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バージョン 公開日 変更内容 

1.0 2016 年 7 月 6 日 初版公開 

これまでセキュリティ アドバイザリ、公式ブログを通じ

て公開していた内容を文書化 

2.0 2016 年 7 月 29 日 第 5 章 更新 

Edge, Internet Explorer 11 における鍵アイコンの表示

の変更の公開に伴い内容を更新 

 

 

3.0 2016 年 10 月 26 日 内容 変更 

Windows Enforcement of SHA1 Certificates (SHA-1 

証明書の Windows における施行) の変更に伴い、本ガ

イダンスの内容を変更 

3.1 2016 年 11 月 22 日 内容 変更 

よくある質問を追加 

3.2 2017 年 2 月 28 日 フェーズ 2 施行時期変更に伴い内容を更新 

3.3 2017 年 4 月 27 日 フェーズ 2 施行時期変更に伴い内容を更新 

3.4 2017 年 5 月 11 日 2017 年 5 月の施行計画完了に伴い内容を更新 

 

注意事項 

最新の情報は、以下の情報を参照してください。 

 

本件に関する公式情報 

http://aka.ms/sha1 
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1. マイクロソフトの SHA-1 廃止に関する計画 

SHA-1 とは、セキュリティ コミュニティの多くが安全ではないと認識しているレガシの暗号

化ハッシュです。電子証明書に SHA-1 ハッシュ アルゴリズムを使用することで、攻撃者に

よるコンテンツのなりすましやフィッシング攻撃、man-in-the-middle (中間者) 攻撃の実行

を許してしまう可能性があります。マイクロソフトは業界の他のメンバーと協力し、SHA-1 

プロトコルを廃止し、コンシューマーに SHA-1 プロトコルを使用する Web サイトが引き起

こすリスクについて警告する取り組みを進めています。 

2015 年、Windows アプリケーションおよびデバイスによる SHA-1 証明書の処理方法を変

更する計画について発表しました。業界のメンバーと広範囲に協議し、お客様に体験していた

だきたいエクスペリエンスと、関連するリスクに照準を合わせて計画を調整しました。 

これらの変更は複数のフェーズに分けて実施され、マイクロソフト ルート証明書プログラムと

紐づき、信頼されている証明書を対象とします。 

計画には 3 つのフェーズがあります。フェーズ 1 と 2 はブラウザー シナリオを中心として

います。フェーズ 1 は現在、Microsoft Edge および Internet Explorer を対象に実施してい

る内容をさします。フェーズ 2 は 2017 年 5 月よりこれらのブラウザーに対して実施する予

定のものです。フェーズ 3 はフェーズ 2 実施後の 2017 年 5 月以降の計画です。 
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2. 概要 
 

2017 年 5 月 9 日 (米国

時間) より前 

現在 

TLS サーバー証明書 Microsoft Edge および 

Internet Explorer 11 でア

ドレス バーに鍵アイコンを

表示しない 

証明書は無効となる 

コード署名証明書 影響を受けない 影響を受けない 

タイムスタンプ付きの証明書 影響を受けない 影響を受けない 

S/MIME 証明書 影響を受けない 影響を受けない 

OCSP 署名と CRL 署名証明書 影響を受けない 影響を受けない 

OCSP 署名 影響を受けない 影響を受けない 

OCSP 応答 影響を受けない 影響を受けない 

CRL 署名 影響を受けない 影響を受けない 

コード証明ファイルのハッシュ 影響を受けない 影響を受けない 

タイムスタンプ署名のハッシュ 影響を受けない 影響を受けない 

 

 

3. 施行の詳細 

3.1. フェーズ 1 

計画の最初のフェーズは、SHA-1 が SHA-2 よりも安全性が低いことを TLS で保護された 

Web サイトを閲覧するユーザーに示すことを目的としています。以前までは、Microsoft Edge 

または Internet Explorer を利用して SHA-1 End Entity 証明書を使用する TLS サイトを閲

覧すると、ブラウザーに鍵アイコンが表示されないことがわかります。 

 

