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要旨
本推奨事項は、暗号鍵管理に関するガイダンスを提供する。本文書は 3 部から構成される。第一部
は、暗号鍵材料の管理に関する一般的なガイダンスおよびベストプラクティスを提供する。第二部
は、米国政府機関向けの方針およびセキュリティ計画の要求事項に関するガイダンスを提供する。最
後に、第三部は、現時点でのシステムの暗号機能を使用する際のガイダンスを提供する。
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； 知識分割； トラストアンカー。
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概説
暗号鍵の適切な管理は、セキュリティのための暗号技術の有効利用にとっての基本である。鍵は、金庫
の暗証番号に似ている。金庫の暗証番号が敵対者に知られた場合、最も強い金庫でも侵入から保護され
ない。同様に、不十分な鍵管理は、強力な暗号アルゴリズムを容易に危殆化させてしまうかもしれない。
最終的に、暗号により保護された情報のセキュリティは、鍵の強度、鍵に関連したメカニズムやプロト
コルの有効性、および鍵に与えられた保護に直接的に依存する。すべての鍵は、改変から保護する必要
があり、また、秘密鍵（訳注：共通鍵）とプライベート鍵は、許可されない暴露から保護される必要が
ある。鍵管理は、鍵の安全な生成、保管、配付、使用および破棄の基盤を提供する。
利用者と開発者には、暗号学的メカニズムの使用に際し、多くの選択肢が与えられている。不適切な選
択をするとセキュリティ上の幻覚をもたらすだけでなく、プロトコルやアプリケーションのセキュリテ
ィにほとんどまたはまったく寄与しない結果をもたらす。この推奨事項（即ち SP 800-57）は、暗号学
的メカニズムを選択し使用する際の適切な決定を支援するためにフレームワークを確立し、および背景
となる情報を提供するガイダンスについて詳述する。
この推奨事項は、識別されたセキュリティ要求事項を達成するために使用できる暗号モジュールの詳細
な実装には言及しない。これらの詳細情報は、[FIPS140]、および関連する実装要領や暗号モジュール
試験要件（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/ で利用可能）において言及される。
本推奨事項は、いくつかの異なる読者を対象として書かれており、3 部に分かれている：


第一部：一般事項（訳注：SP800-57PartⅠ）には、基本的な鍵管理ガイダンスが含まれる。開発者
とシステム管理者に対して、鍵管理に関連する“ベストプラクティス”について助言することが意
図されている。暗号モジュール開発者は、具体的な意図された範囲のアプリケーションを支援する
ために必要となる鍵管理機能についてのより深い理解をこの一般的なガイダンスから得るという
恩恵を被ることができる。プロトコル開発者は、アルゴリズムの具体的なスイートに関連する鍵管
理の特徴を識別し、それらのアルゴリズムによって提供されるセキュリティサービスのより深い理
解を得ることができる。システム管理者は、どのような構成設定が彼らの情報に最も適切か決定す
るため、本文書を用いることができる。第一部推奨事項は：
1.

提供可能なセキュリティサービスや暗号学的メカニズムの使用において採用可能な鍵種別を
定義する。

2.

暗号鍵材料を使用する暗号アルゴリズムに関する背景となる情報を提供する。

3.

異なる種別の鍵とその他の暗号学的情報をそれらの機能にしたがって格付けし、それぞれの
種別の情報が要求する保護を特定し、この保護を提供する方法を識別する。

4.

暗号鍵がライフタイムの間に存在する状態を識別する。

5.

鍵管理に関与する多くの機能を識別する。

6.

鍵材料に関連するさまざまな鍵管理の課題について議論する。議論される話題には、鍵の用
途、暗号期間、ドメインパラメータ検証、公開鍵検証、責任追跡性、監査、鍵管理システム
の生存可能性、および暗号アルゴリズムと鍵サイズの選択のガイダンスが含まれる。
iii
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第二部：一般的な組織と管理の要求事項（訳注：SP800-57PartⅡ）は、主にシステム所有者と管理
者のニーズに対応することを意図している。組織における暗号鍵管理の確立を支援するためのフレ
ームワークと一般的なガイダンス、および連邦政府組織の法的および方針としてのセキュリティ計
画の鍵管理側面の要求事項を満たすための基礎を提供する。



第三部：実装 – 具体的な鍵管理ガイダンス（訳注：SP800-57PartⅢ）は、現時点で利用可能な実
装に関連する鍵管理の課題に対応することを意図している。
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序説

暗号学的メカニズムの利用は、電子申請やプロトコルのセキュリティサービスおよびデータ保管のセ
キュリティサービスを提供するための最も強力な方法の 1 つである。米国標準技術研究所（NIST）
は、機微で格付けされていない情報を保護するための暗号手法を規定する連邦情報処理標準（FIPS）
および NIST 推奨事項（SP シリーズとして公表されるところのもの）を公表している。
NIST は 1977 年にデータ暗号標準（DES）を公表して以来、承認された標準アルゴリズムスイート
（訳注：現在 http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/index.html にて“Cryptographic Toolkit”とし
て公開されている）は、成長し続けている。新しく追加されたクラスのアルゴリズムは、ディジタル
署名用の安全なハッシュ関数および非対称鍵アルゴリズム等である。アルゴリズムスイートは、今、
さまざまな鍵サイズにより異なるレベルの暗号強度を提供している。アルゴリズムは、次第に複雑に
なるプロトコルやアプリケーションを支援するため、さまざまな方法で組み合わせられるようにな
る。この NIST 推奨事項は、機微で格付けされていない情報の保護に暗号を用いる米国政府機関に適
用される。この推奨事項は、コンピュータシステムにおける理にかなったセキュリティ原則を実装し
たいと考えるその他の組織によって、自由意思に基づいて、従うこともできる。
暗号鍵の適切な管理は、セキュリティのための暗号の有効な利用にとっての基本である。鍵は、金庫
の暗証番号と似ている。敵対者が安全な暗証番号を知っている場合、最も強い金庫でも侵入に対して
一切の保護を提供しない。最終的に、暗号により保護された情報のセキュリティは、鍵の強度、鍵に
関連したメカニズムやプロトコルの有効性、および鍵に与えられた保護に直接的に依存する。
暗号は、欠陥ある製品、不適当なアルゴリズムの組み合わせ、貧弱な物理的セキュリティおよび欠陥
のあるプロトコルの使用によって、効果がなくなってしまう。
すべての鍵は、許可されない置換や変更から保護する必要があり、また、秘密鍵（訳注：共通鍵）と
プライベート鍵は、許可されない暴露から保護される必要がある。鍵管理は、鍵の安全な生成、保
管、配付、使用および破棄の根拠を提供する。
1.1

目標／目的

利用者と開発者には、暗号学的メカニズムの使用に際し、多くの新しい選択肢が与えられている。不
適切な選択をするとセキュリティ上の幻覚をもたらすだけでなく、プロトコルやアプリケーションの
セキュリティにほとんどまたはまったく寄与しない結果をもたらす。この推奨事項（即ち SP 80057）は、暗号学的メカニズムを選択し使用する際の適切な決定を支援するためにフレームワークを確
立し、および背景となる情報を提供する。
1.2

想定する読者

この鍵管理における推奨事項 の想定する読者は、システムまたはアプリケーションの所有者や管理
者、暗号モジュール開発者、プロトコル開発者、およびシステム管理者を含む。この推奨事項は、3 部
で提供されている。分割されている推奨事項への異なる部分は、特定の読者に応じて記述されてい
る。
本推奨事項の第一部は、システム開発者およびシステム管理者の両方にとって有用になるように意図
された一般的な鍵管理ガイダンスを提供する。暗号モジュール開発者は、具体的な意図された範囲の
アプリケーションを支援するために必要となる鍵管理機能についてのより深い理解をこの一般的なガ
イダンスから得るという恩恵を被ることができる。プロトコル開発者は、アルゴリズムの具体的なス
イートに関連する鍵管理の特徴を識別し、それらのアルゴリズムによって提供されるセキュリティサ
ービスのより深い理解を得ることができる。システム管理者は、どのような構成設定が彼らの情報に
最も適切か決定するため、本文書を用いることができる。
1
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本推奨事項の第二部 [SP800-57, Part2] は、適切な組織の鍵管理基盤を識別し、組織の鍵管理方針の
確立し、組織の鍵管理実施および計画を規定する際にシステムまたはアプリケーションの所有者が使
用する目的に適合されている。
本推奨事項の第三部は、現在利用可能な暗号学的メカニズムに関連した鍵管理の課題に対応し、現在
利用可能な技術を用いて新しいシステムの調達を決定する関係者だけでなく、既存の鍵管理基盤、プ
ロトコル、およびその他のアプリケーションの、システム設置者、システム管理者およびエンド利用
者へガイダンスを提供することを意図している。
いくつかの背景となる情報および根拠がこの推奨事項を支援するために文脈において提供されるが、
本文書は、読者が暗号技術の基本的な知識を持っていることを前提としている。背景となる資料とし
て、公開鍵基盤（PKI）への入門書を提供する[SP800-32]を含めて、読者はさまざまな NIST や市販の
刊行物を目にすることができる。
適用範囲

1.3

この推奨事項は、暗号アルゴリズム、暗号基盤、暗号プロトコルおよびアプリケーションとそれらの
管理を包含する。格付けされていないが機微であるような情報の保護における NIST により現在承認
されているすべての暗号アルゴリズムは適用範囲にある。
この推奨事項では、暗号鍵の管理に関する課題に焦点を当てる：鍵の生成、使用、および最終的な破
棄。関連する話題として、アルゴリズムの選択や適切な鍵サイズ、暗号方針、および暗号モジュール
選択等についても、この推奨事項に含まれる。上記の話題のいくつかは、他の NIST 標準やガイダン
スで扱われる。この推奨事項では、より焦点を絞って、標準やガイドラインを補足する。
この推奨事項では、識別されたセキュリティ要求事項を達成するために使用されるような暗号モジュ
ールの実装の詳細については対応しない。これらの詳細については、FIPS 140 実施要項および暗号モ
ジュール試験要件（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/standards.html から入手可能）で扱われ
る。
この推奨事項では、アーカイブに含めるのに適切な鍵材料の種別やアーカイブされた鍵材料に提供さ
れるべき保護についての議論以外は、アーカイブ運用の要求事項や手続きについても取り扱わない。
この推奨事項では、しばしば“要求事項”という用語を使用する;これらの用語はこの文書では以下の
意味を持つ:
1.

“しなければならない（shall）”:この用語は、連邦情報処理標準（FIPS）の要求事項、また
はこの推奨事項への適合を主張するために満たさなければならない要求事項を示すために使
用される。
“しなければならない”の否定は、
“してはならない（shall not）
”であることを注
意すること。

2.

“すべきだ（should）
”:この用語は、重要な推奨事項を示すために使用される。推奨事項の
無視は、望ましくない結果を招くかもしれない。
“すべきだ”の否定は、
“すべきでない
（should not）
”であることを注意すること。
連邦情報処理標準と NIST 推奨事項（NIST 標準）の目的

1.4

“NIST 標準”として総称されている、連邦情報処理標準（FIPS）や NIST 推奨事項は、以下の理由
により重要である:
1.

それら（訳注：NIST 標準）は、米国政府システムのための受け入れ可能な最小限のセキュリ
ティレベルを確立する。これらの NIST 標準を実装するシステムは、機微であるが格付けさ
れていないような政府のデータの保護のために承認された一貫したセキュリティレベルを提
供する。
2
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2.

それら（訳注：NIST 標準）は、しばしば、NIST 標準を実装した異なるシステム間のあるレ
ベルの相互運用性を確立する。例えば、2 つの製品の両方とも高度暗号化標準（AES）暗号
アルゴリズムを組み込んだような 2 つの製品は、製品の他の機能についての互換性を提供で
きれば、相互接続する可能性がある。

3.

それら（訳注：製品）は、しばしばスケーラビリティを提供する、なぜなら、米国政府は、
効果よく数多くのものに適用できるような製品および技術を要求するからである。（訳注：調
達のコスト低減が期待される）

4.

それら（訳注：製品）は、高いセキュリティレベルを提供していることを保証するため米国
政府専門家及び民間により詳細に検査される。NIST 標準プロセスは、適用前の正式な NIST
公開レビュープロセスを通してだけでなく、NIST ワークショップを通した公開暗号コミュニ
ティ、自主的な標準化団体の参加者、暗号研究会議への参加者との対話および研究者との非
公式な連絡により、幅広く公共の参加を招へいしている。NIST は、NIST 標準の研究および
暗号解析を奨励し、それらに関する情報提供は、初期の要件から、開発中、適用後まで、い
つでも歓迎される。

5.

NIST 承認された暗号手法は、継続的な有効性確認のために定期的に再評価される。何らかの
技術が政府の情報の継続的な保護に不適切であると判明した場合、NIST 標準が改訂または廃
止される。

6.

FIPS 標準で規定されたアルゴリズム（例．AES、TDEA、SHA-1、および DSA）およびそ
れらの存在する暗号モジュールは、適合性試験が要求される。認定された試験所は、標準へ
の適合を主張するベンダ実装についてこれらのテストを実施する。ベンダは、すべての適用
可能な要求事項を満たすように、非適合実装について改修することが許される。認証された
実装の利用者は、認証された実装が標準に適合することに高度な信頼を得ることができる。

1977 年以来、NIST は、承認された暗号の実装の根拠をなす NIST 標準 1の暗号“ツールキット”を
開発してきた。この推奨事項は、それらの標準と推奨事項の多くを参照し、機微な情報を保護するた
めに適切に使用する方法についてのガイダンスを提供する。
0F

内容と構成

1.5

第一部、一般事項 には、基本的な鍵管理ガイダンスを含む。鍵管理に関連する“ベストプラクティ
ス”について開発者とシステム管理者に助言することが意図されている。

1



セクション 1、序説 は、鍵管理における推奨事項の目的、適用範囲、想定する読者を定め
る。



セクション 2、用語と略語の解説 は、鍵管理における推奨事項 の第一部で使用される用語と
略語の定義を提供する。読者は、この推奨事項で使用される用語が他の文書では異なった定
義であるかもしれないことについて周知されるべきである。



セクション 3、セキュリティサービス は、暗号学的メカニズムを使用して提供されるセキュ
リティサービスを定義する。



セクション 4、暗号アルゴリズム は、暗号鍵材料を使用する暗号アルゴリズムに関する背景
となる情報を提供する。



セクション 5、一般的な鍵管理ガイダンス は、用途によって異なる種別の鍵および他の暗号
技術情報を分類し、暗号期間について議論し、個々の鍵種別についての適切な暗号期間を推
奨し、他の鍵材料についての推奨事項と要求事項を提供し、ドメインパラメータや公開鍵有

ツールキットは、ソフトウェアのコードではなく、アルゴリズムとそれらの利用ガイダンスを明記する出版物で構成される。
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効性の保証を導入し、鍵材料の危殆化の意味するところを議論し、暗号アルゴリズム強度選
択の実装と置換えについてのガイダンスを提供する。


セクション 6、暗号技術情報に対する保護要件 は、各種別の情報が保護の提供方法を要求し
識別するような保護について規定する。これらの保護要件については、暗号モジュールベン
ダやアプリケーション実装者が特に興味を示すであろう。



セクション 7、鍵の状態と遷移 は、暗号鍵がそのライフタイムの間に存在できるような状態
を識別する。



セクション 8、鍵管理フェーズと機能 では、鍵管理に含まれる 4 つのフェーズと多くの機能
を識別する。このセクションは、暗号モジュールベンダや暗号基盤サービスの開発者が特に
興味を示すであろう。



セクション 9、責任追跡性、監査および抗たん性 では、セクション 5.1 で識別された鍵材料
を保護するために使用される 3 つの管理原則について議論する。



セクション 10、暗号デバイスやアプリケーションの鍵管理仕様 では、鍵管理仕様の内容と
要求事項を規定する。対象とするトピックには、通信環境、構成要素の要求事項、鍵材料保
管、アクセス制御、アカウント管理および危殆化時回復策を含む。

附属書 A と B には、より詳細な取り扱いを要求するような本文への補足が提供される。附属書 C に
は、適切な参照リストを含み、附属書 D には、本文書の初期公表バージョン以降の変更リストを含
む。
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用語と略語の解説

2

以下で提供される定義は、本文書で使用されるものとして定義される。同じ用語が他の文書では異な
る定義であるかもしれない。
2.1

用語

Access control
アクセス制御

資源へのアクセスを権限の与えられたエンティティだけに
制限すること。

Accountability
責任追跡性

あるエンティティの行為を、一意にそのエンティティまで
追跡できることを確実にする特性。

Algorithm originator usage period
アルゴリズム作成者の使用期間

作成者が想定したある暗号アルゴリズムがデータ保護
（例．暗号化またはディジタル署名の生成）に使用される
期間。

Algorithm security lifetime
アルゴリズムセキュリティライフタ
イム

具体的な暗号アルゴリズムによって保護されたデータが依
然として安全であると見積られる期間。

Approved
承認された

FIPS 承認された、かつ／または NIST 推奨された。
1）FIPS や NIST 推奨で規定された、または 2）FIPS や
NIST 推奨の参照で採択されて他のどこかで規定された、
のいずれかであるようなアルゴリズムや技術。

Archive
アーカイブ

1. 長期ストレージに情報を保管すること。
2. 長期ストレージに使用される場所またはメディア。

Association
関連付け

具体的な目的のための関係。例えば、鍵は使用されるアプ
リケーションやプロセスに関連付けられる。

Assurance of（private key）
possession
（プライベート鍵）保有の保証

エンティティがプライベート鍵および関連する鍵材料を所
有しているという確信。

Assurance of validity
有効性の保証

公開鍵やドメインパラメータが算術的に正しいことの確
信。

Asymmetric key algorithm
非対称鍵アルゴリズム

公開鍵暗号アルゴリズムを参照。

Authentication
認証

通信セション、メッセージ、文書や保管データにおける情
報の情報源および完全性の保証を提供するプロセス。

Authentication code
認証コード

承認されたセキュリティ機能に基づく暗号チェックサム
（メッセージ認証コードとしても知られている）
。

Authorization
許可、権限付与

エンティティに与えられるアクセス特権；セキュリティ機
能やアクティビティを実行するための“正式な”許可。

Availability
可用性

許可されたエンティティによる情報へのタイムリーかつ信
頼できるアクセス。

Backup
バックアップ

必要な場合、鍵の暗号期間中に回復を容易するための情報
の複製。
5
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Key Management: General

Certificate
証明書

公開鍵証明書を参照。

Certification authority
認証局

証明書のサブジェクトへ証明書を発行するような、公開鍵
暗号基盤（PKI）におけるエンティティ。

Ciphertext
暗号文

暗号化された形式のデータ

Collision
衝突

2 つ以上の相異なる入力が同じ出力を生成すること。ハッ
シュ関数を参照。

Compromise
危殆化

機微なデータ（例．鍵材料やその他のセキュリティ関連情
報）の許可されない暴露、改変、置換や利用。

Confidentiality
機密性

機微な情報が許可されないエンティティへ暴露されない性
質。

Contingency plan
緊急時対応計画（コンティンジェン
シープラン）

緊急事態において、重要な資源の可用性を保証し、運用継
続性を促進するため、災害対応、バックアップ運用、およ
び災害後の復旧のために維持される計画。

Contingency planning
緊急時対応計画の立案

緊急時対応計画を立案すること。

Cryptanalysis
暗号解析

1. 保護の提供に寄与する鍵についての初期知識を持たず
に、暗号の保護を破るために実行される操作。
2. 暗号手法および情報システムセキュリティを破る試み
の数学的手法に関する研究。これは、エラーやアルゴ
リズム実装またはアルゴリズム自体の弱点を探す処理
を含む。

Cryptographic algorithm
暗号アルゴリズム

暗号鍵を含む可変の入力を伴い、出力を生成するような、
明確に定義された計算手順。

Cryptographic boundary
暗号境界

暗号モジュールの物理的境界を定め、暗号モジュールのす
べてのハードウェア、ソフトウェア、および／またはファ
ームウェアの構成要素を含むような、明確に定義された連
続する境界線。

Cryptographic hash function
暗号学的ハッシュ関数

ハッシュ関数を参照。

Cryptographic key（key）
暗号鍵（鍵）

鍵の知識を持つエンティティが操作を再現でき逆演算でき
るが、鍵の知識を持たないエンティティにはできないよう
な方法でその操作を決定する暗号アルゴリズムと共に用い
られるパラメータ。以下の例が含まれる:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

暗号文データへの平文データの変換
平文データへの暗号文データの変換
データからのディジタル署名の計算
ディジタル署名の検証
データからの認証コードの計算
データから認証コードと受信された認証コードの検証
6
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Recommendation for
Key Management: General

7.

鍵材料の導出に使用される共有秘密の計算

Cryptographic key component（key
component）
暗号鍵要素（鍵要素）

暗号鍵と同じセキュリティ特性（例．不確定性）がある少
なくとも 2 つのパラメータのうちの 1 つ。パラメータは、
使用される前に、承認されたセキュリティ機能の中で組み
合わせられ、平文の暗号鍵を形成する。

Cryptographic module
暗号モジュール

（暗号アルゴリズムと鍵生成を含む）セキュリティ機能が
実装されたハードウェア、ソフトウェア、および／または
ファームウェアの集合、それは暗号モジュール境界内に含
まれている。

Cryptoperiod
暗号期間

特定の鍵の使用が承認されるか、与えられたシステムやア
プリケーションにおいて鍵の有効性が残存するタイムスパ
ン。

Data integrity
データ完全性

作成か配送か保管された以降、承認されていない方法で変
更されていないデータ項目に付随した特性。

Decryption
復号

暗号アルゴリズムと鍵を用いて、暗号文を平文に変換する
処理。

Deterministic random bit generator
（DRBG）
決定論的乱数ビット生成器

シード値と呼ばれる初期値から一意に決まるビット列を出
力するアルゴリズム。DRBG の出力がランダムに“現われ
る”
。即ち、その出力は、ランダムな値と統計的に判別不
能である。暗号学的 DRBG は、その出力は、与えるシー
ド値が知られていないとすれば、予測不能であるという追
加の特性がある。DRBG も、擬似乱数生成器（PRNG）ま
たは決定論的乱数ビット生成器と呼ばれる。

Digital signature
ディジタル署名

暗号学的変換の結果であり、支援する基盤および方針の下
で適切に実現された時、次のサービスを提供する:
1. 作成者認証
2. データ完全性
3. 否認防止

Distribution
配付

Key distribution（鍵配付）の項を参照

Domain parameter
ドメインパラメータ

いくつかの公開鍵暗号アルゴリズムと共に鍵ペア生成、デ
ィジタル署名生成、鍵材料の確立に使用されるパラメー
タ。

Encrypted key
暗号化された鍵

基本的な平文の鍵の値を隠すために鍵暗号化用鍵と承認さ
れたセキュリティ機能を使用して暗号化された暗号鍵。

Encryption
暗号化

暗号アルゴリズムと鍵を用いて、平文を暗号文に変更する
処理。

Entity
エンティティ

人、グループ、デバイスまたはプロセス。
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一時的鍵

Recommendation for
Key Management: General

鍵確立処理の実行毎に生成され、鍵種別のその他の要求事
項（例．各メッセージまたはセションについてユニークで
あること等）を満たすような暗号鍵。
ある場合には、送信者はメッセージごとに 1 つだけの一時
的鍵ペアを生成するとき、一時的鍵が 1 つのセション
（例．ブロードキャストアプリケーション等）で複数回使
用される、そしてプライベート鍵は各受信者の公開鍵に
別々に結合される。

Hash-based message authentication
code（HMAC）
ハッシュベースメッセージ認証コー
ド（HMAC）

承認された鍵付きハッシュ関数ベースのメッセージ認証コ
ード。
（即ち、FIPS 198）

Hash function
ハッシュ関数

任意の（限度はあるが）長さのビット列を固定長ビット列
に写像する機能。承認されたハッシュ関数は次の特性を満
たす:
1.（一方向）任意のあらかじめ指定された出力に写像する
入力を見つけることが計算上実行不可能であり、
2.（衝突困難性）同一の出力に写像される 2 つの別個の入
力の探索が計算上実行不可能であること。

Hash value
ハッシュ値

暗号学的ハッシュ関数からの出力。

Identifier
識別子

人、デバイスまたは組織に関連付けられるビット列。
応用用途により、識別名やまたはより抽象的な列（例．IP
アドレスとタイムスタンプから成るビット列）となりう
る。

Identity
アイデンティティ

エンティティを識別可能な特徴や個性。

Initialization vector（IV）
初期化ベクタ

暗号処理プロセスの出発点を定義する際に使用するベクト
ル。

Integrity（also, Assurance of
integrity）

Data integrity（データ完全性）の項を参照。

完全性（含 完全性の保証）
Integrity authentication
完全性認証

そのデータについて認証コードが生成され十時からデータ
が改ざんされていないことの保証を提供するプロセス。

Integrity protection
完全性保護

完全性認証の項を参照。

Key（鍵）

Cryptographic key（暗号鍵）の項を参照。

Key agreement
鍵共有

結果として生じる鍵材料は、二者以上の関係者が寄与した
情報の機能であり、単独の関係者では値を定めることがで
きない鍵確立手続き。
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Recommendation for
Key Management: General

Key component（鍵要素）

Cryptographic key component（暗号鍵要素）の項を参照

Key confirmation
鍵確認

ある組織に対して、他の組織が実際に同じ鍵材料および
（または）共有秘密を保有していることを、保証する手続
き。

Key de-registration
鍵登録抹消

鍵材料のライフサイクル中の一機能;すべての鍵材料の記録
と関連する表示に、鍵がもはや使用されていないことを記
録する。

Key derivation
鍵導出

1 個以上の鍵が事前共有鍵または共有秘密（鍵共有スキー
ムから）のいずれかから、その他の情報と共に導出される
プロセス。

Key-derivation function
鍵導出関数

暗号鍵、または共有秘密とおそらく他のデータを入力とす
る、鍵材料と呼ばれるビット列を生成する関数。

Key-derivation key
鍵導出鍵

鍵導出関数または付加的な鍵の導出方法と共に用いられる
暗号鍵。マスター鍵とも呼ばれる。

Key-derivation method
鍵導出方法

鍵材料を導出するための、鍵導出関数またはその他の承認
された手順。

Key destruction
鍵破棄

物理的か電子手段によって、鍵材料の痕跡が復元できない
ように、消去すること。

Key distribution
鍵配付

鍵を所有または生成のいずれかを行うエンティティから、
鍵の使用を意図する別のエンティティへの鍵およびその他
の鍵材料の配送。

Key-encrypting key
鍵暗号化用鍵

機密性保護を提供するための、他の鍵を暗号化または復号
するために用いられる暗号鍵。鍵ラッピング用鍵の項も参
照。

Key establishment
鍵確立

鍵材料のライフサイクル中の一機能; 手動の配送手段
（例．鍵ローダ）、自動的な手段（例．鍵配送および（ま
たは）鍵共有プロトコル）
、または手動と自動化の組み合
わせにより、暗号モジュール間で暗号鍵を安全に共有する
プロセス。

Key length（鍵長）

key size（鍵サイズ）の代わりに使用できる。

Key management
鍵管理

鍵の生成，保管，確立、入力および出力、使用および破棄
を含め、鍵のライフサイクル全体にわたり、暗号鍵および
関連するセキュリティパラメータ（例．初期化ベクトル）
の取扱いを含むアクティビティ。

Key Management Policy
鍵管理方針

ハイ・レベルな構造、責任、標準の管理、組織の依存性お
よび他の関係、セキュリティ方針を明確にした組織として
の鍵管理方針の上位レベルのステートメント。

Key Management Practices
Statement
鍵管理業務規定

組織構成、責任権限、および鍵管理方針において識別され
る機能に係わる組織の役割を詳細に記述する文書または文
書群。
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Key pair
鍵ペア

公開鍵と対応するプライベート鍵；鍵ペアは公開鍵暗号ア
ルゴリズムで用いられる。

Key recovery
鍵回復

鍵材料のライフサイクル中の機能；許可されたエンティテ
ィが鍵バックアップまたはアーカイブから鍵材料を回復す
るか再構築することを可能にするメカニズムおよびプロセ
ス。

Key registration
鍵登録

鍵材料のライフサイクル中の機能; 登録機関によって公式
に鍵材料を記録する過程。

Key revocation
鍵失効

鍵材料のライフサイクル中の機能; 鍵材料の確立された暗
号期間の終了に先立って、影響を受けるエンティティに対
する鍵を無効化する通知プロセス。

Key size（鍵サイズ）

ビット数で表した鍵の長さ; “鍵長”と言い換え可能。

Key transport
鍵配送

ある当事者（送信者）が鍵材料を選択および暗号化（また
はラップ）し、別の当事者（受信者）に材料を配付するよ
うな鍵確立手順。
公開鍵（非対称）暗号アルゴリズムで使用されるとき、鍵
材料は受信者の公開鍵を使用して暗号化され、続いて受信
者のプライベート鍵を使用して復号される。
対称鍵暗号アルゴリズムで使用されるとき、鍵材料は 2 つ
の当事者間で共有される鍵暗号化用鍵を用いて暗号化され
る。

Key update
鍵更新

古い鍵に関連するような新しい鍵を計算するために暗号鍵
に実行される機能。

Key wrapping
鍵ラッピング

機密性および完全性の両方の保護を提供するような対称鍵
を用いる暗号学的に鍵を保護する方法。

Key-wrapping key
鍵ラッピング用鍵

機密性と完全性保護の両方を提供するために使用される鍵
暗号化用対称鍵。鍵暗号化用鍵も参照。

Keying material
鍵材料

暗号鍵の関係を確立および維持するために必要なデータ
（例．鍵と IV 等）。

Manual key transport
手動鍵配送

鍵や鍵要素を含む、または保有するデバイス、文書または
人物の物理的な移動によって、暗号鍵を配送する自動化さ
れていない手段。

Master key（マスター鍵）

鍵導出鍵を参照

Message authentication code
（MAC）
メッセージ認証コード

データの偶然および意図的の両方の改変を検出するために
承認されたセキュリティ関数および対称鍵を使用するよう
な、データの暗号学的チェックサム。

Metadata
メタデータ

別データ項目（例．暗号鍵）の具体的な特性、制約条件、
受入れ可能な用途およびパラメータについて記述した情
報。
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NIST standards
NIST 標準

連邦政府情報処理標準（FIPS）および NIST 推奨事項。

Non-repudiation
否認防止

あるメッセージが所与のエンティティにより実際に署名さ
れたかどうかの決定を支援するために使用されるディジタ
ル署名を用いるサービス。

Operational phase
運用フェーズ

鍵材料が標準的な暗号目的で使用されるような、鍵材料の
ライフサイクルにおける 1 つのフェーズ。

Operational storage
運用中ストレージ

暗号期間中における運用可能な鍵材料の通常のストレー
ジ。

Owner
所有者

静的鍵ペアについて、公開鍵に関連付けられ、かつプライ
ベート鍵を使用する権限を持つエンティティ。一時的鍵ペ
アについて、所有者は公開／プライベート鍵ペアを生成し
たエンティティ。対称鍵について、所有者は、鍵の使用を
許可された任意のエンティティである。

Originator-usage period
作成者の使用期間

その鍵を用いてデータに暗号学的な保護が適用されるかも
しれない間のある鍵の暗号期間におけるある期間。

Password
パスワード

アイデンティティの認証、アクセス認証を検証するか、ま
たは暗号鍵を導出するために使用される文字（文字、数お
よび他のシンボル）列 。

Period of protection
保護期間

鍵の完全性および／または機密性を維持する必要のある期
間。

Plaintext
平文

意味を持っており、復号の適用なしに理解可能な、分かり
やすいデータ。

Private key
プライベート鍵

暗号鍵：公開鍵暗号アルゴリズムと共に使用された、一意
にエンティティに関連付けられ、公開されない。非対称
（公開鍵）暗号系では、プライベート鍵は公開鍵と対応す
る。アルゴリズムに依存するが、プライベート鍵は、以下
の例のように利用される:
1. 対応する公開鍵を算出する
2. 対応する公開鍵によって検証されるディジタル署名を作
成する
3. 対応する公開鍵によって暗号化された鍵を復号する
4. 鍵共有処理において共有秘密を計算する

Proof of possession（POP）
所持証明

鍵ペアの所持者が、実際に公開鍵に対応するプライベート
鍵を所持しているという保証を得る立証プロセス。

Pseudorandom number generator
（PRNG）擬似乱数生成器

決定論的乱数ビット生成器（DRBG）の項を参照。

Public key
公開鍵

公開鍵暗号アルゴリズムで使用される暗号鍵で、エンティ
ティと一意に関連付けられ、公開されるもの。非対称鍵
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（公開鍵）暗号系では、公開鍵はプライベート鍵に対応し
ている。
公開鍵は不特定多数に知らされ得るもので、アルゴリズム
に依存し、例えば、以下のような用途で使用できる：
1. 対応するプライベート鍵により署名されたディジタル署
名を検証する
2. 対応するプライベート鍵を用いて復号可能な鍵を暗号化
する
3. 鍵共有トランザクションにおいて共有秘密を計算する
Public-key certificate
公開鍵証明書

エンティティを一意に識別する一連のデータで、エンティ
ティの公開鍵や他の情報を含み、信頼される組織によりデ
ィジタル署名され、その結果、公開鍵をエンティティに結
合する。証明書の追加情報として鍵用途と鍵暗号期間を規
定できる。

Public-key（asymmetric）
cryptographic algorithm
公開鍵（非対称鍵）暗号アルゴリズ
ム

2 つの関連する鍵（公開鍵とプライベート鍵）を使用する
暗号アルゴリズム。
（公開鍵とプライベート鍵の）2 つの鍵
には、公開鍵からプライベート鍵を決定することは計算量
的に困難であるという特性がある。

Public Key Infrastructure（PKI）
公開鍵基盤

公開鍵証明書を発行し、維持し、かつ失効するために確立
されるフレームワーク。

Random bit generator（RBG）
乱数ビット生成器

統計的に独立で、バイアスのかかっていないビットシーケ
ンスを出力するデバイスまたはアルゴリズム。乱数生成器
も参照。

Random number generator（RNG）
乱数生成器

予測不能な一連の数を生成するプロセス。乱数ビット生成
器（RBG）とも呼ばれる。

Recipient-usage period
受領者の使用期間

保護された情報が処理される（例．復号される）間の期
間。

Registration authority（登録局）

利用者のアイデンティティを確立し保証する信頼されたエ
ンティティ。

Retention period
保存期間

鍵または暗号的な関連情報がアーカイブで保持されるべき
期間。

RBG seed
RBG のシード値

DRBG（訳注：決定論的乱数ビット生成器）の初期化に用
いられるビット列。単にシードとも呼ばれる。

Secret key
秘密鍵（訳注：共通鍵）

一つ以上のエンティティに関連付けられ、かつ非公開であ
るような、秘密鍵（対称鍵）暗号アルゴリズムで使用され
る暗号鍵。この文脈での“秘密”という用語の使用は、格
付けレベルを意味しないが、むしろ暴露から鍵を保護する
必要性を示している。
（訳注：我が国では、公開鍵暗号の“Private key”を“秘
密鍵”と意訳したため、混同を防止する観点から“Secret
Key”の訳語として、“共通鍵”と表記することが多い。
）
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Secure communication protocol
セキュア通信プロトコル

適切な機密性、本人認証およびデータ完全性保護を提供す
る通信プロトコル。

Security domain
セキュリティドメイン

単一の信頼すべき権威機関（Trusted Authority）が認可し
たシステムまたはサブシステム。セキュリティドメインは
より大きな領域を形成するために（例．階層的に）組織化
されることもある。

Security life of data
データのセキュリティ寿命

データのセキュリティ（例．機密性、完全性または可用
性）を保護する必要のある期間。

Security services
セキュリティサービス

情報に対する機密性、完全性認証、本人認証、および／ま
たは情報の否認防止の支援を提供するために使用されるメ
カニズム。

Security strength
（“bits of security”）
セキュリティ強度
（
“セキュリティビット数”
）

暗号アルゴリズムやシステムを破るために必要とされる仕
事の量と関連する数値（即ち｢操作｣の数）
。本推奨事項で
は、セキュリティ強度は、ビット数で規定され、{80、
112、128、192、256}の組の中から規定される値である。
80 bits のセキュリティ強度はもはや十分にセキュアである
とは見なされないことに注意すること。

Seed
シード値

プロセス（例．DRBG）を初期化するために使用される秘
密の値。RBG のシード値を参照。

Self-signed certificate
自己署名証明書

証明書内に含まれる公開鍵によって検証されるディジタル
署名を持つ公開鍵証明書。自己署名された証明書上の署名
は、情報のデータ完全性を提供するが、情報の真正性を保
証しない。自己署名証明書の信頼は、それらを配付する安
全な手続きに基づくものである。

Shall
～しなければならない

この用語は連邦情報処理標準（FIPS）の要求、または本推
奨事項への適合を主張する際に満たされなければならない
要求を示すために使用される。
“しなければならない（Shall）
”の否定は、“してはなら
ない（Shall not）
”となることに注意する。

Shared secret
共有秘密

鍵共有スキームで計算される秘密の値で有り、鍵導出関数
／方法への入力として使用される。

Should
～すべきである

この語は、非常に重要な推奨事項を表す。推奨事項を無視
することは好ましくない結果を招来しかねない。
“～すべ
きである”の否定は“～すべきでない（should not）
”とな
る。

Signature generation
署名生成

ディジタル署名アルゴリズムとプライベート鍵を用いて、
データに対するディジタル署名を作成する。

Signature verification
署名検証

ディジタル署名アルゴリズムと公開鍵を用いて、データに
対するディジタル署名を検証する。

Source authentication
情報源認証

情報源についての保証を提供するプロセス。アイデンティ
ティ認証（identity authentication）または作成者認証
（origin authentication）と呼ばれることが時々ある。
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NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Split knowledge
知識分割

Recommendation for
Key Management: General
暗号鍵を、元の暗号鍵の知識を単独ではもたない n 個の鍵
要素に分散するプロセス。個々の鍵要素は、元の暗号鍵を
復元するために組み合わされる。元の鍵を復元するため
に、k（ここで k は n 以下）個の要素についての知識が必
要となる場合、任意の k-1 個より少ない鍵要素に関する
知識では、元の鍵に関する情報を得ることが困難である。
本推奨事項では、知識分割が、しきい値または多人数署名
の中での使用等、鍵共有をカバーすることを意図しないこ
とに注意すること。

Static key
静的鍵

比較的長い期間の使用を意図し、多くの典型的な暗号鍵確
立スキームで使用される鍵。一時的鍵と対照的。

Symmetric key（対称鍵）

対称鍵（暗号）アルゴリズムで使用される単一の鍵。

Symmetric-key algorithm
対称鍵アルゴリズム

（例．暗号化と復号のような）単一の処理でかつその処理
が完了するまで同じ秘密鍵（訳注：共通鍵）を使用する暗
号アルゴリズム。

System initialization
システムの初期化

鍵材料のライフサイクル中の機能; セットアップおよび安
全な運用のためのシステムの構成。

Trust anchor
トラストアンカー

1. 信頼が想定される権威のあるエンティティ。PKI にお
いて、トラストアンカーは、トラストアンカーによって発
行された証明書上の署名を検証するために使用されるよう
な証明書によってあらわされる、認証機関である。検証プ
ロセスのセキュリティは、トラストアンカーの証明書の真
正性および完全性に依存する。トラストアンカー証明書
は、しばしば自己署名証明書として配付される。
2. 信頼された CA の自己署名公開鍵証明書。

Unauthorized disclosure
許可されない暴露

当該情報へのアクセスを許可されていないエンティティへ
の情報の開示に関する事象。

User（利用者）

“エンティティ”の項を参照

User initialization
利用者による初期化

鍵材料のライフサイクル中の機能; 利用者がその暗号アプ
リケーションを初期化する処理（例．ソフトウェアやハー
ドウェアをインストールし初期化する）
。

User registration
利用者登録

鍵材料のライフサイクル中の機能; エンティティをセキュ
リティドメインのメンバーに登録する処理。

X.509 certificate
X.509 証明書

ITU-T X.509 標準によって定義された、X.509 公開鍵証明
書または X.509 属性証明書。通常（本文書を含み）X.509
証明書は、X.509 公開鍵証明書を指す。

X.509 public-key certificate
X.509 公開鍵証明書

ITU-T X.509 標準において定義されたフォーマットでエン
コードされて、証明書を発行した認証局のディジタル署名
により偽造不可能とされる、他の情報と共にエンティティ
の公開鍵およびエンティティの名称を含むディジタルの証
明書。
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2.2

Recommendation for
Key Management: General

略語

以下の略語と頭字語が、この推奨事項で使用される：
2TDEA

[SP800-67]で規定された Two-key Triple Data Encryption Algorithm

3TDEA

[SP800-67]で規定された Three-key Triple Data Encryption Algorithm

AES

[FIPS197]で規定された Advanced Encryption Standard.

ANS

American National Standard（米国規格）

ANSI

American National Standards Institute（米国標準化機構）

CA

Certification Authority（認証局）

CRC

Cyclic Redundancy Check（巡回冗長検査符号）

CRL

Certificate Revocation List（証明書失効リスト）

DRBG

Deterministic Random Bit Generator（決定論的乱数ビット生成器）

DSA

[FIPS186]で規定された Digital Signature Algorithm
ディジタル署名アルゴリズム（FIPS 186 で規定）

ECC

Elliptic Curve Cryptography（楕円曲線暗号）

ECDSA

[ANS X 9.62]で規定され、[FIPS186]で承認された Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm
楕円曲線ディジタル署名アルゴリズム

FFC

Finite Field Cryptography（有限体上の離散対数問題を安全性の根拠とする暗号）

FIPS

Federal Information Processing Standard（米国連邦情報処理標準）

HMAC

[FIPS198]で規定された Keyed-Hash Message Authentication Code
鍵付ハッシュメッセージ認証コード

IFC

Integer Factorization Cryptography（整数の因数分解問題を安全性の根拠とする暗
号）

IV

Initialization Vector（初期ベクタ）

MAC

Message Authentication Code（メッセージ認証コード）

NIST

National Institute of Standards and Technology（米国国立標準技術研究所）

PKI

Public-Key Infrastructure（公開鍵基盤）

POP

Proof of Possession（所持証明）

RA

Registration Authority（登録局）

RBG

Random Bit Generator（乱数ビット生成器）

RNG

Random Number Generator（乱数生成器）

RSA

Rivest, Shamir, Adelman；ディジタル署名用として[FIPS186]で、鍵確立用として
[SP800-56B]で承認されたアルゴリズム

TDEA

Triple Data Encryption Algorithm; Triple DEA（トリプル DES）
；Triple DES は
[SP800-67]で規定されている。

TLS

Transport Layer Security（トランスポート層セキュリティ）
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セキュリティサービス

暗号化は、以下のいくつかの基本的なセキュリティサービスを実行するために使用することができ
る：機密性、完全性認証、情報源認証、権限付与および否認防止。これらのサービスは、暗号鍵材料
を保護するためにも要求される。さらに、これらのセキュリティサービスを支援するために使用され
るその他の暗号学的および非暗号学的メカニズムが存在する。一般に、1 つの暗号学的メカニズムは、
複数のサービスを提供することがある（例．ディジタル署名の使用は、完全性認証および情報源認証
を提供可能である）が、すべてのサービスがそうであるとは限らない。
機密性

3.1

機密性は、情報が許可されない者に暴露されないという特性である。秘密性は、しばしば機密性と同
義的に使用される用語である。機密性は、許可されたエンティティ以外には情報を判りにくくするた
め、暗号化を用いて達成される。情報は、復号することで再び明瞭になる。暗号化により機密性が提
供されるために、暗号アルゴリズムと利用モードは、許可されない者が、暗号化に関連付けられた秘
密鍵（訳注：共通鍵）またはプライベート鍵を決定できないか、またはあらゆる鍵の導出なしに平文
を直接導出できないように、設計および実装されなければならない。
データ完全性

3.2

データ完全性は、データが作成、送信、または保管されてから、許可されないやり方でデータが改変
されていないという特性である。改変には、データの挿入、削除、および置換を含む。メッセージ認
証コードやディジタル署名等の暗号学的メカニズムは、偶発的な改変（例．雑音の多い通信中に、ま
たはハードウェアメモリ障害によって、時々発生するような改変等）および敵対者による故意の改変
の両方を（高い確率で）検出するために使用可能である。非暗号学的メカニズムも、偶発的な改変を
検知するために、しばしば使用されるが、意図的な改変の検知には頼りにすることができない。本件
のより詳細な取り扱いは、附属書 A で提供される。
本推奨事項では、暗号アルゴリズムが“データ完全性を提供する”という記述は、そのアルゴリズム
が許可されない改変を検出するために使用されることを意味する。完全性の認証は、次のセクション
に記述されている。
認証

3.3

2 つの種類の認証サービスが暗号を用いて提供可能である：完全性認証と情報源認証。


完全性認証サービスは、データが改変されなかったことを検証するために称される、即ち、
このサービスは完全性保護を提供する。



情報源認証サービスは、情報（例．トランザクションまたはメッセージ）を作成した利用者
またはシステムのアイデンティティを検証するために使用される。

いくつかの暗号学席メカニズムが認証サービスを提供するために使用されることがある。最も一般的
に、ディジタル署名またはメッセージ認証コードが認証を提供するために使用される；鍵共有手法も
認証サービスを提供する。
複数の個人が同じ情報源認証情報（パスワードまたは暗号鍵等）の共有を許可されるとき、それは役
割ベース認証と呼ばれている。[FIPS140]を参照。
3.4

権限付与

権限付与は、セキュリティ機能やアクティビティ（例．部屋へのアクセス）を実行するための正式な
是認や許可を与えることに関係する。権限付与は、しばしば暗号サービスによって支援されるような
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セキュリティサービスと考えられている。通常、権限付与は、情報源認証 2サービスの実行成功の後に
のみ与えられる。情報源認証と権限付与の間の相互作用の非暗号学的な類似形は、個人のアイデンテ
ィティを確立するための個人の証明書（訳注：クレデンシャル）の検査である（情報源認証処理）
；個
人のアイデンティティの検証および個人が施錠された部屋等の何らかの資源にアクセスを許可された
ことの検証の後に、個人は、次にその資源へのアクセスを許可する鍵（例．権限付与用鍵）やパスワ
ードが提供される。
1F

情報源認証は、ある個人を識別するのではなく、
（システム管理者や監査役割等の）役割を許可するた
めに使用することもできる。一度、役割に対して認証されたならば、エンティティはその役割に関連
するすべての権限について許可される。
否認防止

3.5

鍵管理において、否認防止とは、ディジタル署名用鍵、および公開鍵に対する証明書の名前を結合す
るようなディジタル証明書に関係する用語である。否認防止がディジタル署名用鍵のために示されて
いるとき、その鍵によって作成された署名がディジタル署名の通常の完全性と情報源認証サー

ビスだけを支援するのではなく、文書上の手書き署名が契約へのコミットメントを示すのと
同じ意味で、証明書のサブジェクトによるコミットメントについても示すかもしれない（署
名の内容に依存する）ことを意味する。
否認防止の実際の決定は、考慮されるべき数多くの観点からの法的な決定である。暗号学的メカニズ
ムは、この決定における一つの要素としてのみ使用可能である（即ち、ディジタル署名は、否認防止
の決定を支援するためにのみ使用可能である）
。
支援サービス

3.6

上記で議論された基本的な暗号学的セキュリティサービスは、しばしばその他の支援サービスを要求
する。例えば、暗号学的サービスは、しばしば、鍵確立と乱数生成サービスの使用を要求する。
結合サービス

3.7

多くのアプリケーションでは、セキュリティサービスの組み合わせ（機密性、完全性認証、情報源認
証、および否認防止の支援）が求められる。セキュアなシステムの設計者は、しばしば、システム内
に含まれて処理される情報を保護する必要があるセキュリティサービスを検討することから始める。
これらのサービスが決定された後、設計者は次にどのようなメカニズムがこれらのサービスを提供す
るのに最良かを検討する。すべてのメカニズムが暗号学的である訳ではない。例えば、物理的セキュ
リティは、特定の種別のデータの機密性を保護するために使用されるかもしれない、また、ID バッヂ
や生体認証デバイスが情報源認証に使用されるかもしれない。しかし、アルゴリズムや鍵、その他の
鍵材料から成る暗号学的メカニズムは、多くの場合、情報セキュリティを保護するための最も費用対
効果の高い手段を提供する。そうでない場合には、許可されないエンティティに情報が暴露されるよ
うなアプリケーションにおいては特に当てはまる。
適切に実装されたとき、何らかの暗号アルゴリズムが複数のサービスを提供する。以下の例．はこの
ような場合について説明する：

2

1.

メッセージ認証コード（セクション 4.2.3）は、対称鍵が利用者のペア毎にユニークである場
合、完全性認証と同様に、情報源認証を提供可能である。

2.

