、バックアップが⼀つしかない場合、バックアップされたデータに既
にランサムウェアが仕込まれていれば復元しても無意味（潜伏期間が⻑いもの
だと、バックアップでは対応できない場合もある）。

• ネットワークと接続されている記憶媒体でのバックアップはランサムウェア対
応としては不⼗分。

• RAID1等のミラーリングとバックアップは違う
• RAIDのミラーリングだと、元データが消失、毀損したときに、その影響を受け
てしまう。
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情報の完全消去

• PC上のデータは、DELによる消去だけでは、完全に消去できて
いないことが多い。特にPCの廃棄などの際には、廃棄前に情報
を完全に消去しておく必要がある。

• 完全消去⽤のソフトウェアは有料・無料いろいろあるので、検索して
みるとよいと思われる。

• PCをリースで利⽤することはお勧めできない。また複合機は
リースに寄っていることが多いと思われるが、複合機内にデー
タが残っていることもあるので注意。

• 機器による設定⽅法を確認。

各機器の導⼊・管理

• ルーター
• ルーターはデフォルトの設定が緩く、攻撃者に簡単に突破されてしまう可能性があ
るため、導⼊時に設定をしっかりと確認する。

• IDや管理パスワード、接続⽤パスワードを複雑化する、暗号化⽅式を最新のものに、ファー
ムウェアを最新のものに、MACアドレスフィルタリングや静的IPマスカレードの設定により、
接続できる機器を制限する等

• ファイアウォール
• ファイアウォールには、ソフトウェアとハードウェア（機器）が存在するが、ソフ
トウェアは導⼊されているPCの通信を守るのに対し、ハードウェアはLAN全体の通信
を守るもの。ルーターでもファイアウォールと同様の防御はできるが、ハードウェ
アのファイアウォールがあった⽅が堅牢性は⾼くなる。もっとも、あまり⾼機能の
ファイアウォールやUTMを導⼊しても、使う側が習熟していないと意味がない。
UTMを⾼額でリースさせようとする業者もたくさんあるので、騙されないように注
意。

• UPS（無停電電源装置）
• 無停電電源装置は、急な停電などの際に、PCや周辺機器の電源が落ちることを防ぐ
もので、要するに予備バッテリー。雷サージ対策にもなる。もっとも、単なるバッ
テリーなので、⾼いものを業者に掴まされないように注意。
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物理的な管理

• 物理的な管理として、データへ接触できる⼈間を制限すること
が考えられる

• 鍵付きロッカーの導⼊
• ⼊退室者を視認できない場合の出⼊⼝の施錠
• パーティションの導⼊
• 鍵付き郵便受けの利⽤

組織としての管理

• 基本的取扱⽅法の策定
• チェックリストの策定
• 不適切なソフトウェア・サービスの利⽤やBYODを制限させる
ための⽅策の導⼊（使⽤可能ソフトのリストアップなど）

• 裏紙使⽤の制限・禁⽌
• 情報の持ち出し管理
• 漏えい事故などが⽣じた場合のフロー・組織体制の準備
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これからの弁護⼠業務にお
ける情報セキュリティ対応

光雲法律事務所
弁護⼠ 吉井 和明
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