3.2. フェーズ 2 

2017 年  5 月  9 日  (米国時間)、マイクロソフトは  Microsoft Edge および  Internet 

Explorer 用に、SHA-1 証明書で保護されているサイトを読み込まずに無効な証明書であるこ

とを警告する更新プログラムを公開しました。さらに、Windows 10 Creators Update では、

ブラウザーの既定の設定で SHA-1 をブロックします。 
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3.3. フェーズ 3 - 現在 

今後、SHA-1 証明書で署名されたソフトウェアをダウンロードするリスクについて、コンシュ

ーマーに対してさらに警告していく予定です。このフェーズのゴールは、どのアプリケーション

からもユーザーに対して SHA-1 などの弱い暗号化について警告できるような、OS レベルで

の共通のエクスペリエンスを構築することです。マイクロソフトは、長期的にはすべてのコンテ

キストの Windows において SHA-1 を無効とする予定です。マイクロソフトでは SHA-1 に

対する攻撃の実現可能性に関する最新の研究を注意深く観察しており、その結果により完全な

廃止のタイムラインを決定します。 

 

4. 対象 

4.1. 対象となる証明機関および証明書 

マイクロソフト ルート証明書プログラムに参加している証明機関、および発行された証明書が

対象です。 

対象となるルート証明機関のリストは、以下のサイトより確認できます。 

「Windows and Windows Phone 8 TLS Root Certificate Program (Member CAs)」 

 

補足: ルート証明書更新プログラムに参加していないルート証明機関は、今回の措置の対象では

ありません。たとえば、以下の証明機関は対象外です。 

 組織内のプライベート証明機関 

 Windows Server の証明書サービスを利用して構築した組織内の証明機関 

 

補足: ルート証明書プログラムは、マイクロソフトと、証明機関が連携して行っている証明書基

盤づくりの取り組みです。このルート証明書プログラムでは、証明機関と連携を行い、それぞれ

の証明機関が、信用できるものなのか、マイクロソフトが皆さんに代わって確認を行い、信頼で

きる CA 証明書を配信し、Windows 端末に自動でインストールが行われます。詳細は、「マイ

クロソフトが提供する信頼できる証明書利用基盤～ルート証明書更新プログラムと更新ツール

～」も参考にしてください。  

 

4.2. 対象となる環境 

2017 年 5 月 9 日 (米国時間) 以降、対象の証明機関を以下の環境で利用した場合に信頼さ

れない証明書として扱われます。 

Windows 7/Windows Server 2008 以降の OS および搭載されている Internet Explorer, 

Edge  

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14215.windows-and-windows-phone-8-ssl-root-certificate-program-member-cas.aspx
https://blogs.technet.microsoft.com/b/jpsecurity/archive/2013/01/17/3546357.aspx
https://blogs.technet.microsoft.com/b/jpsecurity/archive/2013/01/17/3546357.aspx
https://blogs.technet.microsoft.com/b/jpsecurity/archive/2013/01/17/3546357.aspx
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なお、Windows 10 Creators Update は既定で SHA-1 証明書をブロックします。 

 

5. TLS 証明書利用時における表示の変更について 

Windows 10 Anniversary Update あるいは 2016 年 7 月の月例セキュリティ更新日以降、

Microsoft Edge と Internet Explorer は SHA-1 証明書で保護された Web サイトを信頼か

ら除外し、これらのサイトのアドレス バーから鍵アイコンを外しました。これらのサイトは引

き続き動作しますが、信頼されているサイトからは除外されます。 

 

なお、この表示の変更も、今回の SHA-1 廃止措置の対象となっている証明機関、および証明書、

対象環境 (Windows 10 上の Microsoft Edge と Windows 7、Windows 8.1 および 

Windows 10 上の Internet Explorer 11) が対象です。 

 

変更前： 

 

 

 

変更後：SHA-1 サイト表示例：通常、HTTPS サイト（TLS 接続サイト）においてアドレスバー

の横に表示される鍵アイコンが、SHA-1 証明書を利用している場合は表示されません。 

 

 

 
 

なお、本変更は、以下の更新プログラムを適用後に有効となります。 

Windows 10: KB3163912  

Windows 10 Version 1511: KB3172985 

Windows 7 および Server 2008 R2: KB3170106 および KB3172605 

Windows 8.1 および Server 2012 R2: KB3170106 および KB3172614 

 

https://support.microsoft.com/kb/3163912
https://support.microsoft.com/kb/3172985
https://support.microsoft.com/kb/3170106
https://support.microsoft.com/kb/3172605
https://support.microsoft.com/kb/3170106
https://support.microsoft.com/kb/3172614
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6. 発生する可能性のある影響 