ディジタル署名アルゴリズム（セクション 4.2.4）は、否認防止の決定の支援と同様に、情報
源認証と完全性認証を提供可能である。

しばしば、アイデンティティ認証と呼ぶ。
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暗号化の特定の利用モードは、適切に実装されたとき、機密性、完全性認証、および情報源
認証を提供可能である。これらのモードは、これらのサービスを提供するために特別に設計
されるべきである。

しかし、すべての求められるサービスを提供するために、異なるアルゴリズムが採用される必要があ
る場合がしばしば見られる。
例えば：
インターネットエンティティのペア間で情報のセキュアな交換が必要とされるようなシステムを
考えてみよう。交換される何らかの情報が単に完全性保護を要求する一方、その他の情報は完全
性と機密性の両方の保護を要求する。情報交換に参加するそれぞれのエンティティがその他のエ
ンティティのアイデンティティを知っているという要求事項でもある。
この例のシステムの設計者たちは、公開鍵基盤（PKI）が確立される必要があること、およびセキ
ュアな通信を望むそれぞれのエンティティが登録局（RA）での彼または彼女のアイデンティティ
を物理的に証明するよう要求されることを決定する。このアイデンティティ証明プロセスは、適
切な証明書（訳注：クレデンシャル）として、運転免許証、パスポートまたは出生証明書等の提
示を要求する。正しいアイデンティティを確立した後、個人は、次に静的公開鍵ペアを生成す
る；鍵ペアを生成した各個人は、その鍵ペアの所有者であると見なされる。鍵ペアの公開鍵は、
鍵ペア所有者の識別子とその他の情報を認証局（CA）へ送信するためのディジタル署名されたメ
ッセージへ含められるような、RA へ提供される CA は、次に鍵ペア所有者の公開鍵証明書を所有
者の公開鍵と識別子に対して、その他の情報と共に署名することによって作成する。この証明書
は、鍵ペア所有者へ返送され、または証明書リポジトリへ配置され、またはその両方がなされ
る。プライベート鍵は、所有者の唯一の管理下に留まる。
2 種類の公開鍵証明書が通常使用される：鍵確立用の証明書（即ち、鍵共有または鍵配送）および
ディジタル署名用の証明書。
鍵共有の証明書の場合、通信しようとする 2 つのエンティティは、証明書上の CA の署名を（CA
の公開鍵を使用して）検証することによってチェックされた静的鍵共有用公開鍵を含む公開鍵証
明書を交換することができる。次に、2 つのエンティティのそれぞれの静的鍵共有用公開鍵とそれ
ぞれのエンティティ自身の静的鍵共有用プライベート鍵が、2 つのエンティティによって知られて
いる共有秘密を生成するために、鍵共有スキームにおいて使用される。共有秘密は、次に、デー
タの機密性および／または完全性保護を提供するための対称アルゴリズムによって使用される一
つ以上の共有される対称鍵を導出するために使用することができる。対称鍵によって保護される
データの受信者は、そのデータが公開鍵証明書によって示されたその他のエンティティから来た
ことの保証を得る（即ち、対称鍵のための情報源認証は得られる）。
ディジタル署名証明書の場合、1 つのエンティティ（即ち、署名者）がプライベート鍵を用いてデ
ータに署名し、署名されたデータを意図する受信者に送信する。受信者は、署名者の公開鍵証明
書を（例．受信者または何らかのリポジトリから）取得し、CA の公開鍵を用いて証明書を検証
し、次に受信したデータの署名を検証するために証明書の公開鍵（即ち、署名者により使用され
たプライベート鍵に対応した公開鍵）を使用する。このプロセスを用いることで、受信者は受信
データの完全性と情報源の両方の保証を得る。
上記の例では、暗号アルゴリズムが複数のセキュリティサービスを支援するための使用方法について
の基本概要を提供する。しかし、このようなシステムのセキュリティは、以下を含めて多くの要因に
依存することが容易にわかる：
a.

エンティティのクレデンシャル（例．運転免許証、パスポートまたは出生証明書）の強度お
よびアイデンティティ認証プロセス、

b.

使用された暗号アルゴリズムの強度、
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c.

RA と CA に対する信頼度、

d.

鍵確立プロトコルの強度、および

e.

それらの鍵の生成および許可されない使用からのそれらの保護において、利用者により払わ
れる注意。

従って、暗号アルゴリズムと妥当な鍵管理手法の利用により、求められるセキュリティサービスを提
供するようなセキュリティシステムの設計は、高度なスキルおよび専門知識を要求する。
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暗号アルゴリズム

FIPS 承認されたまたは NIST 推奨の暗号アルゴリズムが、暗号化サービスが要求されるときはいつで
も、使用されなければならない。これらの承認されたアルゴリズムは、それらの承認の前に集中的な
セキュリティ分析を受けて、アルゴリズムが適切なセキュリティを提供すると決定するために検査さ
れ続けている。ほとんどの暗号アルゴリズムは、暗号鍵やその他の鍵材料を必要とする。いくつかの
場合、あるアルゴリズムは、より大きな鍵を用いて強化されるかもしれない。本推奨事項では、アル
ゴリズムと鍵サイズの適切な選択について、暗号化メカニズムの利用者へ助言する。
本セクションでは、機密性、完全性認証、および情報源認証のようなセキュリサービスを提供するよ
うな承認された暗号アルゴリズムについて記述する。
暗号アルゴリズムのクラス

4.1

承認された暗号アルゴリズムには、3 つの基本的なクラスがある：ハッシュ関数、対称鍵アルゴリズ
ム、および非対称鍵アルゴリズム。これらのクラスは、アルゴリズムと組み合わせて使用される暗号
鍵の数によって定義される。
暗号学的ハッシュ関数は、それらの基本的な操作のために鍵を必要としない。ハッシュ関数は、基本
的に一方向であるような方法で（おそらくは）大量の入力値から相対的に小さいダイジェスト（ハッ
シュ値）を生成する（即ち、所与の出力を生成するような入力値を見つけるのは困難である）
。ハッシ
ュ関数は、例えば、鍵管理のための構成ブロックとして使用される、
1.

情報源および完全性認証サービスを提供するため（セクション 4.2.3）－ ハッシュ関数は、
メッセージ認証コードを生成するために鍵を用いて使用される；

2.

ディジタル署名の生成および検証のためにメッセージを圧縮するため（セクション 4.2.4）；

3.

鍵確立アルゴリズムにおける鍵を導出するため（セクション 4.2.5）
；および

4.

決定論的乱数を生成するため（セクション 4.2.7）
。

対称鍵アルゴリズム（秘密鍵（訳注：共通鍵）アルゴリズムとして知られている）は、秘密鍵（訳
注：共通鍵）の知識なしに元に戻すことが基本的に困難であるような方法でデータを変換する。同じ
鍵が暗号操作とその逆の操作において使用されるので、鍵は“対称”である（例．暗号化と復号）
。対
称鍵は、しばしば、1 つ以上のエンティティによって知られるが、その鍵は、そのアルゴリズムと鍵に
よって保護されるデータへのアクセスを許可されていないようなエンティティに暴露されてはならな
い。対称鍵アルゴリズムは、例えば、以下のように使用される、
1.

；同じ鍵がデータの暗号化と復号に使用さ
データ機密性を提供するため（セクション 4.2.2）
れる；

2.

情報源および完全性認証サービス（セクション 4.2.3）をメッセージ認証コード（MAC）の
形で提供するため；同じ鍵が MAC の生成とその検証に使用される。MAC は、通常それらの
暗号プリミティブとして対称鍵暗号アルゴリズムまたは暗号ハッシュ関数のいずれかを採用
する。

3.

鍵確立プロセスの一部として（セクション 4.2.5）
；および

4.

決定論的乱数を生成するため（セクション 4.2.7）
。

公開鍵アルゴリズムとして一般的に知られている非対称鍵アルゴリズムは、それらの機能を実行する
ために 2 つの関連する鍵（即ち、鍵ペア）を使用する：公開鍵とプライベート鍵。公開鍵は、誰でも
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知ることができる；プライベート鍵は、鍵ペア 3を“所持”するエンティティの唯一の管理下にあるべ
きである。鍵ペアの公開鍵とプライベート鍵は関連があるとしても、公開鍵の知識はプライベート鍵
を暴かない。非対称アルゴリズムは、以下のように使用される、例えば、
2F

1.

ディジタル署名を計算するため（セクション 4.2.4）
、および

2.

暗号鍵材料を確立するため（セクション 4.2.5）

4.2

暗号アルゴリズムの機能

セキュリティサービスは、多くの異なるアルゴリズムを用いて満たされる。多くの場合、同じアルゴ
リズムが複数のサービスを提供するために使用され得る。
4.2.1

ハッシュ関数

セキュリティサービスを提供する多くのアルゴリズムとスキームは、アルゴリズムの構成要素とし
て、ハッシュ関数を使用する。ハッシュ関数は、ディジタル署名アルゴリズム（[FIPS186]を参照）
、
鍵付きハッシュメッセージ認証コード（HMAC）
（[FIPS198]を参照）
、鍵導出関数／方法（[SP80056A]、[SP800-56B]、[SP800-56C]および[SP800-108]を参照）および 乱数生成器（[SP800-90]を参
照）で見つけられる。承認されたハッシュ関数は[FIPS180]および[FIPS202]で定義される。
ハッシュ関数は、任意（限度はあるが）の長さの入力を受け取り、固定長の値を出力する。ハッシュ
関数の出力についての一般的な名称には、ハッシュ値、ハッシュ、メッセージダイジェスト、および
ディジタル指紋が含まれている。入力および出力ビットの最大数は、ハッシュ関数の設計によって決
定される。すべての承認されたハッシュ関数は、暗号学的ハッシュ関数である。よく設計された暗号
学的ハッシュ関数では、所与のハッシュ値を生成するメッセージを見つけることは不可能（原像計算
困難性）であり、また、同じハッシュ値を生成する 2 つのメッセージを見つけることは不可能（衝突
耐性）である。
いくつかのハッシュ関数が連邦政府での用途として承認されており、[FIPS180] および [FIPS 202]
で定義される、アルゴリズム標準には、ハッシュ関数として適切な長さを規定するか、またはアルゴ
リズムが異なるハッシュ関数を使用するよう構成できる場合にハッシュ関数の選択基準を提供する
か、のいずれかが必要である。
4.2.2

暗号化および復号で使用される対称鍵アルゴリズム

暗号化は、データの機密性を提供するために使用される。保護されるべきデータは、元の形式である
ときは、平文と呼ばれる。暗号化は、データを暗号文に変換する。暗号文は、復号を用いて、平文に
戻す変換が可能である。暗号化／復号用の承認されたアルゴリズムは、対称鍵アルゴリズムである：
AES および TDEA。これらのアルゴリズムのそれぞれは、暗号化または復号の操作中、データのブロ
ック（チャンク）において動作する。この理由について、これらのアルゴリズムは、一般にブロック
暗号アルゴリズムと呼ばれている。
4.2.2.1

高度暗号化標準（AES）

AES アルゴリズムは、[FIPS197]で規定される。AES は、128、192 または 256 bit の鍵を使用して、
128-bit のブロック内でデータを暗号化し、復号する。異なる鍵サイズの AES の命名法は、x が鍵サイ
ズとしたとき、AES-x となる（例．AES-256）
。

3

しばしば、鍵ペアは、鍵の所有者に信頼される当事者によって生成される。
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トリプル DEA（TDEA）

トリプル DEA は、[SP800-67] で定義される。TDEA は、3 つの 56 ビット鍵を用いて 64 ビットブロ
ック内でデータを暗号化し、復号する。2 つの TDEA のバリエーションが定義されている：最初と 3
番目の鍵が同一であるような 2-key TDEA（2TDEA）
、3 つの鍵がすべて異なる（即ち、別々である）
ような 3-key TDEA（訳注：3TDEA）
。
2-key TDEA の使用は、2015 年 12 月 31 日以降、暗号学的保護（例．暗号化）を適用するためにもは
や承認されないだろう（[SP 800-131A]を参照）
；しかし、2-key TDEA は、既に保護された情報を処
理するために使用され続けてもよい（例．復号）
。
連邦政府のアプリケーションは、2015 年 12 月 31 日以上暗号学的保護を適用するために TDEA を使
用するときは常に、3 つの別々の鍵を使用しなければならない；さらなるガイダンスについては、セク
ション 5.6.1 の表 2 および[SP800-131A]を参照。
4.2.2.3

利用モード

ブロック暗号の暗号操作を用いて、同じ平文ブロックは、同じ鍵が使用されるときは常に、同じ暗号
文ブロックへ暗号化を行う。典型的なメッセージ内の複数のブロックが別々に暗号化される場合、敵
対者はおそらく検知されることなく、簡単に個々のブロックに置き換えることができる。さらに、繰
り返しブロック等の、ある種のデータパタンの平文は、暗号文では明らかになってしまう。
暗号学的な利用モードは、基本的な暗号アルゴリズムを、可変の初期化ベクタ、および暗号操作から
導出されるある種の情報フィードバックと組み合わせることにより、この問題を軽減するように定義
されている（刊行物の[SP800-38]シリーズを参照）
。ブロック暗号の利用モードについての NIST 推奨
事項 [SP800-38A] では、AES や TDEA 等のブロック暗号アルゴリズムを用いてデータの暗号化およ
び復号の利用モードを定義している。暗号化のために承認されたその他の利用モードは、[SP800-38]
の他の部分で規定される；これらのモードのいくつかは、メッセージ認証コードも生成する（セクシ
ョン 4.2.3 を参照）
。それぞれのモードのセキュアな使用についてのガイダンスは、モードの仕様に追
加して、それぞれのモードについて提供される。
[SP800-38A]に含まれるモードの 1 つとして、電子化コードブック（ECB）モードがあることに注意
すること。このモードは、相対的に小容量の構造化データが暗号化された後に、平文についての情報
を暗号文が漏えいするため、一般的な用途には推奨されない。
4.2.3

メッセージ認証コード（MAC）

メッセージ認証コード（MAC）は、情報源および完全性認証を提供可能である。MAC は、データが
変更されていないことの保証および MAC が期待されるエンティティによって計算されたことの保証を
提供するために使用される、データに対する暗号学的チェックサムである。非暗号化手法（誤り検出
符号として知られる）は、しばしばメッセージ認証を提供するために使用されるが、これらのコード
は敵対者に利益をもたらすような行為をとる敵対者により変更が可能である。MAC 等の、承認された
暗号学的メカニズムの使用は、この問題を軽減可能である。さらに、MAC は、受領者にデータの作成
者（情報源）が鍵の保有者（即ち、鍵の保有を許可されたエンティティ）であることの保証を受領者
に提供できる。MAC は、それらの 2 つの当事者だけが MAC 鍵を共有するとき、受領者が作成者を認
証するためにしばしば使用される。
MAC の計算は、
（1）MAC を生成する者および意図された MAC の受領者のみに知られる秘密鍵（訳
注：共通鍵）
、および（2）MAC が計算されるデータ、の使用を要求する。MAC 計算の結果は、送信
されるとき、しばしば MacTag と呼ばれる；MacTag は、MAC 計算からのすべての長さの結果または
切り捨てされた結果である。MAC を計算する 2 種類のアルゴリズムが承認されている：ブロック暗号
アルゴリズムに基づく MAC アルゴリズム、およびハッシュ関数に基づく MAC アルゴリズム。
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ブロック暗号アルゴリズムを用いた MAC

[SP800-38B] では、CMAC モードを定義している：AES と TDEA 等の、承認されたブロック暗号ア
ルゴリズムを用いて、MAC を計算するために使用可能なモード。[SP800-38D] では、AES を用いて
使用可能な GMAC を定義している。
ブロック暗号アルゴリズムに基づく MAC 計算に使用される鍵サイズとブロックサイズは、使用される
アルゴリズムに依存する。同じブロック暗号が 2 つの別々の暗号操作において暗号化と MAC 計算の
両方に使われる場合（例．[SP800-38A]からの暗号モードおよび[SP800-38B]で規定されるとおりに計
算される MAC を用いて）
、同じ鍵が MAC と暗号操作の両方に使用されてはならない。しかし、
[SP800-38]シリーズで規定されるいくつかの利用モードは、1 つの鍵を用いて暗号化と完全性保護の両
方を提供する。
4.2.3.2

ハッシュ関数を用いた MAC

[FIPS198]では、承認されたハッシュ関数を用いる MAC 計算について規定する。さまざまな鍵サイズ
が、[FIPS198]で規定される MAC アルゴリズムであるような、HMAC として許容されている；鍵サ
イズの選択は、使用されるデータおよびハッシュ関数へ提供されるべきセキュリティの量に依存す
る。HMAC についてのさらなる議論は、[SP800-107]、およびさらなる議論については本推奨事項
（即ち、SP800-57、第一部）のセクション 5.6 を参照。
ディジタル署名アルゴリズム

4.2.4

ディジタル署名は、情報源認証、完全性認証および否認防止の支援を提供するために使用される。デ
ィジタル署名は、ハッシュ関数と組み合わせて使用され、
（ハッシュ関数によって決定される限界まで
の）任意の長さのデータについて計算される。[FIPS186]では、ディジタル署名 4の計算として承認さ
れたアルゴリズムを規定する。それは、ディジタル署名アルゴリズム（DSA）を定義し、[ANSX9.31]
と[PKCS#1]（バージョン 1.5 以降）で規定される RSA アルゴリズム、および[ANSX9.62]で規定され
る ECDSA アルゴリズムを採用する。
3F

[FIPS186]では、これらのアルゴリズムのそれぞれについて、いくつかの承認された鍵サイズを規定
し、ディジタル署名生成と検証で必要とされるアルゴリズムの鍵ペアと任意のその他のパラメータを
生成するための方法を含む。より旧いシステム（レガシーシステム）では、[FIPS186]で現在提供され
るものよりも小さい鍵サイズを使用していたことに注意すること。ディジタル署名生成は、[FIPS186]
で規定された鍵サイズを満たす、または超えるような鍵および[FIPS186]に従って生成された鍵ペアを
使用して実行されなければならない。より小さい鍵サイズは、それらのより小さい鍵を用いて生成さ
れた署名を検証するためにのみ使用されなければならない。[SP800-131A]を参照。
鍵確立スキーム

4.2.5

自動化された鍵確立スキームは、通信エンティティ間で使用される鍵をセットアップするために使用
される。2 種類の自動化された鍵確立スキームが定義される：鍵配送および鍵共有。承認された鍵確立
スキームは、[SP800-56A]および[SP800-56B]にて提供される。
鍵配送は、1 つのエンティティ（送信者）から別のエンティティ（受信者）への鍵（およびその他の鍵
材料）の配付である。鍵材料は、通常、送信側エンティティによって暗号化され、1 つ以上の受信側エ
ンティティによって復号される。


対称アルゴリズム（例．AES）が鍵を配送するために使用される場合、アルゴリズムは配付
される鍵材料をラップ（即ち、暗号化）するために使用される；送信側と受信側のエンティ

4

ディジタル署名方式の二つの一般的なタイプが文献で説明されている：添付型ディジタル署名とメッセージ復元型ディジタル署名で
ある。
［FIPS186］は、この推奨で議論された、添付型ディジタル署名とメッセージ型ディジタル署名のアルゴリズムを明記する。
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ティは、鍵ラッピング用対称鍵（即ち、鍵暗号化用鍵）を知る必要がある。鍵暗号化と鍵ラ
ッピングについてのさらなる考察についてはセクション 4.2.5.4 を参照。


公開鍵アルゴリズムが鍵配送に使用される場合、鍵ペアの 1 つの鍵が確立される鍵を暗号化
するために使用され、その他の鍵が復号に使用される。この場合、送信側エンティティは受
信側エンティティの公開鍵を使用して鍵材料を暗号化し、受信側エンティティは対応するプ
ライベート鍵を用いて受信した鍵材料を復号する。

鍵共有は、共有される鍵材料の生成において両方のエンティティが関与する。これは非対称（公開
鍵）または対称鍵手法のいずれかを用いて達成される。


非対称アルゴリズムが使用される場合、各エンティティは静的鍵ペアまたは一時的鍵ペアの
いずれか、または両方を有する。



対称鍵アルゴリズムが使用される場合、各エンティティは同じ鍵ラッピング用対称鍵を共有
する。

4.2.5.1

離散対数鍵共有スキーム

[SP800-56A]では、離散対数に基づく公開鍵アルゴリズムを使用する鍵確立スキームを規定する。これ
らのスキームは、有限体数学（我々のほとんどが利用する数学の形式）または楕円曲線数学のいずれ
かを使用して規定される。
[SP800-56A]で規定される鍵確立スキームを用いて、1 つの当事者は一時的鍵、静的鍵、または一時的
及び静的鍵の両方を 1 つの鍵共有トランザクションにおいて所有し、使用することができる。一時的
鍵は、それぞれの鍵確立トランザクションにおいて新しい秘密を提供するために使用されるが、静的
鍵（公開鍵証明書を用いた PKI で使用される場合）は、所有者の認証を提供する。
[SP800-56A]は、それぞれの当事者が同じ鍵材料（鍵材料の考察についてはセクション 4.2.5.5 を参
照）について合意したことの保証を得るためにそのスキームのほとんどに鍵確認方法も提供する。
4.2.5.2

整数因数分解スキームを使用する鍵確立

[SP800-56B]では、整数因数分解に基づく公開鍵アルゴリズム（即ち、RSA）を使用する鍵確立スキー
ムを提供する。これらのスキームは、鍵共有と鍵配送の両方について[SP800-56B]において提供され、
またある場合には鍵確認について提供可能である。
これらのスキームいのいて、ある当事者は、常に鍵ペアを所有し使用する、またその他の当事者は、
スキームによって鍵ペアを使用してもよいし、しなくてもよい。静的鍵だけが[SP800-56B]スキームで
使用される；一時的鍵は使用されない。
4.2.5.3

鍵確立スキームのセキュリティ特性

暗号プロトコル設計者は、求められる機能が使用者に使用可能であることを保証するために、スキー
ムのセキュリティ特性を理解する必要がある。一般に、それぞれの当事者が一時的および静的鍵の両
方を使用するようなスキームは、より少ない鍵を使用するスキームよりもより多くのセキュリティ特
性を提供する。しかし、あるアプリケーションにおいて、静的および一時的鍵の両方を使用すること
は双方にとって現実的ではないかもしれない。例えば、電子メールアプリケーションにおいて、オン
ラインでないようなその他の当事者にメッセージを送信することは望ましい；この場合、受信者は、
[SP800-56A]鍵確立スキームの間にメッセージ暗号化用鍵を確立するために一次的鍵を提供すると期待
され得ない。[SP800-56B]のスキームについて、一時的鍵は決して使用されない。
[SP800-56A]および[SP800-56B]の両方は、それぞれのスキームのセキュリティ特性の考察を含んでい
る。
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4.2.5.4

Recommendation for
Key Management: General

鍵暗号化と鍵ラッピング

鍵暗号化は、鍵暗号化用鍵を用いてある鍵を暗号化することによってその鍵の機密性保護を提供す
る；復号は、同じ鍵を用いて逆に処理する。鍵ラッピングは、暗号化および完全性保護の両方のため
に鍵ラッピング用鍵を用いてある鍵の機密性と完全性保護を提供する；鍵ラッピング解除は、暗号文
の鍵を復号し、その完全性を検証する。鍵保護サービスは少し異なり、異なった方法を使用するが、
鍵は同様に生成される。用語はしばしば交換可能に使用されるが、本推奨事項では、
“鍵ラッピング”
“鍵ラッピング解除”という用語を使用する。
鍵ラッピングとラッピング解除は、AES 等の、対称アルゴリズムを使用する。鍵ラッピングおよびラ
ッピング解除のいくつかの方法は、[SP800-38F]で規定され、参照される。
4.2.5.5

鍵確認

鍵確認は、鍵確立処理における 2 つの当事者によって、共通の鍵材料および／または共有秘密 5が確立
されているという保証を提供するために使用される。その保証は、1 当事者に（一方にのみ）提供され
るかもしれないし、または両方の当事者に（双方に）提供されるかもしれない。その保証は、鍵確立
スキームの一部として提供されるかもしれないし、またはスキームの外部で行われる何らかのアクシ
ョンによって提供されるかもしれない。例えば、鍵が確立された後、両当事者は、意図されたデータ
を暗号化および復号する能力を相互に実証することにより同じ秘密を持っていることを相互に確認で
きる。
4F

[SP800-56A]は、一方の当事者が静的鍵確立用鍵を持つようなスキームの一方向鍵確認、および両当事
者が静的鍵確立用鍵を持つようなスキームの双方向鍵確認を提供する。合計 10 の鍵確認スキームが提
供され、そのうち 7 つは一方向で、そのうち 3 つが双方向である。
[SP800-56B]は、鍵共有の場合、応答者（responder）からの一方向鍵確認、そして鍵配送の場合、受
信者（receiver）からの一方向鍵確認を提供する。開始者（initiator）と双方向鍵確認は、鍵確認スキ
ームの 1 つのファミリとしても提供される。
4.2.6

鍵確立プロトコル

鍵確立プロトコルは、鍵を確立するために必要な処理を規定するために鍵確立スキームを使用する。
しかし、鍵確立プロトコルは、メッセージフローとフォーマットも規定する。鍵確立プロトコルは、
潜在的な攻撃者に秘密の情報を与えないよう注意深く設計される必要がある。例えば、データ完全性
エラーのような異常な状態を示すプロトコルは、攻撃者が秘密のデータに関する前提条件を確認また
は拒絶することを可能にするかもしれない。あるいは、特定の計算を実行するのに必要な時間や電力
が使用中の秘密鍵（訳注：共通鍵）またはプライベート鍵の値に基づく場合、攻撃者は、観測される
変動から鍵を推定することができるかもしれない。
従って、鍵確立プロトコルを以下のように設計することが最善である：

5

1.

プロトコルは、1 つのエラーを検出してもプロトコルからの早期終了を提供しない、

2.

プロトコルは、検出されたエラー条件が特定の合理的な数に到達した後にアラームを起動す
る、そして

3.

鍵依存の計算は、鍵依存の特性の検出を防止または最小限にするため、観測者から見えなく
される。

鍵共有スキームの際に計算される中間値。
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4.2.7

Recommendation for
Key Management: General

乱数ビット生成

乱数ビット生成器（RBG）
（または乱数生成器（RNG）とも呼ばれる）は、鍵材料（例．鍵と IV 等）
の生成のために要求される。RBG は、連続する乱数ビット（例．010011 等）を生成する；技術的
に、RNG は、それらのビットを数に変換する（例．010011 は 19 に変換される）
。しかし、用語“乱
数生成器”
（RNG）の使用は、一般に両方の概念を参照するために使用される、また本文書で
“RBG”と同じ意味で使用される。
RBG の 2 つのクラスが定義される：決定論的と非決定的。決定論的乱数ビット生成器（DRBG）は、
時に決定論的乱数生成器または疑似乱数生成器と呼ばれ、プロセスにエントロピー（即ち、ランダム
さ）を提供するような、シード値と呼ばれる、初期値から疑似乱数ビットを生成するために暗号化ア
ルゴリズムと関連する鍵材料を使用する。実装された DRBG 設計または環境に依存して、追加のエン
トロピーが推奨されても、このような追加のエントロピーが再度決して導入されてはならないかもし
れない。[SP800-90A]は、暗号アプリケーションのために乱数ビットを生成するために使用されるかも
しれな DRBG アルゴリズムを規定する。
非決定論的乱数ビット生成器（NRBG）は、時々真性 RNG と呼ばれ、NRBG によるすべての bit 出
力について新しいエントロピーを導入するため、人間が制御できない何らかの予測不可能な物理的情
報源を使用する。予測不能な情報源は、通常エントロピー源として知られている。[SP800-90B]は、エ
ントロピー源の実装とテストについてのガイダンスを提供する。
[SP800-90C]は、[SP800-90A]のアルゴリズムから DRBG と NRBG の構築および[SP800-90B] に適
合するエントロピー源についてのガイダンスを提供するために開発された。

28

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

一般的な鍵管理ガイダンス

5

本セクションでは、異なる種別の鍵とその他の暗号学的情報をそれらの用途により分類する；暗号期
間について考察し、それぞれの鍵種別に適切な暗号期間を推奨する；その他の鍵材料の推奨事項と要
求事項を提供する；ドメインパラメータの有効性、公開鍵の有効性、およびプライベート鍵の所持に
ついての保証を導入する；鍵材料の危殆化からの影響を考察する；暗号アルゴリズムと鍵サイズの選
択、実装、置き換えのガイダンスをそれらのセキュリティ強度に従って提供する。
鍵種別とその他の情報

5. 1

いくつかの異なる種別の暗号鍵があり、それぞれ異なる目的で使用される。さらに、暗号アルゴリズ
ムと鍵に特に関係のあるその他の情報がある。
暗号鍵

5.1.1

いくつかの異なる種別の鍵が定義される。鍵は、その用途に応じて、公開鍵、プライベート鍵、また
は対称鍵のような分類に従って識別される。鍵共有用公開鍵および鍵共有用プライベート鍵について
は、静的鍵または一時的鍵のような状態についても規定される。各種別の情報に要求される保護につ
いては、セクション 6.1.1 の 表 5 を参照。
1.

署名用プライベート鍵：署名用プライベート鍵は、おそらく長期間使用されるディジタル署
名を生成するために、公開鍵アルゴリズムにより使用される非対称（公開）鍵ペアのプライ
ベート鍵である。適切に取り扱われるとき、署名プライベート鍵は、メッセージ、文書また
は保管データの情報源認証、完全性保護および否認防止を提供するために使用されることが
可能である。

2.

署名用検証公開鍵：署名用検証公開鍵は、メッセージ、文書または保管データの情報源認
証、完全性保護および否認防止を提供することを意図されたディジタル署名を検証するため
に、公開鍵アルゴリズムにより使用される非対称（公開）鍵ペアの公開鍵である。

3.

認証用対称鍵：認証用対称鍵は、通信セション、メッセージ、文書または保管データの原本
保証および完全性の保証を提供するために対称鍵アルゴリズムと共に使用される。

4.

認証用プライベート鍵：認証用プライベート鍵は、実行中の認証プロトコルの一部として認
証メカニズムを実行するとき、または認証された通信セション 6を確立するとき、発信者のア
イデンティティの保証を提供するために公開鍵アルゴリズムと共に使用される非対称（公
開）鍵のプライベート鍵である。
5F

5.

認証用公開鍵：認証用公開鍵は、実行中の認証プロトコルの一部として認証メカニズムを実
行するとき、または認証された通信セション 7を確立するとき、発信者のアイデンティティの
保証を提供するために公開鍵アルゴリズムと共に使用される非対称（公開）鍵の公開鍵であ
る。
6F

6.

データ暗号化用対称鍵：これらの鍵は、情報に対する機密性保護を適用するために対称鍵ア
ルゴリズムと共に使用される。

7.

鍵ラッピング用対称鍵：鍵ラッピング用対称鍵は、対称鍵アルゴリズムを用いてその他の鍵
を暗号化するために使用される。鍵ラッピング用鍵は、鍵暗号化用鍵としても知られる。

6

完全性保護も提供されるが、この鍵の主要な目的ではない。

7

完全性保護も提供されるが、この鍵の主要な目的ではない。
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8.

Recommendation for
Key Management: General

乱数生成用対称鍵および乱数生成用非対称鍵：これらは、乱数を生成するために使用される
鍵である。

9.

マスター対称鍵は、マスター対称鍵は、対称暗号方式を用いて、その他の対称鍵（例．デー
タ暗号化用鍵、鍵ラッピング用鍵、または認証用鍵）を導出するために使用される。マスタ
ー鍵は、鍵導出鍵としても知られる。

10. 鍵配送用プライベート鍵：鍵配送用プライベート鍵は、公開鍵アルゴリズムを用いて関連す
る公開鍵により暗号化された鍵を復号するために使用される非対称（公開）鍵ペアのプライ
ベート鍵である。鍵配送用鍵は、通常、鍵（例．鍵ラッピング用鍵、データ暗号化用鍵また
は MAC 鍵）を確立するために使用され、また、オプションで、その他の鍵材料（例．初期
化ベクタ）を確立するために使用される。
11. 鍵配送用公開鍵：鍵配送用公開鍵は、公開鍵アルゴリズムを用いて鍵を暗号化するために使
用される非対称（公開）鍵ペアの公開鍵である。これらの鍵は、鍵（例．鍵ラッピング用
鍵、データ暗号化用鍵または MAC 鍵）を確立するために使用され、また、オプションで、
その他の鍵材料（例．初期化ベクタ）を確立するために使用される。
12. 鍵共有用対称鍵：これらの対称鍵は、鍵共有用対称鍵アルゴリズムを用いて、鍵（例．鍵ラ
ッピング用鍵、データ暗号化用鍵または MAC 鍵）
、およびオプションで、その他の鍵材料
（例．初期化ベクタ）を確立するために使用される。
13. 静的鍵共有用プライベート鍵：静的鍵共有用プライベート鍵は、鍵（例．鍵ラッピング用
鍵、データ暗号化用鍵または MAC 鍵）
、およびオプションで、その他の鍵材料（例．初期化
ベクタ）を確立するために使用される非対称（公開）鍵ペアのプライベート鍵である。
14. 静的鍵共有用公開鍵：静的鍵共有用公開鍵は、鍵（例．鍵ラッピング用鍵、データ暗号化用
鍵または MAC 鍵）
、およびオプションで、その他の鍵材料（例．初期化ベクタ）を確立する
ために使用される非対称（公開）鍵ペアの公開鍵である。
15. 一時的鍵共有用プライベート鍵：一時的鍵共有用プライベート鍵は、1 つまたは複数の鍵
（例．鍵ラッピング用鍵、データ暗号化用鍵または MAC 鍵）
、およびオプションで、その他
の鍵材料（例．初期化ベクタ）を確立するために一度だけ使用される 8 非対称（公開）鍵ペ
アのプライベート鍵である。
7F

16. 一時的鍵共有用公開鍵：一時的鍵共有用公開鍵は、1 つまたは複数の鍵（例．鍵ラッピング用
鍵、データ暗号化用鍵または MAC 鍵）、およびオプションで、その他の鍵材料（例．初期化
ベクタ）を確立するために 1 回の鍵確立トランザクションにおいて使用される 9 非対称鍵ペ
アの公開鍵である。
8F

17. 権限付与用対称鍵：権限付与用対称鍵は、対称暗号方式を用いるエンティティに特権を与え
るために使用される。権限付与用鍵は、許可されたエンティティにアクセス特権与え、監視
することに責任があるエンティティにより知られ、かつ、資源へのアクセスを探索するエン
ティティによって知られている。
18. 許可用プライベート鍵：許可用プライベート鍵は、エンティティに特権を与えるために使用
される非対称（公開）鍵ペアのプライベート鍵である。

幾つかのケースでは、一時的鍵は一つの“セッション”を通して、一度以上使われる。例えば、S/MIME CMS においてデフィー ヘルマンが使われる時、送信者はメッセージ毎に一つの一時的鍵ペアを生成し、プライベート鍵を個別に、各受信者の公開鍵と組み合
わせるだろう。

8

9

送信者の一時的鍵共有用公開鍵は、後に受信者が保管された（暗号化された）メッセージの復号に使うため、保持されるだろう。

30

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

19. 許可用公開鍵：許可公開鍵は、関連した許可プライベート鍵を知るエンティティの特権を検
証するために使用される非対称（公開）鍵ペアの公開鍵である。
その他の暗号学的または関連する情報

5.1.2

暗号アルゴリズムや鍵と関連して使用されるその他の情報もまた保護される必要がある。それぞれの
種別の情報に要求される保護については、セクション 6.1.2 の 表 6 を参照。
1.

ドメインパラメータ：ドメインパラメータは、鍵ペアの生成、ディジタル署名の生成、または鍵
材料の確立を行うための何らかの公開鍵アルゴリズムと共に使用される。

2.

初期化ベクタ：初期化ベクタ（IV）は、暗号化や復号（セクション 4.2.2.3 を参照）のため、およ

3.

共有秘密：共有秘密は、[SP800-56A] と [SP800-56B]で定義されるとおり、鍵確立処理中に生成さ

びブロック暗号アルゴリズム（セクション 4.2.3.1 を参照）を用いる MAC の計算のために、いく
つかの利用モードによって使用される。

れる。共有秘密は、暗号鍵と同様のやりかたで保護され、かつ取り扱われなければならない。
FIPS 140 認証された暗号モジュールが使用されている場合、共有秘密の保護は暗号モジュールに
より提供される。
4.

RNG シード値：RNG シード値は、決定論的乱数の生成（例．秘密またはプライベートでなけれ
ばならない鍵材料を生成するために使用される）で使用される。

5.

その他の公開情報：公開情報（例．ノンス）は、しばしば鍵確立処理で使用される。

6.

その他の秘密情報：秘密情報は、RNG のシード値供給や鍵材料の確立に含まれているかもしれな
い。

7.

中間結果：秘密情報を用いる暗号操作の中間結果は、保護されなければならない。中間結果は、
意図されるもの以外の目的で利用可能であってはならない。

8.

鍵管理情報：鍵材料（例．識別子、目的、またはカウンタ）に関連する情報は、関連付けられた
鍵材料が正しく利できることを保証するため保護されなければならない。鍵管理情報は、鍵に関
連付けられたメタデータ（セクション 6.2.3.1 を参照）に含まれる。

9.

乱数：乱数生成器により生成される乱数は、保持されるとき、保護されるべきである。鍵材料と
して直接使用されるとき、乱数は、セクション 6 で議論されるとおり保されなければならない。

10. パスワード：パスワードは、特権へのアクセス権を取得するために使用され、かつ、認証メカニ
ズムにおけるクレデンシャル（訳注：認証情報）として使用されることが可能である。パスワー
ドは、[SP800-132]で規定されるとおり、ストレージ内のデータを保護し、アクセスするために使
用される暗号鍵を導出するためにも使用されることが可能である。
11. 監査情報：監査情報には、鍵管理事象の記録を含む。
鍵使用法

5.2

一般に、1 つの鍵は、ただ 1 つの目的（例．暗号化、認証、鍵ラッピング、乱数生成、またはディジタ
ル署名）のために使用されるべきである。以下のいくつかの理由がある：
1.

2 つの異なる暗号処理に同じ鍵を使用することは、片方または両方の処理によって提供される
セキュリティを弱体化させるかもしれない。

2.

鍵使用法の制限は、鍵が危殆化した場合、起こりうる損害を限定する。

3.

鍵使用法のいくつかは、相互に妨害する。例えば、鍵配送とディジタル署名の両方に使用さ
れている鍵ペアについて考える。この場合、プライベート鍵は、データ暗号化用鍵を復号す
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る鍵配送用プライベート鍵、およびディジタル署名に適用する署名用プライベート鍵、の両
方として使用される。暗号化されたデータをアクセスするために必要なデータ暗号化用鍵を
復号するために、対応する鍵配送用公開鍵の暗号期間を越えて鍵配送用プライベート鍵を保
持する必要があるかもしれない。一方、署名用プライベート鍵は、その危殆化（ セクション
5.3.6 を参照）を防ぐために暗号期間の終了時に破棄されなければならない。この例におい
て、鍵配送用プライベート鍵とディジタル署名用プライベート鍵の長寿の要求事項
（longevity requirement）は、互いに相反する。
この原則は、同じ処理が複数のサービスを提供できるような場合において、1 つの鍵を用いることを排
除しない。この場合として、例えば、ディジタル署名が送信側エンティティの識別、否認防止、情報
源認証および完全性保護の保証を 1 つのディジタル署名を用いて提供する場合、または 1 つ対称鍵が
1 つの暗号操作（例．暗号操作と認証操作と別々に操作するのとは対照的に、認証付暗号化操作を用い
て）で暗号化と認証に使用される場合がある。セクション 3.7 についても参照。
本推奨事項は、以下の特別な場合として、ディジタル署名を生成するために、鍵配送用プライベート
鍵または鍵共有用プライベート鍵の使用も許可する：
静的鍵確立用鍵の（初期）証明書を要求するとき、関連付けされたプライベート鍵は、証明書要
求に署名するために使用されることが可能である。セクション 8.1.5.1.1.2 についても参照。
暗号期間

5.3

暗号期間とは、特定の鍵が、正規のエンティティによる使用が許可される、または所与のシステムで
鍵が有効である期間である。適切に定義された暗号期間は：
1.

暗号解析に利用可能されうる、与えられた鍵により保護された情報量を制限する、

2.

1 つの鍵が危殆化した場合、漏えいの量を制限する、

3. 特定のアルゴリズムの使用を（例．推定される有効なライフタイムに）制限する、
4.

許可されない暴露から鍵を保護するような、物理的、手続き的、および論理的なアクセスメ
カニズムに侵入しようとする試みに利用可能な時間を制限する、

5.

許可されないエンティティへの、故意でない鍵材料の暴露により、情報が危殆化されうる期
間を制限する、

6.

（長期間の鍵の保護が要求されないアプリケーションにおける）計算上強力な暗号解読攻撃
に利用可能な時間を制限する。

時として、暗号期間は、任意の期間または鍵に保護される最大のデータ量により定義される。しか
し、暗号期間の決定に伴うトレードオフは、暗号期間を選ぶとき、注意深く検討されるべきリスクと
暴露の結果を含む（セクション 5.6.4 を参照）
。

暗号期間に影響するリスク要因

5.3.1

暴露のリスクに影響を与える要因は以下のとおり：
1.

暗号学的メカニズムの強度（例．アルゴリズム、鍵長、ブロックサイズ、利用モード）
、

2.

メカニズムの具体化（例．PC 上の[FIPS140] Level 4 実装またはソフトウェア実装）
、

3.

運用環境（例．安全な限定アクセス装置、開放されたオフィス環境、公開アクセス端末）
、

4.

情報フローの量またはトランザクション数、

5.

データのセキュリティ寿命、
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6.

セキュリティ機能（例．暗号化、ディジタル署名、鍵生成または鍵導出、鍵保護）、

7.

鍵再生成の方法（例．キーボード入力、鍵情報に人が即時アクセスしないような鍵供給デバ
イス（訳注：HSM 等）を使用した鍵再生成、PKI におけるリモート鍵再生成）、

8.

鍵の更新または鍵導出処理、

9.

共通の鍵を共有するネットワーク内のノード数、

10. 鍵の複製の数とそれらの複製の配付、
11. 離職率（例．CA システム要員）
、
12. 情報への脅威（例．誰から情報が保護されるか、攻撃に必要な技術的能力と財政資源）
、およ
び
13. 新しい破壊的技術からの情報への脅威（例．量子コンピュータ）
。
一般的に、短い暗号期間はセキュリティを高める。例えば、敵対者が 1 つの鍵で暗号化された限定さ
れた情報だけしか持っていなければ、その暗号アルゴリズムは暗号解析に対する脆弱性はすくないか
もしれない。その一方で、手動の鍵配付手法は人為的ミスや弱点の対象である場合、より頻繁な鍵の
変更は暴露のリスクを実際に高めてしまう。これらの場合、特に強力な暗号が採用されるとき、より
頻繁で不十分な管理の手動鍵配付よりもむしろ、より少ない回数の良く管理された手動鍵配付を行う
ようにさらに慎重であってもよい。
一般的に、強力な暗号が採用されるとき、物理的、手続き的、および論理的なアクセス保護の検討
は、しばしばアルゴリズムや鍵サイズ要因よりも暗号期間の選択により大きな影響を与える。承認さ
れたアルゴリズム、利用モード、鍵サイズの場合、敵対者は暗号攻撃を仕掛けて実行するために必要
な時間と資源の支出が少ないようなシステムの侵入や破壊を通じて鍵にアクセスできるかもしれな
い。
5.3.2

暗号期間に影響する帰結要因

暴露の結果は、情報の機微度、暗号によって保護される処理の重要度、および情報や処理の危殆化か
らの回復費用により計測される。機微度は、保護された情報の寿命（例．10 分、10 日、10 年）とそ
の情報の保護の喪失の潜在的な影響（例．許可されないエンティティへの情報の暴露）を参照する。
一般的に、情報の機微度または暗号によって保護される処理の重要度が増加するにつれて、それぞれ
の危殆化から起こりうる損害を限定するため、関連付けられた暗号期間の長さは減少するべきであ
る。これは鍵再生成、鍵更新、または鍵導出処理のセキュリティと完全性に関する警告の対象となる
（セクション 8.2.3 とセクション 8.2.4 を参照）
。短い暗号期間は、特にサービスの妨害が最重要の懸
念事項である時には逆効果であり、鍵再生成、鍵更新、鍵導出プロセスにおけるエラーの大きな可能
性がある。
5.3.3

暗号期間に影響するその他の要因

5.3.3.1

通信 対 保管

通信交換の機密性保護に使用される鍵は、しばしば保管データの保護に使用される鍵よりも短い暗号
期間を持つかもしれない。暗号期間は、一般に保管データに対しては長く設定される、なぜなら鍵の
変更に関連した再暗号化にかかるオーバーヘッドが重荷であるためである。
5.3.3.2

鍵の失効と置換のコスト

ある場合、鍵の変更に関連するコストは大変高い。例えば、非常に大きなデータベースの復号とその
後の再暗号化、分散型データベースの復号と再暗号化、および大量の鍵の失効と置換（例．非常に多
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くの地理的、組織的に分散した鍵保持者がいるような場合）を含む。このような場合、より長い暗号
期間を支援するために必要なセキュリティ対策の経費は正当化されるかもしれない（例．費用のかか
る不便な物理的、手続き的、論理的なアクセス保護；重要な付加の処理のオーバーヘッドをもたらす
ような場合でさえ、より長い暗号期間を支援するのに十分な強度の暗号の使用等）
。その他の場合で
は、暗号期間は、必要であるときよりもより短いかもしれない；例えば、鍵管理システムがステータ
ス情報を維持する期間を限定するために、鍵が頻繁に変更されるかもしれない。
非対称鍵の使用期間と暗号期間

5.3.4

鍵ペアについて、そのペアの各鍵はそれ自体の暗号期間を持っている。鍵ペアの 1 つの鍵は、暗号保
護を適用するために使用され（例．ディジタル署名の生成）
、またその暗号期間は“作成者の使用期
間”として見なすことができる。鍵ペアのその他の鍵は、保護された情報を処理するために使用され
る（例．ディジタル署名の検証）
；その暗号期間は“受領者の使用期間”として見なすことができる。
鍵ペアの作成者と受領者の使用期間は、通常同時に開始するが、受領者の使用期間は作成者の使用期
間を越えて延長するかもしれない。例えば：


ディジタル署名用鍵ペアの場合、署名用プライベート鍵は、データに署名するために使用さ
れる（即ち、暗号学的保護を適用する）ので、その暗号期間は作成者の使用期間であると見
なされる。署名検証用公開鍵はディジタル署名を検証するために使用される（即ち、既に保
護された情報を処理する）
；その暗号期間は受領者の使用期間であると見なされる。
作成者の証明としてディジタル署名を生成するために使用される鍵であるような署名プライ
ベート鍵について（即ち、情報源認証のため）
、作成者の使用期間（即ち、プライベート鍵が
署名を生成するために使用されるかもしれないような期間）は、しばしば受領者の使用期間
（即ち、署名が検証されるかもしれないような期間）よりも短い。この場合、プライベート
鍵は、鍵所有者がプライベート鍵を破棄 10しなければならなくない時以降に、一定期間の使
用を意図されている。公開鍵は署名を検証するためにより長い期間利用可能であるかもしれ
ない。
9F

チャレンジ情報に署名するために使用されるような、情報源認証プライベート鍵の暗号期間
は、対応する公開鍵（即ち、情報源認証公開鍵）の暗号期間と基本的に同じである。即ち、
プライベート鍵がチャレンジへの署名に使用されなくなるとき、公開鍵はもはや不要とな
る。この場合、作成者と受領者の使用期間は同じとなる。


鍵配送について、鍵配送用公開鍵は、保護を適用するために使用される（即ち、暗号化）の
で、その暗号期間は、作成者の使用期間として見なされる；鍵配送用プライベート鍵は、復
号のために使用されるので、その暗号期間は受領者の使用期間として見なされる。作成者の
使用期間（即ち、公開鍵が暗号化に使用されるかもしれない期間）は、しばしば受領者の使
用期間（即ち、暗号化された情報が復号されるかもしれない期間）よりも短くなる。



鍵共有アルゴリズムについて、鍵ペアの 2 つの鍵の暗号期間は通常同じである。

公開鍵が公開鍵証明書において配付される場合、それぞれの証明書の notBefore（有効開始日）および
notAfter（有効終了日）によって示された、有効期間を持つ。証明書は更新されるかもしれない、即ち
同じ公開鍵を含む新しい証明書が新しい有効期間と共に発行されるかもしれない。同じ公開鍵を持つ
元の証明書とすべての更新された証明書の有効期間によってカバーされる時間の範囲は、保護を適用
するために使用される鍵ペアの鍵（即ち、作成者の使用期間を持つ鍵）についての暗号期間の開始日
と終了日を越えて延長してはならない。

10

鍵材料の単純な削除は、情報を完全に抹消しない場合があります。例えば、情報を消去するには、ランダムビットまたはオールゼロ
ｋ無関係の情報で何度も上書きする必要がある場合があります。長時間メモリに保管されたデータは、“焼付き”となることもある。
鍵を頻繁にアップデートする要素に分割することによりこの問題を軽減することが可能である（
［DiCrescenzo］参照）。
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特定の鍵種別に関するガイダンスについてはセクション 5.3.6 を参照。
5.3.5

対称鍵の使用期間と暗号期間

対称鍵には、保護の適用（例．MAC の暗号化または計算）と保護情報の処理（例．暗号化された情報
の復号または MAC 検証）の両方に 1 つの鍵が使用される。暗号保護がデータに適用される期間は、
作成者の使用期間と呼ばれ、保護された情報が処理される期間は受領者の使用期間と呼ばれる。対称
鍵は、作成者の使用期間の終了後に保護を提供するために使用してはならない。受領者の使用期間
は、作成者の使用期間を越えて延長するかもしれない（図１を参照）
。これは、作成者によって保護さ
れたすべての情報が、処理する鍵が非活性化されるよりも前であれば、受領者によって処理されるこ
とを可能にする。しかし、多くの場合、作成者の使用期間と受領者の使用期間は同一である。対称鍵
の（全体の）
“暗号期間”は、作成者の使用期間の開始から受領者の使用期間の終了までであるが、作
成者の使用期間が、歴史的に鍵の暗号期間として使用されてきた。
いくつかの場合では、既定の暗号期間が、保護データのセキュリティ寿命として適切でないかもしれ
ないことに留意されたい。要求されたセキュリティ寿命が暗号期間を上回る場合、保護は新しい鍵を
用いて再度適用される必要があるだろう。

作成者の使用期間

受領者の使用期間

暗号期間

図 １ ： 対称鍵の暗号期間

使用期間の用例は、以下を含む：
a.

