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本日のトピック

• これまでのFIDO認証への取り組み

• FIDO認証の利用拡大に向けたこれからの取り組み
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ひとつで、お客さまの生活をより豊かに。

 dアカウントはドコモのさまざまなサービスを便利にお使いいただけるID

もっと便利

充実したライフスタイルをサポート

お客さまサポート

料金確認・契約変更

携帯電話購入手続き

ドコモショップ来店予約

機種変更時の
設定引き継ぎ

もっとお得

利用者登録でdポイントがたまる・使える

dポイントやクレカの利用明細の確認

もっと楽しい

好きな動画・音楽・書籍コンテンツの
選択・購入

ドコモのサービス

100以上のドコモサービスに対応

パートナーサービス

数百に超える
dポイント加盟店・提携店、d払い加盟店
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これまでのFIDO認証への取り組み

▲ 対応（画面ロック解除にも対応）

（2020年6月2日）

FY     2015         2016         2017         2018         2019         2020 2021～

▲dアカウントパスワードレス認証
（ドコモ回線契約者）（2020年3月24日）

▲ドコモ回線契約者以外へ
パスワードレス認証提供

（2020年11月11日）

Phase 1

あんしんをもっと便利に

Phase 2

スマホが暮らしの鍵になる

▲UAF 1.0準拠端末で
FIDO生体認証を導入

▲iOS対応

▲パソコンやSTBから
「スマホ認証」

▲虹彩・指紋
同時認証待受け対応

Phase 3

ID・パスワードのあり方を変える

FIDO2FIDO UAF 1.1FIDO UAF 1.0

http://www.dmkt-sp.jp/?url=http://portal.dmkt-sp.jp/sp/game-store/top&dcp=gamesdktopothx010010
http://delivery.dmkt-sp.jp/?utm_source=dmarket&utm_medium=otherstore&utm_content=footer&utm_campaign=top20140402
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dアカウント FIDO認証の流れ

ログイン画面 dアカウント設定アプリ

スマホからのログイン時に、「dアカウント設定アプリ」を起動してFIDO認証
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FIDO認証は、ビジネス的にも必要

セキュリティとUXの両面からFIDO認証を推進し、
ビジネス拡大につなげる

セキュリティ

UX

パスワード認証

パスワード認証
＋メールOTP

パスワード認証
＋SMS-OTP※2

回線認証※1

＋NW暗証番号
FIDO認証

※1 回線認証は、回線契約をお持ちのお客さまがモバイルNW接続時に利用可能
※2 SMS-OTPは、WEP-OTPによりワンタップのUXが実現可能
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dアカウント パスワードレス設定

fido2nnl.asegawam.mydns.jpを使用する
には、本人確認が必要です。

本人確認

dアカウント設定アプリを使用するには、
本人確認が必要です。

FIDO認証のみ

生体認証または画面ロック解除

FIDO認証

パスワード認証

生体認証...でログイン

パスワード確認

■dアカウントのID
docomo1234

■パスワード

別のdアカウントでログイン

■dアカウントのID
docomo1234

生体認証...でログイン

別のdアカウントでログイン

パスワード認証を無効化し、第三者による不正アクセスを防ぐ

設定後

パスワード入力欄を
なくす

設定前

OR
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パスワードレス設定 利用状況

徐々にご利用は拡大 満足度・継続利用意向は高い

2020 64.4満足度

2021

2022

24.7

10.9

■ とても満足・満足・やや満足 ■ どちらでもない ■ とても不満・不満・やや不満

85.5継続利用意向

2.3

■ とても思う・そう思う・やや思う ■ どちらでもない
■ まったく思わない・そう思わない・あまり思わない

12.2

出典：2020年自社アンケート調査より

（パスワードレス設定 利用状況）

※ パスワードレス設定 / 2022年1月より「パスワード無効化設定」より呼称を変更
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お客さまに、積極的に使っていただくために