SHA-1 証明書の廃止日以降、SHA-1 証明書は Windows 上で信頼されていない証明書とみな

され TLS 接続が失敗します。その結果、TLS 接続時にエラーが表示される、TLS を必要とす

るアプリケーションが動作しない可能性があります。TLS 接続は、ウェブ サイトでの安全なや

り取りをするための HTTPS (HTTP over TLS) をはじめ、FTPS, SMTPS などもあります。 

 

影響例 

インターネットで公開しているウェブ サイトで HTTPS により安全な通信を提供しているサ

イトで、証明書に SHA-1 アルゴリズムを使用している場合、廃止日以降、ユーザーがそのサイ

トにアクセスできなくなります。具体的には、以下のよう、ブラウザー (Internet Explorer, 

Microsoft Edge など) にてエラーが発生し、サイトを閲覧することができません。 

 

 

 

  

http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/3348.SHA1.jpg
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7. よくある質問と回答 

7.1. 概要に関する質問 

Q. SHA-1 とは何ですか? 

A. SHA-1 とは 、米 国 の 国 立標 準技 術研 究所  (National Institute of Standards and 

Technology, NIST) によって 1995 年に制定されたハッシュを生成するためのアルゴリズム

のひとつです。ハッシュとは、全体のデータを一定の規則 (ハッシュ関数) に従って抽出した値 

(ハッシュ値) のことです。ハッシュ値は主に、内容に改ざんがない (完全性) ことの確認を行

うために利用され、以下の特性を持って、安全性を担保しています。 

1. ハッシュ値からは、元データを算出する事はできない (不可逆性) 

2. 異なる元データからは、異なるハッシュ値が算出される (衝突困難性) 

たとえば、証明書では、ハッシュを暗号化したものであるデジタル署名を利用することで、証明

書の改ざん、なりすましを防止する役割があります。 

 

Q. なぜ SHA-1 を廃止するのですか? 

A. ハッシュ アルゴリズムには、異なる元データであるにも関わらず、同じハッシュ値が算出さ

れてしまう、という問題 (衝突の問題) が発生する可能性があります。この問題が発生してしま

うと、元データが改ざんされていても、ハッシュ値が同じため、なりすましやデータの改ざんが

可能となってしまいます。衝突の問題は、研究が進むにつれて発見される新たなアルゴリズムや、

ハッシュが安全性の担保として利用している数学や計算がコンピューターの計算速度の進化に

より、短時間で実現可能になっていることが要因で発生します。先日も、あるクラウド サービ

スを利用すればわずか 7 万 5000 米ドル程度で実効性のある SHA-1 衝突攻撃が可能になる

との研究発表行われています。 

  

Q. なぜ今 SHA-1 の対応が必要なのですか? 

A. SHA-1 は、マイクロソフトだけではなく業界全体 (および政府の指針) での移行が推奨され

ているものです。研究発表によると犯罪集団による悪用が現実化する時期はこれまでの予想よ

りも 2 年早まることになり、主要ブラウザーで SHA-1 が廃止される 1 年前に攻撃が発生す

る恐れもあると言われています。すでに、公的機関などでは、SHA-1 の利用を停止し、より安

全なアルゴリズムへ移行することが呼びかけられています。 

マイクロソフトでも SHA-1 を段階的に廃止する措置を実施し SHA-2 への移行を推進してい

ます。 

 

Q. Chrome、Safari、Firefox など他社製品の対応はどうですか? 

http://www.nist.gov/index.html
https://sites.google.com/site/itstheshappening/
https://sites.google.com/site/itstheshappening/
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A. 各社 SHA-1 廃止に関する自社のポリシーと措置を表明しています。 

  

Q. システム管理者です。SHA-1 廃止措置と SHA-2 への移行に関し、具体的に何をすればい

いですか? 

A. ガイダンスを参考にしてください。 

  

Q. SHA-1 を利用しているかどうかを確認する方法はありますか? 

A. ガイダンスを参考にしてください。 

移行に関する支援は、マイクロソフト カスタマー サービス ＆ サポートにてご支援いたしま

す。 

  

Q. 計画が途中で変更される可能性はありますか? 今後の変更や最新情報はどこで確認できま

すか? 