対称鍵が通信の保護のみに使用されるとき、作成者の保護適用から受信者の処理まで
の期間は、無視できる。この場合、鍵は暗号期間の全期間にわたりいずれの目的のた
めにも許可される、即ち、作成者の使用期間と受領者の使用期間は同じである。

b.

対称鍵が保管される情報を保護するために使用されるとき、作成者の使用期間（作成
者が保管される情報へ暗号保護を適用するとき）は、受領者の使用期間（保管される
情報が処理されるとき）よりかなり早く終了するかもしれない。この場合、暗号期間
は、鍵を用いるアプリケーションの保護のために許可された最初の時期に開始し、そ
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の鍵を用いる処理のために許可される最後の時期に終了する。一般に、保管される情
報の受領者の使用期間は、作成者の使用期間を越えて続くので、保管される情報は、
後に認証されまたは復号されることがある。
c.

対称鍵が保管される情報を保護するために使用されるとき、受領者の使用期間は、図
1 に示すように作成者の使用期間の開始より後に開始する。例えば、なんらかの保管
媒体に保管される前に情報が暗号化されてもよい。その後に、その情報を復号し復元
するために、その鍵が配付されてもよい。

鍵種別に固有の暗号期間に関する推奨事項

5.3.6

鍵種別、使用環境および上記のデータの特徴は、所与の鍵について要求される暗号期間に影響を与え
ることがある。さまざまな鍵種別についての一般的な暗号期間に関する推奨事項を以下に提案する。
提案された暗号期間は大まかな指標のガイドラインに過ぎないことを留意されたい；より長いまたは
より短い暗号期間が、鍵が使用されるアプリケーションおよび環境によって、保証されるかもしれな
い。しかし、以下に提案されたものよりも長い暗号期間を割り当てるとき、そうすることに関連する
リスクに対して真剣な検討がなされるべきである（セクション 5.3.1 参照）
。提案された暗号期間のほ
とんどは、1）最大運用効率の要求および 2）使用環境に対する最小の基準による前提条件
（[FIPS140]、[SP800-14]、[SP800-37]を参照）に基づき、約 1-2 年程度である。セクション 5.3.1
から 5.3.3 を通して記述される要因は、具体的な使用環境の実際の暗号期間を決定するために使用され
るべきである。

1.

署名用プライベート鍵：
a. 種別考察：一般に、署名用プライベート鍵の暗号期間は、対応する署名用検証公開鍵の
暗号期間より短くてよい。対応する公開鍵が CA によって認証された場合、証明書の有効期
限がその公開鍵 11に対して発行された最後の証明書のそれに達した時に、暗号期間は終わ
る。
10F

b. 暗号期間：所与の承認されたアルゴリズムと鍵サイズの使用、および鍵がデータ完全性
を提供するプロセスの機微度および／または重要度が増加するにつれて、鍵ストレージと使
用環境のセキュリティが増加するだろうという予測、約 1-3 年の最大暗号期間が推奨され
る。鍵は、暗号期間の終了時に破棄されなければならない。

2.

署名用検証公開鍵：
a. 種別考察：一般に、署名検証用公開鍵の暗号期間は、対応する署名用プライベート鍵の
暗号期間より長い。暗号期間は、事実上、関連付けられた署名用プライベート鍵を使用し計
算された署名が検証される必要がある期間である。署名用検証公開鍵の（署名用プライベー
ト鍵よりも）より長い暗号期間は、セキュリティ懸念事項を比較的に最小限とする。
b. 暗号期間：敵意をもった攻撃への保護メカニズムの長期の暴露により、署名の信頼性が
時間経過と共に減少するが、暗号期間は、数年のオーダーである。即ち、任意の所与のアル
ゴリズムと鍵サイズについて、暗号解析に対する脆弱性は、時間と共に増加すると予測され
る。利用可能な最も強力なアルゴリズムと大きな鍵サイズを選択することにより、暗号解析
に対するこの脆弱性を最小化することが可能であるが、プライベート鍵の物理的、手続き
的、論理的なアクセス制御メカニズムに対する攻撃への暴露の影響は受けない。

11

恐らく有効期間が始まる日付と終わる日付が異なる複数の連続した証明書を同じ公開鍵に発行してもよい。
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いくつかのシステムでは、それぞれの署名されたメッセージにおいて、偽造できないタイム
スタンプを施すために暗号タイムスタンプ機能を使用する。これらのシステムは、署名用プ
ライベート鍵の暗号期間とほぼ同じ署名検証公開鍵の暗号期間を持つことができる。暗号期
間が終了しても、署名用検証公開鍵は、タイムスタンプが検証鍵の暗号期間内にあるメッセ
ージの署名を検証するために使用できる。この場合、メッセージが暗号期間内に署名された
ことを保証するため、暗号タイムスタンプ機能に頼っている。

3.

認証用対称鍵：
a. 種別考察：認証用対称鍵 12の暗号期間は、それが保護する情報種別の機微度と保護が提
供された鍵に依存する。非常に機微度の高い情報にとって、認証用鍵は保護された情報に対
してユニークである必要がある。機微度の低い情報にとって、適切な暗号期間は 1 回の使用
を越えて延長しうる。認証用対称鍵の作成者の使用期間は、情報の原本暗号保護（例．認証
された情報に関連付けられる MAC を計算）の適用の際にその鍵の使用に適用できる；新し
い MAC は、作成者の使用期間の終了後に、その鍵を用いる情報について計算されてはなら
ない。しかし、鍵は作成者の使用期間を越えて保護データの MAC の検証に利用可能である
必要がある（即ち、受領者の使用期間は、作成者の使用期間を越えて延長する）
。MAC 鍵が
危殆化した場合、敵対者が認証されたデータを改変し MAC を再計算する可能性があること
を注意すること。
11F

b. 暗号期間：所与の承認されたアルゴリズムと鍵サイズの使用、および鍵がデータ完全性
を提供するプロセスの機微度および／または重要度が増加するにつれて、鍵ストレージと使
用環境のセキュリティが増加するだろうという予測、最大 2 年以内の作成者の使用期間が推
奨され、作成者の使用期間を越えた最大 3 年の受領者の使用期間が推奨される。

4.

認証用プライベート鍵：
a. 種別考察：認証用プライベート鍵 13は複数回使用してもよい。関連付けられた公開鍵
は、例えば、認証局によって認証が可能である。多くの場合、認証用プライベート鍵の暗号
期間は、関連付けられた公開鍵の暗号期間と同じである。
12F

b. 暗号期間：認証プライベート鍵の適切な暗号期間は、その使用環境および認証される情
報の機微度／重要度に依存して、1-2 年となる。

5.

認証用公開鍵：
a. 種別考察：多くの場合、認証用公開鍵の暗号期間は、関連付けられた認証用プライベー
ト鍵の暗号期間と同じである。その暗号期間は、事実上、関連付けられた認証用プライベー
ト鍵によって保護される情報の作成者のアイデンティティが検証される必要がある期間であ
る，すなわち情報源は認証される 14必要がある。
13F

b. 暗号期間：認証用公開鍵の適切な暗号期間は、使用環境および認証される情報の機微度
／重要度に依存し、1-2 年となる。

6.

データ暗号化対称鍵：
a. 種別考察：データ暗号化用対称鍵は、保管データ、メッセージ、または通信セションを
保護するために使用される。主として危殆化の結果に基づき、短期間（例．リンク暗号化の
ため）大容量の情報を暗号化するために使用される、データ暗号鍵は、比較的に短い作成者

12

データ完全性と情報源認証を可能とするために使用される。

13

否認防止はもちろん、データ完全性と情報源認証を可能とするために使用されてもよい。

14

完全性保護も提供されるが、この鍵の主要な目的ではない。
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の使用期間を持つべきである。より少ない情報を暗号化するために使用される暗号鍵は、よ
り長い作成者の使用期間を持つことができる。データ暗号化用対称鍵の作成者の使用期間
は、情報の原本暗号保護（即ち、情報を暗号化）
（セクション 5.3.5 参照）の適用においてそ
の鍵の用途に適用する。
作成者の使用期間中、情報は、データ暗号鍵により暗号化される；その鍵はこの期間を越え
て情報の暗号操作の実行に使用してはならない。しかし、鍵は、作成者の使用期間を越えて
保護されたデータの復号に利用可能である必要があるかもしれない（即ち、受領者の使用期
間は、作成者の使用期間を越えて延長する必要があるかもしれない）
。
b. 暗号期間：大容量の情報の暗号化については短期間（例．リンク暗号化）が推奨される
作成者の使用期間は、約 1 日または 1 週間のオーダーである。より小容量の情報を暗号化す
るために使用される暗号鍵は、1 ヶ月までの作成者の使用期間を持つかもしれない。作成者の
使用期間の終了時を越えて最大 3 年の受領者の使用期間が推奨される。
1 つのメッセージまたは 1 つの通信セションを暗号化するために使用されるデータ暗号化用対
称鍵の場合、暗号化されたメッセージは後に閲覧するために保管されるので、保護されるデ
ータのライフタイムは、数ヶ月または数年であろう。情報が暗号化された形で維持されてい
る場合、データ暗号化用対称鍵は、情報が新しい鍵で再度暗号化されるか、破棄されるまで
は、維持される必要がある。その情報の機密性における信頼は、時間経過と共に減少するこ
とに注意すること。

7.

鍵ラッピング用対称鍵：
a. 種別考察：短期間に大量の鍵のラッピング（すなわち、暗号化と完全性保護）に使用さ
れる鍵ラッピング用対称鍵は、比較的に短い作成者の使用期間を持つべきである。少ない数
の鍵が暗号化される場合、鍵ラッピング用鍵の作成者の使用期間はより長くなる。鍵ラッピ
ング用対称鍵の作成者の使用期間は、情報の原本保護の提供における鍵の用途（即ち、機密
性を維持すべき鍵の暗号化）に適用される；鍵は作成者の使用期間の終了後に鍵ラッピング
用鍵を使用して暗号化してはならない。しかし、鍵は作成者の使用期間を越えて保護データ
の復号に利用可能である必要があるかもしれない（即ち、受領者の使用期間は作成者の使用
期間を越えて延長する必要があるかもしれない）
。
鍵ラッピング用対称鍵のいくつかは、1 つのメッセージまたは通信セションに対してのみ使用
される。これらの非常に短期間の鍵ラッピング用鍵の場合、適切な暗号期間（即ち、作成者
の使用期間と受領者の使用期間の両方を含む）は、1 つの通信セションである。鍵ラッピング
用鍵によって暗号化された鍵は、その暗号化された形で保持されないだろう、そのため暗号
化に使用される鍵ラッピング用鍵の作成者の使用期間は、その鍵の復号に使用される受領者
の使用期間と同じであることが想定される。その他の場合、鍵ラッピング用鍵は保持される
ため、ラップされた鍵によって暗号化されたファイルやメッセージは、後に回復されるかも
しれない。この場合、受領者の使用期間は、作成者の使用期間よりも著しく長くなり、何年
も続く暗号期間が採用されるかもしれない。
b. 暗号期間：短期間に非常に多くの鍵の暗号化に使用される鍵ラッピング用対称鍵の推奨
される作成者の使用期間は、1 日か 1 週間のオーダーである。比較的小数の鍵が鍵ラッピン
グ用鍵の下で暗号化される場合、鍵ラッピング用鍵の作成者の使用期間は 1 ヶ月までとな
る。1 つのメッセージまたは通信セションのみで使用される鍵の場合、暗号期間は 1 つの通
信セションに限定される。後者を除き、作成者の使用期間の終了時を越えて、最大 3 年の受
領者の使用期間が推奨される。

8.

RNG 対称鍵：
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a. 種別考察：RNG 対称鍵は、決定論的乱数生成器において使用される。[SP800-90]におけ
る承認された RNG は鍵再生成を管理する（例．再シード値供給中）
。暗号期間は作成者の使
用期間のみから成る。
b. 暗号期間：承認された RNG の使用を前提に、RNG 対称鍵の最大暗号期間は、RNG の
設計によって決定される（[SP800-90]を参照）。

9.

マスター対称鍵：
a. 種別考察：マスター対称鍵は、
（一方向性の）鍵導出関数（セクション 8.2.4 参照）を用
いてその他の鍵を導出するために複数回使用されるかもしれない。従って、暗号期間は、こ
の鍵種別の作成者の使用期間のみから成る。適切な暗号期間は、マスター鍵から導出された
鍵の性質や用途、また前にセクション 5.3.において提供された考察に依存する。マスター鍵
から導出された鍵の暗号期間は、比較的に短いかもしれない、例．1 回の使用、通信セショ
ン、またはトランザクション等。代わりに、マスター鍵は、同じまたは異なる目的のために
複数の鍵を導出する（または再導出する）ために、より長期間使用されるかもしれない。導
出された鍵の暗号期間は、それらの用途に依存する（例．データ暗号化用対称鍵または認証
用鍵として）
。
b. 暗号期間：マスター対称鍵の適切な暗号期間は、使用環境と導出鍵によって保護される
情報の機微度／重要度およびマスター鍵から導出された鍵の数に依存して、1 年となる。

10. 鍵配送用プライベート鍵：
a. 種別考察：鍵配送用プライベート鍵は、複数回使用されるかもしれない。配送のために
暗号化されてしばらくしてから鍵を復号する潜在的必要性に起因して、鍵配送用プライベー
ト鍵の暗号期間は、関連付けられた公開鍵の暗号期間より長くなる。プライベート鍵の暗号
期間は、関連付けられた鍵配送用公開鍵によって暗号化されたあらゆる鍵が復号される必要
のある期間の長さである。
b. 暗号期間：1）承認されたアルゴリズムと鍵サイズの使用、2）関連付けられた鍵配送用
公開鍵の下で暗号化された鍵によって保護されるかもしれない情報の容量、3）鍵が保護を提
供する処理の機微度および／または重要度が増加するにつれて、鍵ストレージと使用環境の
セキュリティが増加するという予測；最大約 2 年の暗号期間が推奨される。受信されたメッ
セージが保管され後に復号されるようなあるアプリケーション（例．電子メール）におい
て、鍵配送用プライベート鍵の暗号期間は鍵配送用公開鍵の暗号期間を超えて延長する。

11. 鍵配送用公開鍵：
a. 種別考察：鍵配送用公開鍵の暗号期間は、公開鍵が保護される鍵に暗号操作を実際に適
用するために使用される期間である。鍵配送用公開鍵は、公然と知られることが可能であ
る。鍵配送用公開鍵の暗号期間の決定における推進要因は、関連付けられた鍵配送用プライ
ベート鍵の暗号期間である。鍵配送用プライベート鍵の考察に示される通り、配送のために
暗号化されてしばらくしてから鍵を復号する潜在的必要性に起因して、鍵配送用公開鍵の暗
号期間は関連付けられたプライベート鍵の暗号期間より短くなる。
b. 暗号期間：関連付けられたプライベート鍵の暗号期間の前提条件に基づき、推奨される
最大の暗号期間は、約 1-2 年となる。

12. 鍵共有用対称鍵：
a. 種別考察：鍵共有用対称鍵は、複数回使用されるかもしれない。一般に、作成者の使用
期間と受領者の使用期間は同じである。これらの鍵の暗号期間は、1）環境的セキュリティ要
因、2）確立される鍵の性質（例．種別やフォーマット）および容量、3）鍵共有アルゴリズ
ムおよび採用されるプロトコルの詳細に依存する。鍵共有用対称鍵は、対称鍵（例．データ
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暗号化用対称鍵）またはその他の鍵材料（例．IV）を確立するために使用されるかもしれな
いことに注意すること。
b. 暗号期間：鍵共有用対称鍵を採用する暗号が 1）承認されたアルゴリズムと鍵スキームを
採用し、2）暗号デバイスが[FIPS140]の要求事項を満たし、3）リスクレベルが[FIPS199]に
適合して確立される、という前提により、鍵の適切な暗号期間は、1-2 年となるだろう。

13. 静的鍵共有用プライベート鍵：
a. 種別考察：静的鍵共有用プライベート鍵は複数回使用されるかもしれない。
鍵共有用対称鍵の場合と同様に、これらの鍵の暗号期間は 1）環境的セキュリティ要因、2）
確立される鍵の性質（例．種別やフォーマット）および容量、3）鍵共有アルゴリズムおよび
採用されるプロトコルの詳細、に依存する。静的鍵共有用プライベート鍵は、対称鍵（例．
鍵ラッピング用鍵）またはその他の秘密鍵（訳注：共通鍵）材料の確立に使用されるかもし
れないことを注意すること。
b. 暗号期間：静的鍵共有用プライベート鍵を採用する暗号が 1）承認されたアルゴリズム
と鍵スキームを採用し、2）暗号デバイスが[FIPS140]の要求事項を満たし、3）リスクレベル
が[FIPS199]に適合して確立される、という前提により、鍵の適切な暗号期間は 1-2 年とな
る。受信されたメッセージが保管され後に復号されるような特定のアプリケーション（例．
電子メール）において、静的鍵共有用プライベート鍵の暗号期間は、プライベート鍵と関連
付けられた静的鍵共有用公開鍵の暗号期間を超えて延長する。

14. 静的鍵共有用公開鍵：
a. 種別考察：静的鍵共有用公開鍵の暗号期間は、通常、関連付けられた静的鍵共有用プラ
イベート鍵の暗号期間と同じである。静的鍵共有用プライベート鍵の考察を参照。
b.

暗号期間：静的鍵共有用公開鍵の暗号期間は、1-2 年とすることができる。

15. 一時的鍵共有用プライベート鍵：
a. 種別考察：一時的鍵共有用プライベート鍵は、1 つまたは複数の鍵を確立する 1 回のト
ランザクションで使用される非対称鍵ペアのプライベート鍵要素である。一時的鍵共有用プ
ライベート鍵は、対称鍵（例．鍵ラッピング用鍵）またはその他の秘密鍵（訳注：共通鍵）
材料を確立するために使用される。
b. 暗号期間：一時的鍵共有用プライベート鍵は単一の鍵共有鍵トランザクションに使用さ
れる。しかし、プライベート一時的鍵は、同一のトランザクション（放送）の間複数のパー
ティに同一の対称鍵を生成するために複数回使用されうる。一時的鍵共有用プライベート鍵
の暗号期間は単一の鍵共有トランザクションの継続期間である。

16. 一時的鍵共有用公開鍵：
a. 種別考察：一時的鍵共有用公開鍵は、1 つまたは複数の鍵を確立するため一度だけ使用さ
れる非対称鍵ペアの公開鍵要素である。
b. 暗号期間：一時的鍵共有用公開鍵は、1 回の鍵共有トランザクションに使用される。一時
的鍵共有用公開鍵の暗号期間は、共有秘密を生成するために使用された後直ちに終了する。
いくつかの場合では、一時的鍵共有用公開鍵の暗号期間は、鍵共有トランザクションでの参
加者によって異なっているかもしれないことに注意すること。例えば、電子メール送信者が
一時的鍵共有用鍵ペアを生成するような暗号化された電子メールアプリケーションを考える
と、その後電子メールの内容を暗号化するために使用される暗号鍵を生成するための鍵ペア
を使用する。送信者にとって、公開鍵の暗号期間は、共有秘密が生成され、暗号鍵が導出さ
れる時に終了する。しかし、暗号化された電子メール受信者にとっては、一時公開鍵の暗号
期間は、共有秘密が生成され、復号鍵が導出されるまで終了しない；もし電子メールが受領
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時に直ちに処理されない場合（例．電子メールが送信された後 1 週間後に復号される等）
、そ
のときは一時公開鍵の暗号期間は、その公開鍵を使用して共有秘密が生成されるまで終了し
ない（受信者の視点から）
。

17. 権限付与用対称鍵：
a. 種別考察：権限付与用対称鍵は、保護された資源およびアクセスを許可されたエンティ
ティの役割に依存して、延長された期間に使用されるかもしれない。この鍵種別について、
作成者の使用期間と受領者の使用期間は同じである。権限付与用対称鍵の暗号期間の確立に
おける主たる検討事項は、鍵の堅牢性、暗号方式の妥当性、および鍵保護のメカニズムと手
続きの妥当性を含む。
b. 暗号期間：所与の承認されたアルゴリズムと鍵サイズの使用、および許可処理の機微度
と重要度が増加するにつれて、鍵ストレージと使用環境のセキュリティが増加するという予
測において、暗号期間は 2 年以内であることが推奨される。

18. 許可プライベート鍵：
a. 種別考察：権限付与用プライベート鍵は、保護される資源およびアクセスを許可される
エンティティの役割に依存して、延長された期間に使用されるかもしれない。権限付与用プ
ライベート鍵の暗号期間の確立での主たる検討事項は、鍵の堅牢性、暗号方式の妥当性、お
よび鍵保護のメカニズムと手続きの妥当性を含む。権限付与用プライベート鍵とそれに関連
付けられた公開鍵の暗号期間は、同じでなければならない。
b. 暗号期間：所与の承認されたアルゴリズムと鍵サイズの使用、および許可処理の機微度
と重要度が増加するにつれて、鍵ストレージと使用環境のセキュリティが増加するという予
測において、権限付与用プライベート鍵の暗号期間は、2 年以内であることが推奨される。

19. 権限付与用公開鍵：
a. 種別考察：権限付与用公開鍵は、関連付けられたプライベート鍵を保有するエンティテ
ィの権限を検証するために使用される非対称鍵ペアの公開鍵要素である。
b. 暗号期間：権限付与用公開鍵の暗号期間は、許可プライベート鍵と同じでなければなら
ない：2 年以内。
以下の表 1 は、それぞれの鍵種別について提案される暗号期間の要約である。鍵が使用されるアプリ
ケーションや環境によって、より長いまたはより短い暗号期間が保証される。しかし、以下に提案さ
れるものよりも長い暗号期間を割り付けるときは、そうすることに関連するリスクに対して真剣な検
討がなされるべきである（セクション 5.3.1 を参照）。
表 1 ： 鍵種別により推奨される暗号期間

15

14F

暗号期間
鍵の種別

作成者の使用期間
（OUP）

受領者の使用期間

1－3 年

－

1. 署名用プライベート鍵
2. 署名検証用公開鍵

15

数年（鍵サイズに依存）

幾つかのケースでは、リスク要因は、暗号期間の選択に影響を与える（5.3.1 節参照）。
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暗号期間
鍵の種別

作成者の使用期間
（OUP）

受領者の使用期間

≤2年

≤ OUP＋3 年

3. 認証用対称鍵
4. 認証用プライベート鍵

1－2 年

5. 認証用公開鍵

1－2 年

6. データ暗号化用対称鍵

≤2年

≤ OUP＋3 年

7. 鍵ラッピング用対称鍵

≤2年

≤ OUP＋3 年

[SP800-90]を参照

－

おおよそ 1 年

－

8. RBG 対称鍵
9. マスター対称鍵
10. 鍵配送用プライベート鍵

≤2年

11. 鍵配送用公開鍵

1－2 年

12. 鍵共有用対称鍵

1－2 年

13. 静的鍵共有用プライベート鍵

1－2 年

14. 静的鍵共有用公開鍵

1－2 年

16

15F

17

16F

18

17F

15. 一時的鍵共有用プライベート鍵

一回の鍵共有トランザクション

16. 一時的鍵共有用公開鍵

一回の鍵共有トランザクション

17. 権限付与用対称鍵

≤2年

18. 権限付与用プライベート鍵

≤2年

19. 権限付与用公開鍵

≤2年

16

受信されたメッセージが保管され、後に復号されるような信頼できる電子メールアプリケーションでは、鍵配送用プライベート鍵の
暗号期間は、鍵配送用公開鍵の暗号期間を超えてもよい。

17

受信されたメッセージが保管され、後に復号されるような信頼できる電子メールアプリケーションでは、その鍵の受信者の使用期間
が、送信者の使用期間を超えてもよい。

18

受信されたメッセージが保管され、後に復号されるような信頼できる電子メールアプリケーションでは、静的鍵共有用プライベート
鍵の暗号期間は、静的鍵共有用公開鍵の暗号期間を超えてもよい。
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その他の暗号学的または関連する情報についての推奨事項

その他の鍵材料は、本来よく確立された暗号期間を持っていない。以下の推奨事項は、このその他の
鍵材料の廃棄に関して提供される。
1.

ドメインパラメータは、変更されるまで影響が残る。

2.

IV は、保護に役立つ情報と関連付けられ、その情報とその保護がもはや不要とされるまでは
必要とされる。

3.

鍵共有スキームの実行中に生成される共有秘密は、鍵材料を導出するためにもはや必要では
なくなったら直ちに破棄されなければならない。

4.

RNG シード値は、使用後直ちに破棄されなければならない。

5.

その他の公開情報は、暗号処理に必要とされるよりも長く保持されるべきではない。

6.

その他の秘密情報は、必要とされるよりも長く保持されるならない。

7.

中間結果は、使用後直ちに破棄されなければならない。

5.4

保証

暗号鍵とドメインパラメータが保管または配付されるとき、それらが保護されない環境を通過するか
もしれない。この場合、鍵またはドメインパラメータが通常の暗号操作を実行するために使用される
前に、具体的な保証が要求されるかもしれない。
5.4.1

完全性の保証（完全性の保護）

完全性の保護は、すべての鍵材料の使用に前に得られなければならない。
少なくとも、完全性の保証は、鍵材料が適切なフォーマットを持ち、許可された情報源から来たこと
を検証することによって得られなければならない。完全性の追加の保証は、誤り検出符号、メッセー
ジ認証コード、およびディジタル署名の適切な使用によって得られるかもしれない。
5.4.2

ドメインパラメータ有効性の保証

ドメインパラメータは、いくつかの公開鍵アルゴリズムによって、鍵ペアの生成中およびディジタル
署名中、およびその後に鍵材料の導出に使用される共有秘密の生成中（鍵共有スキームの実行中）に
使用される。ドメインパラメータの有効性の保証は、公開鍵暗号の適用に対して重要であり、それら
を使用する前に得られなければならない。
無効なドメインパラメータは、そのドメインパラメータを利用するすべてのエンティティのための意
図されるすべてのセキュリティを無効にする可能性がある。DSA および ECDSA ディジタル署名アル
ゴリズムのドメインパラメータ有効性の保証を得る方法は、[SP800-89]で提供される。有限体上およ
び楕円曲線上の離散対数鍵共有アルゴリズムのドメインパラメータ有効性の保証を得る方法は、
[SP800-56A]で提供される。
公開鍵がこれらのアルゴリズムについて CA によって証明される場合、CA は証明書発行処理中にこの
保証を得ることができることに留意されたい。さもなければ、鍵ペア所有者および任意の依拠する当
事者は、保証を得ることに責任を持つ。
5.4.3

公開鍵有効性の保証

公開鍵有効性の保証は、それらを利用する前にすべての公開鍵について得られなければならない。
公開鍵の有効性の保証は、利用者に公開鍵が算術的に正しいという確証を与える。これは、弱いまた
は破損した鍵を使う確率を減らす。無効な公開鍵は、結果として、運用のセキュリティ（即ち、ディ
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ジタル署名、鍵確立、暗号化）
、所有者のプライベート鍵からの何らかのまたはすべての情報の漏え
い、およびを無効な公開鍵と結び付けられるプライベート鍵についての何らかのまたはすべての情報
の漏えい（鍵共有または公開鍵暗号化が実行されるときに行われるかもしれないものとして）を含む
意図されるセキュリティを無効化する可能性がある。有効性の保証を得るためのいくつかの方法の 1
つは、公開鍵が持つべきである特定の数学的特性を検証することである。別の方法は、信頼される期
間その抑制を検証した信頼できる第三者から保証を得ることである。
DSA、ECDSA および RSA ディジタル署名アルゴリズムの公開鍵の有効性の保証を得る方法は、
[SP800-89]で提供される。有限体上および楕円曲線上の離散対数鍵共有アルゴリズムの公開鍵の有効
性の保証を得る方法は、[SP800-56A]で提供される。RSA の（部分的な）公開鍵有効性の保証を得る
方法は、 [SP800-56B]において提供される。
プライベート鍵所持の保証

5.4.4

静的（即ち、長期間の）プライベート鍵所持の保証は、対応する静的公開鍵の利用前に得られなけれ
ばならない。有効性の保証は、常に、所持の保証の前に、または同時に得られなければならない。プ
ライベート鍵所持の保証は、鍵ペアの所有者とその鍵ペアの公開鍵を受け取りその所有者と対話する
ために使用するその他のエンティティの両方によって得られなければならない。
鍵確立プライベート鍵保有の保証に関する具体的な詳細については、[SP800-56A]および[SP800-56B]
を参照；ディジタル署名用プライベート鍵の保有の保証に関する具体的な詳細については、[SP80089]を参照。CA によって証明される公開鍵について、CA は証明書発行処理中にこの保証を取得できる
ことに留意されたい。さもなければ、所有者および依拠する当事者は、その保証を取得することに責
任を持つ。
鍵およびその他の鍵材料の危殆化

5.5

暗号学的メカニズムによって保護される情報は、アルゴリズムが強度を保ち、鍵が危殆化していない
場合に限り、セキュアである。鍵の危殆化は、鍵についての保護的メカニズムが故障するときに発生
する（例．機密性、完全性、または鍵の所有者への関連付けが失敗する等 – セクション 6 を参照）
、
またその鍵は要求されたセキュリティを提供するとはもはや信頼できない。ある鍵が危殆化したと
き、情報に暗号保護を適用する（例．ディジタル署名を計算する、または情報を暗号化する等）ため
のすべての鍵を利用は停止しなければならない、そして、危殆化した鍵は失効されなければならない
（セクション 8.3.5 を参照）
。しかし、削除するためまたは保護を検証するための管理された環境下で
の鍵の継続使用（例．復号またはディジタル署名検証等）は、継続使用のリスクと組織の鍵管理方針
に依存して保証されてもよい（[SP800-57、第二部]を参照）
。危殆化した鍵の継続使用は、すでに保護
された情報の処理に限定されなければならない。この場合、その情報を利用するエンティティは、危
険を伴うことに十分に注意を払わなければならない。鍵の暗号期間を制限することは、鍵が危殆化し
た場合、危殆化した（暴露された）であろう材料の量を制限する。異なった目的に異なった鍵を利用
する（例．異なる暗号学的メカニズムと同様に異なるアプリケーション）ことは、1 つの鍵によって保
護される情報の量を制限するのと同様に、この目的も達成する。
鍵の危殆化は、以下のような意味を持つ：
1.

鍵の許可されない暴露は、別のエンティティ（許可されないエンティティ）が鍵を知ってい
るかもしれないこと、および鍵の使用を要求する計算を実行するために鍵を使うことができ
るかもしれないことを意味する。
一般に、機密性保護 19（即ち、暗号化による）を提供するために使用される鍵の許可されな
い暴露は、その鍵によって暗号化されたすべての情報が許可されないエンティティによって
18F

19

例えば、サイン用プライベート鍵として使うことが可能な鍵の機密性とは対照的。
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決定される可能性のあることを意味する。例えば、データ暗号化用対称鍵が危殆化した場
合、許可されないエンティティは過去または将来の暗号化された情報を復号する鍵を使用す
るに違いない、即ち、その情報は、もはや許可されたエンティティ間の機密のものではな
い。さらに、危殆化した鍵は、敵対者によって敵対者の選択する情報を暗号化するために使
用される可能性がある、即ち誤った情報を提供する。
署名用プライベート鍵の許可されない暴露は、その鍵によって署名されたすべてのデータの
完全性および否認防止の質が疑われる。プライベート鍵を所持する許可されない者は、不正
な情報に署名することができ、有効であるように見せることができる。危殆化する以前のあ
る時期から、署名データがその他のメカニズム（例．物理的セキュリティ）によって保護さ
れていたことを示せるような場合、その署名はまだ何らかの価値を持つかもしれない。例え
ば、署名されたメッセージが 1 日目に受信されて、その後 15 日目に署名用プライベート鍵が
危殆化したと決定された場合、受信者は、そのメッセージが受信者に保有され維持されたも
のであるので、正当なものであるという信頼をまだ持っているかもしれない。暗号学的タイ
ムスタンプは、署名用プライベート鍵が危殆化する前に署名されたメッセージの保護を提供
するかもしれないことに留意されたい。しかし、これらのその他のメカニズムによって提供
されるセキュリティは、現在、署名のセキュリティにとって重要である。さらに、署名プラ
イベート鍵は、その後メッセージを何らかの方法で改変するかもしれないような、メッセー
ジ受信者に暴露されたかもしれないので、その署名されたメッセージの否認防止が問題にな
るかもしれない。
CA の署名用プライベート鍵の暴露は、敵対者が詐称された証明書および証明書失効リスト
（CRL）を作成できることを意味する。
2.

ある鍵の完全性の危殆化は、鍵が正しくないことを意味する － 鍵が改変されている（故意
または偶然のいずれか）
、または別の鍵に置き換えられている；これは、鍵の削除（利用不
20
能）を含む。完全性 を提供するために使用される鍵の置換または改変は、その鍵によって
保護されるすべての情報の完全性に疑問が生じる。
19F

3.

鍵の用途またはアプリケーションとの関係付けの危殆化は、その鍵が間違った目的（例．デ
ィジタル署名の代わりに鍵確立のために）、または間違ったアプリケーションのために利用さ
れる可能性があること、およびその鍵によって保護される情報の危殆化を引き起こす可能性
があることを意味する。

4.

所有者または他のエンティティとの鍵の関連付けの危殆化は、その他のエンティティのアイ
デンティティが保証される可能性がないこと（即ち、その他のエンティティが本当に正しい
ものであるかがわからないこと）を意味する。

5.

他の情報との鍵の関係付けの危殆化は、関係付けがまったくないこと、または関係付けが間
違った“情報”を伴うことを意味する。これは、暗号学的サービスが失敗すること、情報が
喪失されること、情報のセキュリティが危殆化することを引き起こす。

特定の保護的な対策は、鍵の危殆化の可能性や結果を最小化するために取られるかもしれない。以下
の手続きが通常取られる：

20

a.

対称鍵またはプライベート鍵が平文の形であるような時間を制限する。

b.

平文の対称鍵またはプライベート鍵を人がのぞき見るのを防止する。

例えば、暗号化用に使うこと可能な鍵の完全性とは対照的。
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c.

平文の対称鍵またはプライベート鍵が物理的に保護されたコンテナへ制限する。これは、鍵
生成器、鍵配送デバイス、鍵ローダ、暗号モジュール、および鍵ストレージデバイスを含
む。

d.

鍵またはその他のデータとの関連付けの完全性が危殆化していないことを保証するための完
全性チェックを利用すること。例えば、ラッピングまたは関連付けへの許可されない改変が
検知されるような方法で鍵がラップ（即ち、暗号化）されるかもしれない。

e.

適切な鍵が実際に確立されたことの保証に役立つような鍵確認（セクション 4.2.5.5 を参照）
を実施する。

f.

平文の対称鍵またはプライベート鍵へのそれぞれのアクセスの追跡を維持するような責任追
跡性システムを確立する。

g.

鍵の暗号学的な完全性チェックを提供する（例．MAC またはディジタル署名を用いて）。

h.

署名データへの信頼されるタイムスタンプの利用。

i.

もはや不要となった鍵の直ちに破棄。

j.

特に CA 鍵が危殆化した場合における、危殆化回復計画の作成。

鍵危殆化の最も悪い形は、それが検知されないことである。それにもかかわらず、この場合、ある種
の保護的な対策が取られることが可能である。暗号鍵管理システム（CKMS）は、鍵危殆化の悪影響
を軽減するために、設計されるべきである。CKMS は、1 つの鍵の危殆化が可能な限り少ないデータ
を危殆化するように設計されるべきである。例えば、1 つの暗号鍵は、数多くの利用者というよりもむ
しろ 1 人または限定された人数の利用者のデータを保護するために使用される可能性がある。しばし
ばシステムは、鍵の保有だけを信頼できない通信相手を認証するための代替の方法を持っている。目
的は壊滅的な弱点を持つようなシステムを構築することを防止することである。
危殆化回復計画は、鍵危殆化の結果、暗号学的なセキュリティサービスを回復することにとって必要
不可欠である。危殆化回復計画は文書化および容易にアクセスできるようにしなければならない。そ
の計画は、鍵管理実施ステートメントに含まれるかもしれない（SP800-57、第二部を参照）
。もしそ
うでなければ、鍵管理実施ステートメントは、危殆化回復計画を参照するべきである。
危殆化回復は、主にローカルなアクティビティであるが、鍵危殆化の反動は、システムまたは機器を
利用するコミュニティ全体によって共有される。従って、危殆化回復手続きは、全体としてコミュニ
ティを含むべきである。例えば、ルート CA の署名用プライベート鍵の危殆化からの回復は、その基
盤のすべての利用者が新しいトラストアンカーを取得してインストールすることを要求する。通常、
これは実装するには高価な物理的な手続きを伴う。このような高価な手続きを避けるために、危殆化
を回避するための複雑な予防措置が正当化されるかもしれない。
危殆化回復計画には、以下を含むべきである：
1.

通知するための要員の識別、

2.

回復アクションを実行するための要員の識別、

3.

鍵再生成の方法、

4.

すべての暗号鍵の棚卸し（例．システム内のすべての証明書の場所）
、

5.

回復手続き上のすべての適切な要員の教育、

6.

回復手続きを支援するために必要とされる全要員の識別、

7.

強制される鍵失効チェックの方針（危殆化の影響を最小化するため）
、
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8.

鍵再生成操作の監視（すべての要求される操作がすべての影響を受けた鍵に対して実施され
ることを保証するため）
、および

9.

その他のあらゆる回復手続き。

その他の危殆化回復手続きは、以下を含めてもよい：

5.6

a.

装置の物理的検査、

b.

インシデントの結果として、危殆化したかもしれないすべての情報の識別、

c.

署名鍵の危殆化に起因して、無効かもしれないすべての署名の識別、および

d.

新しい鍵材料の配付、要求される場合。
暗号アルゴリズムと鍵サイズの選択についてのガイダンス

セクション 3 で識別されたセキュリティサービスを提供する暗号アルゴリズムは、連邦政府情報処理
標準（FIPS）および NIST 推奨事項で規定される。それらのアルゴリズムのいくつかは、鍵サイズの
数について定義されている。本セクションは、適切なアルゴリズムと鍵サイズの選択のためのガイダ
ンスを提供する。
本セクションは、1）期待されるシステムのライフタイムと 2）期待されるデータのライフタイムにお
いてそのシステムによって保護される任意データ、の適切な保護を提供するための適切なアルゴリズ
ムや鍵サイズを伴う暗号システムを取得する重要性について強調する。
5.6.1

アルゴリズムの同等強度

暗号アルゴリズムは、
（ある鍵が使用されるとき）使用されるアルゴリズムとその鍵サイズに依存し
て、異なるセキュリティ“強度”を提供できる。表 2 は、承認された対称および非対称暗号アルゴリ
ズムが、ある鍵長を指定された時に、現時点で提供可能であると推定される最大セキュリティ強度を
示す。これらの推定は、それらのアルゴリズムで使用される鍵がある特定のルール（例．その鍵は十
分なエントロピーを持つ RBG を使用して生成される）に従って生成され処理されるとの仮定の下でな
された。しかし、これらのルールは、しばしば守られず、それらの鍵で保護されたデータに提供され
るセキュリティ強度は、推定されるものよりも小さくなる場合もある。
2 つのアルゴリズムは、
“暗号を破る”または鍵（所与の鍵サイズと十分なエントロピーを伴う）を特
定するために必要な計算量が、所与の資源を用いてほぼ同じである場合、所与の鍵サイズ（X と Y）
で、同等の強度をもつと考えられる。所与の鍵サイズのアルゴリズムのセキュリティ強度は、昔か
ら、ショートカット攻撃（即ち、最も効果的な攻撃はすべての可能性のある鍵を試すことである）が
ない鍵サイズ“X”を伴う対称鍵暗号アルゴリズムのすべての鍵を試行するためにかかる計算量という
用語で記述される。この場合、最良の攻撃は、総当り攻撃と呼ばれる。Y bits の鍵を持つが、強度は
X bits 鍵の対称鍵アルゴリズムと同等であるようなアルゴリズムは、“X bits のセキュリティ強度”を
持つ、または“X bits のセキュリティ”を提供すると言う。所与のいくつかの平文ブロックとそれに
対応する暗号文、X bits のセキュリティを提供するアルゴリズムは、平均的に、2X-1T 単位時間を要す
る、ここで、T は平文の値の暗号化を実行し、対応する暗号文と比較するために必要な時間である。
アルゴリズムのセキュリティ強度を決定することは、簡単にはできない。例えば、3 つの 56 ビット鍵
（K1、K2 および K3）を使用するような TDEA を考えてみる。それらの鍵のそれぞれが独立に生成さ
れる場合、これは 3-key TDEA（3TDEA）と呼ばれる。しかし、K1 と K2 が独立して生成され、K3
が K1 と同じものが設定される場合、これは 2-key TDEA（2TDEA）と呼ばれる。ある人は、3TDEA
が 56×3 = 168 bits の強度を提供すると期待するかもしれない。しかし、3TDEA への攻撃には、112
ビット鍵の総当りを伴う強度に低減するようなものが存在する。2TDEA については、もし総当りが最
良の攻撃であれば、2TDEA の強度は、56×2 = 112 bits である。これは攻撃者がいくつかの平文と暗
号文のペアしかもっていない場合であることを想定している。しかし、2TDEA のセキュリティ強度
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は、一致する平文／暗号文のペアが増えれば増えるほど減っていく。もし攻撃者が約 240 のそのような
ペアを取得できる場合、2TDEA は約 80 bits のセキュリティ強度を持つことになる；もし攻撃者が 256
の平文／暗号文のペアを持っていて、十分なメモリと計算能力を持っている場合、その最大セキュリ
ティ強度の見積は、およそ 56 bits となる。
本セクションで議論される、比較可能な鍵サイズクラスは、現在の既知の方法を用いる本推奨事項の
刊行のためになされた調査に基づいている。因数分解アルゴリズムの進歩、一般の離散対数攻撃の進
歩、楕円曲線上の離散対数攻撃の進歩、および量子コンピューティングが将来、これらの等価性に影
響するかもしれない。新しいまたは改良された攻撃または技術は、現在のアルゴリズムのいくつかを
完全に安全でないようにするように開発されるかもしれない。もし量子攻撃が現実的になった場合、
非対称鍵技術はもはやセキュアではないかもしれない。定期的な見直しは、記述された等価性が改訂
さえる必要があるか（例．鍵サイズを増やす必要がある）、またはアルゴリズムがもはやセキュアでは
ないかを決定するために実施されるだろう。
強力な暗号アルゴリズムの使用が単なる総当り暗号攻撃以外のセキュリティ課題を軽減するかもしれ
ない。アルゴリズムは、意図せず鍵についての情報が少し漏えいするようなやり方で実装されるかも
しれない。この場合、より大きい鍵はこの漏れた情報が鍵を危殆化させる可能性を低減するかもしれ
ない。
[SP800-38]で定義されているいくつかのモードによって提供されるセキュリティはブロック長に依存
しているので、ブロック暗号アルゴリズム（例．AES または TDEA）を選択するとき、ブロック長は
考慮されるべき要因でもあるかもしれない。この課題についてのより多くの情報が[SP800-38]で提供
される。
表 2 は、承認されたアルゴリズムの等価セキュリティ強度を提供する；より大きな鍵長のいくつかは
承認されていないことに注意すること。
1.

1 列目は、アルゴリズムによって提供されるセキュリティのビット数と特定の行の鍵サイズを
示す。計算量的な利点を提供するアルゴリズムに対する攻撃に起因して、セキュリティのビ
ット数は必ずしもその他の行のアルゴリズムの鍵長と同じではない。

2.

2 列目は、示されたセキュリティレベル（最小のもの）を提供する秘密鍵（訳注：共通鍵）ア
ルゴリズムを識別する、ここで、2TDEA と 3TDEA は[SP800-67]に規定され、AES は
[FIPS197]に規定される。2TDEA は 2 つの異なる鍵を伴う TDEA であり、3TDEA は 3 つの
異なる鍵を伴う TDEA である。

3.

3 列目は、有限体暗号（FFC）を使う標準に関係付けられたパラメータの最小サイズを示
す。このようなアルゴリズムの例は、ディジタル署名について[FIPS186]で定義されるような
DSA、および[SP800-56A]で定義されるような Diffie-Hellman（DH）および MQV 鍵共有を
含む、ここで、L は公開鍵のサイズ、N はプライベート鍵のサイズとする。[FIPS186]で承認
された最大の鍵長は（L = 3076、N = 256）であり、[SP800-56A]で承認された最大の鍵長は
（L = 2048、N = 256）である。

4.

4 行目は、整数因数分解暗号（IFC）に基づくアルゴリズムの k（法の長さ n）の値を示す。
この種別の一般的なアルゴリズムは RSA アルゴリズムである。RSA は、ディジタル署名に
ついては、[FIPS186]、 鍵確立については[SP800-56B]において承認されている。k の値
は、通常、鍵サイズであると考えられる。[FIPS186]において承認された最大の鍵長は k =
3072 であり、[SP800-56B]において承認された最大の鍵長は k = 2048 である。

5.