アカウント登録
属性情報の登録

アカウントの利用

身元確認 当人認証FIDO登録
① アカウント登録＆利用

② 機種変更等の初期設定

➂ アカウントリカバリ―
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各サービスからのFIDO認証利用

アプリ
※アプリ連携

アプリ
※WebView利用

ブラウザ

アプリ連携でアプリを起動

JavaScript経由でアプリを起動

dアカウント設定アプリ

JavaScript経由でアプリを起動

① アカウント登録＆利用

dアカウント設定アプリの
インストールが必要※

※ ドコモ スマートフォン（Android）にはプリインストール済み
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WebAuthn導入により、実現したい世界

アプリ・ブラウザの経路によらず、ウェブでそのまま認証ができる

アプリ
※InAppBrowser利用

ブラウザ

ブラウザ上で認証画面に遷移

ブラウザ画面

ブラウザ上で認証画面に遷移

① アカウント登録＆利用

※ WebAuthn / FIDOアライアンスとW3Cが推進する国際標準仕様Web Authentication（Web認証）
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（補足）シングルサインオンについて

認証経路を標準ブラウザに統一し、認証情報※を共有することで

シングルサインオンを実現する

① アカウント登録＆利用

アプリ
※アプリ連携

アプリ
※WebView利用

ブラウザ

認証サーバ

認証情報

認証情報

認証情報

これまで これから

アプリ
※InAppBrowser利用

ブラウザ

認証サーバ

認証情報

認証情報

共有

※ 認証情報とは、FIDO認証後に払い出されるクッキーを指す
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WebAuthnの効果まとめ

導入前

•アプリインストールが必要

導入後

•アプリインストールなく、認証可能

• OS標準ブラウザで認証情報を共
有し、シングルサインオンを実現

① アカウント登録＆利用
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お客さまに、積極的に使っていただくために

アカウント登録
属性情報の登録

アカウントの利用

身元確認 当人認証FIDO登録
① アカウント登録＆利用

② 機種変更等の初期設定

➂ アカウントリカバリ―
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パスキーによる手続き簡素化

パスキーを利用することで、機種変更等のFIDO登録手続きを簡素化

（今後） 一連の手続きは一切不要

② 機種変更等のデバイス追加

（現状） dアカウント設定アプリを用いて登録

アプリ
インストール※

アプリで
パスワードレス

設定

NW暗証番号
入力

事前設定
完了

機種変更時の導線フロー（回線契約者の場合）

アプリ
インストール※

アプリで
パスワードレス

設定

NW暗証番号
入力

事前設定
完了

※ ドコモ スマートフォン（Android）にはプリインストール済み
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お客さまに、積極的に使っていただくために

アカウント登録
属性情報の登録

アカウントの利用

身元確認 当人認証FIDO登録

② 機種変更等の初期設定

➂ アカウントリカバリ―

① アカウント登録＆利用
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アカウントリカバリーの高度化

JPKI / eKYC(IC)利用により、オンラインで迅速なサポートを実現

➂ アカウントリカバリー

復旧方法 経路 時間

（回線契約をお持ちのお客さま向け）

モバイルNW接続にて、NW暗証番号で認証 オンライン 即時

店頭で身元確認を行い、登録情報と照合 店頭 1週間程度

JPKI / eKYC(IC)を利用して、登録情報と照合 オンライン 即時※

※ 登録された属性情報によっては、即時リカバリーできない場合あり

NEW
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パスワード認証 から パスキー認証へ

今後、フィッシング耐性のある多要素認証として、「パスキー認証」と呼称予定

＊＊＊＊＊＊＊＊

パスワード認証
パスワードレス認証

パスキー認証
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まとめ

～FIDO認証の利用拡大に向けたこれからの取り組み～

2023年2月～ Web認証・パスキー導入 （予定）

2023年春 アカウントリカバリ―の高度化 （予定）
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