A. 最新の情報は、以下の情報を参照してください。 

本件に関する公式情報 

http://aka.ms/sha1 

 

Q. 今後の変更や最新情報はどこで確認できますか? 

A. 最新の情報は、以下の情報を参照してください。 

本件に関する公式情報 

http://aka.ms/sha1 

 

Q. 詳細な情報はどこで見られますか? 

A. こちらにある SHA1/SHA2 に関するマイクロソフトのホワイトペーパーを参照してくださ

い。 

 

7.2. 措置の対象に関する質問 

Q. 対象となる証明書は、マイクロソフト ルート証明書プログラムに参加している証明機関 

(CA) から発行された証明書のみですか? 

A. はい。マイクロソフト製品における今回の措置の対象は、ルート証明書プログラムに参加し

ている CA から発行された証明書が対象です。ルート証明書プログラムに参加していないルー

ト証明機関、たとえば、社内で利用しているプライベート ルート証明機関 (Windows Server 

で証明書サービスをインストールして独自に構築しているルート証明機関など) は対象外です。 

http://aka.ms/sha1
http://aka.ms/sha1
http://aka.ms/sha2
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Q. 他の Windows アプリケーションおよび古いバージョンの Internet Explorer にはど

のような影響がありますか? 

A. 既定では、Windows の暗号化 API セットを使用するサード パーティ製の Windows アプ

リケーション、および 古いバージョンの Internet Explorer はフェーズ 2 の変更による影響

を受けません。 

 

Q. SHA-1 のクライアント認証証明書にはどのような影響がありますか? 

A. フェーズ 2 の変更では、クライアント認証で SHA-1 署名証明書を使用しているクライア

ントの利用を禁止することはありません。 

 

Q. 自己署名された TLS 証明書に影響はありますか? 

A. マイクロソフト ルート証明書プログラムに参加していないルート証明期間は、フェーズ 2 

の変更の影響を受けません (例: 組織内の証明機関、信頼できると判断した自己署名ルート証明

機関など)。 

 

Q. クロス TLS 証明書に影響はありますか? 

A. お客様自身のルート証明書に紐づくマイクロソフトが信頼するルート証明書で署名された

クロス証明書は、フェーズ 2 の変更の影響を受けません。 

 

Q. 今回の措置の対象は、マイクロソフト ルート証明書プログラムに参加している CA が発行

している証明書とのことですが、具体的に、CA 階層のどのレベルの証明書が対象ですか? たと

えば、CA のルート証明書自身は対象ですか? 

A. ルート証明書プログラムに参加している CA のルート証明書は、対象外です。ルート証明書

プログラムに参加している CA から発行されているすべての証明書 (リーフ証明書、中間証明

書) は「ルートから発行された証明書」ですので対象です。なお、ルート証明書プログラムのル

ート証明書は、異なるタイムラインで SHA-1 の使用廃止が進められいます。 

  

Q. 今回の、Windows における SHA-1 の措置の対象は、TLS 証明書のみですか? 

A. 現時点では、TLS 証明書についてのみ措置が予定されています。 

  

Q. TLS 証明書はどういったところで利用されていますか? 

A. TLS 証明書は、インターネットに公開しているウェブ サーバーで HTTPS のために利用さ
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れることが多くあります。 

 

Q. 今回のポリシーは主にどこに影響がありますか? 

A. このポリシーで主に影響があるのはインターネット上でセキュアなサイトに接続している

場合です。企業は企業内で SHA-1 を使用し続けることはできますが、SHA-2 よりも大きなリ

スクが存在することになります。インターネットに接続する Web サーバーを所有する企業は

それらに対して SHA-1 から切り替える必要があります。 

 

Q. 2017 年 5 月の TLS の廃止措置で、使用中の環境がどのような影響を受けるかを確認す

るにはどうすればよいですか? 