5 行目は、[ANSX9.62]においてディジタル署名として規定され、および[FIPS186]において
適用され、また[SP800-56A]において鍵確立として規定される楕円曲線暗号（ECC）に基づ
くアルゴリズムの f（長さ n、ここで n が基底 G の位数）の範囲を示す。f の値は、通常、鍵
サイズであると考えられる。
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表 2 ： 同等の強度

セキュリティ強度

秘密鍵
（訳注：共通鍵）
アルゴリズム

FFC
（例．DSA , DH）

IFC
（例．
RSA）

ECC
（例．
ECDSA）

≤ 80

2TDEA 21

L = 1024
N = 160

k = 1024

f = 160-223

112

3TDEA

L = 2048
N = 224

k = 2048

f = 224-255

128

AES-128

L = 3072
N = 256

k = 3072

f = 256-383

192

AES-192

L = 7680
N = 384

k = 7680

f = 384-511

256

AES-256

L = 15360
N = 512

k = 15360

f = 512+

20F

FFC および IFC アルゴリズム用に識別された 192-bit および 256-bit 鍵強度（黄色で示されたもの）
は、相互運用性と効率の理由により、現在 NIST 標準において含まれていないことに留意されたい。
また、最大セキュリティ強度が 112 bits 以下と見積もられたアルゴリズム／鍵サイズの組合せ（オレ
ンジ色で示されたもの）は、連邦政府情報の暗号学的保護を適用するため（例．データの暗号化また
はディジタル署名の生成）に、もはや承認されていないものであることに留意されたい。しかし、既
にそれらのセキュリティ強度（例．暗号化されたデータの復号またはディジタル署名の検証）で保護
されている情報については、受領するエンティティがそうすることに関連するリスクを受容する場合
には、何らかのフレキシビリティが許容されている。さらなる詳細情報については[SP800-131A]を参
照。
採用されるかもしれない適切なハッシュ関数は、アルゴリズム、スキーム、またはハッシュ関数が利
用されるアプリケーションによって、および提供されるべき最小のセキュリティ強度によって、決定
される。表 3 は、ハッシュ関数の様々なアプリケーション（ディジタル署名、HMAC、鍵導出および
乱数ビット生成）のためのセキュリティ強度を提供するために使用可能な、[FIPS186]および
[FIPS202] で承認されたハッシュ関数を列挙する。

21

5.6.1 項の第三段落の例を参照。
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表 3 ： 目標とするセキュリティ強度を提供するために利用できるハッシュ関数
HMAC 22、
21F

セキュリティ
強度

ディジタル署名およびハッシュのみの
アプリケーション

鍵導出関数
乱数生成

23、

22F

24

23F

≤ 80

SHA-1 25

112

SHA-224、SHA-512／224、SHA3-224

128

SHA-256、SHA-512／256、SHA3-256

SHA-1

192

SHA-384、SHA3-384

SHA-224、SHA-512／224

≥ 256

SHA-512、SHA3-512

SHA-256、SHA-512／256、SHA384、SHA-512、SHA3-512

24F

表におけるいくつかのセキュリティ強度は、アプリケーションについてのハッシュ関数を示していな
いことに留意されたい：アプリケーションで要求されるよりも高い最大セキュリティ強度と見積られ
たハッシュ関数を使用することはいつでも受け入れ可能である。
ある鍵を要求するような HMAC の場合、見積りは、使用されるセキュリティ強度と少なくとも等しい
鍵長とエントロピーであることを想定していることに留意されたい。
いくつかのアプリケーションについて、暗号鍵は、アプリケーションに結びついており、セキュリテ
ィ強度の決定がアプリケーションによって実際にいつ与えられるかを検討する必要がある。例えば、
ディジタル署名の生成について、所与のセキュリティ強度についてその鍵の最小鍵長は、表 2 の
FCC、IFC および ECC 欄で提供される；しかし、HMAC については、鍵長は、[SP800-107]で議論
される。
セキュリティ強度 112 bits（オレンジ色で示されるもの）以下のハッシュ関数とアプリケーションは、
連邦政府情報における暗号学的保護（例．ディジタル署名の生成）を提供するためには、もはや承認
されていないことに留意されたい。しかし、既にそれらのセキュリティ強度（例．暗号化されたデー
タの復号またはディジタル署名の検証）で保護されている情報については、受領するエンティティが
そうすることに関連するリスクを受容する場合には、何らかのフレキシビリティが許容されている。
さらなる詳細情報については[SP800-131A]を参照。
5.6.2

適切なアルゴリズムスイートの定義

多くのアプリケーションは、いくつかの異なる暗号アルゴリズムの使用を要求する。同じサービスを
実行するためにいくつかのアルゴリズムが利用可能であるとき、あるアルゴリズムはその設計ゆえ
に、本質的により効率が良い（例．AES は Triple DEA よりも効率よく設計されている）
。

22

衝突困難性よりむしろ、原像計算困難性が必要とされていることを前提としている。

23

鍵導出のためのセキュリティ強度は、共有秘密が所望のセキュリティ強度をサポートするために十分なエントロピーがふくまれてい
ることを前提としている。

24

セキュリティ強度は、乱数生成器は所望のセキュリティ強度をサポートするために十分なエントロピーを備えていることを前提とし
ている。

25 SHA1 は、ディジタル署名で衝突耐性の要求される 80 ビットセキュリティ以下であると示されてきた；この推奨の公開では、ディ
ジタル署名の衝突に対するセキュリティ強度は推測の対象のままである。
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多くの場合、さまざまな鍵サイズがアルゴリズムによっては利用可能かもしれない。いくつかのアル
ゴリズム（例．RSA のような公開鍵暗号アルゴリズム）について、要求されるよりもより大きい鍵サ
イズの使用は、運用に影響を与えるかもしれない、例えば、より大きい鍵は生成するためにより長い
時間がかかり、またはデータを処理するためにより長い時間がかかるかもしれない。しかし、短すぎ
る鍵サイズの使用は、適切なセキュリティを提供しないかもしれない。
表 4 は、機微なデータを保護するために連邦政府の非格付のアプリケーション用のアルゴリズムと鍵
サイズの適切なスイートを選択するために使用される一般的な推奨事項を提供する。データへの暗号
保護（例．暗号化、またはディジタル署名）を適用するためのセキュリティ強度の増加計画が表にお
いて規定される。アルゴリズム、鍵サイズ、およびアプリケーションについての移行の詳細は、
[SP800-131A]において提供される。表は、以下のように構成される：
1.

1 列目は、2 つのサブ列に分かれている。最初の列は、提供されるセキュリティ強度を示す。
第 2 の列は、暗号保護がデータに“適用”されるか（例．暗号化）
、または暗号学的に保護さ
れたデータが“処理”されるか（例．復号）を示す。

2.

2-3 列目は、そのタイムフレームにおけるセキュリティ強度が、許容（acceptable）、レガシ
ー使用（Legacy-use）可、または禁止（disallowed）のいずれかを示す 26。
25F



“許容（Acceptable）
”は、アルゴリズムまたは鍵長が安全でないとは知られていないこ
とを示す。



“レガシー使用（Legacy-use）
”は、旧来のアプリケーションでの使用のため、アルゴリ
ズムまたは鍵長が利用されるかもしれないことを意味する（即ち、アルゴリズムまたは
鍵長が暗号学的に保護されたデータを処理するために利用されることが可能である）
。



“禁止（disallowed）
”は、アルゴリズムまたは鍵長が暗号保護を適用するために利用さ
れてはならないことを意味する。
表 4 ： セキュリティ強度のタイムフレーム
セキュリティ強度

<112

112

2030 年まで

適用
（Applying）

禁止（disallowed）

処理
（Processing）

レガシー使用（Legacy-use）

適用
処理

禁止

許容
（acceptable）

レガシー使用

許容

許容

許容

許容

許容

許容

128
192

2031 年以降

適用／処理

256

表 4 で提供される一般的なガイダンスに対する具体的な詳細と例外事項については、[SP800-131A]を
参照。

26

この推奨の以前のバージョンでは、第４のカテゴリーとして“非推奨（deprecated）”が使われていたが、現在は使われていない。
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情報のセキュリティ寿命が、表で規定された 1 周期を超えて次の周期（後の周期）へ延長される場
合、次の周期として規定されるアルゴリズムおよび鍵サイズが、暗号学的な保護を適用するために利
用されなければならない（例．暗号化）
。以下の例は、表の用途を明確化するために提供される：
1.

もし、2015 年に情報が暗号学的に保護され（例．ディジタル署名される）
、そのデータの最
大限期待されるセキュリティ寿命が 1 年のみである場合、少なくとも 112 bits のセキュリテ
ィ強度を提供するような承認されたディジタル署名アルゴリズムまたは鍵サイズが使用され
てもよい。

2.

もし、情報が 2025 年にディジタル署名され、期待されるデータのセキュリティ寿命が 6 年で
ある場合、少なくとも 128 bits のセキュリティ強度を提供するアルゴリズムまたは鍵サイズ
が要求される。
アルゴリズムスイートの利用

5.6.3

見積もられた最大セキュリティ強度が混在するような複数のアルゴリズムを組み合わせたアルゴリズ
ムスイートは、一般的に推奨されない。しかし、十分な保護が提供されるような、パフォーマンス、
可用性または相互運用性の理由と共に、異なる強度や鍵サイズである複数のアルゴリズムが使用され
ることがある。一般に、暗号学的保護を提供するために使用される最も弱いアルゴリズムおよび鍵サ
イズが、保護の強度を決定する。情報に対して提供される保護の実際の強度の決定は、情報に対して
暗号学的保護を適用するために使用されるアルゴリズムや鍵サイズだけでなく、どのように鍵が生成
されるかの詳細（例．鍵の生成中に使用される RBG によってサポートされるセキュリティ強度）およ
び生成後に鍵がどのように取り扱われるかの詳細（例．鍵の使用に意図されたセキュリティ強度より
も少ないセキュリティ強度を持つアルゴリズムによってラップされた鍵であった）についても分析す
ることが含まれる。
以下は、いくつかのアルゴリズムの組み合わせの一覧およびアルゴリズム／鍵サイズの組み合わせの
セキュリティへの影響についての考察である：
1.

鍵確立スキームが 1 つまたは複数のアルゴリズム（例．TDEA、AES、または HMAC）と共
に使用する鍵材料を確立するとき、鍵材料によってサポート可能なセキュリティ強度は、使
用される最も弱いアルゴリズムと鍵サイズによって決定される。例えば、もし、224-bit ECC
鍵が[SP800-56A]で規定されるとおり 128-bit AES 鍵を確立するために使用される場合、そ
の AES 鍵によって保護される情報には、たった 112-bit のセキュリティしか提供可能でな
い、なぜなら 224-bit ECC は、最大でもたった 112-bit セキュリティしか提供しないからで
ある。

2.

ハッシュ関数およびディジタル署名アルゴリズムが、ディジタル署名を計算するために組み
合わせて使用されるとき、署名の強度は、2 つのプロセスの弱い方によって決定される。例え
ば、SHA-256 が 2048-bit 鍵の RSA と共に使用される場合、その組み合わせは、112-bit のセ
キュリティしか提供しない、なぜなら 2048-bit RSA 鍵は、たった 112-bit セキュリティしか
提供可能でないからである。

3.

乱数ビット生成器が、X bits のセキュリティを提供することを意図される暗号アルゴリズム
の鍵を生成するために使用されるとき、承認された乱数ビット生成器は、少なくとも X bits
のセキュリティを提供するよう使用されなければならない。

具体的なセキュリティのレベルがデータの保護のために必要求されると決定される場合、アルゴリズ
ムおよび鍵サイズのスイートが、最小限としてそのセキュリティのレベルを提供するように、選択さ
れる必要がある。例えば、128 bits のセキュリティが、通信されるデータに、機密性保護、完全性と
情報源認証を提供することを要求される場合、以下のアルゴリズムおよび鍵サイズの選択が適切であ
るかもしれない：
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a.

機密性：AES-128 を用いてその情報を暗号化する。その他の AES 鍵サイズも適切である
が、パフォーマンスは遅くなるかもしれない。

b.

完全性認証および情報源認証：1 つだけの暗号操作が推奨される場合、ディジタル署名を使用
する。SHA-256 がハッシュ関数として選択されることが可能である。アプリケーションで利
用可能なディジタル署名のアルゴリズムから 1 つを選択する（例．少なくとも 256 bits 鍵の
ECDSA）
。複数のアルゴリズムと鍵サイズが利用可能な場合、選択は、アルゴリズムのパフ
ォーマンス、メモリの要求事項、等に基づいて、最小限の要求事項を満たすように行う。

c.

鍵確立：アプリケーションおよび環境（[SP800-56A]または[SP800-56B]を参照）
、実装にお
けるアルゴリズムの可用性、そのパフォーマンスに基づくような鍵確立スキームを選択す
る。少なくとも 128 bits のセキュリティを提供するアルゴリズムについて、表 2 から鍵サイ
ズを選択する。例えば、ECC 鍵共有スキームが利用可能な場合、少なくとも 256-bit 鍵（表
2 の f の値）の ECC スキームを使用する。しかし、鍵共有に使用される鍵は、ディジタル署
名のために使用される ECDSA 鍵とは異なるものでなければならない。

システムを調達する機関は、システムの潜在的な運用ライフタイムを考慮するべきである。その機関
は、システムのライフタイム全体でセキュアであると期待されるようなアルゴリズムのいずれかを選
択しなければならない、またはアルゴリズムと鍵サイズが容易に更新可能であることを保証するべき
である。
5.6.4

新しいアルゴリズムおよび鍵サイズへの移行

特定の暗号アルゴリズム（と鍵サイズ）によって保護されるデータが安全を維持すると見積もられる
期間は、アルゴリズムセキュリティライフタイムと呼ばれる。この期間に、アルゴリズムは、暗号学
的保護を適応すること（例．データを暗号化）および保護された情報を処理すること（例．データを
復号）の両方のために使用されてもよい；アルゴリズムは、この期間、保護されるデータに対して適
切な保護を提供することが期待される。
通常、ある組織は、特定のアプリケーションで必要とされる暗号サービスを選択する。そのとき、ア
ルゴリズムセキュリティライフタイムと保護されるべきデータのセキュリティ寿命に基づき、アルゴ
リズムおよび鍵サイズのスイートは、要求事項を満たすのに十分であるようなものが選択される。そ
の組織は、次に、アプリケーションにより要求されるサービスを提供するような認証された暗号製品
を含めて、鍵管理システムを確立する。あるアルゴリズムおよび／または鍵サイズのスイートがその
セキュリティライフタイムの有効期限日に近付くにつれて、新しいアルゴリズムおよび鍵サイズのス
イートへの移行が計画されるべきである。
そのアルゴリズムまたは鍵サイズが、情報に対して望ましい保護をもはや提供しないと決定されると
き（例．アルゴリズムが“破られた”かもしれない）
、そのアルゴリズムまたは鍵サイズによって保護
された任意の情報は、疑わしいと考えられる（例．そのデータは、もはや機密ではないかもしれな
い、または完全性が保証可能でない）。もし、その保護データが保持される場合、そのセキュリティ寿
命の残存期間にその情報を保護するような承認されたアルゴリズムおよび鍵サイズを用いて再度保護
されるべきである。しかし、暗号化された情報が、許可されないエンティティ（敵対者）によって、
後に復号するために収集され保持されている可能性があると仮定するべきである。さらに、復元され
た平文は、新しいアルゴリズム上での平文暗号文一致攻撃の試行に使用される可能性がある。
表 2、3 および 4 を用いて適切なアルゴリズムと鍵サイズを選択するとき、期待されるデータのセキュ
リティ寿命を考慮することは非常に重要である。前述のように、アルゴリズム（と鍵サイズ）は、暗
号学的保護をデータに適用するため、および保護データを処理するための両方に使用される。データ
のセキュリティ寿命が考慮されるとき、データのセキュリティ寿命がアルゴリズムセキュリティライ
フタイムの終了時期を超えて延長する場合（即ち、アルゴリズムまたは鍵サイズが、不許可である期
間まで；表 4 を参照）
、所与のアルゴリズム（と鍵サイズ）を用いて、暗号学的保護がデータに適用す
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るべきではない。あるアルゴリズム（と鍵サイズ）が暗号学的保護を適応するために使用されてもよ
い期間は、作成者のアルゴリズム使用期間と呼ばれる。アルゴリズムのセキュリティ寿命 =（作成者
のアルゴリズム使用期間）＋（作成者のアルゴリズム試用期間を越えたデータのセキュリティ寿命）
（図 2 を参照）
。
例えば、3TDEA が 4 年のセキュリティ寿命を持つデータに対して機密性保護を提供するために使用さ
れると仮定する。表 2 では、3TDEA が 112 bits の最大セキュリティ強度を持つことを示す。表 4 で
は、112 bits のセキュリティ強度を持つアルゴリズムは、暗号学的保護（例．この場合、暗号化）の適
用は 2030 年まで延長するが、それを越えないようなアルゴリズムセキュリティライフタイムを持つこ
とを示す。データは 4 年のセキュリティ寿命までであるので、3TDEA によって保護されるすべてのデ
ータがセキュリティ寿命の全体にわたってセキュアであることを保証するために、作成者のアルゴリ
ズム使用期間は（2030 年ではなく）2026 年 12 月 31 日までに終了しなければならない（即ち、その
アルゴリズムは 2026 年を超えてデータを暗号化するために使用されることは可能でない）。図 2 を参
照。2026 年以降、そのアルゴリズムは、112 bits のセキュリティ強度でデータの機密性が保護され続
けるという想定と共に、さらに 4 年間はデータを復号するために使用可能である。そのデータのセキ
ュリティ寿命が正しく見積もられた場合、そのデータは 2030 年以降、もはや機密性の保護を必要しな
いだろう。しかし、そのデータのセキュリティ寿命が当初の想定よりも長い場合、2030 年以降に提供
される保護が要求以下であるかもしれず、そのデータの機密性が（2030 年以降）危殆化するかもしれ
ないという何らかのリスクがある；潜在的な危殆化に関連するリスクが表 4 の“旧来の使用”表示に
よって示される。
情報の暗号学的保護を開始するとき、保護を提供するために適切な最も強いアルゴリズムと鍵サイズ
は、最小のコストで移行するために使用されるべきである。しかし、不必要に大きいアルゴリズムや
鍵サイズを選択することはパフォーマンスに悪影響があるかもしれないことに注意すべきである
（例．アルゴリズムが許容できないほど遅いかもしれない）
。

最長４年間のデータの
セキュリティ寿命

2015

2027

アルゴリズムの
作成者使用期間

アルゴリズムのセキュリティ寿命

図 ２ ： 作成者のアルゴリズム使用期間の例
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新しいアルゴリズムや新しい鍵サイズへの移行のプロセスは、現在のシステムによって提供されるセ
キュリティスイートの中のよりセキュアな選択肢を選ぶようにシンプルかもしれないし、または新し
いシステム全体を構築するように複雑である可能性がある。しかし、システムに新しいアルゴリズム
スイートを構築する必要がある前提で、以下の課題が考慮されるべきである：

5.6.5

1.

情報の機微度とシステムライフタイム：新しいアルゴリズムのライフタイム（使用期間）に
システムによって保護される必要のある情報の機微度はシステムの最小限のセキュリティ要
求事項を決定するために評価されるべきである。システムのライフタイムまたは保護される
必要のある情報の機微度を低く見積もらないように注意を払うべきである。データの機微度
についての一時的なまたは暫定の決定として初期に検討された多くの決定は、その後不適切
であることが判明する（例．情報の機微度は期待するライフタイムを超えて持続する）
。

2.

アルゴリズムの選択：新しいアルゴリズムは最小限のセキュリティ要求を満たすまたは超え
ることを保証するように、注意深く選ばれるべきである。一般的に、高いセキュリティを提
供する暗号アルゴリズムと鍵サイズを選択することは比較的簡単である。しかし、そのよう
な決定をするとき、素人が暗号の専門家に助言を求めることは賢い。システムは、将来の発
展を提供するようなアルゴリズムスイートの選択肢を提供するべきである。

3.

システム設計：新しいシステムは、最小限のパフォーマンスとセキュリティ要求事項を満た
すように設計されるべきである。パフォーマンスとセキュリティ目標は相反するかもしれな
いので、これはしばしば難しい仕事となる。セキュリティのすべての側面（例．物理的セキ
ュリティ、コンピュータセキュリティ、運用セキュリティ、人的セキュリティ）が含まれ
る。現在のシステムが新しいアルゴリズムを組み込むように改変されるべきである場合、分
析される必要が起こる。例えば、既存のシステムは、新しいアルゴリズムの足跡（例．鍵サ
イズ、ブロックサイズ、等）に見合うように重大な改変を要求するかもしれない。さらに、
現在のシステムから保持されるセキュリティ対策（暗号アルゴリズム以外）は、新しいシス
テムにおいて有効であり続けることを保証するため、レビューされるべきである。

4.

実装前の評価：強力な暗号は、実装が不十分であるかもしれない。従って、新しい暗号手法
への転換が、システムにおいてそれらがどの程度有効であり、セキュアであるかについての
評価なしに、なされるべきではない。

5.

試験：複雑なシステムは、使用される前に試験されるべきである。

6.

訓練：新しいまたは異なる職務が実行されることを新しいシステムが要求する場合、それら
の職務を実行する個人は適切に訓練されるべきである。改良されるべきと思われる機能は、
訓練されていない利用者には困ったことに見えるかもしれない。

7.

システム実装と移行：可能な限り設計に近くなるようにシステムを実装するよう注意が払わ
れるべきである。

8.

移行：古いものから新しいシステムへの転換が可能な限り円滑に進むように、移行計画を策
定し、その計画に従うべきである。

9.

実装後の評価：システムは、最小限のセキュリティ要求事項を満たすシステムが実装された
ことを検証するため、評価されるべきである。
セキュリティ強度の減少

あるとき、アルゴリズムや鍵によって提供されるセキュリティ強度は減少されるか、または完全に喪
失されるかもしれない。例えば、計算能力または暗号解析の進展のために、使用されるアルゴリズム
または鍵長がもはや適切なセキュリティを提供できないかもしれない。この場合、
“新しい”情報への
保護の適用は、より強いアルゴリズムや鍵を用いて実行可能である。しかし、このようなアルゴリズ
ムや鍵を用いて以前保護された情報は、もはやセキュアではないかもしれない。この情報は、その他
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の鍵、またはその鍵によって保護されるその他の機微なデータを含むかもしれない。あるアルゴリズ
ムまたは鍵によって提供されるセキュリティ強度の減少は、以下のような意味を持つ：


暗号化された情報：暗号化された形で許可されないエンティティに任意の時に暴露されたよ
うな暗号化された情報のセキュリティは、疑わしいと考えられるべきである。例えば、後日
破られるようなあるアルゴリズムや鍵長を用いて暗号化された形で送信された鍵は、危殆化
したとみなされる必要があるかもしれない、なぜなら敵対者は、アルゴリズムを破る方法が
偶然見つかった場合に後で復号するためにその鍵を暗号化された形で保管しておくことが可
能であるから（鍵危殆化の議論については、セクション 5.5 を参照）。たとえ送信され、暗号
化された情報がその後に異なる鍵やアルゴリズムを用いて保管のために再暗号化されたとし
ても、送信アルゴリズムや鍵が弱いために、その情報はすでに危殆化しているかもしれな
い。
暗号アルゴリズムまたは鍵がもはや適切な保護を提供しないとしても、このやり方（例．送
信されていない）で“暴露”されなかった暗号化された情報はまだセキュアであるかもしれ
ない。例えば、それらの鍵によって保護された暗号化された形の鍵と情報が決して送信され
なかったのであれば、その情報はまだ機密性を保っているかもしれない。
覚えておくべき教訓は、暗号化された形式において許可されないエンティティに暴露される
ような情報（例．送信を介して）に対して使用される暗号化メカニズムは、高いレベルのセ
キュリティ保護を提供するべきであること、および危殆化した鍵が非常に多くの情報を暴露
するために利用されないようにそれぞれの鍵の用途が制限されるべきである（即ち、暗号期
間を短くするべき）
。もし、そのアルゴリズム自体が破られている 27 なら、それぞれの鍵が
非常に限定された量の情報を暗号化するために使用されるときに、敵対者はより多くの作業
を実行することを強制される。暗号期間についての考察は、セクション 5.3.6 を参照。
26F

27



保管データへのディジタル署名 28：ディジタル署名は送信と次の保管の前にデータについて
計算される。この場合、署名データおよびディジタル署名の両方が保管される。その署名の
セキュリティ強度が後で減少する場合（例．アルゴリズムが破られるため）
、強度が減少する
前の時刻まで、保管データおよびその関連するディジタル署名が改変から適切に保護されて
いる場合には、署名はまだ有効であるかもしれない（例．より強いアルゴリズムや鍵を用い
てディジタル署名を適用することによって）
。さらなる議論については、セクション 5.5 の項
目 1 を参照。ストレージ機能は、元の署名メカニズムやその鍵の通常のセキュリティ寿命を
越えて、ディジタル署名されたデータを保管するため、暗号学的タイムスタンプを使用する
ように開発されている。



保管データへの対称認証コード 29：ディジタル署名のような、対称認証コード（即ち、
MAC）は、送信と次の保管の前のデータについて計算される。受信データおよび認証コード
は、受信したままの状態で保管され、認証アルゴリズムや鍵のセキュリティ強度が後で減少
する場合（例．アルゴリズムが破られるため）
、強度の減少する前の時刻まで、保管データお
よびその関連する認証コードが改変から適切に保護されている場合、認証コードはまだ有効
であるかもしれない（例．より強いアルゴリズムや鍵を用いて別の認証コードを適用するこ
とによって）
。さらなる議論については、セクション 5.5 の項目 1 を参照。ストレージ機能
は、元の認証メカニズムとその鍵の通常のセキュリティ寿命を越えて、認証されるデータを
保管するため、暗号学的タイムスタンプを使用するように開発されている。

27F

28F

全数探索より、容易に鍵が復元できること。

28

送信されるが保管されないデータへのディジタル署名は短寿命であると考えられるため考慮しない、例えば、通信中のみのエラーを
検出するためにディジタル署名が使用された場合など。

29

送信さえるが保管されないデータへの対称認証コードは短寿命であると考えられるため考慮しない。

57

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

6
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暗号学的情報の保護要件

このセクションでは、鍵材料に必要な保護の種別についてのガイダンスを提供します。暗号学的な鍵
材料は、暗号鍵とその鍵を使用するために必要な関連情報（即ち、メタデータ）として定義される。
具体的な情報は、鍵の種別に応じてさまざまである。暗号学的な鍵材料は、セキュリティサービスが
“重要である”ために保護されなければならない。FIPS140-認証された暗号モジュールは、必要とさ
れる保護の多くを提供するかもしれません；しかし、鍵材料が[FIPS140]暗号モジュールの外部に存在
するときはいつでも、追加の保護が必要とされる。必要とされる保護の種別は、鍵の種別と鍵が使わ
れるセキュリティサービスに依存する。[SP800-152]では、対処されるべきその他の鍵管理要因と同様
に、FIPS 140-認証された暗号モジュールの範囲外であるときの鍵とメタデータの保護に関する連邦政
府暗号学的鍵管理システム（FCKMS）のガイダンスを提供する。
6.1

保護および保証要件

鍵材料は、関連する暗号化サービスが必要な限り（運用上）利用可能であるべきである。鍵は、それ
らが良く使われている間は、暗号モジュール内で維持されてもよいし、またはそれらは外部に保管さ
れ（適切な保護が提供されることが条件）、必要に応じて呼び出される。必要な場合、いくつかの鍵は
鍵の作成者の使用期間を超えてアーカイブされる必要があるかもしれない（作成者の使用期間の考察
については、セクション 5.3.5 を参照）
。
以下の保護と保証が、鍵材料に対して要求されることがある。

完全性の保護は、すべての鍵材料に提供されなければならない。完全性の保護は、常に受領した

鍵材料のソースと形式のチェックを含む（セクション 5.4.1 を参照）
。その鍵が認証された暗号モ
ジュール内に存在するとき、適切な完全性保護は暗号モジュールが、その鍵によって保護される
べきデータに関連する[FIPS199]影響のレベルに一貫するようなセキュリティレベルで、
[FIPS140]に適合するときに提供される（[SP800-152]を参照）
。ある鍵が暗号モジュールの外部で
利用可能な場合、完全性保護は、暗号学的な完全性メカニズム（例．暗号学的チェックサム、暗
号学的ハッシュ関数、MAC およびディジタル署名）
、非暗号学的な完全性メカニズム（例．
CRC、パリティチェック等）
（附属書 A を参照）
、または物理的保護メカニズムによって提供され
なければならない。適切な完全性メカニズム選択のガイダンスは、セクション 6.2.1.2 と 6.2.2.2
で示される。

機密性の保護は、すべての対称鍵とプライベート鍵に対して、提供されなければならない。公開
鍵は、一般的に機密性の保護を必要としない。対称鍵またはプライベート鍵が認証された暗号モ
ジュールの内部に存在する場合、適切な機密性の保護は、その鍵によって保護されるべきデータ
に関連する[FIPS199]影響のレベルに一貫するようなセキュリティレベルで、[FIPS140]に適合す
るときに提供される（[SP800-152]を参照）
。対称鍵またはプライベート鍵が暗号モジュールの外
部に存在する場合、機密性の保護は、適切なセキュリティ強度（[SP800-152]を参照）での暗号化
（例．鍵ラッピング）によって、別々の鍵構成要素（セクション 6.2.1.3 を参照）によって、また
は物理的手段を介した鍵へのアクセス制御によって（例．アクセスが限定された金庫に鍵材料を
保管する等）のいずれかにより提供される。具体的な機密性メカニズムのセキュリティと運用へ
の影響はさまざまである。適切な機密性メカニズムの選択のためのガイダンスは、セクション
6.2.1.3 と 6.2.2.3 で示される。
関連性の保護は、正しい鍵材料が正しいアプリケーションや装置で正しいデータと共に使用され
ることを保証することにより、暗号学的セキュリティサービスのために提供されなければならな
い。適切な関連性の保護の選択のためのガイダンスは、セクション 6.2.1.4 と 6.2.2.4 で示され
る。
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ドメインパラメータと公開鍵有効性の保証は、そのパラメータと鍵が算術的に正しいという確信
を提供する（セクション 5.4.2 と 5.4.3 を参照）
。適切な保証メカニズムの選択のためのガイダン
スは、本書と同様に [SP800-56A]と[SP800-89] で示される。

プライベート鍵の所持の保証は、公開鍵の所有者が実際に対応するプライベート鍵を所持してい
ることの保証を提供する（セクション 5.4.4 を参照）
。

暗号鍵、関連する鍵情報、および暗号学的パラメータ（例．初期化ベクタ等）の保護の期間は、鍵の
種別、関連する暗号学的サービス、およびその暗号サービスを必要とする期間に依存する。保護の期
間は、鍵の暗号期間を含む（セクション 5.3 を参照）。完全性についての保護の期間は、必ずしも機密
性の保護と同じである必要がない。完全性の保護は、鍵がもはや不要となるまでに限って必要かもし
れないが、機密性の保護は、鍵が実際に破棄されるまで必要とされるかもしれない。
暗号鍵の保護および保証要件の要約

6.1.1

表 5 では、配付中と保管中の鍵についての保護要件の要約を提供する。必要な保護を提供する方法
は、セクション 6.2 にて説明される。
表 5 のガイド：
a.

カラム 1（鍵種別）は、鍵種別を識別する。

b.

カラム 2（セキュリティサービス）は、暗号手法と組み合わせて、鍵によって提供されるセキ
ュリティサービスの種類を示す。いくつかの場合、用語“支援”がこのカラムで使用され
る。これは、対応する鍵が主たる機密性の暗号学的サービスを支援するために使用されるこ
とを意味する。例えば、鍵共有鍵は、機密性を提供するために使用される鍵を確立すること
によって機密性サービスを支援するかもしれない；ある RBG 鍵は、情報を暗号学的に保護す
るために使用されるべき鍵を生成するためのランダム値を提供するために使用されるので、
暗号の使用を支援する。

c.

カラム 3（セキュリティ保護）は、鍵に対して要求される保護の種別を示す（即ち、完全性お
よび機密性）
。

d.

カラム 4（関連性の保護）は、用途やアプリケーション、許可された通信の当事者またはその
他の指示された情報を鍵と関連付けるように、その鍵に関して保護の必要がある関連性の種
別を示す。ドメインパラメータとの関連性では、それらが使用されるアルゴリズムにのみ適
用される。

e.

カラム 5（要求される保証）は、公開鍵の有効性および／またはプライベート鍵所持の保証が
[SP800-56A]、[SP800-56B]、[SP800-89]およびこの推奨事項で定義されるとおり、得られる
必要があるかどうかを示す。公開鍵の有効性の保証は、鍵が算術上正しいという確信の度合
いを提供する。詳細はセクション 5.4.3 を参照。プライベート鍵の所持の保証は、公開鍵を提
供するエンティティが、実際にある時点で対応するプライベート鍵を所持していたことの確
信の度合いを提供する。詳細はセクション 5.4.4 を参照。

f.

カラム 6（保護の期間）は、鍵の完全性および／または機密性が維持される必要のある時間の
長さを示す（セクション 5.3 を参照）
。対称鍵とプライベート鍵は保護の期間の終了時に破棄
されなければならない（セクション 8.3.4 と 9.3 を参照）
。
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表 5 ： 暗号鍵の保護要件

鍵種別

セキュリティ
サービス

セキュリティ
保護

関連性の保護

必要な
保証

保護期間

署名用プラ
イベート鍵

情報源認証；
完全性認証；
否認防止

完全性 30；
機密性

用途またはアプリケーション；
ドメインパラメータ；
署名検証用公開鍵

所持

生成から暗号期間の
終了まで

署名検証用
公開鍵

情報源認証；
完全性認証；
否認防止

完全性；

用途またはアプリケーション；
鍵ペア所有者；
ドメインパラメータ；
署名用プライベート鍵；
署名されたデータ

有効性

生成から保護された
データを検証する必
要がなくなるまで

認証用対称
鍵

情報源認証；
完全性認証

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ；
認証されたデータ

認証用プラ
イベート鍵

情報源認証；
完全性認証

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
認証用公開鍵；
ドメインパラメータ

所持

生成から暗号期間の
終了まで

完全性

用途またはアプリケーション；
鍵ペア所有者；
認証されたデータ；
認証用プライベート鍵；
ドメインパラメータ

有効性

生成から保護された
データを検証する必
要がなくなるまで

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ；
平文／暗号化されたデータ

どちらが後できて
も、生成からデータ
のライフタイムの最
後または暗号期間の
終わりまで
どちらが後でも、生
成から暗号期間の終
了または包装された
鍵が保護を必要とし
なくなるまで

認証用公開
鍵

データ暗号
化／復号
対称鍵

機密性

生成から保護された
データを検証する必
要がなくなるまで

鍵ラッピン
グ用対称鍵

支援

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ；
暗号化された鍵

RBG 対称鍵

支援

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション

生成から交換される
まで
どちらが後できて
も、生成から暗号期
間の終わりまたは派
生鍵のライフタイム
終了まで

マスター
対称鍵

支援

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ；
導出された鍵

鍵配送用プ
ライベート
鍵

支援

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
暗号化された鍵；
鍵配送用公開鍵

所持

生成からすべての配
送された鍵の保護期
間の終わりまで

鍵配送用
公開鍵

支援

完全性

用途またはアプリケーション；
鍵ペア所有者；
鍵配送用プライベート鍵

有効性

生成から暗号期間の
終わりまで

鍵共有用
対称鍵

30

情報源認証；
完全性認証

29F

支援

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ

完全性保護は様々な手段によって提供することができる。セクション 6.2.1.2 と

60

6.2.2.2 を参照。

どちらが後であって
も、生成から暗号期
間の終了または、も
はや鍵を決定するた
めに必要でないまで
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セキュリティ
保護

関連性の保護

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
ドメインパラメータ；
静的鍵共有用公開鍵

完全性

用途またはアプリケーション；
鍵ペア所有者；
ドメインパラメータ；
静的鍵共有用プライベート鍵

支援

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
一時的鍵共有用公開鍵；
ドメインパラメータ；

一時的
鍵共有用
公開鍵

支援

完全性

31

鍵ペア所有者；
一時的鍵共有用プライベート鍵；
用途またはアプリケーション；
ドメインパラメータ

権限付与用
対称鍵

許可

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ

権限付与用
プライベー
ト鍵

許可

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
権限付与用公開鍵；
ドメインパラメータ

所持

生成から鍵の暗号期
間の終わりまで

完全性

用途またはアプリケーション；
鍵ペア所有者；
権限付与用プライベート鍵；
ドメインパラメータ

有効性

生成から鍵の暗号期
間の終わりまで

鍵種別

静的鍵共有
用プライベ
ート鍵

静的鍵共有
用公開鍵

一時的
鍵共有用
プライベー
ト鍵

権限付与用
公開鍵

支援

支援

許可

30F

必要な
保証

保護期間

所持

どちらが後であって
も、生成から暗号期
間の終了または、も
はや鍵を決定するた
めに必要でないまで

有効性

どちらが後であって
も、生成から暗号期
間の終了または、も
はや鍵を決定するた
めに必要でないまで
生成から鍵の契約が
終了するまで、プロ
セス工程の終了後、
鍵は破棄されなけれ
ばならない。

有効性

生成から鍵合過程が
完了するまで
生成から鍵の暗号期
間の終わりまで

その他の暗号学的情報や関連情報に対する保護要件の要約

6.1.2

表 6 では、配付中と保管中のその他の暗号学的情報の保護条件の要約を提供する。必要な保護を提供
するためのメカニズムは、セクション 6.2 にて説明される。
表６のガイド：
a.

カラム 1（暗号学的情報の種別）は、暗号学的情報の種別を識別する。

b.

カラム 2（セキュリティサービス）は、暗号学的情報が提供するセキュリティサービスの種別
を示す。

c.

カラム 3（セキュリティ保護）は、暗号学的情報のセキュリィティ保護の種別を示す。

d.

カラム 4（関連性の保護）は、各種別の暗号学的情報に対する関連性の適切な種別を示す。

e.

カラム 5（ドメインパラメータ有効性の保証）は、[SP800-56A]および[SP800-89]および本推
奨事項のセクション 5.4 で定義されるとおり、保証が得られるような暗号学的情報を示す。
ドメインパラメータ有効性の保証は、ドメインパラメータが算術的に正しいという確信を与
える。

31

一時的鍵共有用公開鍵の機密性は送信途中では保護されない場合がある；しかし、鍵共有プロトコルで、送信される一時的公開鍵の
許可されない置換や変更を検出するよう設計される場合がある。この場合、プロトコルはデータ完全性メカニズムを構成する。
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カラム 6（保護の期間）は、暗号学的情報の完全性および／または機密性が維持される必要が
ある期間を示す。暗号学的情報は保護の期間の終了時に破棄されなければならない（セクシ
ョン 8.3.4 を参照）
。

g.
表 6 ： その他の暗号学的または関連する材料の保護要件

暗号学的
情報の
種別

セキュリティ
サービス

セキュ
リティ
保護

関連性の保護

ドメイ
ンパラ
メータ
の有効
性の保
証

ドメイン
パラメータ

パラメータに関連
する鍵に依存する

完全性

用途またはアプリケーション；
プライベート鍵と公開鍵

あり

初期化ベクタ

アルゴリズムに依
存する

完全性
31F

32

保護されたデータ

保護の期間

生成から、もはや鍵生成や
署名検証が不要となるまで
生成から、もはや保護デー
タの処理が不要となるまで
生成から、トランザクショ
ンの終了まで。
共有秘密は、保護期間終了
時に破棄されなければなら
ない。

共有秘密

支援

機密性；
完全性

RNG シード値

支援

機密性；
完全性

用途またはアプリケーション

一度使用し、使用後すぐに
破棄

その他の公開
情報

支援

完全性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ；
ノンスを用いて処理されたデータ

生成から、もはや公開情報
を用いるデータ処理が不要
となるまで

その他の秘密
情報

支援

機密性；
完全性

用途またはアプリケーション；
その他の許可されたエンティティ；
秘密情報を用いて処理されたデータ

生成から、もはや秘密情報
を用いるデータ処理が不要
となるまで

中間結果

支援

機密性；
完全性

用途またはアプリケーション

生成から、もはや不要とな
り中間結果が破棄されるま
で

支援

完全性

鍵

生成から、
関連する鍵の破棄まで

乱数

支援

完全性；
機密性
（用途に
依存）

パスワード

情報源認証；
鍵導出

完全性；
機密性

用途またはアプリケーション；
所有エンティティ

生成から、置換まで、
またはエンティティ認証
または鍵導出が
もはや不要となるまで

監査情報

支援

完全性；
アクセス
許可

監査対象事象；
鍵管理情報

生成から、もはや不要とな
るまで

鍵制御情報
（例．ID、
目的）

生成から、もはや不要にな
り乱数が破棄されるまで

32

一般にＩＶは送信中には保護されません；しかし、復号システムは送信されるＩＶへの許可されない置換や変更を検出する、また
は、影響を最小化するよう設計される場合がある。この場合、復号システムはデータ完全性メカニズムである。
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保護メカニズム

6.2

暗号学的情報のライフタイムの間、その情報は“送信中”
（例．手動で配付されるような処理中、また
は許可された通信当事者へ自動化されたプロトコルを用いて配付される処理中）、
“保管中”（例．情報
がストレージ内にある）
、または“使用中”のいずれかである。すべての場合で、鍵材料はセクション
6.1 に従って保護されなければならない。
使用中の鍵について、その鍵は適切な暗号モジュール内部に存在し（かつ、使用され）なければなら
ない；使用中の鍵は同時に送信中および／または保管中でもあるような鍵を排除しないことに留意さ
れたい。
送信中または保管中について、保護メカニズムの選択には、さまざまなものがあるかもしれない。以
下のサブセクションにおいていくつかの保護方法が提供されるが、すべての方法が等しいセキュリテ
ィを提供するとは限らない。その方法は、慎重に選択されるべきである。さらに、規定のメカニズム
は、単独では保護を保証しない。その実装と関連する鍵管理が、任意の実現可能な攻撃が成功するの
を防ぐために十分なセキュリティを提供する必要がある。
送信中の暗号学的情報の保護メカニズム

6.2.1

送信中の暗号学的情報は、暗号学的サービス（例．機密性の提供に使用される鍵を確立する）
（セクシ
ョン 8.1.5 を参照）を得るために配付される鍵材料かもしれない、またはバックアップまたは将来の使
用または回復するかもしれないためにアーカイブされた暗号学的情報かもしれない（セクション 8.2.2
およびセクション 8.3.1 を参照）
。これは、手動で達成することができ（即ち、信頼できる宅配業者経
由で）
、自動化されたやり方で（即ち、自動化された通信プロトコルを使用して）
、または手動および
自動化された方法のいくつかの組み合わせにより達成される。いくつかのプロトコルでは、保護はプ
ロトコルによって提供され、その他の場合には、鍵材料の保護は、鍵材料上で直接提供される（セク
ション 8.2.2.2、8.3.1、及び付録書 B を参照）。保護メカニズムを適用することは、作成側のエンティ
ティの責任であり、使用されたメカニズムを元に戻したり、チェックしたりすることは、受信者の責
任である。
6.2.1.1

可用性

通信は、改ざんされ、故意に改変され、壊されるかもしれないので、送信後の暗号情報の可用性は暗
号方式を使用して保証することはできない。しかし、可用性は、冗長化や多重チャネル、蓄積転送シ
ステム（受領確認後にのみ送信者により削除される）、エラー訂正符号、およびその他の非暗号学的メ
カニズムによる支援が可能である。
通信システムは、将来の可用性のために作成した送信者による再送に頼るよりも、それが正常に受信
された後に、送信された暗号情報の可用性を保証するため、非暗号化メカニズムを組み込むべきであ
る。
6.2.1.2

完全性

完全性の保護は、情報への改変の防止と検出の両方を含む。改変が検知されると、その情報を改変さ
れていない形に回復するために複数の対策が取られるかもしれない。暗号学的メカニズムは、しばし
ば許可されない改変を検知するために用いられる。通信中の暗号学的情報の完全性は、以下のメカニ
ズムの 1 つ以上を用いて保護されなければならない：
1.

手動により方式（物理的な保護が提供される）：
(a) 完全性メカニズム（例．CRC、MAC やディジタル署名）は、その情報に使用され、その
結果得られたコードがその後の検証にために受信者に提供される。注釈：CRC が MAC
またはディジタル署名の代わりに使用されてもよい、なぜなら物理的な保護が意図的な
改変からの保護のみを意図されているからである。
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-または(b) 鍵材料は、意図された暗号操作を実行するために使用される。受信した情報が期待され
る形式に適合していない場合、またはデータがアプリケーションとの関係で矛盾してい
る場合、鍵材料が破損している可能性がある。
2.

通信プロトコルを介しての自動化された配付（利用者または通信プロトコルにより提供）
(a) 承認された暗号学的完全性メカニズム（例．MAC やディジタル署名）は、その情報に使
用され、その結果得られたコードがその後の検証にために受信者に提供される。CRC
は、この目的のために承認されてないことに留意されたい。完全性メカニズムは暗号学
的情報のみ適用してもよいし、メッセージ全体に適用されてもよい。
-または(b) 鍵材料は、意図された暗号操作を実行するために使用される。鍵材料の使用が正しくな
い結果を生むか、データがアプリケーションとの関係で矛盾している場合、受領した鍵
材料が破損しているかもしれない。

完全性の故障の検知への対応は、具体的な環境に依存してさまざまである。不適切なエラー対応は、
攻撃を許してしまう可能性がある（例．サイドチャネル攻撃等）
。セキュリティ方針（[SP800-57、第
二部]を参照）は、このような事象への対応を定義するべきである。例えば、エラーが受信された情報
において検知される場合、受信者はその情報が完全に正しいことを要求する（例．受信者はその情報
が誤っているときは処理を続行できない）、次に：
a.

その情報は、使用されるべきでない、

b.

受領者は、その情報が再送されることを要求してもよい（再送信は、事前設定された最大回
数までに制限されるべきである）
、および

c.

インシデントに関する情報は、後でエラー原因を識別するために、監査ログに格納されても
よい。

6.2.1.3

機密性

鍵材料は、通信中に機密性の保護を要求してもよい。機密性の保護が必要な場合、鍵材料は、以下の
メカニズムの 1 つ以上を用いて保護されなければならない。
1.

手動による方式
(a) 鍵材料が、鍵材料の要求されたセキュリティ強度を満たす、または超えるようなセキュ
リティ強度で保護を提供するような承認された手法を用いて暗号化（例．ラップされ
る）される。
-または(b) 鍵材料が、鍵材料の要求されたセキュリティ強度を満たす、または超えるようなセキュ
リティ強度でそれぞれの鍵要素が生成されるような、鍵要素へ分割される。各鍵要素
は、知識分割手続き（セクション 8.1.5.2.1 とセクション 8.1.5.2.2.1 を参照）を用いて、
1 人の人がすべての鍵要素にアクセスを決して取得できないように取り扱われる。
-または(c) 適切な物理的および手続き的な保護が提供される（例．信頼できる宅配便を用いること
によって）
。
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通信プロトコルを介した自動化された配付：鍵材料は、鍵材料の要求されたセキュリティ強
度を満たす、または超えるようなセキュリティ強度で保護を提供するような承認された手法
を用いて暗号化（例．ラップされる）される。
用途やアプリケーションとの関連付け

その用途やアプリケーションとの鍵材料の関連付けは、配付プロセス中に具体的に識別されるか、ま
たはアプリケーションの使用により暗黙的に定義されるかのいずれかでなければならない。鍵に関連
するメタデータの説明については、セクション 6.2.3 を参照。
6.2.1.5

その他のエンティティとの関連付け

適切なエンティティ（例．鍵材料を共有するエンティティ）との鍵材料の関連付けは、配付プロセス
中に具体的に識別されるか（例．公開鍵証明書を使用して）
、またはアプリケーションの使用により暗
黙的に定義されるかのいずれかでなければならない。鍵に関連付けられたメタデータの説明について
は、セクション 6.2.3 を参照。
6.2.1.6

その他の関連情報との関連付け

その他の関連情報（例．ドメインパラメータ、暗号化／復号鍵または IVs）との関連付けは、配付プロ
セス中に具体的に識別されるか、またはアプリケーションの使用により暗黙的に定義されるかのいず
れかでなければならない。その他の関連情報に関連付けされるメタデータの説明については、セクシ
ョン 6.2.3 を参照。
6.2.2

保管情報の保護メカニズム

暗号学的情報は、何らかのデバイスまたはストレージ媒体内に保管されるかもしれない。これは、通
信中または使用中でもある情報の複製を含むかもしれない。保管情報（即ち、暗号モジュール内に含
まれる情報を含めて、保管された情報）は、セクション 6.1 に従って保護されなければならない。さ
まざまな保護メカニズムを使用することができる。
暗号学的情報は、直ちにアプリケーションで利用可能なように格納されるかもしれない（例．ローカ
ルハードディスクやサーバ上で）；これは、暗号モジュール内や即時アクセス可能な記憶装置（例．ロ
ーカルハードドライブ上）に格納される鍵材料については代表的なものである。鍵材料は、取り外し
可能な媒体（例．CD-ROM 等）上やリモートアクセス可能な場所に電子的な形式で、またはハードコ
ピー形式で金庫にも保管されてもよい；これは、バックアップまたはアーカイブストレージの代表的
なものである。
6.2.2.1

可用性

暗号学的情報は、データがその情報によって保護されている限り、容易に利用可能である必要とされ
る。この保護を提供する共通の方法は、暗号学的情報の１つ以上の複製を作成し、別の場所にそれら
を保管することである。鍵の暗号期間の間、長期の利用可能性を必要とする鍵材料は、正常な運用ス
トレージ（セクション 8.2.1 を参照）とバックアップストレージ（セクション 8.2.2.1 を参照）の両方
に保管されるべきである。鍵の暗号期間が終了した後も保管される暗号学的情報は、アーカイブスト
レージに置かれるべきである（セクション 8.3.1 を参照）
。本推奨事項は、バックアップとアーカイブ
ストレージの両方用途に同じストレージ媒体の使用を妨げるものではない。
それぞれの鍵種別についての長期利用可能性の要求事項に関する詳細は、セクション 8.2.2.1 でバック
アップストレージについて、セクション 8.3.1 でアーカイブストレージについて説明される。
喪失した暗号学的情報の置換において（例．通常のストレージから）
、または鍵の暗号期間が終了して
から暗号操作の実行において使用される本暗号学的情報の回復は、セクション 8.2.2.2（通常の動作中
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の回復）およびセクション 8.3.1（アーカイブストレージからの回復）
、および附属書 B で議論され
る。
本セクションの主たる焦点は、暗号学的情報の可用性の保証を提供することであるが、この情報の可
用性を否定することが求められるかもしれないような例が少なくとも 1 つある。この場合、暗号学的
な無害化（即ち、情報を復号するために使用する鍵を破棄すること）が提案される（[SP800-88]を参
照）
。
6.2.2.2

完全性

完全性の保護は、情報が正しいことの保証に関係している。改変に対する絶対的な保護は不可能であ
る。実施可能な最善策は、改変を防止するための合理的な手段を取ることであり、発生した改変を
（非常に高い確率で）検知する方法を用いて、許可されない改変が検知されたときにその情報を元の
内容に復元することである。
すべての暗号学的情報は、完全性の保護を要求する。完全性の保護は、物理的メカニズムや暗号学的
メカニズムやその両方によって提供されなければならない。
物理的メカニズムは以下の使用を含む：
1.