A. 2016 年 11 月の Windows の更新プログラム (2016 年 11 月 Windows 7/Windows 

8.1 用の月例の品質ロールアップ プレビューを含む) をインストールすると、2017 年 5 月

の更新でご自身のサイトがどのような影響を受けるか検証することが可能です。管理者として

以下のコマンドを実行することで、検証することが可能です。これらのコマンドの詳細について

は 、 次 の ペ ー ジ を 参 照 し て く だ さ い : 

https://technet.microsoft.com/library/dn375961(v=ws.11).aspx  

 

最初にログを取得するディレクトリを作成し、適切なアクセス許可 (ユニバーサル アクセス) 

を設定します。 

set LogDir=C:\Log 

mkdir %LogDir% 

icacls %LogDir% /grant *S-1-15-2-1:(OI)(CI)(F)  

icacls %LogDir% /grant *S-1-1-0:(OI)(CI)(F) 

icacls %LogDir% /grant *S-1-5-12:(OI)(CI)(F) 

icacls %LogDir% /setintegritylevel L 

 

証明書のログを有効にします。 

Certutil -setreg chain\WeakSignatureLogDir %LogDir% 

Certutil -setreg chain\WeakSha1ThirdPartyFlags 0x80040004 

 

  

https://technet.microsoft.com/library/dn375961(v=ws.11).aspx
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7.3. 警告に関する質問 

Q. Internet Explorer でも同様に警告をだす機能を提供する予定はありますか? 

A. Windows 10 Anniversary Update あるいは 2016 年 7 月の月例セキュリティ更新日以

降、Microsoft Edge と Internet Explorer は SHA-1 証明書で保護された Web サイトを信

頼から除外し、これらのサイトのアドレス バーから鍵アイコンを外しました。これらのサイト

は引き続き動作しますが、信頼されているサイトからは除外されます。詳細は、本ドキュメント

の第 5 章を参照してください。 

  

7.4. 措置の展開方法に関する質問 

Q. この措置は、具体的にどのように展開されるのですか? 2017 年 5 月に自動で有効になる

のですか? Microsoft Update などで有効化のための更新プログラムが配信されるのですか? 

A. この措置は、「セキュリティ アドバイザリ 2854544」で紹介している「Windows の弱い

証明書暗号化アルゴリズムの管理を向上させる更新プログラム (サポート技術情報 2862966)」

(2013 年 8 月 14 日公開、自動更新が行われています) をインストール済みの環境にのみ適

用されます。更新プログラム 2862966 は Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 

7、Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012、および Windows RT 

が対象です (Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 以降の OS には既定で機能が追加さ

れています)。2017 年 5 月 9 日 (米国時間)、Microsoft Edge および Internet Explorer 11 

用に、無効な証明書を警告するページを表示し接続が安全ではないことをユーザーに通知する

更新プログラムが Windows Update で提供される予定です。 

  

Q. SHA-2 対応について教えてください。Windows 7 の初期インストール時点では、SHA-

2 のルート証明書は含まれていないと思いますが、どの更新プログラムから提供されたのです

か? 

A. セキュリティ アドバイザリ 2949927 もしくはセキュリティ アドバイザリ 3033929 で、

Windows 7/Windows Server 2008 R2 向けに、SHA-2 ハッシュ アルゴリズムの機能を追加

する更新プログラムを提供しています (Windows 8/Windows Server 2012 以降の OS には

既定で機能が追加されています)。なお、更新プログラム 3033929 は更新プログラム 

2949927 を置き換えるものです。今後適用を検討される場合は 3033929 を適用ください 

(2949927 に適用後の問題が確認されたため、問題を修正した 3033929 を公開しています。

2949927 適用後に問題が発生していないお客様は 3033929 をインストールする必要はあり

ません)。 

 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2854544.aspx
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2862966
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2862966
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2949927.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/3033929.aspx
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3033929
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2949927
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Q. SHA-2 署名および検証機能のサポートを追加するプログラム (2949927 もしくは 

3033929) に関して、Windows Vista および Windows Server 2008 向けに別途更新プ

ログラムが提供される予定はありますか? 

A. 予定はありません。 

  

Q. アドバイザリ 3033929 を適用した場合、SHA-1 が無効となり、認証が取れなくなるの

でしょうか? 