保管情報へのアクセスを制限するような認証された暗号モジュールやオペレーティングシス
テム、

2.

他のシステムに接続されていないコンピュータシステムや媒体、

3.

コンピュータシステムの外側にある適切なアクセス制御のある物理的に安全な環境（例．ア
クセス制限を備えた金庫）
。

暗号化メカニズムは以下の使用を含む：
a.

その情報について計算され、後に保管された情報の完全性を検証するために使用されるよう
な、承認された暗号学的完全性メカニズム（例．MAC やディジタル署名）
。

b.

意図された暗号操作の実行；こらは、正しい結果が容易に決定されることを想定する。受信
された情報が正しくない場合、鍵材料は破損している可能性がある。

エラーが検出されたとき、暗号学的情報を復元するために、情報の複数の複製が物理的に離れた場所
で維持されるべきである（即ち、バックアップやアーカイブストレージで；セクション 8.2.2.1 および
8.3.1 を参照）
。それぞれの複製の完全性が定期的にチェックされるべきである。
6.2.2.3

機密性

以下のメカニズムのうちの一つは、ストレージ内のプライベート鍵や秘密鍵（訳注：共通鍵）の鍵材
料の機密性を提供するために使用されなければならない：
1.

[FIPS140] 暗号モジュールにおける承認されたアルゴリズムでの暗号化（または鍵ラッ
ピング）
；暗号化は、鍵材料の要求されたセキュリティ強度を満たすか、または超えるよ
うなセキュリティ強度で保護を提供するような承認された手法を使用しなければならな
い。
-または-

2.

鍵によって保護されるべきデータに関連する[FIPS199]影響レベルと一貫したセキュリテ
ィレベルでの、[FIPS140] 暗号モジュールによって提供された物理的な保護（[SP800152]を参照）
。
-または66
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アクセスが制御された安全なストレージにより提供される物理的な保護（例．金庫や保
護区域）
。

用途やアプリケーションとの関連付け

暗号学的情報は、所与の暗号学的メカニズム（例．ディジタル署名や鍵確立スキーム）、または特定の
アプリケーションと共に使用される。保護は、情報が不正に使用されないことを保証するために提供
されなければならない（例．用途やアプリケーションが鍵材料と関連付けられる必要があるだけでな
く、この関連性の完全性も維持されなければならない）
。この保護は、他のメカニズムやアプリケーシ
ョンから暗号学的情報を分離することにより、またはその情報に関連付けられた適切なメタデータを
使用することによって、提供可能である。セクション 6.2.3 では、暗号学的情報に関連付けされるメタ
データについて説明する。
6.2.2.5

その他のエンティティとの関連付け

何らかの暗号学的情報は、別のエンティティ（例．鍵のソース）と正しく関連付けされる必要があ
り、この関連付けの完全性が維持されなければならない。例えば、情報の暗号化、または MAC の計
算で使用される対称（秘密）鍵は、鍵を共有するその他のエンティティと関連付けされる必要があ
る。公開鍵は、鍵ペアの所有者（例．公開鍵証明書を用いて）と正しく関連付けされる（例．暗号学
的に結合される）必要がある。
暗号学的情報は、
“エンティティ”やアプリケーションによる情報の分離により、またはその情報の適
切なメタデータの使用により、保管中にその関連付けを保持しなければならない。セクション 6.2.3 で
は、暗号学的情報として使用されるメタデータについて説明する。
6.2.2.6

その他の関連情報との関連付け

関連付けは、保護される情報とその情報を保護した鍵材料との間で維持される必要があるかもしれな
い。さらに、鍵は、その他の鍵材料との関連付けが必要な場合がある。（セクション 6.2.1.6 を参照）
一緒に情報を保管すること、または情報との間にリンクまたはポインタを提供することにより、関連
付けを実現する。しばしば、鍵とその鍵が保護する情報の間のリンクは、鍵の識別子を提供し、鍵の
メタデータにおいて鍵と共に識別子を保管し、保護された情報と共に鍵の識別子を保管することによ
って実現される。関連付けは、保護された情報が処理される必要がある間は、維持されなければなら
ない。
セクション 6.2.3 には、暗号学的情報のメタデータの使用事例．について説明する。
暗号学的情報に関連付けされるメタデータ

6.2.3

メタデータは、暗号学的情報の用途を定義したり、暗号学的情報との間のリンクを提供したりするた
め、暗号学的情報と共に使用される場合がある。
6.2.3.1

鍵のメタデータ

メタデータは、属性、パラメータ、または意図された鍵の用途、および鍵の制御情報を含むものとし
て、識別するために使用される。異なるアプリケーションは、同じ鍵種別について異なるメタデータ
要素を必要とするかもしれないし、異なるメタデータ要素は、異なる鍵種別で必要とされるかもしれ
ない。鍵に適したメタデータ要素を選択することは、実装者の責任である。メタデータが使用される
とき、メタデータは鍵を伴うべきである。
（即ち、メタデータは通常、鍵と共に保管され、送信され
る）
。メタデータ要素の例をいくつか以下に示す：
1.

鍵の識別子；
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2.

関連する鍵を識別する情報（例．公開鍵とプライベート鍵の関連付け）；

3.

鍵の所有者や共有しているエンティティのアイデンティティ；

4.

暗号期間（例．開始日と終了日）
；

5.

鍵の種別（例．署名用プライベート鍵、暗号化鍵、マスター鍵）
；

6.

アプリケーション（例．購買、電子メール）
；

7.

鍵によって保護される情報の機微性；

8.

カウンタ

9.

ドメインパラメータ（例．DSA や ECDSA で使用されるドメインパラメータ、またはそれら
へのポインタ）
；

33；

32F

10. 鍵の状態（例．活性化前、活性化または破棄）；
11. 鍵の状態／履歴（例．配付された、または失効した（失効理由と共に）
）
；
12. 鍵ラッピング用鍵の識別子およびラッピングで使用されるアルゴリズム；
13. 完全性保護メカニズム（例．暗号学的保護を提供するために使用される鍵とアルゴリズム、
および保護コード（例．MAC、ディジタル署名）
）
；および
14. その他の情報（例．鍵長、任意の保護要件、誰が鍵へのアクセス権を持つか、追加の使用条
件）
。
[SP800-152]は、その完全性の保護と関連する鍵との関係についてのガイダンスを含めて、メタデータ
の使用についての追加の情報を提供する。
6.2.3.2

関連する暗号学的情報のメタデータ

鍵材料以外の暗号学的情報は、情報の暗号学的保護を提供するために使用された鍵材料を“指し示
す”ために、メタデータを必要とするかもしれない。メタデータは、その他の関連する暗号学的情報
についても含んでいるかもしれない。メタデータが使用されるとき、そのメタデータは情報を伴わな
うべきであり（即ち、メタデータは情報で典型的に保管されるか送信される）、以下の情報の何らかの
サブセットを含むべきである：

33

1.

情報の種別（例．ドメインパラメータ）

2.

情報のソース（例．情報を送信したエンティティ）

3.

鍵を使用するためのアプリケーション（例．購買または電子メール）

4.

その他の関連する暗号学的情報（例．鍵、MAC またはハッシュ値）

5.

任意のその他の情報（例．誰がアクセス権を持つか）。

以前に送信された鍵パッケージの再生を検出するために使用される。

68

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

7

Recommendation for
Key Management: General

鍵の状態と遷移

鍵は、その生成と破棄の間にあるいくつかの状態を経る。図 3 は、鍵が想定される状態とその状態の
間での遷移するような鍵の状態の例を図示する。

図 ３ ： 鍵の状態と遷移の例

鍵は、鍵のライフサイクルにおける鍵の状態に依存して異なった利用がなされる。鍵の状態は、単一
の暗号モジュールの観点とは対照的に、システムの観点から定義される。以下のセクションでは、運
用中またはバックアップされた鍵が想定されるような状態について、その他の状態への遷移に沿っ
て、図 3 に示されるとおり説明する。システムによっては追加の状態を適用可能であるかもしれない
（例．本推奨事項の以前のバージョンで提供された例で図示されていた、破棄危殆化状態）
、また識別
された状態のいくつかはその他のシステムに必要でないかもしれない（例．鍵が生成後直ちに活性化
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される場合、活性化前状態は必要ではないかもしれない、または一時停止状態が使用されないという
決定される可能性がある）
。
状態間の遷移は、しばしば事象を記録することを要求する。このような記録についての適切な配置
は、監査ログおよび鍵のメタデータである（セクション 6.2.3.1 を参照）
。[SP800-152]でもこれらの事
象のログ取得について、説明している。
7.1

活性化前状態

鍵は生成されるが、利用が許可されていない。この状態では、鍵は所持の証明（セクション
8.1.5.1.1.2）や鍵確認（セクション 4.2.5.5）を実行するためにのみ利用できる。所持の証明または鍵
確認の目的以外に、この状態の間は、鍵は情報に対する暗号学的保護を適用する（例．送信されるま
たは保管される情報の暗号化または署名）、または暗号学的に保護された情報を処理する（例．暗号文
を復号するまたはディジタル署名を検証する）ために使用されてはならない。
遷移 1： 1 つの鍵は、生成直後に活性化前状態に入る。
遷移 2： ある鍵が活性化前にあり、かつその鍵が将来決して使用されないと決定されている場
合、その鍵は、活性化前状態から直接、破棄状態に遷移しなければならない。
非対称鍵の場合、鍵ペアの両方の鍵が破棄状態へ遷移しなければならない。
遷移の日時は記録されなければならない。
遷移 3： ある鍵が活性化前状態にあり、機密性保護を要求するような鍵の完全性または鍵の機密
性が疑わしくなったとき、その鍵は活性化前状態から危殆化状態へ遷移しなければなら
ない。
非対称鍵の場合、鍵ペアの両方の鍵が危殆化状態へ遷移しなければならない。
遷移の日時は記録されなければならない。鍵か複数のエンティティに知られている場
合、失効通知が生成されなければならない。
遷移 4： その鍵が使用可能になったとき、鍵は、活性化前状態から活性化状態へ遷移しなければ
ならない。この遷移は、活性化日付に達したことにより起こるかもしれないし、外部事
象によって起こるかもしれない。直ちに使用するために鍵が生成される場合、この遷移
は、活性化前状態に入った後、すぐに起こる。
証明書と関連する非対称鍵について、鍵ペアの両方の鍵はその鍵ペアの公開鍵について
発行される最初の証明書の notBefore（有効開始日）に活性化される。
遷移の日時は記録されるべきである。
この遷移は、対称鍵または非対称鍵ペアの両方の鍵の暗号期間の開始を示す（セクショ
ン 5.3 を参照）。
7.2

活性化状態

鍵は、情報を暗号学的に保護するため（例．平文を暗号化する、またはディジタル署名を生成する）
、
事前に保護された情報を暗号学的に処理するため（例．暗号文を復号する、またはディジタル署名を
検証する）
、またはその両方のために利用されるかもしれない。鍵が活性化するとき、保護のみ、処理
のみ、または保護と処理の両方のために指定されるかもしれない。例えば、署名用プライベート鍵お
よび鍵配送用公開鍵は暗黙的に保護のみに指定される。
；署名検証公開鍵および鍵配送用プライベート
鍵は処理のみに指定される。対称データ暗号鍵は作成者の使用期間にデータを暗号化するために利用
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されるかもしれない、また受領者の使用期間（セクション 5.3.5 を参照）に暗号化されたデータを復号
するために利用されるかもしれない。
遷移 5： いくつかの鍵種別は、危殆化が一切決定されないかつ鍵の暗号期間が到達するか鍵が置
き換えられた場合、活性化状態から破棄状態へ直接遷移する。
署名用プライベート鍵と認証用プライベート鍵はそれぞれの作成者の使用期限の終了日
に破棄状態へ遷移しなければならない（例．対応する公開鍵に対して発行された最後の
証明書の notAfter（有効期限日）の日付に到達したとき）。対応する公開鍵はこの時不
活性化状態へ遷移することに留意されたい；遷移 8 を参照。
対称 RBG 鍵は、新しい鍵によって置き換えられたとき、または RBG がもはや使用さ
れないとき、破棄状態へ遷移しなければならない。
マスター対称鍵と権限付与用対称鍵は、それぞれの作成者の使用期間の終了日に破棄状
態へ遷移しなければならない 34。
33F

一時的鍵共有用プライベート鍵は、使用後直ちに破棄状態へ遷移しなければならない
（[SP800-56A]を参照）
。対応する一時的鍵共有用公開鍵は、対応するプライベート鍵
が破棄されるときに破棄状態へ遷移するべきである 35。
34F

権限付与用プライベート鍵は、その暗号期間の終了日に破棄状態へ遷移しなければなら
ない（例．対応する公開鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter（有効期限
日）の日付に到達したとき、
）
。権限付与用公開鍵は、対応するプライベート鍵が破棄さ
れたとき、破棄状態へ遷移するべきである 36。
35F

遷移の日時は記録されなければならない。
遷移 6： 1 つの鍵または鍵ペアは、その他偽の完全性または機密性保護を要求する鍵の機密性が
疑わしくなったとき、活性化状態から危殆化状態へ遷移しなければならない。この場
合、鍵または鍵ペアは失効されなければならない。
非対称鍵の場合、危殆化は、鍵ペアのプライベート鍵に対して明示的に関連するが、両
方の鍵が同時に危殆化状態へ遷移しなければならない。例えば、署名用プライベート鍵
または鍵配送用プライベート鍵は危殆化するかまたは危殆化したと疑わしいかのいずれ
かであるとき、対応する公開鍵も危殆化状態へ遷移する必要がある。
遷移の日時は、記録されなければならない。鍵が複数のエンティティに知られている場
合、失効通知が生成されなければならない。
遷移 7： ある鍵または鍵ペアは、何らかの理由によって、鍵がしばらくの間使用されなない場
合、活性化状態から一時停止状態へ遷移しなければならない。例えば、ある鍵は、その
鍵に関連するエンティティが休暇のため、一時停止されるかもしれない。
非対称鍵の場合、鍵ペアの両方の鍵が同時に一時停止状態へ遷移しなければならない。
日時と一時停止の理由が記録されなければならない。鍵または鍵ペアが複数のエンティ
ティに知られている場合一時停止と理由を示す通知が生成されなければならない。

34

鍵共有用対称鍵と権限付与用対称鍵の受領者の使用期間は、それらの作成者の使用期間と同じであることを思い出すこと（セクショ
ン 5.6 参照）。

35

認証用プライベート鍵と認証用公開鍵の暗号期間が同じであることを思い出すこと（セクション 5.6 参照）。

36

権限付与用プライベート鍵と権限付与用公開鍵の暗号期間が同じであることを思い出すこと（セクション 5.6 参照）
。
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遷移 8： 活性化状態にある鍵または鍵ペアは、データへ暗号学的保護を適用するためにもはや使
用されなくなったときに、不活性化状態へ遷移しなければならない。不活性化状態への
遷移は、対称鍵が置き換えられたため（セクション 8.2.3 を参照）、作成者の使用期間
の終了日が到達したため（セクション 5.3.4 および 5.3.5 を参照）、または鍵または鍵ペ
アが危殆化以外の理由により失効されたため（例．鍵の所有者はもはやその鍵を使用す
ることが許可されない）
、であるかもしれない。
認証用対称鍵、データ暗号化／復号対称鍵、鍵共有用対称鍵および鍵ラッピング用鍵
は、その鍵の作成者の使用期間の終了日に不活性化状態に遷移する。
署名検証用公開鍵、認証用公開鍵、および静的鍵共有用プライベート／公開鍵は、対応
するプライベート鍵の作成者の使用期間の終了日に不活性化状態へ遷移する（例．対応
する公開鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter（有効期限日）の日付に到達し
たとき）
。一時的鍵共用有公開鍵と権限付与用公開鍵は、それらが対応するプライベー
ト鍵が破棄されたときに破棄されない場合、不活性化状態へ遷移する（遷移 5 を参
照）
。
鍵配送プライベートおよび公開鍵ペアは、公開鍵に対して発行された最後の証明書の
notAfter（有効期限日）の日付に到達したとき、不活性化状態へ遷移する。
遷移の日時は記録されるべきである。

7.3

一時停止状態

鍵または鍵ペアの使用は、いくつかの理由から一時停止される可能性があるかもしれない；非対称鍵
ペアの場合、公開鍵とプライベート鍵の両方が同時に一時停止されなければならない。一時停止の 1
つの理由は、鍵が危殆化した可能性かも知れない、また一時停止は、状況の調査ために時間を許すた
めに出される。別の理由は、エンティティが所有するディジタル署名用鍵ペアが利用可能でないこと
かもしれない（例．延長された休暇のため）
；一時停止中に詐称して署名された署名は無効となる。
一時停止された鍵または鍵ペアは、後日、活性化状態に復元されるかもしれない、または不活性化ま
たは破棄となるかもしれない、または危殆化状態へ遷移するかもしれない。
一時停止された鍵は、暗号学的保護を適用するために使用されてはならない（例．平文を暗号化する
またはディジタル署名を生成する）
。しかし、一時停止された鍵は、一時停止の前に保護されたような
情報を処理するために使用されることは可能である（例．暗号文を復号するまたはディジタル署名を
検証する）
、しかし受領者は、そうすることのリスクを受容しなければならない（例．受領者は理由と
一時停止の意味を理解しなければならない）
。例えば、一時停止の理由が危殆化の疑いの場合、鍵ペア
が次に再度活性化されることなしに、公開鍵を用いて署名を検証することは、身長ではないかもしれ
ない。一時停止中に適用されるべきと知られている保護の対象となる情報は、一時停止状態を離れる
まで処理されてはならない、いつその処理を行うかは新しい状態に依存する。
遷移 9： いくつかの鍵種別は、一切の危殆化が決定されない場合、一時停止状態から破棄状態へ
遷移する。
一時停止状態にある署名用プライベート鍵および認証用プライベート鍵は、それらの作
成者の使用期間の終了日に、破棄状態へ遷移しなければならない（例．対応する公開鍵
に対して発行された最後の証明書の notAfter（有効期限日）の日付に達したとき）。対
応する公開鍵がこの時に不活性化状態へ遷移することに留意すること（遷移 12 を参
照）
。
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一時停止状態にあるマスター対称鍵および認証用対称鍵は、それらの作成者の使用期間
の終了日に、破棄状態へ遷移しなければならない 37。
36F

一時停止状態にある権限付与用プライベート鍵は、それらの作成者の使用期間の終了日
に、破棄状態へ遷移しなければならない（即ち、対応する公開鍵に対して発行された最
後の証明書の notAfter（有効期限日）の日付に達したとき）
。権限付与用公開鍵は、対
応するプライベート鍵が破棄されるとき、破棄状態へ遷移するべきである 38。
37F

遷移の日時は記録されなければならない。
遷移 10： 一時停止状態にある鍵または鍵ペアは、一時停止の理由がもはや存在しなくなり、かつ
作成者の使用期限の終了日に達していないとき、活性化状態へ遷移しなければならな
い。
対称鍵の場合、鍵の作成者の使用期限の終了日前まで遷移がなされる必要がある。
非対称鍵については、例えば、公開鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter（有
効期限日）の日付前まで遷移がなされる必要がある。この場合、プライベート鍵と公開
鍵の両方が同時に遷移しなければならない。
遷移の日時は記録されるべきである。
遷移 11： 一時停止状態にある鍵または鍵ペアは、鍵の完全性または機密性保護を要求する鍵の機
密性が疑われるまたは確認されるとき危殆化状態へ遷移しなければならない。
非対称鍵ペアの場合、公開鍵とプライベート鍵の両方が同時に遷移しなければならな
い。
遷移の日時は記録されなければならない。鍵が複数のエンティティによって知られてい
る場合、失効通知が生成されなければならない。
遷移 12： いくつかの鍵種別は、一切の危殆化が決定されず、かつ一時停止がもはや要求されない
場合、一時停止状態から不活性化状態へ遷移する。
認証用対称鍵、データ暗号化／復号対称鍵、および鍵ラッピング用対称鍵は、それらの
作成者の使用期間の終了日に達したとき、不活性化状態へ遷移しなければならない。
署名検証用公開鍵、認証用公開鍵、および静的鍵共有用プライベート鍵／公開鍵ペア 39
は、プライベート鍵の作成者の使用期間の終了日に不活性化状態へ遷移する（例．公開
鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter（有効期限日）の日付に達したとき）
。
一時的鍵共有用公開鍵および権限付与用公開鍵は、それらが対応するプライベート鍵が
破棄されたときに破棄されない場合、不活性化状態へ遷移する（遷移 9 を参照）
。
38F

鍵配送用プライベート鍵／公開鍵ペアは、鍵ペアの暗号期間の終了日に不活性化意状態
へ遷移する（例．公開鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter（有効期限日）の
日付に達したとき）
。
遷移の日時は記録されるべきである。

37

鍵共有用対称鍵と権限付与用対称鍵の受領者の使用期間は、それらの作成者の使用期間と同じであることを思い出すこと（セクショ
ン 5.3.6 参照）。

38

権限付与用プライベート鍵と権限付与用公開鍵の暗号期間が同じであることを思い出すこと（セクション 5.6 参照）
。

39

一時的鍵共有用公開鍵の場合、暗号期間は関係する一時的鍵共有用プライベート鍵のそれと同時に終わる（使用後、破棄状態へ繊維
する（遷移 5 参照））
、しかし、直ちに公開鍵を破棄する実際の要求はなく、破棄状態というよりも非活性化状態への遷移としてここに
示されている。しかし、破棄状態に直接遷移することも許容される。
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不活性化状態

7.4

不活性化状態の鍵は、暗号学的保護を適用するためにされてはならないが、ある場合に、暗号学的に
保護された情報を処理するために使用されるかもしれない。その鍵が失効される場合（即ち、危殆化
以外の理由で）
、その鍵は処理のために使用され続けてもよい。


署名検証用公開鍵は、対応するプライベート鍵の作成者に使用期限の終了日前までに生成さ
れたディジタル署名を検証するために使用してもよい（例．公開鍵に対して発行された最後
の証明書の notAfter（有効期限日）の日付以前）
。



認証用対称鍵、データ暗号化用対称鍵および鍵ラッピング用対称鍵は、受領者の使用期限の
終了日に達するまで、鍵の作成者の使用期限中に適用された保護が提供され、暗号学的に保
護された情報を処理するために使用されてもよい。



認証用公開鍵は、プライベート鍵の作成者の使用期限の終了日以前に実行されたプロセスを
認証するために使用されてもよい（例．公開鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter
（有効期限日）の日付以前）。



鍵配送用プライベート鍵は、公開鍵の作成者に使用期限の終了日以前に対応する公開鍵を用
いて暗号化された鍵を復号するために使用されてもよい（例．公開鍵に対して発行された最
後の証明書の notAfter（有効期限日）の日付以前）
。



鍵共有用対称鍵は、十分な情報が利用可能であると仮定して、共有された鍵を決定するため
に使用されもよい。



静的鍵共有用プライベート鍵／公開鍵ペアは、鍵ペアの暗号期間の終了日以前に作成された
共有された鍵を再生成するために使用されてもよい（例．十分な情報が使用された鍵共有ス
キームで利用可能であると仮定して、公開鍵に対して発行された最後の証明書の notAfter
（有効期限日）の日付以前）。



権限付与用公開鍵は使用されてはならない。

不活性化状態の鍵は、いくつかの時点で危殆化または破棄状態のいずれかへ遷移してもよい。
遷移 13： 1 つの鍵は、鍵の完全性または機密性保護を要求する鍵の機密性が疑われるとき、不活
性化状態から危殆化状態へ遷移しなければならない。この場合、鍵または鍵ペアは失効
されなければならない。
遷移の日時と理由が記録されなければならない。鍵が複数のエンティティに知られてい
るとき、失効通知が生成されなければならない。
遷移 14： 不活性化状態の 1 つの鍵がもはや不要となったら直ちに破棄状態へ遷移するべきであ
る。
遷移の日時と理由が記録されなければならない。
アーカイブから取出された鍵は、不活性化状態であってもよいことに留意されたい。
7.5

危殆化状態

一般に、鍵が公開されるとき、または許可されないエンティティによって決定されるとき、鍵は危殆
化する。危殆化した鍵は、情報に対して暗号学的保護を適用するために使用されてはならない。しか
し、いくつかの場合において、危殆化した鍵または鍵ペアの期待化したプライベート鍵に対応する公
開鍵は、暗号学的に保護された情報を処理するために使用されてもよい。例えば、署名は、危殆化が
発生する前の時刻であるので署名が物理的に保護されていた場合、署名されたデータの完全性を決定
するために検証されてもよい。この処理は、情報の利用者が起こりうる可能性について十分周知され
ているような、非常に高度な管理された条件の下でのみ実行されなければならない。
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アーカイブから取出された鍵は危殆化状態にあってもよいことに留意されたい。
遷移 15： 危殆化した鍵は、その仕様がもはや許可されないまたは必要とされないとき破棄状態へ
遷移するべきである。
遷移の日時は記録されなければならない。
7.6

破棄状態

鍵は、セクション 8.3.4 で期待されるとおり破棄される。鍵がもはや存在していなくても、この状態に
あるとき、特定の鍵メタデータ（例．鍵状態遷移履歴、鍵名称、種別、及び暗号期間）が監査目的で
保持されているかもしれない（セクション 8.4 を参照）
。
破棄された鍵の危殆化が、鍵が破棄された後で決定可能であることも有り得る。この場合、危殆化は
記録されるべきである。
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鍵管理のフェーズと機能

暗号鍵管理のライフサイクルは、4 つのフェーズに分けることができる。各フェーズにおいて、鍵は、
セクション 7 で議論されるような、ある特定の状態にある。さらに、各フェーズでは、ある鍵管理機
能が、通常、実行される。これらの機能は、鍵や関連する属性の管理に必要なものである。
鍵管理の情報は、属性によって特徴付けられる。鍵管理に要求される属性は、その鍵に関連付けされ
た人やシステムのアイデンティティまたは人がアクセスを許可されるような情報の種別を含んでいる
に違いない。属性は、特定のサービスの適切な暗号鍵を選択するためにアプリケーションによって利
用される。これらの属性は、暗号アルゴリズムには現れないが、アプリケーションとアプリケーショ
ンプロトコルの実装に極めて重要である。
鍵管理の 4 つのフェーズは以下のように特定される。
1.

運用前フェーズ（Pre-operational phase）：鍵材料は、まだ、通常の暗号操作に利用可能でき
ない。鍵はまだ生成されていないか、または活性化前状態にある。システムまたは企業の属
性は、同様にこのフェーズ中で確立される。

2.

運用フェーズ（Operational phase）
：鍵材料
は、利用可能で有り、通常使用状態にある。鍵
は、活性化または一時停止状態である。活性化
状態の鍵は、保護のみ、処理のみ、または保護
と処理として指定されてもよい；一時停止状態
の鍵は処理のみのために使用可能である。

3.

運用後フェーズ（Post-operational phase）：鍵
材料は、もはや通常の使用中状態ではないが、
鍵材料へのアクセスは可能であり、また、鍵材
料は処理のみのために利用されてもよい。鍵
は、不活性化状態または危殆化状態にある。デ
ータを処理しないとき、運用後フェーズにある
鍵は、アーカイブに保管されるかもしれない
（セクション 8.3.1 を参照）
。

4.

破棄フェーズ（Destroyed phase）
：鍵は、もは
や利用可能ではない。存在の記録は削除されて
も、されなくてもよい。鍵は破棄状態である。
鍵自体は破棄されるが、鍵メタデータ（例．鍵
の名称、種別、暗号期間、および使用期間）
は、保持されてもよい（セクション 8.4 を参照）
。
図 ４ ： 鍵管理フェーズ

鍵管理フェーズの流れ図を図４に示す。7 つのフェーズ遷移が、図において識別される。鍵は、任意の
以前のフェーズに戻って遷移できてはならない。
遷移 1： 運用前フェーズにある鍵は、生成の過程（活性化前状態）にある。
遷移 2： 鍵が生成されたが一切使用されない場合、それらは運用前フェーズから直接破棄フェー
ズへ遷移して破棄される。
遷移 3： 運用前フェーズの鍵が危殆化した場合、運用後フェーズ（危殆化状態）に遷移する。
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遷移 4： 必須の鍵メタデータが確立された後、鍵材料は生成され、またメタデータは運用前フェ
ーズ中にその鍵に関連付けられて、その鍵はアプリケーションで利用可能となり、適切
な時に運用フェーズへ遷移する。
遷移 5： 運用フェーズの鍵が危殆化した場合、運用後フェーズへ遷移行する（危殆化状態）。
遷移 6： 鍵が通常使用状態でもはや不要となったとき（即ち、暗号期間の終了日に達し、かつ鍵
がもはや“活性化”状態でない）、しかし、それらの鍵へのアクセスが維持される必要
があり、鍵は運用後フェーズへ遷移する。
遷移 7： アプリケーションによっては、一定期間のアクセスが維持されことが要求され、その後
鍵材料は破棄される。運用後フェーズの鍵がもはや不要となったことが明確であると
き、破棄フェーズへ遷移してもよい。
鍵の状態と鍵のフェーズの組み合わせを図 5 に示す。

活性化前
運用前フェーズ

活性化
（保護のみ、
処理のみ、
保護と処理）

運用フェーズ

活性化
（保護のみ、
処理のみ、
保護と処理）

運用後フェーズ

不活性化

危殆化

（処理のみ）

（処理のみ）

破棄フェーズ

破棄

図 ５ ： 鍵管理の状態とフェーズ

以下のサブセクションでは、鍵管理の各フェーズで実行される機能について説明する。いくつかの機
能は適切ではないかもしれないので、鍵管理システムは、必ずしも識別された機能のすべてを持って
いないかもしれない。ある場合、1 つまたは複数の機能が組み合わされるかもしれない、または機能が
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ことなる順序で実行されるかもしれない。例えば、鍵がもはや暗号学的保護を提供するために使用さ
れないか、または危殆化したときに鍵が直ちに破棄される場合、システムは運用後フェーズの機能を
省略するかもしれない。この場合、鍵は、運用フェーズから直接、破棄フェーズへ移動することにな
る。
8.1

運用前フェーズ

鍵管理の運用前フェーズ中は、鍵材料は、まだ通常の暗号操作に利用可能ではない。
8.1.1

利用者登録機能

利用者登録中に、エンティティは、セキュリティドメインの許可されたメンバーとなるために登録局
と対話する。このフェーズでは、利用者識別子またはデバイス名は、将来のトランザクションでメン
バーを識別するために確立されるかもしれない。特に、セキュリティ基盤は、識別情報をエンティテ
ィの鍵に関連付けるかもしれない（セクション 8.1.5 および 8.1.6 を参照）
。エンティティは、登録機
能において、電子メールアドレスや役割／許可情報のような、さまざまな属性を確立することもでき
る。識別情報として、これらの属性は、安全なアプリケーションレベルのセキュリティサービスを支
援するため、基盤によってエンティティの鍵に関連付けられるかもしれない。
アプリケーションは、本プロセスで確立されたアイデンティティに依存するので、登録局が、アイデ
ンティティの検証の適切な手続きを確立することは極めて重要である。アイデンティティは、登録局
での本人との対面で確立されるかもしれないし、または完全に境界を超えて確立されるかもしれな
い。システムとしてのエンティティは、システム運用に責任を負う個人によって保証される一方、人
間のエンティティは、通常、クレデンシャル（例．身分証明書か出生証明書等）を提出するように要
求される。セキュリティ基盤の強度（または、弱さ）は、しばしば本人確認プロセスに依存すること
になる。[FIPS201]および[SP800-63]は、アイデンティティを確立するための要求事項について説明す
る。
利用者と鍵の登録（セクション 8.1.6 を参照）は、別々に行われてもよいし、または一緒でもよい。
別々に行われる場合、利用者の登録処理は、一般的に秘密の値（例．パスワード、PIN、または
HMAC 鍵等）を確立する; 秘密の値は、鍵の登録段階において利用者を認証するために使用されるか
もしれない。一緒に行われる場合、利用者は、同じ処理においてアイデンティティを確立し、鍵登録
を実行するので、秘密の値は要求されない。
8.1.2

システム初期化機能

システム初期化は、安全な運用ためのシステムの設置または設定を含む。これには、アルゴリズムの
選択、信頼できる機関の識別、およびドメインパラメータ方針や信頼されるパラメータ（例．承認さ
れた証明書方針）の定義を含むことができる。
8.1.3

利用者初期化機能

利用者初期化は、その暗号アプリケーションを初期化する（例．ソフトウェアやハードウェアをイン
ストールし、初期化する）エンティティから成る。これには、利用者登録の間に得られるかもしれな
い初期の鍵材料の使用やインストール（セクション 8.1.4 を参照）が含まれる。例として、CA におけ
る鍵、信頼パラメータ、方針、信頼できる機関やアルゴリズム選択のインストールが含まれる。
8.1.4

鍵材料インストール機能

鍵材料のインストールのセキュリティは、システムのセキュリティにとって極めて重要である。この
機能について、エンティティのソフトウェア、ハードウェア、システム、アプリケーション、暗号モ
ジュールやさまざまな手法を用いるデバイス内での運用用途に、鍵材料がインストールされる。鍵材
料は、初期セットアップ中、新しい鍵材料が既存の鍵材料に追加されるとき、および既存の鍵材料が
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置き換えられるときにインストールされる（例．鍵再生成、または鍵導出経由－セクション 8.2.3 およ
び 8.2.4 を参照）。
鍵材料の初期インストールのプロセス（例．手動入力、電子的な鍵入力装置（訳注：HSM 等）、また
はベンダの製造工程による）は、[FIPS 140]の要件への対応と保護の異なるレベルの要件を考慮しつ
つ、ソフトウェア／ハードウェア／システム／アプリケーション／デバイス／暗号モジュールへの入
力中の鍵材料の保護を含み、また要求されるかもしれない何らかの追加の手続きを含まなければなら
ない。
多くのアプリケーションやシステムは、新しくインストールされたアプリケーション／システムが適
切に機能することを試験するために使用される鍵材料と共に製造者によって提供される。この試験用
の鍵材料は、実運用では使用されてはならない。
8.1.5

鍵確立機能

鍵確立には、複数のエンティティ間の通信のための鍵材料の生成と配付、または共有が含まれる。す
べての鍵は、FIPS 140 認証された暗号モジュール内で生成されなければならない、または国家安全保
障情報の保護のための米国政府によって承認された別のソースから取得されなければならない。鍵確
立プロセス中に、何らかの鍵材料が送信されるかもしれない（即ち、鍵材料が手動で配付されるか自
動化プロトコルを用いて配付される）
。その他の鍵材料はローカルに保持されてもよい。いずれの場合
でも、鍵材料はセクション 6 に従って保護されなければならない。
エンティティは、個人（人）、組織、デバイスまたはプロセスのいずれでもよい。鍵材料がエンティテ
ィにより自身が使用する目的で生成されるとき、セクション 6.2.2 における保管された情報を適切に保
護するメカニズムが 1 つ以上使用されなければならない。
複数のエンティティ間、またはエンティティとそのサブエンティティ間（例．組織内のさまざまな個
人、デバイスまたはプロセス）で配付される鍵材料は、セクション 6.2.1 で規定された適切な保護メカ
ニズムを 1 つ以上用いて保護されなければならない。配付されない任意の鍵材料（例．鍵ペアのプラ
イベート鍵、または対称鍵の自分用の複製等）は、セクション 6.2.2 で規定された適切な保護メカニズ
ムを 1 つ以上用いて保護されなければならない。
[SP800-133]では、鍵材料の生成について考察する。
8.1.5.1

非対称鍵ペアの生成と配付

鍵ペアは、承認された適切な標準または NIST 推奨事項の数学的仕様に従って生成されなければなら
ない。
静的鍵ペアは、鍵ペアを“所有する”エンティティ（即ち、暗号学的計算においてプライベート鍵を
使用するエンティティ）によって、セクション 8.1.5.1.3 に従って鍵ペアを配付する機関によって、ま
たは共同プロセスにある利用者と機関によって、生成されなければならない。鍵ペアを所有するエン
ティティによって生成される場合、署名用プライベート鍵は、その他のエンティティに配付されては
ならない。署名検証用公開鍵とその対応するプライベート鍵の場合、その所有者のためにその他の任
意のエンティティが鍵材料を生成するよりもむしろ、その所有者が鍵材料を生成するべきである；こ
れは否認防止を容易にするであろう。しかし、その所有者が組織であるとき、組織のサブエンティテ
ィ（例．従業員またはデバイス）へ鍵材料を配付することは受け入れ可能である；この場合、組織は
所有者であり、サブエンティティはその所有者を代表する。
一時的鍵は、しばしば、鍵確立において使用される（[SP800-56A]を参照）
。それらは、新しい鍵確立
プロセス毎に生成される（例．各メッセージやセションで一意である）
。
生成された鍵ペアは、セクション 6.1.1 に従って保護されなければならない。
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8.1.5.1.1 静的公開鍵の配付
静的公開鍵は、比較的寿命が長く、通常は 1 つのアルゴリズムの多数回の実行で使用される。公開鍵
の配付では、鍵の真正な所有者が知られているようなその鍵の受領者への保証を提供するべきである
（即ち、主張された所有者が事実上の所有者）
；この要求事項は、匿名性が受け入れ可能な場合、無視
されてもよい。しかし、保護データの有効性における全体的なアーキテクチャや信頼の強度は、公開
鍵所有者のアイデンティティの保証に大部分が依存する。
さらに、公開鍵の配付は、以下のような保証を受領者に提供しなければならない：
1. 鍵の目的／用途が既知であること（例．RSA ディジタル署名または楕円曲線鍵共有）
、
2. 公開鍵に関連する任意のパラメータが既知であること（例．ドメインパラメータ）
、
3. 公開鍵が有効であること（例．公開鍵は要求される算術的特性を満たす）
、および
4. 所有者はその対応するプライベート鍵を実際に所有していること。
8.1.5.1.1.1

PKI におけるトラストアンカーの公開鍵の配付

信頼される認証局の公開鍵は、すべての PKI ベースのセキュリティサービスの基盤である；信頼され
る CA は、トラストアンカーであるとみなされる。トラストアンカーの公開鍵は、秘密ではないが、
公開鍵の真正性は、PKI の極めて重要な前提条件である。トラストアンカー公開鍵は、さまざまな保
証レベルを提供しつつ、数多くのさまざまなメカニズムを通して取得されてもよい。提供されるメカ
ニズムの種別は、その基盤における利用者の役割に依存するかもしれない。単に“依拠する当事者”と
してのみふるまう利用者 － 即ち、基盤に登録された鍵を持たないような利用者 － は、基盤によっ
て登録された鍵を所持する利用者とは異なるメカニズムを使用するかもしれない。
トラストアンカー公開鍵は、
“自己署名”X.509 証明書、即ち、証明書の公開鍵に対応するプライベート
鍵によって署名された証明書として、頻繁に配付される。本文書は“トラストアンカー”として信頼
される CA を参照し、その証明書を“トラストアンカー証明書”として参照するが、多くのその他文
書は、信頼される CA および CA の証明書の両方として、用語“トラストアンカー”を参照するために
使用することに留意されたい。
トラストアンカー証明書は、しばしばアプリケーションに埋め込まれ、アプリケーションと共に配付
される。例えば、新しいウェブブラウザのインストールは、通常、利用者のトラストアンカー証明書
の一覧のインストールや置き換えを含んでいる。オペレーティングシステムは、しばしば“コード署
名”トラストアンカー証明書と共に出荷される。利用者は、インストールや置き換えの間に有効なトラ
ストアンカー証明書のみがインストールされることを保証するため、ソフトウェア配付メカニズムの
真正性を信頼する。しかし、ある場合には、その他のアプリケーションが、ウェブブラウザのトラス
トアンカー証明書をインストールするかもしれない。
ウェブブラウザにおけるトラストアンカー証明書は、S／MIME 電子メール証明書の検証、ウェブサ
ーバを認証し機密性を提供するための TLS プロトコルを使用するような“安全なウェブサイト”のウ
ェブサーバ証明書の検証を含め、いくつかの目的で使用される。トラストアンカーCA によって発行さ
れたものでない証明書を持つような“安全な”ウェブサイトを訪れる利用者は、1 回のセションまたは
恒久的のいずれかのために、その証明書を受け入れるための機会が与えられるかもしれない。信頼す
る利用者は、十分信頼できるわけではない新しい恒久的なトラストアンカー証明書を事実上不注意に
追加しないように、未知の認証局からの証明書を受け入れることに対して慎重になるべきである。
警告：ローミング利用者は、使用するホストシステム上のすべてのソフトウェアを暗黙のうちに信頼し
ていることに周知されるべきである。彼らは、会議主催者によって提供される“安全なウェブサイ
ト”にアクセスするためのシステムと同様に、キオスク、図書館、インターネットカフェまたはホテ
ルにおけるシステムを使用するとき、ウェブブラウザによって使用されるトラストアンカー証明書に
ついて注意を払うべきである。利用者は、ホストシステムにおいてインストールされたトラストアン
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カー証明書については何の管理もできない、したがって、どのトラストアンカー証明書が許可される
かどうかについて善良で注意深く決定するようなホストシステムを信頼している；依拠する当事者
は、ソフトウェア配付の前にトラストアンカー証明書がプリインストールされるとき、トラストアン
カー証明書の選択の参加者ではないし、その後どのようなトラストアンカー証明書がインストールさ
れるかについての決定にも関わらないであろう。利用者は、自身が悪意のあるコードのインストール
を回避するために、ソフトウェア配付メカニズムを信頼していることを周知されるべきである。所与
のアプリケーションのトラストアンカー証明書をカバーするためにこの信頼の拡張することは、合理
的かもしれないし、かつ依拠する当事者が任意の追加手続きなしにトラストアンカー証明書を取得す
ることを可能にする。
利用者が基盤に鍵を登録するとき、追加のメカニズムが通常利用可能である。利用者は、その鍵を登
録するためにその基盤と安全に対話する（例．証明書を得るため）
、これらの対話はトラストアンカー
証明書の形式でトラストアンカー情報を提供するよう拡張されるかもしれない。これにより、利用者
は基盤が利用者の鍵とほぼ同じ保証を持つようなトラストアンカー証明書を確立することを可能とす
る。PKI の場合には：
1.

トラストアンカー証明書の初期の配付は、証明書要求プロセス中に登録局（RA）または CA
に対して、要求側のエンティティの公開鍵の提示と共に行なわれるべきである。一般的に、
トラストアンカーの公開鍵、関連するパラメータ、鍵の用途、および（訳注：プライベート
鍵の）所持の保証は、自己署名された X.509 公開鍵証明書（訳注：PKCS#10 形式ファイ
ル）として伝達される。この証明書において、証明書内の公開鍵に対応するプライベート鍵
によってディジタル署名される。パラメータおよび所持の保証が自己署名証明書で伝達され
るかもしれないが、トラストアンカー証明書およびその他の情報に関連するアイデンティテ
ィは、自己署名証明書自体から検証されることはできない（以下の項目 2 を参照）。

2.

要求側エンティティの公開鍵と保証を RA や CA へ伝達するために使用される信頼されたプ
ロセスは、要求側エンティティに伝えられたトラストアンカー証明書を保護されなければな
らない。要求側エンティティが出頭する場合、トラストアンカーの証明書は、その時に提供
されてもよい。利用者登録中に秘密の値が確立される場合（セクション 8.1.1 を参照）、トラ
ストアンカーの証明書は、要求側エンティティの証明書と共に供給されてもよい。

8.1.5.1.1.2

登録局または認証局への申請

公開鍵は、認証局（CA）または CA によるその後の認証のために登録局（RA）に対して提供されても
よい。このプロセス中、RA または CA は、所有者の身元を含め、セクション 8.1.5.1.1 で列挙された
保証を、鍵の所有者または許可された代表者（例．ファイアウォール管理者）から得なければならな
い。
一般に、鍵の所有者は、利用者登録中に確立された識別子として識別される（セクション 8.1.1 を参
照）
。その鍵の所有者は、任意の要求されたパラメータと共に、その鍵の適切な用途を識別する。公開
鍵の匿名の所有権が受け入れ可能な場合、所有者または登録機関は、識別子として使用される仮名を
決定する。識別子は、命名機関にとって一意でなければならない 40。
39F

所持の証明（POP）は、鍵登録中にプライベート鍵の所持を保証するために、CA によって一般に使用
されるメカニズムである。この場合、証明は鍵ペアの見なし所有者（表見的所有者）によって提供さ
れるものとする。所持の保証なしでは、CA は、公開鍵を間違ったエンティティに結び付ける可能性が
ある。

40

命名機関は、ドメイン内で名前が一意であることを保証しながら、ドメイン名の割り当てと配布に責任を持つエンティティである。
命名機関は、多くの場合、.com や.net 或いは .edu のような特定レベルのドメインに制限されている。
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（見なし）所有者は、示された鍵用途を満たすようなプライベート鍵を用いて操作を実行することに
よって、POP を提供するべきである。例えば、鍵ペアが RSA 鍵配送を支援するように意図される場
合、CA は所有者の公開鍵を使用して暗号化された鍵を所有者に提供されてもよい。所有者が、対応す
るプライベート鍵を用いて、暗号化された鍵を正しく復号することができ、かつその鍵が正しく復号
されたという証拠を提供することができる場合（例．CA からのランダムなチャレンジを暗号化するこ
とによって）
、その所有者は POP を確立したことになる。しかし、鍵ペアが鍵確立を支援するように
意図されている場合、POP も、証明書要求にディジタル署名するためにプライベート鍵を使用するこ
とによって与えられることもある（これは推奨方法ではないが）
。鍵確立プライベート鍵（即ち、鍵共
有または鍵配送用プライベート鍵）は、証明書発行後に署名プロセスの実行に使用されてはならな
い。
利用者登録では、セキュリティインフラストラクチャの強度は、RA または CA に対して鍵を配付する
際に用いる方法に依存する。それぞれ応用範囲毎に適切な方式がある。共通な方法のいくつかの例．
は以下の通りである。
1.

公開鍵とセクション 8.1.5.1.1 で識別された情報は、公開鍵所有者個人、または公開鍵所有者
の承認された代表者個人に提供される。

2.

公開鍵所有者または公開鍵所有者の承認された代表者（即ち、人、組織、装置またはプロセ
ス）の本人性は、利用者登録の際に RA または CA 自体で確認される。ユニークで予測不能
の情報（例．認証子や暗号鍵）が、この時点で秘密値として所有者か正式な代表者に対し
て、RA または CA から供給される。セクション 8.1.5.1.1 で識別された公開鍵と情報は、秘
密値によって保護された通信プロトコルを使用して、RA または CA に提供される。秘密値
は、証明書の生成が成功したことを確認した時点で、セクション 8.3.4 で指定される鍵所有者
によって破棄されるべきである。RA または CA は、監査のためにこの秘密値を保管しても良
いが、アイデンティティを担保するために、RA または CA は、秘密値を再使用するべきでな
い。
公開鍵所有者が特定されるリストが鍵の登録のために事前承認される際、所有者を特定せず
に、識別子を割り当てることができる。この場合、秘密値を開示から保護することが重要で
あり、手続きは、保護のチェーンが維持されていたことを実証しなければならない。秘密値
のライフタイムは制限されるべきであるが、公開鍵所有者が RA または CA に出向いて、鍵
ペアを生成し、
（秘密値による保護の下で）RA または CA に公開鍵を提出することも許容し
なければならない。公開鍵所有者が RA または CA に出頭する為の時間的な余裕を考慮し、
秘密値は、恐らく 2，3 週間のライフタイムが妥当なところである。
公開鍵所有者が事前承認されていない場合、RA または CA は利用者の存在確認の過程で、識
別子を決めなければならない。この場合、公開鍵所有者が鍵を生成し、CA または RA に公開
鍵を提出する必要があるので、
（秘密値の寿命の）タイムリミットははるかに限定的となる。
この場合、秘密値は、24 時間のライフタイムが合理的である。

3.

公開鍵所有者の識別子は、以前に決定された公開鍵所有者の識別子を用いて、RA または CA
で確立される。以前に認証されたディジタル署名用鍵ペアに新しい公開鍵証明書リクエスト
を“連鎖（チェイニング）
”させることで実現される。例えば、新しい公開鍵証明書の発行要
求は、認証対象となる新しい公開鍵の所有者によって署名される。証明書発行要求（リクエ
スト：CSR）への署名で使用される署名用プライベート鍵は、新しい公開鍵を認証する同じ
CA によって認証された公開された署名検証用公開鍵と対になるべきである。その証明書発行
要求（リクエスト：CSR）は、新しい公開鍵および鍵に関連した情報（例．鍵の用途および
パラメータ）を含む。さらに、CA は、公開鍵有効性の保証および所有者が（公開鍵に）対応
するプライベート鍵を所有するという保証を得なければならない。
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公開鍵、鍵の用途、パラメータ、有効性保証情報および保有の保証は、要求した本人である
こと（本人性の確認）と共に RA や CA に提供される。RA や CA は、別の信頼されたプロセ
ス（例．公開鍵所有者の実在性を、要求された証明書を含む米国郵政公社の書留郵便物で公
開鍵所有者に郵送することで証す）に公開鍵所有者の本人性の検証を委任する。証明書の発
行要求を受け取った場合、RA や CA は、要求者に対して、ユニークで予測不能の情報（例．
認証子か暗号鍵）を生成し、信頼されたプロセス（例．米国郵政公社経由で送られた書留郵
便物）を用いて送ります。信頼されたプロセスは、RA や CA によって提供される情報の配達
以前に、要求者のアイデンティティが確認されていることを保証する。所有者は、この情報
を用いて、信頼されたプロセスが成功したことを証明し、かつ、RA や CA は、引き続いて所
有者に証明書を送達する。鍵の所有者は、この情報（認証子または暗号鍵）は、証明書の生
成が成功したことを確認した時にセクション 8.3.4 で規定されるとおり、破棄されるべきであ
る。
（RA や CA は、監査目的で、この情報を保管しても良いが、アイデンティティを証明す
るために一意な識別子の再使用をするべきではない。
）

RA を含める場合、要求側のエンティティ（即ち、新しい公開鍵の所有者）からのすべての情報の受領
に際して、RA は関連する情報を CA へ証明書発行のために転送する。RA と CA は連携して、証明書
を発行する前に使用される公開鍵のアルゴリズムについて要求される検証またはその他のチェック
（例．公開鍵検証）を実行しなければならない。CA は、実行されたチェックまたは検証を示すべきで
ある（例．証明書内、または証明書方針や認証業務規程の中で）
。生成の後、証明書は手動でまたは自
動化されたプロトコルを用いて RA、公開鍵所有者、または CA の認証業務規程に従った証明書リポジ
トリ（即ち、ディレクトリ）へ配付される。
8.1.5.1.1.3

一般的な配付

公開鍵はいくつかの方法で RA や CA 以外のエンティティへ配付されてもよい。配付方法には、以下が
含まれる：
1.

公開鍵の所有者によって公開鍵自体の手動配付（例．対面での手交や保証付きの宅配業者に
よる）
；セクション 8.1.5.1.1 に列挙された必須の保証が、公開鍵の使用の前に受領者へオプ
ションとして提供されなければならない。

2.

公開鍵所有者、CA または証明書リポジトリ（即ち、ディレクトリ）による、公開鍵証明書の
手動（例．対面での手交または受信メールによる）
、または自動化された配付。CA によって
提供されないような、セクション 8.1.5.1.1 に列挙された必須の保証（例．公開鍵の検証）
は、その鍵の使用前にオプションとして、公開鍵の受領者によって提供されるか実行される
かしなければならない。

3.

公開鍵を配付する側のエンティティによって所有される証明された鍵ペアにおける公開鍵の
自動配付（例．認証と完全性を備えた通信プロトコルを用いて）は、 配付される公開鍵を保
護する。セクション 8.1.5.1.1 に列挙された必須の保証は、オプションとして公開鍵の使用前
に受領側のエンティティへ提供されなければならない。

8.1.5.1.2 一時的公開鍵の配付
使用時に、一時的公開鍵は、安全な鍵共有プロトコルの一部として配付される。鍵共有プロセス（即
ち、鍵共有スキーム＋プロトコル＋鍵確認＋関連する任意のネゴシエーション＋ローカル処理）は、
セクション 8.1.5.1.1 に列挙された保証を受領者に提供するべきある。一時的公開鍵の受領者は、その
鍵を使用する前に鍵共有処理の後のステップとして[SP800-56A]で規定される鍵の有効性の保証を取得
しなければならない。
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8.1.5.1.3 集中的に生成された鍵ペアの配付
静的鍵ペアが集中的に生成されるとき、鍵ペアは FIPS140 認証された暗号モジュールを用いて生成さ
れなければならない、または意図された鍵ペアの所有者へ後で配付するために国家安全保障情報を保
護するために米国政府によって承認された別の情報源から取得されなければならない。集中鍵生成機
関によって生成された加入者の署名用鍵ペアは、それらの加入者の強い否認防止能力を提供しない；
ゆえに、それらの加入者によって否認防止が要求されるとき、加入者は自身の署名用鍵ペアを自ら生
成するべきである。しかし、集中鍵生成機関が、自身の組織についての署名用鍵ペアを生成しその組
織メンバーに配付する場合、
（個人レベルではなく）組織レベルでの否認防止が提供されることがあ
る。
集中機関で生成された鍵ペアのプライベート鍵は、鍵ペアの意図した所有者へのみ配付されなければ
ならない。集中的に生成されたプライベート鍵の機密性は、保護されなければならない、また配付の
手続きは、利用者登録の間に確立されるような受領者の身元認証を含まなければならない（セクショ
ン 8.1.1 を参照）
。
鍵ペアは、適切な手動による方法（例．鍵生成機関によって規定された大敗業者、郵便またはその他
の方法）
、または安全な自動化された方法（例．安全な通信プロトコル）で、意図される所有者へ配付
されてもよい。プライベート鍵は、対称鍵と同じ方法で配付されなければならない（セクション
8.1.5.2.2 を参照）
。配付処理において、鍵ペアのそれぞれの鍵は、その鍵についての適切な保護が提供
されなければならない（セクション 6.1 を参照）。
知識分割手続きがプライベート鍵の手動配付で使用されるとき、鍵は、元の鍵と同じセキュリティ特
性（例．ランダムさ）を持つような複数の鍵要素に分割されなければならない；各鍵要素は、元の鍵
の値の一切の知識を提供してはならない（例．各鍵要素はランダム生成されたように見えなければな
らない）
。
鍵ペア受領時に、所有者は公開鍵の有効性の保証を得なければならない（[SP800-56A]、[SP800-56B]
および[SP800-89]を参照）
。所有者は、鍵ペアの公開鍵とプライベート鍵が正しく関係付けされている
という保証を得なければならない（即ち、例えば鍵配送用公開鍵の下で暗号化された鍵が鍵配送用プ
ライベート鍵によって復号できることのチェックにより、それらが矛盾のないペアであることをチェ
ック）
。
8.1.5.2

対称鍵の生成と配付

データや他の鍵の暗号化と復号および MAC 計算で使用される対称鍵は（セクション 4.2.2 と 4.2.3 を
参照）
、承認された方法によって決定されなければならず、セクション 6 と一致する保護が提供されな
ければならない。
対称鍵は、以下のいずれかでなければならない：
1.

手動配付（セクション 8.1.5.2.2.1 を参照）、公開鍵配送メカニズムを用いて（セクション
8.1.5.2.2.2 を参照）
、または事前の配付または共有された鍵ラッピング用鍵を用いて（セクシ
ョン 8.1.5.2.2.2 を参照）のいずれかにより、生成されて後に配付される（セクション
8.1.5.2.1 と 8.1.5.2.2 を参照）
、

2.

鍵共有スキームを用いた鍵確立される（即ち、生成と配付が 1 つのプロセスで達成される）
（セクション 8.1.5.2.3 を参照）
、または

3.

マスター鍵から導出される（セクション 8.2.4 を参照）
。

8.1.5.2.1 鍵生成
鍵生成手法によって決定される対称鍵は、承認された方法（例．承認された乱数生成器を使用）で生
成される、もしくは、承認された鍵導出関数（[SP800-108]を参照）を用いてマスター鍵から導出され
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る（セクション 8.2.4 を参照）のいずれかによって生成されなければならない。[SP800-133]について
も参照。
知識分割手続きが使用されるとき、鍵は、複数の鍵要素として[FIPS140] 暗号モジュールの範囲外に存
在しなければならない。鍵材料は、暗号モジュール内で生成された後にモジュールから出力するため
要素に分割される、または別々の構成要素として生成されてもよい。それぞれの鍵要素は、鍵の値に
関する一切の知識を与えてはならない（例．それぞれの鍵要素は、ランダムに生成されたように見え
なければならない）
。k 個の構成要素の知識（ここで、k は n より小さいか等しい）が元の鍵を構成する
ために要求される場合、任意の k-1 個の構成要素の知識がおそらくその長さ以外の下の鍵についての一
切の情報を提供してはならない。注釈：適当な結合機能は、単純な連結によって提供されない；例．2
つの 64 ビット鍵要素を連結して 128 ビット鍵を形成することは許容されない。
すべての鍵と鍵要素は、FIPS140 認証された暗号モジュール内で生成されなければならない、または
国家安全保障情報の保護のために米国政府によって承認された別のソースから取得されなければなら
ない。
8.1.5.2.2 鍵配付
鍵ラッピング用鍵（即ち、鍵暗号化用鍵）として、鍵の更新のための初期鍵として、鍵導出または通
信情報の保護に使用されるマスター鍵として、セクション 8.1.5.2.1 に従って生成される鍵は、手動で
（手動による鍵配送）または自動化された鍵配送プロトコル（自動化鍵配送）を用いて配付される。
情報（即ち、データや鍵材料）の保管のためだけに使用される鍵は、バックアップ以外、または鍵に
よって保護された情報へのアクセスを要求するかもしれないその他の許可されたエンティティへ配付
してはならない。
8.1.5.2.2.1

手動による鍵配付

手動で配付された鍵（即ち、自動化された鍵配送プロトコル以外による）は、配付処理の間、保護さ
れなければならない。手動配付される間に、秘密鍵（訳注：共通鍵）またはプライベート鍵はラップ
される（即ち、暗号化される）か、または適切な物理的セキュリティ手続きを用いて配付されなけれ
ばならない。複数当事者の管理策が要求される場合、知識分割手続きについても同様に使用可能であ
る。
手動配付処理は、以下について保証しなければならない：
1.

鍵の配付は、許可された情報源からのものであること、

2.

平文の鍵を配付する任意のエンティティは、鍵を生成するエンティティと鍵を受領する
エンティティの両方から信頼されていること、

3.

鍵は、セクション 6 に従って保護されること、および

4.

鍵は、許可された受領者によって受領されること。

暗号化された形で配付されるとき、その鍵は、鍵ラッピングのみに使用される鍵ラッピング用鍵を用
いて承認された鍵ラッピングスキーム、または意図される受領者の鍵配送用公開鍵を用いて承認され
た鍵配送スキームによって、暗号化されなければならない。その鍵ラッピング用鍵または鍵配送用公
開鍵は、本推奨事項で規定されるとおり配付されなければならない。
知識分割手続きを使用するとき、それぞれの鍵要素は、暗号化されるかまたはそれぞれ別々に分けて
配付されるか、のいずれかでなければならない。適切な物理的セキュリティ手続きが、それぞれの鍵
要素を機微な情報として保護するために用いられなければならない。
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物理的セキュリティ手続きは、手動鍵配付のすべての形に対して使用できる。しかし、これらの手続
きは、特に鍵が平文形式で配付されるとき、極めて重要である。上記に列挙された保証に加えて、配
付処理の責任追跡性および監査（セクション 9.1 と 9.2 を参照）が行われるべきである。
8.1.5.2.2.2

自動化された鍵配付／鍵配送／鍵ラッピング

自動化された鍵配付は、鍵配送または鍵ラッピングとしても知られており、通信チャンネル経由で鍵
を配付するために使われる（例．インターネットや衛星通信等）
。自動化された鍵配送は、以下のよう
な、鍵ラッピング用鍵（即ち、鍵暗号化用鍵）の事前配付または鍵配送用公開鍵を必要とする：
1.

鍵ラッピング用鍵は、セクション 8.1.5.2.1 とセクション 8.1.5.2.2 に従って生成、配付されな
ければならない、またはセクション 8.1.5.2.3 で定義される鍵共有スキームを用いて確立され
なければならない。

2.

鍵配送用公開鍵は、セクション 8.1.5.1 で規定されるように生成、配付されなければならな
い。

承認された鍵ラッピング用鍵または鍵配送用公開鍵スキームのみが使用されなければならない。承認
された鍵配送スキームは、以下の保証を提供する：
a.

対称鍵ラッピングスキームについて：鍵ラッピング用鍵および配付された鍵は、暴露も改変
もされない。機密性と完全性の両方の保護を提供するような承認された鍵ラッピング方法
は、[SP800-38F]で提供される。

b.

公開鍵配送スキームについて：鍵配送用プライベート鍵および配付された鍵は、暴露も改変
もされず、鍵配送用プライベート鍵と鍵配送用公開鍵の間の正しい関連付けが維持される。
非対称手法を用いた承認された鍵配送スキームは、[SP800-56A]および[SP800-56B]で提供さ
れる。

c.

これらの鍵は、セクション 6 に従って保護される。

さらに、承認された鍵配送スキームは、関連する鍵確立プロトコルと共に、以下の保証を提供すべき
である：
d.

鍵配布処理におけるそれぞれのエンティティは、その他のエンティティと関連する識別子を
知っている。

e.

鍵は、鍵配布処理に含まれるエンティティと正しく関連付けされる。

f.

鍵は、正しく受領される。

8.1.5.2.3

鍵共有

鍵共有は、実際には鍵材料を送信することなしに、通信におけるすべてのエンティティ（通常は、2 つ
のエンティティのみ）からの情報を用いて鍵材料を確立するため、通信環境において使用される。承
認された鍵共有スキームだけが、使用されなければならない。非対称技術を用いた承認された鍵共有
スキームが[SP800-56A]と[SP800-56B]で提供される。鍵共有は、秘密鍵（訳注：共通鍵）やその他の
鍵材料（例．IV）を導出するために使用されるような共有秘密を計算するため、非対称鍵ペアや対称
鍵暗号化用鍵（即ち、鍵ラッピング用鍵）を使用する。
鍵共有スキームは、静的または一時的非対称鍵ペアのいずれかまたはその両方を使用する。その非対
称鍵ペアは、セクション 8.1.5.1 で説明されるように、生成され配付されるべきである。鍵共有スキー
ムから導出される鍵材料は、セクション 6 で規定されるとおり保護されなければならない。
鍵共有スキームと関連する鍵確立プロトコルは、以下の保証を提供するべきである：
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鍵確立プロトコルに関わるエンティティの識別子は、それらのエンティティと正しく関連付
けされる。エンティティへの識別子の関連付けの保証は、鍵共有スキームにより達成される
か、または鍵共有が実行されるプロトコルにより達成されてもよい。例えば、識別子が、エ
ンティティの出生証明書に現れる識別子ではなく、
“擬似的な識別子”であるかもしれないこ
とに注意しておく。
一般的な場合、識別子は、鍵確立プロトコルに関わるそれぞれの当事者と関連付けられ、鍵
確立プロセスにおけるそれぞれのエンティティは、その他のすべてのエンティティと適切な
識別子を関連付けることができなければならない。ウェブサイト上の公開情報の安全な配付
のような特別な場合は、識別子との関連付けは、エンティティのサブセット（例．サーバの
み）に要求されるかもしれない。

2.

鍵共有スキームで使用される鍵は、鍵確立処理に含まれるエンティティと正しく関連付けら
れる。

3.

導出された鍵は、正しい。

鍵共有とその有効化するプロトコルを通じて導出された鍵は、上記の 3 つの保証が達成されるまで、
情報の保護や送信のために使用されるべきではない。
8.1.5.3

その他の鍵材料の生成と配付

鍵は、しばしば、その他の鍵材料と関連して生成され、または使用される。このその他の鍵材料は、
セクション 6.2 に従って保護されなければならない。表 6 は、鍵以外の鍵材料について共有される保
護の種別を規定する。
8.1.5.3.1

ドメインパラメータ

ドメインパラメータは、鍵ペアを生成し、ディジタル署名を計算し、または鍵を確立するために、何
らかの公開鍵アルゴリズムによって使用される。通常、ドメインパラメータは、まれにしか生成され
ず、時間的にかなりの期間、利用者のコミュニティによって使用される。ドメインパラメータは、関
連する公開鍵と同じ方法で配付され、または何らかのその他のアクセス可能なサイト上で利用され
る。ドメインパラメータの有効性の保証は、そのパラメータを証明する信頼された機関（例．CA
等）
、またはエンティティ自身のいずれかによって、使用前に取得されなければならない。ドメインパ
ラメータ有効性の保証は、[SP800-89]と[SP800-56A]で扱われる。本保証の取得は、CA の認証業務規
程（訳注：CPS）または組織のセキュリティ計画書で扱われるべきである。
8.1.5.3.2

初期化ベクタ

初期化ベクタ（IV）は、暗号化と復号のため、認証のため、またはその両方のために、いくつかの利
用モードでの対称鍵アルゴリズムによって使用される。IV の生成と使用の基準は、刊行物の[SP80038]シリーズで提供される；IV はセクション 6 で規定されるとおり保護されなければならない。配付
されるとき、IV は、関連する鍵と同様に配付されるか、または暗号メカニズムの一部として IV を使
用するような情報と共に配付されるかもしれない。
8.1.5.3.3

共有秘密

共有秘密は、非対称鍵共有スキーム中で計算され、その後鍵材料を導出するために使用される。共有
秘密は、適切な鍵共有スキームによって規定されるとおり生成される（[SP800-56A]および[SP80056B]を参照）が、鍵材料として直接使用されてはならない。
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RBG のシード値

乱数ビット生成器（RBG）は、予測不可能なビット列を出力するようなデバイスまたはアルゴリズム
である；RBG は、しばしば乱数生成器と呼ばれる。承認された RBG は、[SP800-90]で規定される。
RBG は、RBG を初期化するために使用され、秘密を保持されなければならないような、シード値と
呼ばれる本当にランダムなビット列の導入に依存する。初期化された RBG は、しばしば予測不可能性
を共有されるような、鍵およびその他の値を生成するために使用される。シード値自体は、RBG 入力
以外の目的で使用されてはならない。シード値は、リプレイ保護 41および相互認証 42を提供すると共
に、シード値の機密性と完全性を保護するような、セキュアなチャネルのみを用いて送信されなけれ
ばならない。
40F

41F

8.1.5.3.5 その他の公開および秘密の情報
公開または秘密の情報は、RBG へのシード値の供給（セクション 8.1.5.3.4 を参照）、または鍵材料の
生成や確立の間に使用されてもよい（[SP800-56A]、[SP800-56B]、および[SP800-108]を参照）
。公開
の情報は配付されてもよい；秘密の情報は、プライベート鍵や秘密鍵（訳注：共通鍵）と同様の方法
で配付中は保護されなければならない。
8.1.5.3.6 中間結果
中間結果は、暗号アルゴリズムを用いた計算過程で生じる。これらの結果は、鍵材料または鍵材料と
共に配付されてはならない。
8.1.5.3.7 乱数ビット／乱数
乱数ビット（または乱数）は、鍵やノンスの生成、通信プロトコル中の“チャレンジ”の発行を含
め、多くの目的で使用される。乱数ビットは、配付されてもよいが、機密性の保護は、乱数ビットが
使用される状況に依存して要求される。
8.1.5.3.8 パスワード
パスワードは、アイデンティティ認証または権限付与のために使用され、場合によって鍵材料の導出
に使用される（[SP800-132]を参照）
。パスワードは配付されてもよいが、配付中の保護は、パスワー
ドの使用に要求される保護と一貫していなければならない。例えば、パスワードが 128 ビットのセキ
ュリティ強度のデータ保護を提供する暗号鍵へのアクセスに使用される場合、パスワードは、同様に
少なくとも 128 ビットの（訳注：セキュリティ強度に見合った）保護で保護される必要がある。選択
された不十分なパスワードは、パスワードそのものが鍵アクセスに要求される保護を提供できないこ
と、または処理の潜在的な弱点となり得ることに留意されたい；即ち、パスワードを用いた暗号保護
を“破る”試みよりも、パスワードを推測するほうが、はるかに容易であるだろう。保護対象の鍵に
必要な保護を提供するパスワードの選択は、利用者や組織の責任である。
8.1.6

鍵登録機能

鍵登録は、特定のエンティティと関連付けされる情報への鍵材料の結合をもたらす。登録される鍵に
は、システムへエンティティを組み込むために使われる非対称鍵ペアの公開鍵、および対称鍵が含ま
れる。通常、通信中に生成された鍵（例．鍵共有スキームまたは鍵導出関数を用いて）は、登録され
ない。登録に伴って提供された情報には、一般にエンティティの識別子に係わる鍵材料や用途が特定
される鍵材料（例．署名鍵、データ暗号化用鍵、等）が含まれる。追加の情報には、認証情報を含ん

41

有効なデータ送信が、故意に又は不正に、繰返し又は遅延されていないことを保証。

42

各々の当事者よるもう一方の当事者のアイデンティティ処理における認証
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でもよいし、信頼レベルを特定してもよい。システム方針に沿った手段によりエンティティのアイデ
ンティティが認証された後に、結合は実行される（セクション 8.1.1 を参照）。結合は、鍵材料が正し
いエンティティにより正しいアプリケーションにおいて使用されることの保証をコミュニティ全体に
対して提供する。結合は、しばしば、鍵材料とエンティティの間の強い関係を構築するような、暗号
学的なものである。信頼できる第三者機関が結合を実行する。信頼できる第三者機関の例としては、
ケルベロス領域サーバまたは PKI 認証機関（CA）が含まれる。信頼できる第三者機関により発行され
た識別子は、その当事者間においてユニークでなければならない。
ケルベロス領域サーバが結合を実行するとき、対称鍵は、対応する属性と共にサーバに保管される。
この場合、登録された鍵材料は、機密性のあるストレージ内で維持される（即ち、鍵は機密保護が提
供される）
。
CA で結合を実行するとき、公開鍵と関連する属性が CA によってディジタル署名された公開鍵証明書
に配置される。この場合、登録された鍵材料は、公開されてもよい。
CA が公開鍵の証明書を提供するとき、公開鍵は、公開鍵の所有者と主張する人によって既知のプライ
ベート鍵と関連付けされていることを保証するため、検証されなければならない。これは、保有の保
証を提供する。POP（訳注：所持の証明）が所持の保証を得るために使用されるとき、保証は、セク
ション 8.1.5.1.1.2 で規定されるとおり達成されなければならない。
8.2

運用フェーズ

鍵の暗号期間中に使用される鍵材料は、しばしば、必要に応じてアクセスのために保管される。保管
中、鍵材料は、セクション 6.2.2 で規定されるとおり保護されなければならない。通常の使用中、鍵材
料は、その材料を使用するデバイスまたはモジュール、または即時アクセス可能なストレージ媒体の
いずれかに保管される。運用上の用途のために鍵材料が必要されるときに、鍵材料がデバイスまたは
モジュール内の活性メモリに存在しないとき、鍵材料は即時アクセス可能なストレージ媒体から取得
される。
暗号期間中、鍵材料が正常な運用中のストレージ媒体から使用できなくなるとき（例．鍵材料の喪失
または破損によって）
、運用の継続性を提供するため、鍵材料は回復可能とする必要があるかもしれな
い。システム運用の分析が鍵材料回復の必要性を示す場合、鍵材料は以下のいずれかでなければなら
ない、バックアップされるか（セクション 8.2.2.1 を参照）
、またはシステムが鍵材料の再構築（例．
再導出）できるよう設計に設計されなければならない。バックアップまたはアーカイブからの鍵材料
の取り出しや再構築は、鍵回復として一般によく知られている（セクション 8.2.2.2 を参照）
。
鍵の暗号期間の終了時に、運用が継続される必要がある場合、新しい鍵が古い鍵の代わりに利用可能
となる必要がある。これは鍵再生成（セクション 8.2.3.1 を参照）, 鍵更新（セクション 8.2.3.2 を参
照）
、または鍵導出（セクション 8.2.4 を参照）によって実現できる。鍵はセクション 8.3.4 に従って
破棄されなければならず、暴露のリスクを減らすため、鍵がもはや不要となると直ちに鍵が破棄され
るべきである。
8.2.1

正常な運用中のストレージ機能

鍵管理の目的は、標準的な暗号の目的のために鍵材料の運用上の可用性を提供することである。通
常、鍵は鍵の暗号期間の終了時（即ち、満了日）まで運用可能であり続ける。正常な運用で使用中、
鍵材料は、デバイスまたはモジュール（例．RAM 内）または即時アクセス可能なストレージ媒体
（例．ローカルハードディスク上）のいずれかにおいて入手可能である。
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暗号学的モジュールへの保管

鍵材料は、情報についての暗号学的保護を追加したり、チェックしたり、解除するような暗号学的モ
ジュール内に保管される。鍵材料の保管は、[FIPS140]と同様に、セクション 6.2.2 と一貫していなけ
ればならない。
8.2.1.2

即時アクセス可能なストレージ媒体

鍵材料は、鍵の暗号期間中、即時アクセス可能なストレージ媒体（例．ローカルハードディスク）上
での正常な暗号運用のために保存される必要があるかもしれない。セクション 6.2.2 のストレージ要求
事項は、この鍵材料に対しても適用しなければならない。
8.2.2

運用機能の継続

ハードウェア障害、プログラムやデータファイルの破損または消失、またはシステム方針や設定変更
により、鍵材料が喪失または使用不能となることがある。運用の継続性を維持するため、しばしば、
利用者および／または管理者が、バックアップストレージから鍵材料を回復できる必要がある。しか
し、運用が鍵材料のバックアップなしに継続できない場合（例．鍵再生成（re-keying）
）、または鍵材
料が保存されることなしに回復または再構築できる場合、鍵材料やその他の暗号学的に関連する情報
の危殆化の可能性を低減するために鍵材料を保存しないほうがより望ましいかもしれない。
鍵材料の危殆化は、運用の継続性に影響を与える（セクション 8.4 を参照）
。鍵材料が危殆化すると
き、鍵材料への影響と置換の必要性を評価した後、運用の継続性は、全く新しい鍵材料の確立が必要
となる（セクション 8.1.5 を参照）
。
8.2.2.1

バックアップストレージ

独立した、安全なストレージ媒体上の鍵材料のバックアップは、鍵回復のためのソースを提供する
（セクション 8.2.2.2 を参照）
。バックアップストレージは、鍵の暗号期間中の正常な運用中のストレ
ージで現在も利用可能な情報の複製を保存するために使用される（即ち、暗号デバイスまたはモジュ
ール内、または即時アクセス可能なストレージ媒体上 - セクション 8.2.1.1 を参照）
。すべての鍵がバ
ックアップされる必要はない。セクション 6.2.2 のストレージ要求事項は、バックアップされる鍵材料
に適用される。表 7 と 8 は、鍵材料およびその他の関連情報のそれぞれの種別のバックアップについ
てのガイダンスを提供する。
“可”は、保存が許されることを示すが、必ずしも要求されるわけではな
い。バックアップの最終的な決定は、鍵材料が使われるアプリケーションに基づきなされるべきであ
る。鍵およびその他の暗号学的情報のそれぞれの種別についての詳細な議論は、附属書 B.3 で提供さ
れる。
バックアップで維持される鍵材料は、同じ鍵材料が正常な運用用途のストレージで維持される期間と
同じ期間は、ストレージに残存するべきである（セクション 8.2.1 を参照）
。正常な運用用途で、もは
や維持する必要がなくなったとき、鍵材料とその他の関連情報は、バックアップストレージから削除
されるべきである。バックアップストレージ媒体から削除されるとき、バックアップストレージ内の
情報のすべての痕跡がセクション 8.3.4 に従って破棄されなければならない。
バックアップと回復に関する議論は、[ITLBulletin]にて提供される。
表 7 ： 鍵のバックアップ
鍵の種別
署名用プライベート鍵

バックアップの可否？
（一般的には）否。否認防止が問題。しかし、CA の署名用プラ
イベート鍵のような場合においては、是認されてもよい。必要な
ときには、いかなる鍵のバックアップであろうと、所有者の管理
下に置かなければならない。
90

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

署名検証用公開鍵

可；どこでも入手可能な公開鍵証明書に存在すれば十分かもしれ
ない。

認証用対称鍵

可。

認証用プライベート鍵

可；アプリケーションが必要とした場合。

認証用公開鍵

可；アプリケーションが必要とした場合。

データ暗号化用対称鍵

可。

鍵ラッピング用対称鍵

可。

乱数生成用鍵

必要でないし、アプリケーションに依存するが、望ましくない。

マスター対称鍵

可。

鍵配送用プライベート鍵

可。

鍵配送用公開鍵

可；どこでも入手可能な公開鍵証明書に存在すれば十分かもしれ
ない。

鍵共有用対称鍵

可。

静的鍵共有用プライベート鍵

可。

静的鍵共有用公開鍵

可；どこでも入手可能な公開鍵証明書に存在すれば十分かもしれ
ない。

一時的鍵共有用プライベート鍵

否。

一時的鍵共有用公開鍵

可。

権限付与用対称鍵

可。

権限付与用プライベート鍵

可。

権限付与用公開鍵

可；どこでも入手可能な公開鍵証明書に存在すれば十分かもしれ
ない。
表 8 ： その他の暗号学的または関連する情報のバックアップ

鍵材料の種別

バックアップの可否

ドメインパラメータ

可。

初期化ベクタ

可、必要があれば。

分散秘密

否。

RBG のシード値

否。

その他の公開情報

可。

その他の秘匿情報

可。

中間結果

否。

鍵管理情報（例．ID や目的等）

可。

乱数値

アプリケーションや用途に依存する。
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パスワード

鍵導出または再利用の検出の用途であれば可。それ以外は否。

監査情報

可。

8.2.2.2

鍵回復機能

活性メモリ上の、または正常な運用中のストレージに保管されている鍵材料は、
（例．システムクラッ
シュや電源変動により）ときどき喪失または破損することがある。鍵材料のうちのいくつかは、運用
を継続するために必要で、容易に置換できない。どの鍵材料が、後で回復可能な状態にしておく必要
があるかについて評価する必要がある。
鍵回復が要求されるかどうかについての決定は、ケースバイケースでなされるべきである。決定は、
以下の観点に基づくべきである：
1.

鍵の種別（例．署名用プライベート鍵、データ暗号化用対称鍵等）、

2.

鍵が使用されるアプリケーション（例．対話型通信、ファイルストレージ等）、

3.

鍵が、ローカルなエンティティによって“所有”されるか（例．プライベート鍵）
、または別
のエンティティによって所有されるか（例．その他のエンティティの公開鍵）、または共有さ
れるか（例．2 つのエンティティにより共有されるデータ暗号化用対称鍵）
、

4.

通信でのエンティティの役割（例．送信者か、受信者）
、

5.

鍵が使用されるアルゴリズムまたは計算（例．鍵が回復されるべき場合、エンティティが所
与の計算を実行するために必要な情報を持っているか） 43。
42F

鍵回復に対する決定に係わる要因は、慎重に評価されるべきである。運用の継続性、対、鍵材料の管
理が喪失された場合に鍵材料や鍵材料が保護する情報の暴露の潜在的リスクのトレードオフである。
鍵回復が必要であると決定される場合、かつ、鍵が依然として活性化されている場合（即ち、鍵の暗
号期間が終了しない）
、その鍵によって保護されるデータの暴露を限定的にするため、その鍵は置換さ
れるかもしれない（セクション 8.2.3 を参照）
。
鍵回復に係わる課題と異なる種別の暗号学的材料が回復可能である必要があるかどうかについての議
論は、附属書 B で提供される。
8.2.3

鍵の変更機能

鍵の変更は、基の鍵と同じ機能を果たす別の鍵への鍵の置換である。鍵の変更にはいくつかの理由が
ある。
1. 鍵が危殆化したかもしれない。
2. 鍵の暗号期間は期限に近づいているかもしれない。
3. 所与の鍵で保護されたデータ量を制限することが望ましいかもしれない。
8.2.3.1

鍵再生成（Re-keying）

新しい鍵が、古い鍵の“値”から完全に独立した方法で生成される場合、この処理は鍵再生成（rekeying）として知られている。この置換は、セクション 8.1.5 で議論される鍵確立手法の 1 つを使って
達成されなければならない。鍵が危殆化したとき（鍵再生成スキーム自体が危殆化しなければ）
、また
は暗号期間が期限に近づいているとき、鍵再生成が使用される。
43

幾つかの鍵確立スキームにとっては鍵確立手順を実行するケースとなるだろう（
［SP800-56A］、［SP800-56B］参照）
。
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鍵更新機能（Key Update Function）

新しい鍵の“値”が古い鍵の値に依存する場合、その処理は鍵更新（key update）として知られてい
る（即ち、現在の鍵が新しい鍵を作成するために改変される）
。鍵更新は、導出された鍵がそれを導出
するために使用された鍵を置き換えるような、鍵導出の特別な場合である（セクション 8.2.4 を参
照）
。例えば、K1 が暗号鍵として衣装されていると仮定する。K1 が置き換えられる必要さあるとき、
それが K2 を導出するために使用される。K2 は、次に新しい鍵としてそれが K2 から導出されるような
K3 によって置き換えられるまで使用される。
鍵更新は、鍵の連鎖におけるある鍵を敵対者が取得し、使用される更新プロセスを知った場合にセキ
ュリティ暴露をもたらす可能性がある；危殆化した鍵の次の鍵は、容易に決定される可能性がある。
連邦政府アプリケーションは、鍵更新を使用してはならない（[SP800-152]についても参照）
。
鍵導出方法

8.2.4

暗号鍵は、秘密の値から導出されてもよい。秘密の値は、他の情報と共に、必要な鍵を出力する鍵導
出方法（例．鍵導出関数）に入力される。鍵の変更に対して（セクション 8.2.3 で議論されたとお
り）
、導出された鍵は、しばしば、導出された鍵を秘密の値に置換するよりも、むしろ新しい目的のた
めに使用される。導出方法は、秘密の値が導出された鍵から決定できないように、不可逆（即ち、一
方向性関数）でなければならない。さらに、その他の導出された鍵から、導出された鍵を決定するこ
とが可能であってはならない。導出された鍵の強度は、導出アルゴリズムや鍵が導出された秘密の値
の強度を上回ることができないことに留意するべきである。
一般に使われる３つの鍵導出の場合について、以下に述べる。
1.

2 者が共通の共有秘密から共通の鍵を導出する。このアプローチは、[SP800-56A]と[SP800-

2.

鍵導出鍵（マスター鍵）から導出される鍵。この機能は、しばしば、鍵導出鍵、エンティテ

3.

56B]で規定される鍵確立手法を用いる。この処理のセキュリティは、共有秘密と使用される
具体的な鍵導出方法のセキュリティに依存する。共有秘密が知られてしまえば、導出された
鍵は決定されるかもしれない。[SP800-56A]、[SP800-56B]、または[SP800-56C]で規定され
または許容される鍵導出方法は、この目的のために使用されなければならない。これらの導
出された鍵は、共有秘密を生成するために使用されたスキームと鍵ペアによって決定される
セキュリティ強度を持つ、ランダムに生成された鍵と同じ機密性、アイデンティティ認証、
および情報源認証サービスを提供するために使用することができる。
ィ ID、およびその他の既知の情報を鍵生成する関数への入力として使用することで達成され
る。 [SP800-108]で定義された鍵導出関数の 1 つが、この目的のために使用されなければな
らない。この処理のセキュリティは、鍵導出鍵と鍵導出関数のセキュリティに依存する。鍵
導出鍵が敵対者によって知られてしまえば、敵対者はいかなる導出された鍵も生成できる。
従って、鍵導出鍵から導出された鍵は、鍵導出鍵そのものと同等にセキュアである。鍵導出
鍵が秘密を維持される限り、導出された鍵は、ランダムに生成された鍵と同じやり方で使用
することができる。

パスワードから導出される鍵。利用者が生成したパスワードは、そのまさしくその性質上、
暗号鍵に要求されるものよりランダム性が劣っている（即ち、エントロピーが低い）
；即ち、
鍵を導出するために使用されそうなパスワードの数は、所与の鍵サイズで可能な鍵の数より
かなり小さい。ありそうなパスワードの全数探査の困難を増大させるために、鍵導出関数が
膨大な回数繰返される。鍵は、パスワード、エンティティ ID およびその他の既知の情報を鍵
導出関数に入力することで導出される。導出された鍵のセキュリティは、パスワードと鍵導
出処理のセキュリティに依存する。パスワードが既知または推測可能であるならば、対応す
る導出された鍵は、生成可能である。従って、この方法で導出された鍵は、ランダムに生成
された鍵、または、共有秘密または鍵導出鍵から導出された鍵ほど安全ではない。ストレー
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ジアプリケーションでは、[SP800-132]で規定された鍵導出方法の 1 つが鍵導出のために使用
されなければならない。非ストレージアプリケーションでは、このやり方で導出された鍵
は、一般的な暗号化ではなく、完全性および情報源認証目的のみのために使用されなければ
ならない。
8.3

運用後フェーズ

運用後フェーズ中、鍵材料は、もはや運用の用途では使用されないが、鍵材料へのアクセスはまだ可
能であるかもしれない。
8.3.1

アーカイブストレージと鍵回復の機能

鍵アーカイブは、鍵の暗号期間を越えた回復のための、鍵材料及びその他の関連情報を含むリポジト
リである。すべての鍵材料がアーカイブされる必要は無い。ある組織のセキュリティ計画には、アー
カイブされるべき情報の種別が示されるべきである（[SP800-57、第二部]を参照）
。
アーカイブは、セクション 6.2.2 で規定されるとおり、アーカイブにおけるそれぞれの鍵および任意の
その他の関連情報に対して適切な保護を提供し続けなければならない。アーカイブは、許可されたエ
ンティティのみにアクセスを限定する強いアクセス制御メカニズムを要求する。鍵材料がアーカイブ
へ入れられるとき、アーカイブ日が決定できるように、タイムスタンプが付けられる。この日付は、
検知なしに変更できないように、それ自体が暗号学的に保護されるかもしれない。
鍵材料が回復可能である必要がある場合（例．暗号期間の終了後に）
、鍵材料がアーカイブされなけれ
ばならないか、またはシステムがアーカイブされた情報からの鍵材料の再構築（例．再導出）を許可
するように設計されなければならないか、のいずれかである。アーカイブストレージからまたは再構
築による鍵材料の取り出しは、鍵回復として一般に知られている。アーカイブは、信頼できる機関
（例．鍵材料と関連付けされる組織または信頼できる第三者）によって維持されなければならない。
保管中、アーカイブされた情報は、静的（即ち、決して変更されない）または新しいアーカイブ暗号
化鍵の下で時々再暗号化される必要があるかのいずれかであるかもしれない。アーカイブされたデー
タは、運用中のデータとは別に保管されるべきであり、アーカイブされた暗号学的な情報の複数の複
製は物理的に別の場所で提供されるべきである（即ち、鍵アーカイブはバックアップされることが推
奨される）
。アーカイブされた鍵の下で暗号化された重要な情報について、アーカイブされた鍵をバッ
クアップすることが必要であり、別々の場所にこれらのアーカイブされた鍵の複数のコピーを保管す
ることが必要であるかもしれない。
アーカイブ時、鍵材料は、鍵の暗号期間の終了前に、アーカイブされるべきである。例えば、鍵活性
化中に鍵材料をアーカイブすることは賢明である。もはや不要となったとき、鍵材料は、セクション
8.3.4 に従って破棄されなければならない。
アーカイブされた暗号学的情報の機密性は、アーカイブ暗号化鍵（アーカイブされる情報の暗号化に
排他的に使用される 1 つまたは複数の認証用またはデジタル署名用暗号化鍵）により、アーカイブさ
れた別の鍵により、またはアーカイブされた鍵から導出された鍵により、提供される。アーカイブ暗
号化鍵により暗号化されるとき、暗号化された鍵材料は、古いアーカイブ暗号化鍵の暗号期間の終了
時に任意の新しいアーカイブ暗号化鍵により再暗号化されなければならない。鍵材料が再暗号化され
るとき、その鍵材料についての完全性の値は再計算されなければならない。これはかなりの負担を強
いる；ゆえに、暗号アルゴリズムおよびアーカイブ暗号化鍵の強度は、再暗号化の必要性を最小化す
るよう選択されなければならない。
アーカイブ暗号化鍵とその関連アルゴリズムが暗号化された情報の完全性保護についても提供しない
とき、完全性保護は、別のアーカイブ完全性鍵（即ち、アーカイブとは排他的に使用されるような 1
つまたは複数の認証用鍵またはディジタル署名用鍵）によって、またはアーカイブされた別の鍵によ
って、提供されなければならない。完全性の保護は、アーカイブ完全性鍵の暗号期間の終了時に維持
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されるべきならば、新しい完全性の値は、古いアーカイブ完全性鍵が適用されたアーカイブされた情
報について計算されなければならない。
アーカイブされた情報の機密性および完全性保護が別々のプロセスを用いて提供されるとき、アーカ
イブ暗号化用鍵とアーカイブ完全性用鍵（使用されるとき）は、互いに異なっていなければならない
（例．独立に生成される）
、かつそれらの鍵種別と同じやり方で保護されなければならない（セクショ
ン 6 を参照）
。これらの 2 つのサービスが、1 つの暗号アルゴリズム操作と 1 つの鍵を用いるような、
認証付き暗号化を用いて提供されることも可能であることに留意されたい。
表 9 と表 10 には、アーカイブする鍵とその他の暗号学的関連情報の適切性について示す。列 2（アー
カイブ？）における“可”は、アーカイブが許容可能であることを示すが、必ずしも必須ではないこ
とを示す。列 3（保存期間）は、鍵がアーカイブに保持されるべきである最小期間を示す。鍵材料のア
ーカイブストレージにおける保管についてのさらなる解説は、Appendix B.3 で提供される。
表 9 ： 鍵のアーカイブ
鍵種別

アーカイブ？

保存期間（最小）

署名用プライベート鍵

不可

署名検証用公開鍵

可

関連するプライベート鍵で署名されたデータの
検証がもはや要求されなくなるまで

認証用対称鍵

可

データやアイデンティティの認証がもはや不要
となるまで

認証用プライベート鍵

不可

認証用公開鍵

可

データ暗号化用対称鍵

可

この鍵により暗号化されたデータの復号がもは
や不要となるまで

鍵ラッピング用対称鍵

可

この鍵により暗号化された鍵の復号がもはや不
要となるまで

乱数生成用対称鍵

不可

マスター対称鍵

可、アーカイブ
されたデータの
その他の鍵を導
出する必要があ
る場合

その他の鍵の導出がもはや不要となるまで

鍵配送用プライベート鍵

可

この鍵に暗号化された鍵の復号が不要となるま
で

鍵配送用公開鍵

可

鍵共有用対称鍵

可

静的鍵共有用プライベート鍵

可

静的鍵共有用公開鍵

可

一時的鍵共有用プライベート鍵

不可

鍵材料の再構成が不要となるまで
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一時的鍵共有用公開鍵

可

権限付与用対称鍵

不可

権限付与用プライベート鍵

不可

権限付与用公開鍵

可

表 10： その他の暗号関連情報のアーカイブ
鍵種別

アーカイブ？

保存期間（最小）

ドメインパラメータ

可

ドメインパラメータを使用するすべての鍵材料、
署名、および署名されたデータがアーカイブから
削除されるまで

初期化ベクタ

可；通常、保護
される情報と共
に保管される

保護されるデータの処理がもはや不要となるまで

共有秘密

不可

RBG シード値

不可

その他の公開情報

可

公開情報を使用するデータの処理がもはや不要と
なるまで

その他の秘密情報

可

秘密情報を使用するデータの処理がもはや不要と
なるまで

中間結果

不可

鍵制御情報（例．ID、目
的）

可

乱数

関連付けされた鍵がアーカイブから削除されるま
で
アプリケーションまたは乱数の用途に依存する

パスワード

可 鍵を導出す
るため、または
パスワードの再
利用を検知する
ために使用する
場合；
それ以外、不可

鍵の（再）導出またはパスワードの再利用検知が
もはや不要となるまで

監査情報

可

もはや不要となるまで

アーカイブされた鍵材料の回復は、その他のアーカイブされたデータについての暗号学的保護を削除
（例．復号）またはチェック（例．ディジタル署名や MAC の検証）を要求されることがある；回復さ
れた鍵は、暗号学的保護を適用するために使用されてはならない。鍵回復プロセスは、要求された暗
号操作を実行するため、求められる鍵材料がアーカイブストレージから取出されるか、再構築される
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結果となる。この操作の完了後直ちに、鍵材料は、回復されたときの暗号学的プロセス 44から消去さ
れなければならない（即ち、通常の運用活動で使用されてはならない）
。しかし、その鍵は、必要な限
りアーカイブに保持されなければならない（セクション 8.3.4 を参照）
。鍵回復問題についてのさらな
る解説は、附属書 B で提供される。
43F

8.3.2

エンティティ登録抹消機能

エンティティ登録抹消機能は、セキュリティドメインに参加するエンティティへの許可を削除する。
エンティティがセキュリティドメインのメンバーでなくなるとき、そのエンティティは登録を抹消さ
れなければならない。登録抹消は、その他のエンティティが登録抹消されたエンティティの鍵材料を
信頼または使用することを防止するよう意図されている。
エンティティとエンティティの関連付けのすべての記録は、エンティティがもはやセキュリティドメ
インのメンバーでないことを示すため通知されなければならないが、その記録は削除されるべきでな
い。混乱とさけられないヒューマンエラーを低減するため、登録抹消されたエンティティに関連付け
された識別情報は、再利用されるべきでない（少なくとも一定期間）
。例えば、
“John Wilson”が退職
し金曜日に登録を抹消された場合、次の月曜日に雇用された彼の息子“John Wilson”に割り当てられ
る識別情報は、異なるものとするべきである。
8.3.3

鍵登録抹消機能

登録された鍵材料は、鍵所有者のアイデンティティ、所有者の属性（例．電子メールアドレス等）
、役
割または許可情報に関連付けられる。鍵材料がもはや不要となったとき、または関連付けられた情報
が無効となったとき、鍵材料は、適切な信頼できる第三者によって登録抹消されるべきである（即
ち、鍵材料のすべての記録とその関連付けは、鍵がもはや使用されないことを示すために通知される
べきである）
。一般的に、これは、その鍵を登録した信頼できる第三者である（セクション 8.1.6 参
照）
。
鍵材料は、エンティティに関連付けられた属性が改変されるとき、登録抹消されるべきである。例え
ば、あるエンティティの電子メールアドレスが公開鍵に関連付けられている場合、エンティティのア
ドレスが変更となり、鍵材料は関連付けられた属性が無効となったことを示すために登録抹消される
べきである。鍵の危殆化とは異なり、そのエンティティは、利用者登録プロセスを通じてエンティテ
ィの属性変更の後に、安全に公開鍵を再登録することができるだろう（セクション 8.1.1 を参照）
。
登録された暗号鍵が危殆化したとき、その鍵と任意の関連付けられた鍵材料は、登録抹消されなけれ
ばならない。危殆化した鍵が公開-プライベート鍵ペアのプライベート部分であるとき、公開鍵もまた
失効されなければならない（セクション 8.3.5 を参照）
。公開-プライベート鍵ペアに関連付けられた属
性が変更されたが、プライベート鍵が危殆化していない場合、公開鍵は適切な理由コードと共に失効
されるべきである（セクション 8.3.5 を参照）
。
8.3.4

鍵破棄機能

暗号鍵の複製が作られるとき時、それらの最終的な破棄に備えて注意が払われるべきである。プライ
ベート鍵または対称鍵のすべての複製は、危殆化のリスクを最小化するため、もはや不要となると直
ちに破棄されなければならない（例．アーカイブや再構築アクティビティのため）。機密性の保護を要
求する暗号化されていない鍵材料が保管される任意の媒体は、物理的または電子的のいずれかの手段

44

例えば、アーカイブされた対称鍵は、単一メッセージやファイルを復号するために回復されたり、作成者の使用期間中にその鍵を使
って暗号化された全ての複数メッセージやファイルを復号するために使用されたりできるだろう。
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により回復されることができないように、鍵材料のすべての痕跡を削除するようなやり方で破棄され
なければならない 45。公開鍵は、要望に応じて、保持または破棄されてもよい。
44F

8.3.5

鍵失効機能

鍵の危殆化、組織からのエンティティの抹消等の理由により、通常の暗号期間の終了よりも前に、鍵
材料を使用できないように削除する必要が時々生じる。このプロセスは、鍵失効として知られ、対称
鍵または鍵ペアの公開鍵を明示的に失効させるために使用されるが、公開鍵に関連付けられたプライ
ベート鍵も失効される。
鍵の失効は、鍵材料の継続使用がもはや推奨されないことを示す通知を用いて達成されてもよい。そ
の通知は、失効した鍵材料を使用するかもしれないすべてのエンティティに積極的に通知を送るこ
と、または鍵材料の状態の要求をエンティティに許可すること（即ち、状態情報を“要求（プッシ
ュ）
”または“受領（プル）
”すること）により提供される。通知には、鍵材料の完全な識別、失効日
時および失効理由が、適切なときに（例．鍵の危殆化等）
、含まれるべきである。提供された失効情報
に基づき、その他のエンティティは、失効された鍵材料によって保護される情報の取り扱い方法をそ
のときに決定することができる。
例えば、エンティティが組織から離れたために署名検証用公開鍵が失効された場合、失効日より前に
作成されたすべての署名を有効とすることは適切であるかもしれない。署名用プライベート鍵が危殆
化した場合、関連付けられた公開鍵の失効をもたらし、失効以前に署名された情報が有効であるとみ
なされるか否かの評定が必要となる。
もう 1 つの例として、MAC 生成に使用される対称鍵は、新しい情報の MAC 生成に使用されないよう
に失効されるかもしれない。しかし、鍵は、アーカイブされた文書が検証可能であるように保持され
るかもしれない。
鍵の失効についての詳細情報は、それぞれの具体的な鍵のライフサイクルに反映されるべきである。
鍵が鍵ペアで使用される場合（例．セキュアなセションで通信する 2 つのエンティティ）
、鍵を失効さ
せるエンティティは、他のエンティティに失効を通知しなければならない。その鍵が基盤に登録され
ている場合、鍵を失効させるエンティティは、その鍵を信頼するかもしれないその他のエンティティ
に対して常に直接通知出来るとは限らない。その代わりに、鍵を失効させるエンティティは、鍵が失
効される必要があることを基盤に通知しなければならない（例．証明書失効要求を用いて）
。基盤は、
鍵材料の登録抹消によって応答しなければならない（8.3.3 を参照）。
PKI において、鍵の失効は、一般に、失効された証明書のリスト（即ち、CRL）にその証明書を含め
ることによって達成される。PKI がオンライン状態メカニズム（例．オンライン証明書状態プロトコ
ル[RFC 2560]）を使用する場合、失効は、適切な証明書状態サーバへの通知によって達成される。例
えば、プライベート鍵が危殆化した場合、対応する公開鍵証明書は失効されるべきである。鍵の危殆
化による証明書の失効は、所有者と鍵の間の結合がもはや信頼されないことを示す；依拠する当事者
は、そのリスクを真剣に検討し、この状況について組織の方針を調べることなしに証明書を受け入れ
てはならない。その他の失効理由は、元々の結合はまだ有効でその鍵は危殆化されていないかもしれ
ないが、証明書の公開鍵の使用は終了されるべきである；再度、依拠する当事者は、この問題につい
てかれの組織の方針を調べるべきである。

45 鍵材料の単純な削除は、完全に情報を抹消しない場合がある。例えば、情報の消去には、ランダムビットやオール“0”やオール
“1”のような、他の無関係な情報で複数回上書きすることが要求される場合がある。長い時間メモリに保管された鍵は“焼付け
（burned in）”となる。これは頻繁に更新されるコンポーネントに鍵を分割することで軽減させることができる（[DiCrescenzo]を参
照）。
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対称鍵システムでの鍵の失効は、理論上は、サーバのストレージからの鍵の単に削除することによっ
て達成される。対称鍵における鍵の失効は、鍵をブラックリストや危殆化鍵リストに追加することに
よって達成される；これは、監査や管理要件を満たすために役立つ。
8.4

破棄フェーズ

鍵材料は、もはや使用可能ではない。その存在のすべての記録は、削除されていることがあるが、こ
れは必須ではない。いくつかの組織では、監査目的のため、特定の鍵のメタデータ要素の維持を要求
するかもしれない。例えば、明示的に破棄された鍵の複製が管理下にない環境で見つかる場合、また
は後に危殆化したと決定される場合、その鍵の識別子、種別、暗号期間の記録は、その鍵の下で保護
された情報の内容や危殆化からの回復に最善の方法を決定する際に役立つかもしれない。
さらに、破棄された鍵と危殆化した鍵の両方のメタデータの記録を保持することによって、どの鍵が
通常のライフサイクルを通じて遷移したか、およびどの鍵がライフサイクル中のあるときに危殆化し
たかを追跡することができるようになる。従って、通常のライフサイクルを通じて行われた鍵名称に
関連する保護情報は、依然としてセキュアであると考えられ、アルゴリズムのセキュリティ強度が十
分に保持していることを提供されているかもしれない。しかし、危殆化した鍵名称に関連する任意の
保護情報は、それ自体が危殆化しているかもしれない。
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責任追跡性、監査、および抗たん性

重要な情報を処理するシステムは、許可されない暴露や改ざんから情報を保護するための管理策を必
要とする。鍵やその他の暗号学的情報を含む暗号学的なシステムは、特に重要である。3 つの有用な管
理原則およびそれらの鍵材料の保護への適用について、本セクションではハイライトを当てる。
責任追跡性

9.1

責任追跡性は、暗号鍵のライフサイクルにわたる、暗号鍵へのアクセスする、または暗号鍵を管理す
るエンティティの識別を含む。責任追跡性は、鍵の危殆化の防止を役立、検出された危殆化の影響を
低減するため、有効なツールになりうる。鍵を見ることができる人物がいないほうが好ましいにも関
わらず、鍵管理システムは、平文の暗号鍵を見ることのできるすべての個人に対して責任追跡性を課
すべきである。さらに、より精緻な鍵管理システムは、平文であろうと暗号文であろうと、あらゆる
暗号鍵へのアクセスやその管理を許可されたすべての個人に対して責任追跡性を課す。例えば、精緻
な責任追跡性システムは、ライフサイクルの全体で、任意の所与の鍵を管理する各個人を決定するこ
とが可能であるに違いない。これは、鍵の生成を担当する人物、データを暗号的に保護するための鍵
を使用した人物、およびもはや不要となったときに鍵の破棄に責任を持っていた人物を含む。これら
の個人が、実際に平文の鍵を一度も見たことがないとしても、鍵に対してまたは鍵を使って実行した
アクションに対しての責任を負う。
責任追跡性は、3 つの重要な利点を提供する：
1.