A. いいえ。以下の SHA-2 ハッシュ アルゴリズム署名および検証のサポートを追加しただけ

です。 

 キャビネット ファイルでの複数署名のサポート 

 Windows PE ファイルでの複数署名のサポート 

 複数のデジタル署名の表示を可能にする UI の変更 

 カーネルの署名を検証するコードの整合性コンポーネントへの RFC3161 タイムス

タンプを検証する機能 

 さまざまな API (CertIsStrongHashToSign、CryptCATAdminAcquireContext2、お

よび CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle2 など) のサポート 
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8. 推奨する対応 

システムにて利用している証明書を確認し、SHA-1 の証明書があれば移行する必要があります。 

 

STEP 1: 確認の対象となるサーバーを確認する 

HTTPS, SMTPS, FTPS などの TLS を利用しているサーバー (ウェブ サイトなら、IIS がイ

ンストールされているサーバー) が確認の対象です。また、それらのうち、インターネットに公

開しているウェブ サイトなど、インターネットにて利用しているサービスを構築しているサー

バーが主な対象になります。 

 

STEP 2: 利用している証明書を確認する 

以下のいずれかの方法で、利用している TLS 証明書を確認します。 

 インターネットに公開しているウェブ サイトに利用している TLS/TLS 証明書の場合は、

実際にクライアント端末からブラウザーでウェブ サイトを開き、証明書を表示することが

できます 

 

 IIS を利用している場合は、ウェブサイトの TLS/TLS 接続に利用している証明書を表示

してください。(参考: サーバー証明書を表示する) 

 その他の場合は、TLS/TLS を利用しているサーバー端末上で、mmc.exe を開き、コンピ

ューター アカウントの証明書ストア、個人フォルダーに入っている証明書を確認してくだ

さい。利用目的がサーバー認証になっているものを確認します。(参考: 証明書スナップイ

ンを MMC に追加する) 

 

STEP 3: 証明書の発行元を確認する 

証明書を開き、証明のパスのタブを開きます。一番上に表示されているのが、ルート証明機関で

す。(ダブルクリックでルート証明機関の証明書を開くことができます) そのルート証明機関が、

マイクロソフトのルート証明機関に所属しているかを確認します。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754686(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754431.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754431.aspx
https://msdnshared.blob.core.windows.net/media/2016/02/SSL2.png
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リストに含まれていない場合は、今回の廃止措置の対象外の証明書です。たとえば、企業内・組

織内システムなどで、Windows Server の証明書サービスを利用して発行している証明書や、

自己署名証明書は廃止の対象外です。 

 

STEP 4: 証明書のハッシュ アルゴリズムが SHA-1 であるかを確認する 

証明書を開き、詳細タブを開きます。「署名ハッシュ アルゴリズム」が SHA1 と記載されてい

るかを確認します。SHA1 と記載されている場合は、措置の対象です。証明書の移行が必要にな

ります。 

 

 

STEP 5: 証明書の発行元証明機関に相談し、証明書を更新する。 

SHA-1 の証明書の場合は、SHA-2 などのより新しいアルゴリズムを採用した証明書に移行す

る必要があります。証明書の発行元の証明機関に相談し、証明書を更新してください。 

 

STEP 6: テスト用クライアント端末を用意し、影響を確認する 

TLS 接続を提供しているサーバーに接続するためのテスト用にクライアント端末を用意し、廃

止措置が行われた状態を想定して TLS 接続に問題がないかを確認することができます。 

1. テスト用にクライアント端末にて、管理者権限でコマンド プロンプトを開き、以下のコマ

ンドを実行します。 

https://msdnshared.blob.core.windows.net/media/TNBlogsFS/prod.evol.blogs.technet.com/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/00/00/00/61/20/SHA1-03.png
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certutil -setreg chain\Default\WeakSha1ThirdPartyFlags 0x80100000 

この設定を行うことで、SHA-1 を利用した TLS/TLS 証明書は信頼されないものとして扱

われます。これにより、廃止措置が行われた状態を想定することができます。(参考: 脆弱

な暗号アルゴリズムに対する保護) 

構成を元に戻す場合は以下のコマンドを実行してください。 

certutil -delreg chain\Default\WeakSha1ThirdPartyFlags 

注意: 本変更はレジストリ変更を含みます。テスト用端末で検証を行い、予期せぬ障害に備

え、設定を行う前に、端末のバックアップを取得してください。 

注意: すでに他の設定が行われている場合はうまく検証できない場合があります。関連の

設定の有無を確認し、必要に応じてフラグの値をかえるなどしてください。フラグの値や関

連の設定についてはこちらを参考にしてください。脆弱な暗号アルゴリズムに対する保護 

  