危殆化が起こった時期および関与した個人の決定に役立つ、

2.

鍵へのアクセス権をもつ個人は、鍵へのアクセスが把握されていることを知っているので、
危殆化を防ぐ傾向がある、

3.

検知された鍵の危殆化からの回復において、鍵が使用された場所と危殆化された鍵に保護さ
れていたデータやその他の鍵を知るために大変役に立つ。

特定の原則が、暗号鍵の責任追跡性の実施に役立つことが判っている。これらの原則は、すべてのシ
ステムまたはすべての鍵種別に対して適用される訳ではない。いくつかの原則は、人によって管理さ
れる長期間の鍵に適用される。その原則には、以下が含まれる：
a.

一意に鍵を識別すること、

b.

鍵の使用者を識別すること、

c.

保護されたデータと共に、鍵使用の日時を識別すること、および

d.

対称鍵またはプライベート鍵によって保護されたその他の鍵を識別すること。
監査

9.2

2 つの種別の監査が鍵管理システムに対して実行されるべきである：
1.

セキュリティ計画とその計画を支援するために開発された手続きは、鍵管理方針（SP80057、第二部を参照）の支援を継続することを保証するため、定期的に監査されるべきであ
る。

2.

採用される保護メカニズムは、それらが提供する、また将来提供すると期待されるセキュリ
ティのレベル、およびそのメカニズムが正しくかつ有効に適切な方針を支援していることに
関して、定期的に再評定されるべきである。新しい技術開発と攻撃について考慮されるべき
である。

さらに頻繁に、システムを利用し、運用し、維持する人々の行動は、その人々が確立されたセキュリ
ティ手続きの遵守を継続することを検証するため、見直しされるべきである。強力な暗号システム
100

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

は、手薄で不適切な人の行動により危殆化しうる。特に目立った事象は、システムへ試みられる攻撃
の潜在的な指標として記録され、再調査されるべきである。
9.3

鍵管理システムの抗たん性

9.3.1

バックアップ鍵

[OMB11/01]には、暗号化は、機関の保護監督に委ねられる暴露に対して機微な情報の機密性を保護す
るための重要なツールではあるが、機関のデータの暗号化もまた、任務遂行に必要な情報の可用性に
対するリスクが存在するという注釈がある。機関は、暗号を実装するとき、情報技術の運用および機
関のサービスの継続性を保護する必要性に気付かされる。ガイダンスは特に、情報の復号に必要な暗
号鍵へのアクセスがなければ、組織は情報へのアクセスを失うリスクに直面することを注記する。従
って、暗号化された情報の復号に必要なマスター鍵、鍵暗号化用鍵、関連する鍵材料を含む、保管さ
れた暗号化情報の復号に必要な鍵のバックアップ複製を、その基礎となる平文の情報へのアクセスが
もはや要求されなくなるまで、保持することは賢明である（セクション 8.2.2.1 の表 7 および 8 を参
照）
。
セクション 8.2.2.1 の表が示すとおり、組織がバックアップする必要があるかもしれないような復号に
関連するものに加え、その他の使用できる鍵がある（例．署名検証用公開鍵と権限付与用鍵等）
。鍵材
料のバックアップまたはアーカイブされた複製は、暗号化された情報の機密性と情報源認証の完全
性、データ完全性、および許可プロセスを保護するため、セクション 6 の条項に従って保管されなけ
ればならない。
9.3.2

鍵回復

鍵回復に関連して多くの課題が存在する。広範囲な議論が付属書 B で提供される。対処すべき鍵回復
の課題は、以下を含む：

9.3.3

1.

どの鍵材料が、もしあれば、後の回復のためにバックアップやアーカイブされる必要が
あるか？

2.

どこに、バックアップやアーカイブされる鍵材料は保管されるか？

3.

いつ、アーカイブが行われるか（例．鍵活性化の間、または鍵の暗号期間の終了時）？

4.

誰が、バックアップやアーカイブされた鍵材料の保護に責任を負うか？

5.

どのような手続きが、鍵材料の保管や回復のために導入される必要があるか？

6.

誰が、鍵材料の回復を要求することができるのか、またそれはどのような状況か？

7.

誰に、鍵回復が行われるときに通知されるのか、またそれはどのような状況か？

8.

どのような監査または責任追跡の機能が、鍵材料が許可されたエンティティに対しての
み保護されることを保証するために実行される必要があるか？

システムの冗長性／緊急時対応計画の立案

暗号は、データおよび／または資源への許可されないアクセスを防ぐために有用なツールであるが、
そのメカニズムが機能しないとき、正当な利用者による重要な情報や処理へのアクセスを阻害する可
能性がある。暗号鍵の複製のみの喪失または破損は、利用者の情報へのアクセスを拒否する可能性が
ある。例えば、鍵屋は通常壊れた物理的メカニズムを無効化するが、強力なアルゴリズムにより暗号
化された情報へのアクセスは、正しい復号鍵なしには現実的ではないかもしれない。組織の運用の継
続性は、鍵管理や暗号鍵を含め、重要な論理的な処理と要素の冗長性を含むような鍵管理システムの
緊急時対応計画に大きく依存している可能性がある。
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一般的な方針

システム障害からの回復計画の立案は、基本的な管理機能である。重要な基盤サービスの中断は、想
定されるべきであり、組織の主たる使命の要求事項を支援する運用の継続性を維持するための計画の
立案は、行われるべきである。鍵管理に関して、以下の状況は、必要とされる計画立案の典型例．で
ある：
1.

鍵カードやトークンの紛失

2.

鍵へのアクセス制御を行うためのパスワード忘れ

3.

鍵入力デバイスの障害（例．読み取り機）

4.

鍵および／または証明書が保管される記憶媒体の紛失または破損

5.

鍵の危殆化

6.

証明書失効リスト（CRL）または危殆化鍵リスト（CKL）の破損

7.

鍵または証明書の生成、登録、および／または配付システム、サブシステム、または構
成要素のハードウェア障害

8.

鍵または証明書の生成、登録、および／または配付システム、サブシステムまたは構成
要素の再初期化を要求するような電源喪失

9.

鍵または証明書の生成、登録、および／または配付システム、サブシステムまたは構成
要素のために必要な記憶媒体の破損

10. 鍵または証明書配付の記録および／または監査ログの破損または喪失
11. 鍵材料の所持者／使用者への鍵材料の関連付けの喪失または破損
12. 鍵材料へのアクセスまたは保護情報の処理に必要とされる古いソフトウェアまたはハー
ドウェアの利用不能
回復の議論は、最も一般的に暗号化されたデータの回復と暗号化通信機能の復元を中心におこなわれ
るが、計画立案は、1）暗号化がアクセス制御メカニズムで使用されるようなアクセスの復元（アクセ
ス保護の一時的喪失を発生することなしに）
、2）暗号化が許可メカニズムで使用されるような重要な
処理の復元（特権制限の一時的喪失を発生することなしに）
、および 3）ディジタル署名とメッセージ
認証アプリケーションでの完全性保護の維持／復元、についても対処するべきである。
緊急時対応計画の立案には、1）重大な障害の迅速な検知と報告のための手段の提供と責任の分担、
2）故障したシステム、サブシステムおよび構成要素を回避または置換する責任の分担と資源の配置、
および 3）詳述された回避および／または回復手続きの確立について、含むべきである。
緊急時対応計画の立案には、統合ロジスティクス支援機能のすべてを含む。予備部品（重要なソフト
ウェアプログラム、マニュアル、およびデータファイルの複製を含む）は、利用可能（調達または手
配）
、事前に配置（または配付段階）されているべきである。緊急メンテナンス、置換、および／また
は回避の指示は、準備されるべきであり、指名された個人とアクセス可能な告知さされたアクセスポ
イントの両方に発信されるべきである。指名された個人は、与えられた回復手続きの訓練を受けるべ
きであり、すべての要員は、報告の手続きとワークステーション特有の回復手続きについての訓練を
受けるべきである。
9.3.3.2

暗号と鍵管理に特有の回復の問題

暗号鍵は、大量の情報や重要な処理へのアクセスをしばしば制御する比較的に小さい構成要素または
“情報の復号に必要な暗
データ要素である。行政予算管理局が注意喚起しているとおり[OMB11／01]、
号鍵へのアクセスがなければ、組織は情報へのアクセスを失うリスクに直面する。
” 機関は、暗号を
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実装するとき、情報技術の運用および機関のサービスの継続性を保護する必要性に気付かされる。ガ
イダンスは、機関が暗号鍵回復のような、適切なデータ回復メカニズムを通じて情報の可用性と保証
要件に対処しなければならないことを特に強調する。
鍵回復には、一般的に何らかの冗長性、または鍵材料の複数の複製が含まれる。重要な鍵のある複製
が喪失または破損した場合、別の複製が、通常、データを回復し、機能を復元するために利用可能に
する必要がある。同時に、鍵の複製がより多く存在し別の場所に配付されると、鍵は通常、保管場所
への侵入や管理者（例．利用者、サービス機関、鍵生成／配付機関等）の破棄活動を通じて危殆化す
る等、より多くの影響を受けやすくなる。この場合、鍵の機密性の要求事項は、運用の継続性の要求
事項と対立する。鍵材料、特に対称鍵と（非対称）プライベート鍵のすべての複製を保護するため、
特別な注意が必要となる。緊急時対応計画と計画立案の要求事項についてのさらなる詳細が、本鍵管
理における推奨事項の第二部 [SP800-57, Part2] で提供される。
危殆化からの回復

9.3.4

機微な情報または重要な処理の保護に使用される鍵材料が、許可されないエンティティに暴露される
場合、その鍵材料によって保護されるすべての情報および／またはプロセスは、直ちに暴露、改ざ
ん、破棄、および／またはサービスの拒否の対象となる。すべての危殆化した鍵は、失効されなけれ
ばならず；すべての影響を受けた鍵は、必要な場合、置換されなければならず；また、機微または重
要な情報またはプロセスが影響を受ける場合、直ちに損害の調査が実施されるべきである。その後に
予測される保護されたデータや処理への許可されないアクセスを軽減し、将来の危殆化の可能性や頻
発を低減するために必要な対策が取られるべきである。
対称鍵またはプライベート（非対称）鍵が、ある１人の利用者のローカルな情報や 1 組の利用者間の
通信のみを保護するために使用される場合、危殆化回復処理は、比較的単純で安価であることだろ
う。損害の調査や軽減対策は、しばしば局所的な問題である。
その反面、鍵が多くの利用者によって共有または影響を与える場合、損害は広範囲になり、回復は複
雑で高価になることがある。鍵の危殆化からの回復が特に困難または費用が高価となるような、鍵の
例として、以下を含む：
1.

CA の署名プライベート鍵、特に公開鍵基盤におけるルート証明書への署名に使用される場合

2.

多数の利用者によって共有される鍵配送対称鍵

3.

多数の利用者によって共有される鍵配送プライベート非対称鍵

4.

多数の利用者によって鍵生成において使用されるマスター鍵

5.

大規模分散型データベースにおいてデータ暗号化に使用されるデータ暗号化用対称鍵

6.

多数の通信ネットワーク参加者によって共有される対称鍵

7.

多数の保管される鍵を保護するために使用される鍵

これらのすべての場合において、多数の鍵所有者または信頼する機関（例．対称鍵アルゴリズムの秘
密鍵（訳注：共通鍵）または非対称鍵アルゴリズムの公開鍵の使用を許可されたすべての参加者）
は、直ちに危殆化を通知される必要がある。後日公開されるような、危殆化鍵リスト（CKL）上の鍵
識別子、または証明書失効リスト（CRL）上の証明書シリアル番号を含めることでは、不十分であろ
う。これは（恐らく）影響を受けたエンティティのリストが維持される必要があり、かつ危殆化の通
知を伝える手段が要求されることを意味する。特に対称鍵の危殆化の場合、その他の者がその状況を
悪用しないようにするため、鍵の危殆化の通知と置換が、影響を受けたエンティティのみに送信され
るべきである。
これらのすべての場合において、危殆化した鍵を置換するためのセキュアな経路が要求される。迅速
なサービスの復元を可能にするため、自動化された（例．無線での）置換の経路が好ましい（セクシ
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ョン 8.2.3 参照）
。しかし、いくつかの場合では、手動での配付の現実的な代替手段がない（例．ルー
ト CA のプライベート鍵の危殆化）
。代替鍵の緊急事態での配付は、いくつかの状況（例．広く保有さ
れる対称鍵の危殆化）においてサービスの迅速な回復を助けるが、運用している鍵と緊急事態の鍵が
同時に危殆化する可能性について検討される必要があるだろう。
損害の評定は、CA プライベート鍵の危殆化と置き換え、幅広く使用される配送鍵、および対規模分散
処理データベースの多くに利用者によって使用される鍵等の場合、特に非常に複雑である可能性があ
る。
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10 暗号デバイスやアプリケーションの鍵管理仕様
鍵管理は、しばしば暗号開発プロセスにおける後付の補足である。その結果、暗号サブシステムは、
運用効率を必要最小限の低減を抑えるような適切なセキュリティを提供する必要がある鍵管理機能や
プロトコルに対する支援にしばしば失敗する。すべての暗号開発アクティビティは、情報システムへ
の暗号のセキュアな実装に責任のあるそれらの管理者による鍵管理計画の立案および仕様（[SP80057, Part2]を参照）を含めるべきである。鍵管理計画の立案は、暗号開発ライフサイクルの初期構想／
開発の段階において、または情報システムやネットワークへの既存の暗号構成要素の適用の初期検討
の段階において、開始するべきである。計画立案アクティビティの結果である仕様は、NIST 鍵管理ガ
イダンスと一貫していなければならない（[SP800-130]および[SP800-152]を参照）
。
暗号開発の取組みについて、鍵仕様と調達計画の立案プロセスは、候補のアルゴリズムおよび、適切
であれば、鍵材料の媒体やフォーマットが識別され次第、すぐに開始するべきである。鍵管理に関す
る検討は、想定されるアプリケーションの運用効率の検討のため、アルゴリズムの選択に影響を与え
るかもしれない。鍵管理仕様が全くないような既存の暗号メカニズムの適用について、計画立案と仕
様策定プロセスは、デバイスとソースの選択中に開始すべきであり、また調達と設置を通じて継続す
るべきである。
特定の暗号デバイスおよび／または組織によって使用される一連のデバイスに要求される鍵管理構成
要素の種別は、最大限可能な範囲で標準化されるべきであり、また、新しい暗号デバイス開発の取組
みは、NIST 鍵管理における推奨事項に適合しなければならない。その結果、電子的および物理的な形
での鍵管理構成要素のセキュリティ、正確性、実用性についての NIST 基準は満たされなければなら
ない。セキュリティ、正確性、実用性の基準は、標準的な鍵管理構成要素（例．PKI）で満たされるこ
とが可能な場合、それらの適合する構成要素の使用が推奨される。開発者は、セキュリティ、正確
性、実用性、またはコスト検討の結果として、非適合の鍵管理の採用を選択してもよい。しかし、こ
のような開発は、確立された鍵管理における推奨事項に対して、できるだけ近づくように適合するべ
きである。
10.1

鍵管理仕様説明／目的

鍵管理仕様は、そのライフタイムにわたって暗号デバイスを操作するために要求されるかもしれない
鍵管理構成要素について説明する文書である。該当する場合、鍵管理仕様では、暗号デバイスにより
提供される鍵管理構成要素についても説明する。鍵管理仕様では、暗号アプリケーションが鍵の情報
源（例．鍵管理における推奨事項の第二部[SP800-57,Part2]に記述される鍵管理基盤（KMI）
）で要求
する機能について文書化する。
10.2

鍵管理仕様の内容

鍵管理仕様の各セクションに要求される詳細度のレベルは、鍵管理仕様が書かれるデバイスやアプリ
ケーションの複雑さに応じて調整されることがある。鍵管理仕様は、デバイス識別子、および開発者
またはインテグレータの識別子を含むような表題ページを含むべきである。改訂履歴、参考文献リス
ト、目次、および略語と頭字語定義のページも含まれるべきである。鍵管理仕様で使用される用語
は、適切な NIST 標準とガイドラインで定義された用語に従ったものでなければならない。情報は厳
密に管理されない限り、鍵管理仕様には、機密情報や機微な情報を含むべきではない。
［注釈：暗号ア
プリケーションが PKI によって支援される場合、その効果に対するステートメントが以下のような適
切な鍵管理仕様のセクションに含まれるべきである。
］
10.2.1

暗号アプリケーション

暗号アプリケーションのセクションは、鍵管理仕様の残りの部分を開発するための基礎を提供する。
暗号アプリケーションのセクションは、暗号アプリケーションの簡単な説明、または暗号デバイスの
採用提案を提供する。これは、暗号デバイス（または暗号デバイスのアプリケーション）の目的や用
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途を含み、それが新しい暗号デバイスであるか、既存の暗号デバイスを改変したものであるか、また
は鍵管理仕様が存在しないような既存の暗号デバイスであるかを含む。暗号デバイス／アプリケーシ
ョンが提供するセキュリティサービスの簡単な説明（機密性、完全性認証、情報源認証、否認防止の
支援、アクセス制御、および可用性）が含まれるべきである。暗号アプリケーションの長期および潜
在的な暫定鍵管理支援（鍵管理構成要素）に関する情報が、提供されるべきである。
10.2.2

通信環境

通信環境のセクションは、暗号デバイスが動作するように設計された通信環境の簡単な説明を提供す
る。通信環境のいくつかの例．は以下を含む：
1.

データネットワーク（イントラネット、インターネット、VPN）

2.

有線通信（固定電話、専用または共有スイッチ資源）、および

3.

無線通信（衛星、無線周波数）
。

環境には、通信資源、データの機微性、プライバシー問題、否認防止の要求事項、等における任意の
想定されるアクセス制御を含むこともある。
10.2.3

鍵管理構成要素の要求事項

鍵管理構成要素の要求事項のセクションは、暗号デバイスの運用で要求される鍵材料の種別や論理構
造について説明する。公開鍵証明書（即ち、X.509 証明書）を使用する暗号アプリケーションは、支
援される証明書の種別を記述するべきである。以下の情報が含まれるべきである：
1.

要求され、支援され、かつ／または生成される異なる鍵材料のクラスまたは種別（例．
PKI：CA、署名、鍵確立、および認証）
；

2.

鍵管理アルゴリズム（該当する承認されたアルゴリズム）
；

3.

鍵材料フォーマット（既知の場合、任意の既存の鍵仕様を参照）
；

4.

容許可能な一連の PKI 方針（該当する場合）
；

5.

使用されるトークン。

鍵管理構成要素のフォーマットの説明は、既存の暗号デバイスの鍵仕様を参照することができる。鍵
管理構成要素のフォーマットがまだ規定されていない場合は、フォーマットと媒体は鍵管理仕様で規
定されるべきである。
10.2.4

鍵管理構成要素の生成

鍵管理仕様は、鍵管理仕様が書かれる暗号デバイスによる鍵管理構成要素の生成のための要求事項の
記述を含むべきである。暗号デバイスが生成機能を提供しない場合、外部の情報源から要求される鍵
管理構成要素が識別されるべきである。
10.2.5

鍵管理構成要素の配付

デバイスが鍵材料の自動化された配付を支援する場合、鍵管理仕様は、デバイスによって支援される
鍵材料に使用される（採用される）配付および配送カプセル化方法の記述を含むべきである。配付計
画は、鍵管理構成要素が暗号化されるか、暗号化されていないかについての状況、それらの物理的形
式（電子的、紙、等）
、および配付処理中にそれらが識別される方法について記述することができる。
手動での配付に依存する場合、依存性と鍵材料に関する任意の取り扱いの前提条件が記載されるべき
である。
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鍵材料保管

鍵管理仕様は、鍵管理仕様が書かれる暗号デバイスやアプリケーションがどのように情報を保管する
か、および鍵材料がそのストレージ期間においてどのように識別されるか（例．Distinguished
Name：識別名）について述べるべきである。情報のストレージ容量についての性能が含まれるべきで
ある。
10.2.7

アクセス制御

鍵管理仕様は、暗号デバイスの構成要素や機能へのアクセスが、鍵材料を要求し、生成し、取り扱
い、配付し、保管し、および／または利用するために、どのように許可され、制御され、かつ検証さ
れるかについて述べるべきである。パスワードや個人識別番号（PIN）のあらゆる用途が含まれるべ
きである。PKI 暗号アプリケーションについて、役割ベースの特権やあらゆるトークンの用途が記述
されるべきである。
10.2.8

責任追跡性

鍵管理仕様は、鍵材料の責任追跡性のためのあらゆるデバイスやアプリケーションの支援について記
述するべきである。鍵材料生成、配付、ストレージ、利用および／または破棄の追跡を支援するため
に使用される、あらゆるログの支援またはログへの出力が詳細に記述されるべきである。暗号アプリ
ケーションによって使用される鍵材料の管理を支援する適切な特権付与の使用についても記述される
べきであり、適用可能な場合、さらにＰＫＩ暗号アプリケーションを支援するために使用されるディ
レクトリ機能についても記述されるべきである。鍵管理仕様は、該当する場合、どこで人的および自
動化された追跡アクションが要求されるか、どこで多者制御が要求されるかについて、識別しなけれ
ばならない。本推奨事項のセクション 9.1 にて、責任追跡性のガイダンスを提供する。
10.2.9

危殆化の管理と回復

鍵管理仕様は、暗号デバイス／アプリケーションによって使用される鍵材料の危殆化の事象における
保護された通信の復元のためのあらゆる支援について述べるべきである。回復処理の説明は、鍵再生
成の方法を含むべきである。PKI 暗号アプリケーションについて、証明書失効リスト（CRL）および
危殆化鍵リスト（CKL）の実装が詳述されるべきである。システムの仕様については、暗号アプリケ
ーション内で、証明書が再発行され、更新される方法についての記述についても含まれるべきであ
る。一般的な危殆化回復ガイダンスは、本推奨事項のセクション 9.3.4 で提供される。
10.2.10 鍵回復
鍵管理仕様は、鍵回復を実現するための製品支援やシステムメカニズムの記述を含むべきである。鍵
回復は、どのように利用可能でない暗号化鍵が回復できるかについて対応する。システム開発者は、
鍵回復処理の説明における、長期ストレージ鍵の生成、保管、およびアクセスについての議論を含む
べきである。現在の長期ストレージ鍵から将来の長期ストレージ鍵への移行の処理についても記載さ
れるべきである。一般的な緊急時対応計画の立案ガイダンスは、本推奨事項のセクション 9.3.3 にて提
供される。鍵回復は、附属書 B、鍵回復にて詳しく取り扱われる。
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附属書 A：暗号学的および非暗号学的な完全性と情報源認証メカニズム
完全性と認証サービスは、鍵管理を含むプロトコルにおいて、特に重要である。完全性や認証サービ
スが、本推奨事項で議論されるとき、それらは“強い”暗号学的完全性や情報源認証メカニズムによ
って達成される。セキュアな通信と鍵管理は、通常、完全性保護や“信頼できる”配送サービス 46の
ような、特定のサービスを提供する通信プロトコルを用いて提供される。しかし、通信プロトコルの
完全性保護や信頼性の高い配送サービスは、暗号アプリケーションにとって、特に鍵管理にとって、
必ずしも適切ではなく、
“完全性”のような用語の意味について混乱するかもしれない。
45F

すべての通信チャネルは、何らかの雑音があり（即ち、伝送メディアにより注入される意図的ではな
い誤り）
、ネットワークの混雑のような、その他の要因は、パケット 47の喪失を引き起こす可能性があ
る。従って、通信プロトコルの完全性保護と信頼できる配送サービスは、特定の最悪の場合のノイズ
特性を有するチャネルを介して機能するように設計されている。送信ビット誤りは、一般的に以下を
用いて検出される、1）パケットにおける送信誤りを検出するための非暗号チェックサム 48、2）パケ
ット喪失を検出するために使用されるパケットカウンタ。破損したパケット（即ち、ビット誤りを含
むパケット）
、または喪失したパケットを検出する受信者は、それらの再送を送信者に要求するかもし
れない。非暗号チェックサムは、一般に伝送雑音を検出するときに有効である。例えば、ローカルエ
リアネットワークアプリケーションで使用される共通の CRC-32 チェックサムアルゴリズムは、32 ビ
ット未満の範囲ですべての誤りバーストを検出し、2-32 の故障確率をもつより長いランダムなバースト
を検出する。しかし、非暗号学的な CRC-32 チェックサムは、32 ビットのメッセージワードの置換を
検出しない、また、特定のメッセージビットの特定の誤りは、CRC-32 チェックサムにおいて予測可能
な変更を引き起こす。高度な攻撃者は、メッセージが暗号化されている場合でも、いくつかのケース
では CRC-32 完全性チェックに合格するような改変されたメッセージを作成するために、これを利用
することができる。
46F

47F

前方誤り訂正符号は、再送なしに限定された数の誤りを訂正するために使用可能な非暗号チェックサ
ムの一部である。これらの符号は、アプリケーションとチャネルのノイズ特性に応じて、チェックサ
ムとして使用することができる。
暗号学的完全性メカニズムは、他方では、ノイズのように偽装した攻撃を試行するかもしれない活動
的で知的な攻撃者に対して保護する。一般に、攻撃者によって改変されたビットは、ランダムではな
い；それらはシステム設定や脆弱性を目標にしている。暗号学的完全性メカニズムは、ランダム雑音
事象の検知に有効であるが、それらはより組織的で意図的な攻撃についても検出する。SHA-256 のよ
うな暗号ハッシュ関数は、ハッシュ値のすべてのビットをメッセージ文の各ビットの複雑で非線形な
関数にするように、また同じ値のハッシュ値を出力する 2 つのメッセージを見つけることが実用的で
ないようするように設計されている。平均では、同じ値のハッシュ値を出力する 2 つのメッセージを
見つけるためには 2128 回の SHA-256 ハッシュ演算を実行する必要があり、所与のメッセージのハッシ
ュ値と同じ SHA-256 のハッシュ値を与える別のメッセージを見つけることは非常に困難である。暗号
メッセージ認証コード（MAC）アルゴリズムは、ハッシュ関数または対称暗号化アルゴリズムおよび
メッセージの送信元の認証を、その完全性の保護（即ち、誤りを検出）と同様に、行うための鍵を使
用する。ディジタル署名は、認証と完全性サービスの両方を提供するために公開鍵アルゴリズムとハ
ッシュ関数を使用する。非暗号学的な完全性や情報源認証メカニズムと比較すると、これらの暗号学
的サービスは、通常、計算の上では、より高価である；これは、暗号学的な保護がかなりの資源を持

46

情報が正しく受信された保証を提供するプロトコルを使用して、ネットワーク内で情報を送信する手段。

47

ネットワーク経由でメッセージを送信するために使用されるデータのフォーマットされたユニット。伝送効率のためにメッセージが
複数のパケットに分割される場合もある。

48

チェックサム：チェックサム値を生成するために送信のビットを使用するアルゴリズム。受信者は、受信した伝送ビットを使用して
チェックサムを再計算し、送信が正しく受信されたかどうかを判定するために、計算された値と受信されたチェックサムの値を比較す
る。非暗号チェックサムアルゴリズムは、秘密情報（すなわち、暗号鍵）を使用しない周知のアルゴリズムを用いる。
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つ知識の豊富な敵対者による意図的な攻撃に対抗しなければならないので、やむを得ないと思われ
る。
暗号学的および非暗号学的な完全性メカニズムは併用してもよい。例えば、TLS プロトコルを考えて
みよう（[SP800-52]を参照）
。TLS では、クライアントとサーバが相互に認証でき、共有“マスター
鍵”を確立し、暗号化されたペイロードデータを送信する。TLS プロトコル全体において動作する各
ステップは、暗号学的完全性と情報源認証メカニズムによって保護されており、ペイロードは、通
常、暗号化される。ほとんどの暗号プロトコルと同様に、TLS は、所与の確率で、実行するプロトコ
ルの任意の部分を改変するようなあらゆる攻撃や雑音事象を検出する。しかし、TLS はエラー回復プ
ロトコルを持っていない。誤りが検出される場合、実行中のプロトコルは単に終了する。新しい TLS
プロトコルの実行を開始すると非常に高価である。従って、TLS は、通常のネットワーク伝送誤りを
取り扱い、回復するために、
“信頼できる”伝送サービス、通常は、インターネットトランスポートコ
ントロールプロトコル（訳注：正しくは、トランスミッションコントロールプロトコル）
（TCP）
、を
要求する。TLS は、攻撃や雑音事象によって引き起こされる誤りを検出するが、それらから回復する
メカニズムを持っていない。TCP は、一般にパケットによって、パケット単位でこのような誤りを検
出して、TLS にデータを配信する前に、個々のパケットの再送信によってそれらから回復する。TLS
と TCP の両方が完全性メカニズムを持っているが、高度な攻撃者は、簡単に TCP の弱い非暗号学的
チェックサムをだますことができる。しかし、TLS で提供する暗号学的完全性メカニズムのため、攻
撃が阻止される。
利用者やプロトコル設計者が考慮しなければならない、暗号学的および非暗号学的な完全性または誤
り訂正メカニズムの間に、何らかの相互作用がある。例えば、多くの暗号化モードは、暗号文の誤り
を展開する：暗号文での 1 ビット誤りがブロック全体または得られる平文のより多くを変更できる。
前方誤り訂正が暗号化の前に適用され、誤りが送信中に暗号文に挿入される場合、復号時の誤り伸張
は、誤りを訂正できなくしてしまい、誤り訂正メカニズムを“圧倒する”かもしれない。従って、暗
号化処理の後に、前方誤り訂正メカニズムを適用することが好ましい。これによって、
“正しい”平文
が得られる、暗号文が復号される前に、受信エンティティのシステムによって誤り訂正が可能とな
る。
暗号学的および非暗号学的メカニズムの間の相互作用は、セキュリティ脆弱性をもたらす可能性もあ
る。これが発生するような 1 つの古典的な方法は、平文データにわたって計算され、正常なパケット
を確認するような、非暗号学的チェックサム（例．CRC-32）を伴うストリーム暗号 49を使用するよう
なプロトコルである。攻撃者は、暗号化されたパケットを複製でき、個々の暗号文のビットを選択的
に改変でき、CRC におけるビットを選択的に変更でき、そしてそのパケットを送信できる。そのプロ
トコルの確認応答メカニズムを用いて、攻撃者は、CRC が正しいときを決定でき、従って、元々の平
文の特定のビットを決定できる。少なくとも 1 つの広く使用されているワイヤレス無線暗号化プロト
コルがこのような攻撃で破られた。
48F

49

ストリーム暗号は一度に一つの要素（例．ビットまたはバイト）を暗号化／復号する。ストリーム暗号として具体的に示され承認さ
れたアルゴリズムはない。しかし、［SP800-38］で定義された暗号モードの幾つかは、AES のような対称鍵ブロック暗号アルゴリズ
ムを用いて、ストリーム暗号の機能を実現する。
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附属書 B: 鍵回復
連邦機関は、それらの情報技術システムに含まれる情報、それらによって保有される情報、それらの
間で伝送される情報を保護する責任を負っている。暗号手法は、しばしばこの処理の一部として使用
される。これらの手法は、機密性、完全性認証、情報源認証、否認防止の支援、またはアクセス制御
を提供するために使用される。複数の方針が、暗号学的に保護される情報の保護および継続的なアク
セス可能性に対応するために確立されなければならない、また複数の手続きが、そのライフタイムの
間にその情報が実行可能であり続けることを保証するため、機能しなければならない。暗号学的な鍵
素材がその情報を保護するために使用されるとき、この同じ鍵材料がそれらの保護を解除（即ち、復
号）、または検証（MAC を検証）可能とする必要があるかもしれない。
多くの場合、暗号処理に使用される鍵材料は、すぐに入手可能ではないかもしれない。これは、以下
を含む、多くの理由からかもしれない：
1.

鍵の暗号期間が終了して、鍵材料がもはや運用中のストレージにない、

2.

鍵材料が破損した（例．システムがクラッシュ、またはウィルスが運用中のストレージに保
管された鍵材料を改変した）
、または

3.

鍵材料の所有者が不在で、所有者の組織が平文情報を得る必要がある。

必要なときにこの鍵材料を利用可能とするため、鍵材料は、どこかで保存されるか、またはその他の
利用可能な鍵材料から構築可能（例．導出できる）である必要がある。鍵材料を再取得する処理は、
鍵回復と呼ばれる。鍵回復は、平文の情報が暗号化された情報から回復される必要があるときに情報
回復の 1 つの方法としてしばしば使用される。しかし、鍵材料またはその他の関連する情報は、正常
な運用中のストレージ内の鍵材料の破損（セクション 8.2.1 を参照）のような、その他の理由により回
復される必要があるかもしれない、例えば、アーカイブされた文書の MAC 検証時。鍵回復は、新しい
鍵材料の生成および配送のためというよりも、鍵材料を容易にまたは迅速に回復するためという状況
においても、適切であるかもしれない。
しかし、鍵材料によって保護される鍵材料または情報がアクセスできないときに、運用機能を回復す
するためのその他の手続きのため、鍵材料の保護を延長する必要がないかもしれないアプリケーショ
ンがある。この種別のアプリケーションでは、伝送された情報を再送することが可能な遠隔通信、ま
たは新しい鍵材料を迅速に導出、取得および配付することが可能なアプリケーションを含むことが可
能かもしれない。
鍵材料の回復がそれらのアプリケーションに必要であるかどうかを決定することは、組織の責任であ
る。鍵回復が必要であるかどうかの決定は、ケースバイケースに基づいて決定されるべきである、ま
たこの決定は、鍵管理方針および鍵管理運用規定（[SP800-57,Part2]を参照）に反映されるべきであ
る。鍵回復を提供する決定がなされる場合、鍵回復の適切な方法が、回復されるべき鍵材料の種別に
基づいて選択、設計および実装されるべきである；適切なエンティティが、バックアップまたはアー
カイブデータベースを維持し、かつ鍵回復処理を管理するために選択される必要がある。
鍵回復を提供する決定がなされる場合、その鍵と関連付けされるすべての情報についても回復可能で
なければならない（セクション 6 の表 5 を参照）
。
B.1

保管された鍵材料からの回復

鍵材料のバックアップまたはアーカイブの主な目的は、その鍵材料が利用可能でないとき、その鍵材
料を回復できるためである。例えば、暗号化された情報は、復号鍵が喪失または改変されると、平文
の情報に変換できなくなる；そのデータの完全性の検証に使用される鍵が利用できなければ、データ
の完全性は決定できなくなる。鍵回復処理は、バックアップまたはアーカイブストレージから鍵材料
を取り出し、かつデバイスまたはモジュール、またはその他の即時アクセス可能なストレージのいず
れかにそれを置く（セクション 8.3.1 を参照）
。
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鍵材料の復元による回復

B.2

ある鍵材料は、その他の利用可能な鍵材料、
“基本”鍵材料（例．鍵導出方法におけるマスター鍵）か
ら鍵材料を復元、または再導出することによって回復されるかもしれない。基本鍵材料は、正常な運
用中のストレージ（セクション 8.2.1 を参照）
、バックアップストレージ（セクション 8.2.2.1 を参
照）
、またはアーカイブストレージ（セクション 8.3.1 を参照）において利用可能でなければならな
い。

鍵材料が回復可能である必要があるような条件

B.3

潜在的な鍵回復のために鍵材料をバックアップするか、アーカイブするかの決定は、ケースバイケー
スでなされるべきである。その決定は、セクション 8.2.2.2 で提供されるリストに基づくべきである。
鍵の所有者により鍵回復の操作を要求されるとき、以下のアクションが取られなければならない：
1.

鍵が危殆化の可能性を伴って喪失した場合、鍵は、回復された鍵とその鍵が保護するデータ
の暴露を制限するために、回復後できるだけ早く置換されなければならない（セクション
8.2.3.1 を参照）
。これは、新しい鍵を用いて、保護されるデータ上に保護を再度適用すること
を要求する。例えば、データを暗号化するために使用された鍵（KeyA）が、危殆化したかも
しれないやり方で誤って置かれたと仮定する。KeyA は回復された後、できるだけ早く KeyA
は、データの復号に使用されなければならない、そしてデータは新しい鍵（KeyB）で再暗号
化されなければならない。KeyB は KeyA とは何ら関係を持ってはならない（例．KeyB は
KeyA の更新であってはならない）。

2.

鍵がアクセスできなくなるか、または改変されたが、危殆化が疑われない場合、その鍵は回
復されて普通に使用されるかもしれない。さらに一切のアクションは要求されない（例．デ
ータの再暗号化）
。例えば、鍵を含むシステムがクラッシュを起こしたり、または鍵が不注意
に上書きされたりしたために、鍵がアクセスできなくなって、危殆化が疑われない場合、そ
の鍵は単に復元されてもよい。

以下のサブセクションで、鍵回復が必要であるか否かについて組織が決定するのを支援するための議
論を提供する。以下の議論は、鍵の回復可能性についてのみ扱うが、あらゆる関連情報（例．鍵に関
連するメタデータ）についても回復可能でなければならない。
B.3.1

署名用鍵ペア

署名用プライベート鍵（署名用プライベート鍵）は、情報へディジタル署名を適用するため鍵ペアの
所有者によって使用される。対応する公開鍵（署名検証用公開鍵）は、ディジタル署名を検証するた
めに信頼するエンティティによって使用される。
B.3.1.1

署名用プライベート鍵

署名用プライベート鍵は、アーカイブされてはならない（セクション 8.3.1 の表 9 を参照）
。署名の否
認防止性に疑問が生じるため、署名用鍵ペアのプライベート鍵について、鍵バックアップは、通常望
ましくない。しかし、例外がってもよい。例えば、署名用プライベート鍵の置換とその対応する署名
検証用公開鍵のタイムリーな配付（セクション 8.1.5.1 に従って）は、ある環境では可能ではないかも
しれない、なので、バックアップストレージからの署名用プライベート鍵の回復は、正当化されるか
もしれない。例えば、これは CA の署名用プライベート鍵のような場合であろう。

111

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

署名用プライベート鍵のバックアップが検討される場合、新しい鍵ペアの生成し、証明書を発行し、
かつ新しい署名検証用公開鍵を配付するために必要な時間と対比して、その重要性と鍵の回復に必要
な時間について評価がなされるべきである。署名用プライベート鍵がバックアップされる場合、署名
用プライベート鍵は、高度にセキュアな方法を用いて回復されなければならない。状況に応じて、鍵
は緊急な使用のためだけに回復されるべきで、そして回復処理の後にできるだけ早く置換されなけれ
ばならない。
署名用プライベート鍵のバックアップの代わりに、2 番目の署名用プライベート鍵および対応する署名
検証用公開鍵が生成され、最初の署名用プライベート鍵が利用できなくなる場合、公開鍵がセクショ
ン 8.1.5.1 に従って使用のために配送されることが可能である。
B.3.1.2

署名検証用公開鍵

対応する署名用プライベート鍵によって署名された情報を検証するために必要とされる間、署名検証
用公開鍵をバックアップまたはアーカイブすることは適切である。認証された（例．認証局によっ
て）公開鍵の場合公開鍵証明書の保存は、公開鍵保管の適切な形であろう；バックアップまたはアー
カイブストレージは、基盤によって提供されてもよい（例．証明書リポジトリとして）
。公開鍵は、プ
ライベート鍵の暗号期間の終了までバックアップストレージに保管されるべきである、また署名デー
タの検証に必要とされる間、アーカイブストレージに保管されるべきである。
B.3.2

認証用対称鍵

認証用対称鍵は、完全性と情報作成者の保証を提供するために使用される。認証用対称鍵は、以下の
とおり使用可能である：
1.

認証された情報の真正性または完全性を決定するために、後で検証可能なメッセージ認証コ
ード（MAC）を生成する作成者によって；認証された情報およびその MAC は、後で取り出
すためまたは別のエンティティへ送信するために、保管されることが可能である、

2.

保管された情報の完全性を決定するためのストレージから認証された情報と MAC を取り出
すようなエンティティによって（注釈：これは通信アプリケーションではない）
、

3.

送信された情報の完全性とその情報の作成者を決定するため、受信中のエンティティによっ
て受信時直ちに（受信された MAC および関連する認証された情報は結果として保管されて
もよいし、されなくてもよい）
、または

4.

受信されて、その後同じ MAC（および同じ認証用鍵）を用いて保管された情報の完全性と作
成者を決定するために受信中および取り出し中のエンティティによって蓄積するエンティテ
ィ；ストレージの前に MAC のチェックは実行されない。

上記のそれぞれ場合、鍵回復機能を提供するための決定が、以下の検討に基づいてなされるべきであ
る：
ケース 1 において、認証用対称鍵は、その鍵がこの新しい鍵を用いて認証された情報をその後で
検証する必要があるような任意のエンティティに利用可能であるような、新しい認証用鍵を MAC
計算の前に作成者が確立できる場合、バックアップまたはアーカイブされる必要はない。新しい
認証用鍵がタイムリーなやり方で得られることが可能でない場合、認証用鍵はバックアップまた
はアーカイブされるべきである。
ケース 2 において、認証用対称鍵は、情報の完全性を決定する必要とされる期間、バックアップ
またはアーカイブされるべきである。
ケース 3 において、認証用対称鍵は、認証用鍵が受信者に再送されることが可能である場合、バ
ックアップまたはアーカイブされる必要はない。この場合、
“喪失した”鍵を再利用するよりも、
新しい認証対称鍵を確立し配付することも許容できる；新しい MAC は、新しい認証用鍵を用い
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てその情報について計算される必要があるだろう。さもなければ、認証対称鍵はバックアップさ
れるべきである。MAC および認証された情報がその後保管されない場合、認証用鍵のアーカイブ
は適切ではない、なぜなら、MAC の適用と検証の両方の鍵の使用は、その鍵の暗号期間の終了時
に中止されるからである。MAC と認証された情報がその後保管される場合、認証対称鍵は、情報
の完全性と作成者が決定される必要がある間バックアップまたはアーカイブされるべきである。
ケース 4 において、認証用対称鍵は、情報の完全性と作成者が決定される必要がある間バックア
ップまたはアーカイブされるべきである。
認証用対称鍵は、その鍵の暗号期間の間、バックアップストレージに保管されてもよく、もはや必要
でなくなるまでアーカイブストレージに保管されもよい。認証用鍵が再構築によって回復される場
合、
“基本”鍵（例．鍵導出方法のマスター鍵）は、鍵の暗号期間の間、正常な運用中のストレージま
たはバックアップストレージに保管されてもよく、もはや必要でなくなるまでアーカイブストレージ
に保管されてもよい。
B.3.3

認証用鍵ペア

認証用公開鍵は、認証メカニズムを実行するとき、作成側エンティティのアイデンティティ保証を得
るために、受領側エンティティによって使用される。対応する認証プライベート鍵は、その情報のデ
ィジタル署名を計算することによって、受領側エンティティにこの保証を提供する作成側エンティテ
ィによって使用される。この鍵ペアは否認防止を提供できないかもしれない。
B.3.3.1

認証用公開鍵

対応する認証プライベート鍵によって認証されたデータの真正性の検証が要求される間、認証公開鍵
をバックアップまたはアーカイブストレージすることは適切である。
認証された公開鍵の場合（例．認証局によって）
、公開鍵証明書を保存することは、公開鍵を保管する
適切な形式であろう；バックアップまたはアーカイブストレージは、基盤によって提供されてもよい
（例．証明書リポジトリとして）
。公開鍵は、プライベート鍵の暗号期間の終了までバックアップスト
レージに保存されてもよく、要求される間、アーカイブストレージに保存されてもよい。
B.3.3.2

認証用プライベート鍵

プライベート鍵は、認証された通信セションに参加しているようなあるエンティティのアイデンティ
ティを確立するために使用される。新しい鍵ペアがセクション 8.1.5.1 に従ってタイムリーなやり方で
生成および配付が可能である場合、認証プライベート鍵はバックアップされる必要はない。しかし、
新しい鍵ペアが迅速に生成可能でない場合、プライベート鍵はプライベート鍵の暗号期間の間はバッ
クアップストレージに保存されるべきである。プライベート鍵はアーカイブストレージに保管されて
はならない。
B.3.4

データ暗号化用対称鍵

データ暗号化用対称鍵は、保管された情報または送信された情報またはその両方の情報の機密性を保
護するために使用される。同じ鍵が、保護されるべき平文の情報を最初に暗号化し、後に暗号化され
た情報（即ち、暗号文）を復号し、その結果、元の平文を得るために使用される。
その鍵は、復号される必要があるかもしれない鍵を用いて暗号化されるような任意の情報がある限り
利用可能である必要がある。従って、その鍵は、この期間中は、バックアップまたはアーカイブされ
るべきである。
鍵回復を許容するために、データ暗号化対称鍵は、鍵の暗号期間の間、バックアップストレージに保
管されるべきである、また必要ならば、アーカイブストレージに保管するべきである。多くの場合、
その鍵は、暗号化されたデータと共に保護され、保管される。アーカイブされるとき、鍵は、アーカ
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イブ暗号化用鍵または保護されたアーカイブ暗号化用鍵によってラップされた鍵ラッピング用対称鍵
によってラップされる（即ち、暗号化される）
。
伝送用途のみに使用されるデータ暗号化用対称鍵は、情報を暗号化するために作成側エンティティに
よって使用され、受信後、直ちにその情報を復号するために受領側エンティティによって使用され
る。データ暗号化用鍵が喪失または破損し、かつ新しいデータ暗号化用鍵が、送信側および受信側エ
ンティティによって容易に取得できる場合、その鍵はバックアップされる必要はない。しかし、その
鍵が新しい鍵に容易に置換できない場合、交換されるべき情報が十分な重要性を持っている場合、そ
の鍵はバックアップされるべきである。データ暗号化用鍵は、伝送のみに使用されるとき、アーカイ
ブされる必要はないかもしれない。
B.3.5

鍵ラッピング用対称鍵

鍵ラッピング用対称鍵は、保護されるべき鍵材料をラップする（即ち、暗号化および完全性保護す
る）ために使用される、また複数組の鍵材料を保護するために使用してもよい。そのとき、保護され
た鍵材料は伝送され、または保管され、またはその両方である。
鍵ラッピング対称鍵が鍵材料の伝送のみのために使用され、かつ鍵ラッピング用鍵が利用できなくな
る場合（例．喪失または破損した）
、鍵ラッピング用鍵を再送するか、または新しい鍵ラッピング用鍵
を確立し鍵材料を再送することが可能であろう。妥当な時間内でこれが可能な場合、鍵ラッピング用
鍵のバックアップは必要ない。鍵ラッピング用鍵が再送できないか、または、すぐに新しい鍵ラッピ
ング用鍵がすぐに得られえない場合、鍵ラッピング用鍵のバックアップが検討されるべきである。鍵
材料を伝送するために使用されるのみの鍵ラッピング用鍵のアーカイブは必要でないかもしれない。
鍵ラッピング対称鍵が、ストレージ内の鍵材料を保護するために使用される場合、鍵ラッピング用鍵
は保護される鍵材料がアクセスされる必要がある限り、バックアップまたはアーカイブされるべきで
ある。
B.3.6

乱数生成用鍵

乱数ビット生成で使われる鍵は、バックアップも、アーカイブもされてはならない。この鍵が喪失、
または改変された場合、新しい鍵に置き換えられなければならない。
B.3.7

マスター対称鍵

マスター対称鍵は、通常 1 つまたは複数のその他の鍵を導出するために使用される。その他の目的に
使用されてはならない。
マスター対称鍵のバックアップ、またはアーカイブされる必要があるか否かの決定は、以下のような
多くの要因に依存する：
1.