2. TLS を利用しているウェブ サイトやアプリケーション、システムなどを利用し、問題が発

生しないか、確認する 

設定を行った端末で、しばらく業務を行ったりすることで、隠れた影響などを洗いだすこと

もできます。 

影響があった場合は、対象のサーバーで利用されている証明書を確認してください。 

  

補足: コマンド プロンプト (管理者用) に以下のコマンドを入力することで、使用してい

る SHA-1 証明書のログ記録を有効にすることができます。このコマンドは SHA-1 で署

名した TLS 証明書の利用はブロックしませんが、指定されたディレクトリに証明書のログ

を記録します。 

 

最初にログを取得するディレクトリを作成し、適切なアクセス許可 (ユニバーサル アクセ

ス) を設定します。 

 

set LogDir=C:\Log 

 mkdir %LogDir% 

 icacls %LogDir% /grant *S-1-15-2-1:(OI)(CI)(F) 

 icacls %LogDir% /grant *S-1-1-0:(OI)(CI)(F) 

 icacls %LogDir% /grant *S-1-5-12:(OI)(CI)(F) 

 icacls %LogDir% /setintegritylevel L 

証明書のログを有効にします。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/64580d5a-7b33-4151-8fa9-9efcff0240ad
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/64580d5a-7b33-4151-8fa9-9efcff0240ad
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/64580d5a-7b33-4151-8fa9-9efcff0240ad
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Certutil -setreg chain\WeakSignatureLogDir %LogDir% 

 Certutil -setreg chain\WeakSha1ThirdPartyFlags 0x80040004 

 

テストが完了した後に設定を削除するには、以下のコマンドを使用します。 

Certutil -delreg chain\WeakSha1ThirdPartyFlags 

 Certutil -delreg chain\WeakSignatureLogDir 
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9. 公開情報 

9.1. 常に最新情報が確認できるサイト 

https://aka.ms/sha1 (英語情報。随時更新されます) 

 

9.2. セキュリティ アドバイザリ 

マイクロソフト セキュリティ アドバイザリ 2880823 – マイクロソフト ルート証明書プログラムでの 

SHA-1 ハッシュ アルゴリズムの廃止 

 

9.3. 日本のセキュリティ チームのブログ 

SHA-1 ウェブサーバー証明書は警告！ウェブサイト管理者は影響の最終確認を 

FAQ: SHA-1 廃止/SHA-2 移行に関するマイクロソフトのポリシー  

SHA-1 廃止に関するロードマップの最新情報 

 

9.4. SHA-1 廃止更新プログラム 

マイクロソフト セキュリティ アドバイザリ 2854544 – Windows の暗号化とデジタル証明

書の処理を改善するための更新プログラム 

セキュリティ アドバイザリ 3123479 マイクロソフト ルート証明書プログラムでの SHA-1 

ハッシュ アルゴリズムの廃止 

  

9.5. SHA-2 サポートに関するアドバイザリおよび更新プログラム 

マイクロソフト セキュリティ アドバイザリ 2949927 – Windows 7 および Windows 

Server 2008 R2 で SHA-2 ハッシュ アルゴリズムを利用可能  

マイクロソフト セキュリティ アドバイザリ 3033929 – Windows 7 および Windows 

Server 2008 R2 で SHA-2 コード署名サポートを利用可能 

※ 2949927 は既知の問題が報告されており、今後適用される場合は、修正された 3033929 

の適用をお願いします (3033929 は 2949927 を置き換えます)。 

 

  

https://aka.ms/sha1
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2880823
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2880823
https://blogs.technet.microsoft.com/jpsecurity/2016/11/25/sha1countdown/
https://blogs.technet.microsoft.com/b/jpsecurity/archive/2015/11/02/faq-microsoft-policy-on-sha1-deprecation.aspx
https://blogs.technet.microsoft.com/jpsecurity/2016/05/06/sha-1_deprecation_roadmap/
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2854544.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2854544.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/3123479
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/3123479
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2949927.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/2949927.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/3033929.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/security/3033929.aspx
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