新しいマスター対称鍵の確立はどの程度容易か？マスター鍵が手動で配付される場合（例．
スマートカード内、または受信されたメールによるハードコピー内）
、マスター鍵はバックア
ック、またはアーカイブされるべきである。新しいマスター鍵が自動化された鍵確立プロト
コルを用いて容易にかつ迅速に確立できる場合、マスター鍵のバックアップまたはアーカイ
ブは、アプリケーションによって、必要ではないかもしれない、または望ましくないかもし
れない。

2.

導出された鍵は、マスター対称鍵を使用せずに回復可能か？導出された鍵がバックアップも
アーカイブも必要としない（例．それらの用途のため）
、または導出された鍵の回復が、マス
ター鍵からの再構築に依存しない（例．導出された鍵は、暗号化された形に保管される）場
合、マスター鍵のバックアップもアーカイブも望ましくないかもしれない。導出された鍵
が、バックアップまたはアーカイブされる必要があり、かつ鍵回復方法がマスター鍵から導
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出された鍵の再構築を必要とする場合、そのマスター鍵はバックアップまたはアーカイブさ
れるべきである。
B.3.8

鍵配送用鍵ペア

鍵配送用鍵ペアは、通信の間に、作成側エンティティから受領側エンティティへの鍵材料を配送する
ために使用されるかもしれない。配送される鍵材料は、後に復号するために暗号化された形で保管さ
れる可能性がある。通信における作成側エンティティは、鍵材料を暗号化するために公開鍵を用い
る；受領側エンティティ（または、保管された鍵材料を取り出すエンティティ）は、暗号化された鍵
材料を復号するために、プライベート鍵を使用する。
B.3.8.1

鍵配送用プライベート鍵

鍵配送用鍵ペアが通信中に暗号化された鍵材料を保管することなしに使用される場合、置き換えの鍵
ペアがタイムリーなやり方で生成され配送されることが可能な場合、鍵配送用プライベート鍵はバッ
クアップされる必要がない。別の方法としては、1 つまたは複数の追加の鍵ペアが利用可能とされるだ
ろう（即ち、すでに生成され配送されている）
。さもなければ、プライベート鍵はバックアップされる
べきである。鍵配送用プライベート鍵はアーカイブされてもよい。
配送される鍵材料が暗号化された形で保管される場合、鍵配送用プライベート鍵は、保護された鍵材
料がアクセスされる必要があるかもしれない限り、バックアップまたはアーカイブされるべきであ
る。
B.3.8.2

鍵配送用公開鍵

公開鍵のバックアップまたはアーカイブは行われてもよいが、必要ではないかもしれない。
送信側エンティティ（通信における作成側エンティティ）が鍵配送用公開鍵を喪失するか、その鍵が
破損したと決定する場合、その鍵が鍵ペアの所有者から、または公開鍵を含む公開鍵証明書を取得す
ることによって、再度取得できる（公開鍵が認証された場合）。
保管されるべき鍵材料への暗号学的な保護を適用するエンティティが、鍵配送用公開鍵が喪失または
破損したことを決定する場合、そのエンティティは以下の方法のうちの 1 つで回復するかもしれな
い：
1.

公開鍵が認証され、基盤内にどこかに保管されている場合、証明書が要求されることは可能
である。

2.

何らかのその他のエンティティが公開鍵を知っている場合（例．鍵ペアの所有者）、その鍵は
このその他のエンティティから要求されることが可能である。

3.

プライベート鍵が知られている場合、公開鍵は再計算可能である。

4.

新しい鍵ペアが生成できる。

B.3.9

鍵共有用対称鍵

鍵共有用対称鍵は、鍵材料を確立するために使用される（例．鍵ラッピング用対称鍵、データ暗号化
用対称鍵、または認証用対称鍵）。それぞれの鍵共有鍵は 2 つ以上のエンティティの間で共有される。
これらの鍵が、手動で配付される場合（例．鍵ローディングデバイスまたは受信メールにより）、鍵共
有対称鍵はバックアップされるべきである。自動化された手段が新しい鍵をすぐに確立するために利
用可能である場合（例．するために鍵配送メカニズムが新しい鍵共有用対称鍵を確立するために使用
できる）
、鍵共有用対称鍵はバックアップされる必要はない。
鍵共有用対称鍵はアーカイブされてもよい。
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静的鍵共有用鍵ペア

静的鍵共有用鍵ペアは、しばしば一時的鍵ペアと共に、エンティティ間で共有秘密を確立するために
使用される（
［SP800-56A]および[SP800-56B]を参照）。それぞれのエンティティは、共有秘密を決定
するため、その鍵共有用プライベート鍵、その他のエンティティの鍵共有用公開鍵およびおそらくそ
の鍵共有用公開鍵を使用する。共有秘密は、その後、共有された鍵材料を導出するために使用され
る。何らかの鍵共有スキームでは、エンティティのうちの 1 つまたは複数が、静的鍵共有用鍵ペアを
持つ必要がないことに注意すること（
［SP800-56A]および[SP800-56B]を参照）。
B.3.10.1 静的鍵共有用プライベート鍵
静的鍵共有用プライベート鍵がタイムリーなやり方で置換できない場合、またはそれが暗号化され保
管されたデータを回復するために保持されている必要がある場合、プライベート鍵は、運用を継続す
るためにバックアップされるべきである。プライベート鍵はアーカイブされてもよい。
B.3.10.2 静的鍵共有用公開鍵
あるエンティティが、静的鍵共有用公開鍵が喪失、または破損したことを決定する場合、エンティテ
ィは以下の方法のうちの 1 つを用いて回復することができる。
1.

公開鍵が認証され、基盤内でどこかで保管される場合、証明書は要求されることが可能であ
る。

2.

何らかのその他のエンティティが公開鍵を知っている場合（例．その他のエンティティが鍵
ペアの所有者である）
、鍵はこのその他のエンティティから要求されることが可能である。

3.

プライベート鍵が知られている場合、公開鍵は再計算されることが可能である。

4.

エンティティが鍵ペアの所有者である場合、新しい鍵ペアが生成され配付されることが可能
である。

これらの選択肢がどれも可能ではない場合、静的鍵共有用公開鍵はバックアップされるべきである。
公開鍵はアーカイブされてもよい。
B.3.11

一時的鍵ペア

一時的鍵共有用鍵は、1 つの鍵共有処理の間に生成および配付され（例．通信セションの最初に）
、か
つ再利用されない。これらの鍵ペアは、共有秘密を確立するために使用される（しばしば、静的鍵ペ
アと組み合わせて）
；共有秘密は、その後、共有される鍵材料の導出に使用される。すべての鍵共有ス
キームが、一時的鍵ペアを使用する訳ではなく、使用されるとき、すべてのエンティティが一時的鍵
ペアを持っている訳ではない（[SP800-56A]を参照）
。
B.3.11.1 一時的プライベート鍵
一時的プライベート鍵は、バックアップもアーカイブもされてはならない 50。一時的プライベート鍵
が喪失するか、破損した場合、新しい鍵ペアが生成されなければならず、新しい一時的公開鍵は、鍵
共有処理で、その他の参加エンティティに提供されなければならない。
49F

SP800-56A は、一時的プライベート鍵は使用後すぐに破棄されなければならないと述べている。これは一時的プライベート鍵は
バックアップもアーカイブもされてはならないことを意味する。

50
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B.3.11.2 一時的公開鍵
一時的公開鍵は、バックアップまたはアーカイブされてもよい。一時的プライベート鍵が鍵共有の計
算において要求されない間、確立された鍵材料の再構成を許容する。
B.3.12

権限付与用対称鍵

権限付与用対称鍵は、エンティティに特権を提供するために使用される（例．特定の情報へのアクセ
スまたは特定な機能を実行するための許可）
。これらの鍵の喪失は、特権を拒否する（例．アクセスを
禁止し、これらの機能の実行拒否する）
。権限付与用鍵が喪失または破損し、かつタイムリーなやり方
で置換できる場合、権限付与用鍵はバックアップされる必要がない。権限付与用対称鍵は、アーカイ
ブされてはならない。
B.3.13

権限付与用鍵ペア

権限付与用鍵ペアは、エンティティに特権を提供するために使用される。プライベート鍵は、特権の
“権利”を確立するために使用される；公開鍵は、エンティティが実際に特権の権利に持っているこ
とを決定するために使用される。
B.3.13.1 権限付与用プライベート鍵
権限付与用プライベート鍵の喪失は、特権に拒否する（例．アクセスを禁止し、これらの機能の実行
拒否する）
。プライベート鍵が喪失または破損し、かつタイムリーなやり方で置換できる場合、プライ
ベート鍵はバックアップされる必要はない。さもなければ、プライベート鍵はバックアップされるべ
きである。プライベート鍵はアーカイブされてはならない。
B.3.13.2 権限付与用公開鍵
権限付与用鍵ペアがタイムリーなやり方で置換できる場合（即ち、鍵ペアの再生成および権限付与を
求めているエンティティへのプライベート鍵のセキュアな配付）
、権限付与用公開鍵はバックアップさ
れる必要はない。さもなければ、公開鍵はバックアップされるべきである。公開鍵のアーカイブにつ
いての制限はない。
B.3.14

その他の暗号学的に関連する材料

鍵と同様に、暗号学的に関連するその他の材料は、用途により、バックアップまたはアーカイブされ
る必要があるかもしれない。
B.3.14.1 ドメインパラメータ
ドメインパラメータは、鍵ペアを生成するために、何らかの公開鍵暗号アルゴリズムと共に使用され
る。それらは、また、ディジタル署名の作成および検証、鍵材料の確立、または乱数生成のため、鍵
ペアと共に使用される。一式の同じドメインパラメータが、数多くのエンティティによってしばしば
資料されるが、常に使用される訳ではない。
あるエンティティ（エンティティ A）が新しいドメインパラメータを生成するとき、これらのドメイ
ンパラメータは、その後のディジタル署名生成または鍵確立処理において使用される。ドメインパラ
メータは、ディジタル署名を検証する必要があるその他のエンティティ、または鍵が確立される必要
があるエンティティへ提供される必要がある。あるエンティティ（エンティティ A）が、ドメインパ
ラメータの複製を喪失または破損したことを決定し、かつ新しいドメインパラメータがタイムリーな
やり方でセキュアに配付できない場合、ドメインパラメータはバックアップまたはアーカイブされる
べきである。別のエンティティ（エンティティ B）は、ドメインパラメータが違った形で得られるこ
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となしに（例．エンティティ A から）
、必要がなくなるまではエンティティ A のドメインパラメータ
をバックアップまたはアーカイブされるべきである。
一式の同じドメインパラメータが複数のエンティティによって使用されているとき、ドメインパラメ
ータが違った形で得られることなしに（例．信頼できる情報源から）
、必要がなくなるまではドメイン
パラメータはバックアップされるかアーカイブされるべきである。
B.3.14.2

初期化ベクタ（IVs）

IV は、ブロック暗号文アルゴリズムを用いた情報の暗号化または認証の間、いくつかの利用モードで
使用される。IV は、しばしば保護されたデータと共に保管される。もし保管されない場合、それらの
IV を用いて保護された情報が処理される（例．復号又は検証）必要がある間、バックアップまたはア
ーカイブされるべきである。
B.3.14.3

共有秘密

共有秘密は、鍵共有処理において参加しているそれぞれのエンティティによって生成される。共有秘
密は、その後の暗号操作で使用されるべき共有される鍵材料を導出するために使用される。共有秘密
は、対話型の通信中（例．両方のエンティティがオンラインであるような）
、または対話型でない通信
中（例．ストアアンドフォーワードアプリケーション）生成される。
共有秘密は、バックアップもアーカイブもされてはならない。
B.3.14.4

RBG シード値

RBG のシード値は、秘密を保持する必要があるような決定論的乱数ビットの生成において使用され
る。これらのシード値は、その他のエンティティと共有されてはならない。RBG のシード値は、バッ
クアップもアーカイブもされてはならない。
B.3.14.5

その他の公開または秘密の情報

公開および秘密の情報は、しばしば鍵確立の間に使用される。その情報は、暗号学的に保護された情
報を処理（例．復号または認証）するために必要な鍵を決定するために利用可能である必要があるか
もしれない；従って、その情報は、保護された情報を処理することがもはや必要なくなるまで、バッ
クアップまたはアーカイブされるべきである。
B.3.14.6

中間結果

暗号操作の中間結果は、バックアップもアーカイブもされてはならない。
B.3.14.7

鍵管理情報

鍵管理情報は、例えば、暗号学的に保護される情報の処理（例．復号または認証）に利用するための
鍵およびその他の情報を決定するため、鍵の目的を識別するため、または鍵を共有するエンティティ
を識別するために、使用される（セクション 6.2.3 を参照）
。この情報は、鍵のメタデータに含まれて
いる（セクション 6.2.3.1 を参照）
。
鍵管理情報は、関連した鍵が利用可能である必要がある限り、バックアップまたはアーカイブされる
べきである。
B.3.14.8 乱数
乱数は、乱数生成器によって生成される。乱数のバックアップやアーカイブは、乱数の使用方法に依
存する。
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B.3.14.9 パスワード
パスワードは、エンティティによる特権へのアクセスの取得、鍵の導出、またはパスワードの再利用
の検出のために使用される。
パスワードが特権へのアクセスの取得のためだけに用いられ、かつタイムリーなやり方で置換可能で
ある場合、パスワードはバックアップされる必要はない。この場合、パスワードはアーカイブされて
はならない。
パスワードが暗号鍵の導出、またはパスワードの再利用の防止のために使用される場合、パスワード
はバックアップされ、かつアーカイブされるべきである。
B.3.14.10

監査情報

鍵管理事象を含む監査情報は、バックアップおよびアーカイブされなければならない。
鍵回復システム

B.4

鍵回復は、いくつかの異なる鍵回復技術に適用できる幅広い用語である。個々の技術は、暗号鍵、お
よびその鍵に関連付けされるその他の情報（即ち、鍵材料）の回復を結果として生じる。鍵を回復す
るために必要な情報は、個々のアプリケーションまたは個々の鍵回復技術で異なるであろう。
“鍵回復
情報”
（KRI）という用語は、暗号学的に保護された情報を回復するか、または検証するために必要な
情報の集合体を参照するために用いられる。KRI して考慮される情報は、回復された鍵材料、また
は、鍵材料、関連するその他暗号関連情報を再構成できる十分な情報、鍵が作成された時間、鍵の所
有者（即ち、鍵を作成または鍵によって保護されたデータを得た個人、アプリケーション、組織）の
識別子および鍵材料を回復する事ができる要請に合致したあらゆる情報を含む。
組織が鍵材料のすべてまたは一部のために鍵回復が必要であると判断した時は、安全な鍵回復システ
ム（KRS：）は明確な鍵回復方針（附属書 B5 を参照）に従って確立される必要がある。KRS は、鍵
回復方針と鍵材料を蓄積し回復するための技術と設備、システム管理の手続、およびシステムと関連
した要員を支援しなければならない。
鍵回復が必要であると判断した時は、KRI は、
（バックアップまたはアーカイブストレージの）組織で
蓄積しても、信頼されたエンティティによるリモートサイトで蓄積してもよい。鍵回復を可能とする
容許可能な手法は多数存在する。KRS は、鍵材料を蓄積するための金庫を用いて設定することもでき
る；KRS は、平文情報の初期の保護、関連した鍵材料および鍵材料の回復の蓄積を行う単一のコンピ
ュータを使うことができる；KRS は、中央鍵回復センターを持つコンピュータネットワークを含める
ことができる；または、KRS は、他の構成を使って設計してもよい。KRS が、暗号鍵を回復する代替
手段を提供するので、KRS が組織の情報を適正に保護し、必要な時に KRI を確かに提供すること保証
するために、リスク評価を実施されるべきである。それは、鍵回復方針、鍵回復手段、および鍵回復
システムが KRI を適正に保護することを保証するために、鍵回復を提供する必要がある組織の責任で
ある。
連邦政府が利用する KRS は、以下を満たさなければならない：
1.

このような情報が保管されたとき、保護された情報の回復または検証を許すために、十分な
KRI を生成するか、または提供する；

2.

保存された鍵および他の KRI の有効性を保証する；

3.

KRI が暗号学的に保護されたデータに見合った持続性と可用性をもって保管されることを保
証する；

4.

[FIPS140]に準拠した暗号モジュールを使用する；

5.

暗号を用いる際は、承認されたアルゴリズムを使用する；
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6.

KRI と関連した情報の機微度に見合った安全性を提供するアルゴリズムと鍵長を使用する；

7.

鍵回復方針を実施するように設計される（附属書 B.5 参照）
；

8.

KRI は、許可されない暴露または破棄から保護される。KRS は、要求元を検証し、要求され
許可された情報だけが要求元に提供されることを保証しなければならない；

9.

KRI を、改変から保護する；

10. 監査証跡を提供する機能を持つ；監査証跡は、回復される鍵、またはシステムにより使用さ
れるかもしれない任意のパスワードも含んでならない。監査証跡は、監査対象事象の識別、
事象の時刻、事象の原因となった利用者の識別子、および事象の成功または失敗を含むべき
である；
11. KRI、監査証跡、および認証データに対するアクセスは、許可された個人に制限する；そし
て、
12. 監査証跡の改変を禁止する。
鍵回復方針

B.5

使用されるそれぞれのシステム、アプリケーション、および暗号手法について、鍵材料がその後の復
号または鍵材料によって保護された情報に対するチェックを可能とするために、後で回復するために
保存される必要があるか否かについて検討が得られなければならない。鍵回復が鍵材料の一部または
すべてについて要求されることを決定する組織は、その情報の保護と継続するアクセス可能性に対処
するような鍵回復方針を開発するべきである 51（[DOD-KRP]参照）
。その方針は、
（最小限）以下の質
問に答えるべきである：
50F

51

1.

どのような鍵材料が所与のアプリケーション用に保存される必要があるか？例えば、保管さ
れた情報の復号に使用される鍵と IV は、保存される必要があるかもしれない。保管または送
信された情報の認証用の鍵は、保存される必要があるかもしれない。

2.

鍵材料は、どのように、どこに保存されるか？例えば、鍵材料は、情報の保護（例．暗号化
された情報）を開始した個人によって金庫に保管できるかもしれない、または保護された情
報が送信、受信、または保管されるときに、鍵材料は自動的に保存されることも可能であ
る。鍵材料は、ローカルにまたはリモートサイトで保存することが可能である。

3.

誰が KRI の保護に責任を持っているか？それぞれの個人、組織、または部門がそれぞれ自身
の鍵材料に責任が持つこともできるし、または外部の組織がこの機能を担うこともできる。

4.

誰がどのような条件で鍵回復を要求できるか？例えば、情報（即ち、使用され保管された
KRI）を保護した個人、または個人を任命した組織は、鍵材料を回復できるかもしれない。
法的な要求事項が考慮される必要があるかもしれない。KRI を保管した個人が利用できない
とき、組織がその情報を要求できるかもしれない。

5.

どのような条件で誰によって、方針は修正が可能か？

6.

監査能力と監査手続が、KRS に含められるか？方針は、監査されるべき事象を識別しなけれ
ばならない。監査対象事象には以下が含まれるに違いない、KRI 要求およびそれらの関連す
る応答；誰がいつ要求したのか；監査機能の開始と終了；監査データを閲覧、改変、または
破棄するために実行される操作；利用者認証データへのアクセス要求；および、認証メカニ
ズムの使用。

ある組織の鍵回復方針は、その PKI 証明書方針に含める場合がある。
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7.

KRS は、経年した鍵材料または鍵材料の破棄をどのように取り扱うのか？

8.

鍵材料が回復されたとき、どのような条件の下で、誰が通知を受けるのか？例えば、データ
を暗号化し KRI に保管した個人は、その人が不在の時に組織が復号鍵を回復するときに、通
知を受けることができるかもしれないが、その個人のアクティビティを組織が監視している
ときにその個人は通知されないに違いない。

9.

KRS または KRS 内のデータの何らかの部分が危殆化したとき、どのような手続に従う必要
があるか？

121

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

附属書 C: 参考文献
[AC]

Schneier, B. Applied Cryptography Second Edition: Protocols,
Algorithms, and Source Code in C. New York: John Wiley & Sons, 1996.

[ANSX9.31]

American National Standards Institute, Digital Signatures using

[ANSX9.44]

American National Standards Institute, Public Key Cryptography for

[ANSX9.62]

[DiCrescenzo]

reversible Public Key Cryptography for the Financial Services Industry
（rDSA）, ANS X9.31-1998, 1998 [Withdrawn].
the Financial Services Industry: Key Agreement Using FactoringBased Cryptography, ANS X9.44, August 2007.

American National Standards Institute, Public Key Cryptography for

the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm（ECDSA）, ANS X.9.62:2005, 2005.

Di Crescenzo, G., N. Ferguson, R. Impagliazzo, and M Jakobsson,,"How

to forget a secret," in STACS ’99: 16th Annual Symposium on
Theoretical Aspects of Computer Science, Lecture Notes in Computer

Science 1563, 1999, pp.500-509. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-491163_47.

[DOD-KRP]

DoD Public Key Infrastructure Program Management Office, Key

[FIPS140]

Federal Information Processing Standard 140-2, Security
Requirements for Cryptographic Modules, May 25, 2001（include
change notices as of December 3, 2002）.
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf [accessed
12/7/15].

[FIPS180]

Federal Information Processing Standard 180-4, Secure Hash
Standard (SHS), August 2015.
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4.

[FIPS186]

Federal Information Processing Standard 186-4, Digital Signature
Standard（DSS）, July 2013. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.FIPS.1864.

[FIPS197]

Federal Information Processing Standard 197, Advanced Encryption
Standard（AES）, November 2001.
http://csrc.nist.gov/pulications/fips/fips197/fips-197.pdf [accessed
12/7/15].

[FIPS198]

Federal Information Processing Standard 198-1, Keyed-Hash Message
Authentication Code（HMAC）, July 2008.
http://csrc.nist.gov/pulications/fips/fips197/fips-198-1_final.pdf
[accessed 12/7/15].

[FIPS199]

Federal Information Processing Standard 199, Standards for Security
Categorization of Federal Information and Information Systems,
February 2004, http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB199-final.pdf [accessed 12/7/15].

[FIPS201]

Federal Information Processing Standard 201-2, Personal Identity
Verification（PIV）of Federal Employees and Contractors, August

Recovery Policy for the United States Department of Defense, Version
3.0, August 31, 2003.

122

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

2013.
http://dx/doi.org/10.6028/NIST.FIPS.201-2.
[FIPS202]

Fedral Information Processing Standard 202, SHA-3 Standard:
Permutation-Based Hash and Extensible-Output Functions, August
2015. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202.

[HAC]

Menezes, A. J., P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone, Handbook of
Applied Cryptography, Washington, D.C.: CRC Press, 1996.

[ITLBulletin]

Burr, B. and J. Hash, "Techniques for System and Data Recovery," ITL
Bulletin, NIST, April 2002. http://csrc.nist.gov/publications/nistbul/0402.pdf [accessed 12/7/15].

[OMB11／01]

OMB Guidance to Federal Agencies on Data Availability and
Encryption, Office of Management and Budget, [November 26, 2001].
http://csrc.nist.gov/drivers/documents/ombencryption-guidance.pdf
[accessed 12/7/15].

[PKCS#1]

RSA Laboratories, PKCS #1 v2.1, RSA Cryptography Standard, June
14, 2002.

[RFC2560]

Myers, M., R. Ankney, A. Malpani, S. Galperin, and C. Adams, X.509

Internet Public Key Infrastructure, Online Certificate Status Protocol
– OCSP, Internet Engineering Task Force（IETF）Request for

Comments（RFC）2560, June 1999.
https://www.ietf.org/rfc/rfc2560.txt [accessed 12/7/15].
[SP800-14]

NIST Special Publication 800-14, Generally Accepted Principles and
Practices for Securing Information Technology Systems, September
1996. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-14/800-14.pdf
[accessed 12/7/15].

[SP800-21]

NIST Special Publication 800-21 [Second Edition], Guideline for
Implementing Cryptography in the Federal Government, November
2005. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-21-1/sp800-211_Dec2005.pdf [accessed 12/7/15].

[SP800-32]

NIST Special Publication 800-32, Introduction to Public Key
Technology and the Federal PKI Infrastructure, February 2001.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-32/sp800-32.pdf [accessed
12/7/15].

[SP800-37]

NIST Special Publication 800-37 Revision 1, Guide for the Security

Certification and Accreditation of Federal Information Systems: a
Security Life Cycle Approach, February 2010（updated June 5, 2014）.
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-37r1.

[SP800-38]

NIST Special Publication 800-38, Recommendation for Block Cipher
Modes of Operation, consists of the following parts,which are further
described at http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/BCM/index.html
[accessed 12/7/15]:
NIST SP 800-38A, Methods and Techniques, December 2001.
NIST SP 800-38A（Addendum）: Three Variants of Ciphertext
Stealing for CBC Mode, October 2010.
NIST SP 800-38B: The CMAC Authentication Mode, May 2005.
123

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

NIST SP 800-38C: The CCM Mode for Authentication and
Confidentiality, May 2004（updated July 20, 2007）.
NIST SP 800-38D: Galois／Counter Mode（GCM）and GMAC,
November 2007.
NIST SP 800-38E: The XTS-AES Mode for Confidentiality on Storage
Devices, January 2010.
NIST SP 800-38F: Methods for Key Wrapping, December 2012.
NIST SP 800-38G（Draft）, Methods for Format-Preserving
Encryption, July 2013.
[SP800-38A]

NIST Special Publication 800-38A, Recommendation for Block Cipher
Modes of Operation-Methods and Techniques, December 2001.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf
[accessed 12/7/15].

[SP800-38B]

NIST Special Publication 800-38B, Recommendation for Block Cipher
Modes of Operation: The CMAC Mode of Authentication, May 2005.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38B/SP_800-38B.pdf
[accessed 12/7/15].

[SP800-38D]

NIST Special Publication 800-38D: Recommendation for Block Cipher
Modes of Operation: Galois／Counter Mode（GCM）and GMAC,
November 2007. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38D/SP800-38D.pdf [accessed 12/7/15].

[SP800-38F]

NIST Special Publication 800-38F: Recommendation for Block Cipher
Modes of Operation: Methods for Key Wrapping, December 2012.
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38F.

[SP800-52]

NIST Special Publication 800-52 Revision 1, Guidelines for the

Selection, Configuration, and Use of Transport Layer Security（TLS）
Implementations, April 2014. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.80052r1.

[SP800-56A]

NIST Special Publication 800-56A Revision 2, Recommendation for

[SP800-56B]

NIST Special Publication 800-56B Revision 1, Recommendation for

Pair-Wise Key Establishment Schemes Using Discrete Logarithm
Cryptography, May 2013. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-56Ar2.
Pair-Wise Key Establishment Schemes Using Integer Factorization
Cryptography, September 2014. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.80056Br1.

[SP800-56C]

NIST Special Publication 800-56C, Recommendation for Key
Derivation through Extraction-then-Expansion, November 2011.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-56C/SP-800-56C.pdf
[accessed 12/7/15].

[SP800-57,
Part2]

NIST Special Publication 800-57 Part2, Recommendation for Key

Management: Part 2: Best Practices for Key Management
Organization, August 2005.

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-57/SP800-57-Part2.pdf
[accessed 12/7/15].
124

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

[SP800-63]

NIST Special Publication 800-63-2, Electronic Authentication
Guideline, August 2013. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-2.

[SP800-67]

NIST Special Publication 800-67 Revision 1, Recommendation for
Triple Data Encryption Algorithm（TDEA）Block Cipher, January
2012.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-67-Rev1/SP-800-67Rev1.pdf [accessed 12/7/15].

[SP800-88]

NIST Special Publication 800-88 Revision 1, Guidelines for Media
Sanitization, December 2014. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.80088r1.

[SP800-89]

NIST Special Publication 800-89, Recommendation for Obtaining
Assurances for Digital Signature Applications, November 2006.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-89/SP-80089_November2006.pdf [accessed 12/7/15].

[SP800-90]

Joint reference to [SP800-90A], [SP800-90B], and [SP800-90C].

[SP800-90A]

NIST Special Publication 800-90A Revision 1, Recommendation for

[SP800-90B]

NIST Special Publication 800-90B（Draft）, Recommendation for the
Entropy Sources Used for Random Bit Generation, August 2012 [reissued September 9, 2013]. http://csrc.nist.gov/publications/drfts/80090/draft-sp800-90b.pdf [accessed 12/7/15].

[SP800-90C]

NIST Special Publication 800-90C（Draft）, Recommendation for
Random Bit Generator（RBG）Constructions, August 2012 [re-issued
September 9, 2013. http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-90/draftsp800-90c.pdf [accessed 12/7/15].

[SP800-107]

NIST Special Publication 800-107 Revision 1, Recommendation for
Applications Using Approved Hash Algorithms, August 2012.
http://csrc.org/publications/nistpubs/800-107-rev1/sp800-107-rev1.pdf
[accessed 12/7/15].

[SP800-108]

NIST Special Publication 800-108, Recommendation for Key
Derivation Using Pseudorandom Functions, October 2009.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-108/sp800-108.pdf
[accessed 12/7/15].

[SP800-130]

NIST Special Publication 800-130, A Framework for Designing
Cryptographic Key Management Systems, August 2013.
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-130.

[SP800-131A]

NIST Special Publication 800-131ARevision 1, Transition:

Random Number Generation Using Deterministic Random Bit
Generators, June 2015. http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-90Ar1.

Recommendation for the Transitioning the Use of Cryptographic
Algorithms and Key Lengths, November 2015.
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-131Ar1.

[SP800-132]

NSIT Special Publication 800-132, Recommendation for PasswordBased Key Derivation - Part 1: Storage Applications, December 2010.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-132/nist-sp800-132.pdf
[accessed 12/7/15].
125

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

[SP800-133]

NIST Special Publication 800-133, Recommendation for Cryptographic
Key Generation, December 2012.
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-133.

[SP800-152]

NIST Special Publication 800-152, A Profile for U. S. Federal
Cryptographic Key Management Systems（CKMS）, October 2015,
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-152.

126

NIST SP 800-57 Pt. 1 Rev. 4

Recommendation for
Key Management: General

附属書 D：改訂
本文書の初版は、2005 年 8 月に発行された。2006 年 5 月に以下の改訂が行われた：
1.

セキュリティ強度の定義が、
“またはセキュリティレベル”という用語が本文書で使用されな
いため、最初の列から削除するよう改訂された。

2.

セクション 5.6.1 の表 2 における２TDEA についての脚注において、用語“保証”が“評
価”に修正された。

3.

セクション 5.6.1 の表 2 の下のパラグラフにおいて：2006 年版のために識別された初期の変
更がいかで議論された 2011 年改訂によって上書きされた。

4.

セクション 5.6.1 の表 3 において、適切なハッシュ関数の一覧に、HMAC および鍵導出関数
の行が挿入された。さらに、脚注が鍵導出関数の列のために含まれた。

5.

表 3 の直下のパラグラフの初期テキストが削除された。

2007 年に、以下の改訂がなされ、証明書要求中の鍵の 2 通りの使用を許容するようになった：
1.

セクション 5.2 において、以下のテキストが追加された：
“本推奨事項は、以下の特別な場合として、ディジタル署名を生成するために、鍵配送用プ
ライベート鍵または鍵共有用プライベート鍵の使用も許可する：
静的鍵確立用鍵の（初期）証明書を要求するとき、関連付けされたプライベート鍵は、
証明書要求に署名するために使用されることが可能である。セクション 8.1.5.1.1.2 につ
いても参照。
”

2.

セクション 8.1.5.1.1.2 において、第 4 パラグラフは、最初は以下のとおりであった：
“所有者は、示された鍵用途を満たすようなプライベート鍵を用いて操作を実行するこ
とによって、POP を提供する。例えば、鍵ペアが鍵配送を支援するように意図される場
合、所有者は、所有者の公開鍵を使用して暗号化された CA によって所有者に提供され
た鍵を復号してもよい。所有者が、対応するプライベート鍵を用いて暗号化された鍵を
正しく復号することができ、かつその鍵が正しく復号されたという証拠を提供すること
ができる場合（例．CA からのランダムなチャレンジを暗号化することによって）
、その
所有者は POP を確立したことになる。ここで、鍵ペアは鍵確立を支援するように意図さ
れている場合、POP はその鍵ペアを用いたディジタル署名を生成及び検証することによ
って与えられてはならない。
”
本パラグラフは、以下のとおり変更された、変更されたテキストがイタリック体で示されて
いる：

（見なし）所有者は、示された鍵用途を満たすようなプライベート鍵を用いて操作を実
“
行することによって、POP を提供するべきである。例えば、鍵ペアが RSA 鍵配送を支
援するように意図される場合、CA は所有者の公開鍵を使用して暗号化された鍵を所有者
に提供されてもよい。所有者が、対応するプライベート鍵を用いて、暗号化された鍵を
正しく復号することができ、かつその鍵が正しく復号されたという証拠を提供すること
ができる場合（例．CA からのランダムなチャレンジを暗号化することによって）
、その
所有者は POP を確立したことになる。しかし、鍵ペアが鍵確立を支援するように意図さ
れている場合、POP も、証明書要求にディジタル署名するためにプライベート鍵を使用
することによって与えられることもある（これは推奨方法ではないが）。鍵確立プライベ
ート鍵（即ち、鍵共有または鍵配送用プライベート鍵）は、証明書発行後に署名処理の
実行に使用されてはならない。”
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2011 年 9 月に、いくつかの編集上の訂正と明確化が行われ、以下の改訂についてもなされた：
1.

発行機関（Authority）セクションが更新された。

2.

セクション 1.2：SP800-57

3.

セクション 2.1：鍵導出関数、鍵導出鍵、鍵長、鍵サイズ、乱数ビット生成器および利用
者の定義が追加された。アーカイブ、鍵管理アーカイブ、鍵回復、ラベル、所有者、プ
ライベート鍵、保有の証明、公開鍵、データのセキュリティ寿命、シード値、共有秘
密、及び“should”等の定義が修正された。暗号モジュールの定義が削除された。

4.

セクション 2.2：RBG 頭字語が追加された。

5.

FIPS 180-3、FIPS 186-3、SP 800-38、SP 800-56A、SP 800-56B、SP 800-56C、SP
800-89、SP 800-90、SP 800-107、SP 800-108、SP 800-131A、SP 800- 132 および SP
800-133 への参照が訂正され、または挿入された。

6.

セクション 4.2.4：脚注が 2 つの一般的な種別のディジタル署名および本推奨事項の焦点
について追加された。

7.

セクション 4.2.5、4.2.5.3、4.2.5.5 および 5.3：SP 800-56B についての議論が含まれ
た。

8.

セクション 5.1.1：署名用プライベート鍵、認証用対称鍵、認証用プライベート鍵、認証
用公開鍵の定義が現在のシステムとプロトコルでの用途を反映するために訂正された。
この変更は文書全般にわたっている。

9.

セクション 5.1.2、項目 3：共有秘密が暗号学的な鍵として保護され、取り扱われるべき
であることを記述するように、共有秘密の記述が修正された。

第三部の記述が当該文書に従い修正された。

10. セクション 5.1.2、5.3.7、6.1.2（表 5）
、8.1.5.3.4、8.1.5.3.5、8.2.2.1（表 7）および
8.3.1（表 9）
：
“その他の秘密情報”がその他の暗号学的または関連する情報のリストに
追加された。
11. セクション 5.3.1：追加のリスク要因が要員の離職について挿入された。
12. セクション 5.3.4：公開鍵の暗号期間と証明書の有効期限の間の違いを明確化するよう記
述が挿入された。
13. セクション 5.3.6：推奨された暗号期間よりも長いまたは短いものが保証されるかもしれ
ないことを強調するような記述が挿入された。また一時的鍵共有用公開鍵の暗号期間に
ついてのさらなる議論が追加された。
14. セクション 5.4.4：プライベート鍵保有の所有者の保証の議論が追加された。
15. セクション 5.5：CA の署名用プライベート鍵の危殆化についての記述が追加され、ある
事象の取り扱いについてのアドバイスが提供された。
16. セクション 5.6.1：表３および表の前のテキストが明確化のために改訂された。追加の脚
注が表のタイトルに挿入さ、SHA-1 によって与えられるセキュリティ強度がディジタル
署名アプリケーションのセキュリティ強度が憶測の対象に留まることを示すよう修正さ
れた。
17. セクション 5.6.2 – 5.6.4：表 4 およびその前のテキストが SP 800-131A と一貫するよう
に修正された。また、例も修正された。
18. セクション 5.6.5：この新しいセクションは、計算能力または暗号解析の進歩によるセキ
ュリティ強度の低減と関連する意図に対処するために追加された。
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19. セクション 7、7.1、7.2 および 7.3：状態およびそれらの移行の記述は、事実の記述より
も（例．
“である”を用いて）、具体的なふるまいを要求するように書き換えられた
（例．しなければならないまたはしてはならないを用いて）
。
20. セクション 7.3：鍵配送用プライベート鍵および一時的鍵共有用プライベート鍵の移行の
議論が追加された。鍵共有用プライベートおよび公開鍵についての以前の議論は、静的
鍵共有用プライベートおよび公開鍵および一時的鍵共有用公開鍵を議論するよう変更さ
れた。
21. セクション 8.1.5.3.4：本セクションは、SP 800-90A とより一貫するよう改訂された。
22. セクション 8.1.5.3.7 および 8.1.5.3.8：乱数とパスワードの配付を議論するために、新し
いセクションが挿入された。
23. セクション 8.1.6：鍵が登録されるかされないかについて示すようにテキストが挿入され
た。
24. セクション 8.2.4：本セクションは SP 800-56A、SP 800-56B、SP 800-56C、SP 800108 および SP 800-132 と一貫するよう改訂された。
25. セクション 8.3.1、表 9：表は静的鍵共有用鍵をアーカイブすることが許容されることを
示すように修正された。
26. セクション 8.3.1；9.3.2；および附属書 B、B.1、B.3、B.3.1.2、B.3.2、B.3.4、B.3.5、
B.3.10.2 への変更において、アーカイブが鍵の暗号期間の終了後にのみ実行されるよう
な表現（例．鍵は活性化において直ちにアーカイブされる可能性がある）
、およびアーカ
イブにおける鍵は履歴としての意図でのみのためにあること（例．それらは鍵の暗号期
間の後データを復号する必要とされるかもしれない）を削除した。
27. セクション 8.3.3：危殆化および非危殆化鍵の登録抹消について修正された。
28. セクション 8.3.5：PKI および対称鍵システムに関する失効がどのように達成されるかに
ついての議論が追加された。
29. 附属書 B.14.9 が SP 800-132 と一貫するよう改訂された。
30. FIPS への参照のタグについて、バージョン番号を削除するよう修正された。バージョン
番号は附属書 C にて提供される。
2015 年に、いくつかの編集上の訂正と明確化がなされた、また以下の改定も行われた：
1.

SP 800-21 から SP 800-175 に対する参照を変更した。

2.

ウェブサイトへのリンクを訂正した。

3.

セクション 1.4：FIPS および NIST 推奨事項への参照を“NIST 標準”とした。
暗号ツールキットの概念を説明した（脚注）
。

4.

セクション 2.1：アルゴリズム作成者の使用期限、アーカイブ、認証、認証コード、認証
局、DRBG、ディジタル署名、鍵導出、鍵暗号化用鍵、鍵管理方針、鍵配送、鍵更新、
鍵ラッピング、鍵ラッピング用鍵、メッセージ認証コード、否認防止、所有者、受領者
の使用期限、RBG シード値、セキュア通信プロトコル、セキュリティサービス、署名生
成、署名検証、情報源認証、およびトラストアンカーの定義を修正した。
データ暗号化用鍵、アイデンティティ認証、完全性認証、完全性保護、鍵導出方法、鍵
長、NIST 標準、情報源認証の定義を追加した。
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鍵属性と作業の定義を削除した。
5.

セクション 2.2：適用可能な刊行物を参照した。

6.

“属性”に対する多くの記述を SP 800-152 での議論に合わせて“メタデータ”に統一し
た。

7.

セクション 3 および文書全体：完全性認証または情報源認証のいずれかについてのより
多くの明確にするために認証についての説明。アイデンティティ認証は、情報源認証と
見なされる。

8.

セクション 3.3：完全性認証または情報源認証について明確化するための書き換え。

9.

セクション 3.4：許可が取得される方法についてより明確に説明するための書き換え。

10. セクション 3.5：否認防止のより現実的な議論、即ち、実際の否認防止の提供よりも、否
認防止のサポートについての議論、の提供のための書き換え。否認防止のサポートを説
明するために書き換えられた文書における否認防止への参照。
11. セクション 3.7：例示を書き換え。
12. FIPS 180 と同様に、FIPS202 への参照を挿入した。
13. セクション 4.1：SP 800-90A で規定された Dual_EC_DRBG への参照を削除。
14. セクション 4.2.2.2：2 つの鍵による TDEA の 2015 年以降の保護の適用が承認されない
ことへ対処するための書き換え（SP 800-131A で指示されるとおり）
。
15. セクション 4.2.2.3：ECB モードをもいいない根拠を挿入した。
16. セクション 4.2.3.1：CMAC と GMAC 利用モードの両方への参照を改訂した。
17. セクション 4.2.4：FIPS 186 についてのさらなる情報への参照を改訂した。
18. セクション 4.2.5.1：SP 800-56A のさらなる議論が含まれた。
19. セクション 4.2.5.3：鍵確立スキームのセキュリティ特性の議論のため、SP 800-56A お
よび SP 800-56B への参照を更新した。
“鍵ラッピング”と“鍵暗号化”の使用を明確化するための書き換
20. セクション 4.2.5.4：
え。
21. セクション 4.2.7：SP 800-90A、SP 800-90B および SP 800-90C を記述するために書き
換え。
22. セクション 5.1.1：データ暗号化用対称鍵、鍵ラッピング用対称鍵、および鍵配送用公開
鍵への詳細の追加。認証用プライベート鍵と認証用公開鍵に対する注釈の追加。
23. セクション 5.2：最初の行の“Should（するべきである）
”の使用を“Shall（しなければ
ならない）
”へ変更し、鍵が複数の目的で使用されないようより強く示した。
“should”
の使用は、本書の後の説明との矛盾を生じていた。
24. セクション 5.3.1：リスト内の量子コンピュータへの参照を追加。
25. セクション 5.3.4：非対称鍵ペアの作成者の使用期限と受領者の使用期限について議論す
るために書き換え。
、署名検証用公開鍵、認証用プライベ
26. セクション 5.3.6：署名用プライベート鍵（脚注）
ート鍵（脚注）
、認証用公開鍵（脚注）、認証用対称鍵、鍵共有用対称鍵、鍵ラッピング
用対称鍵、RBG 対称鍵、鍵配送用公開鍵、よび静的鍵共有用プライベート鍵に対する暗
号期間のさらなる明確化。
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表 1 に合うようにデータ暗号化用対称鍵および鍵ラッピング用対称鍵を修正。
表１：作成者の使用期限および受領者の使用期限へ参照するヘッダを修正した。明確化
のため鍵共有用対称鍵への注釈を追加した。
27. セクション 5.4.2：ドメインパラメータの有効性の保証の取得について追加の情報を挿入
した。
28. セクション 5.4.3：公開鍵有効性の保証の取得についての追加の情報を挿入した。
29. セクション 5.4.4：SP800-89 で議論されたので、プライベート鍵所持の保証の取得につ
いての詳細が削除された。この保証が CA によって取得される可能性があるという注釈
が追加された。
30. セクション 5.5：不必要な文章が削除された。
31. セクション 5.6.1：セキュリティ強度ついての議論が改定された、SP 800-158 への参照
が挿入された。不必要なブロックサイズについての注釈が削除された。
表 2 は、どの鍵サイズが暗号学的保護用に、もはや承認されてないか、承認されている
か、および承認されているが、FIPS 標準では特に触れられていないかの明確な指示を提
供するため改訂された。SHA-1 についての注釈が修正された。
表 3 および以下の文章が、SHA-1 がもはやディジタル署名を生成するために承認されて
いないことを明確に示すために、改定された。SHA-3 ハッシュ関数が表に含められた。
HMAC のヘッダへ注釈が追加された。
32. セクション 5.6.2：表 4 は、現在計画されているセキュリティ強度のタイムフレームを示
すよう更新された。
33. セクション 5.6.3：SP800-158 への参照が、どのように生成されて、次にどのように取り
扱われるかに基づいて、鍵の実際のセキュリティ強度の決定についての議論のために挿
入された。
34. セクション 6.1：[SP 800-152]と一貫するよう完全性および機密性保護のトピックに対し
て変更がなされた。完全性保護トピックについて、
“完全性保護は、暗号学的完全性メカ
ニズムによって提供されることが可能である．．．
”は、
“完全性保護は、暗号学的完全性
メカニズムによって提供されなければならない．
．
．
”のように変更された。
35. セクション 6.2：鍵が通信中および／または保管中でもあるかもしれないような確認と連
動して、
“使用中”状態が導入された。
36. セクション 6.2.1.3：追加のガイダンスが鍵構成要素の生成について追加された。
37. セクション 6.2.2.1：鍵の可用性が求められないような場合について記述パラグラフが追
加された、および暗号学的無害化（サニタイズ）を説明するような刊行物への参照を提
供。
38. セクション 6.2.2.3：[SP800-152]に従って[FIPS140-2]セキュリティレベルに対処するた
めに追加の文章が挿入された。
39. セクション 6.2.3.1：鍵の履歴が潜在的なメタデータ項目として挿入された。SP800-158
への参照がメタデータの取扱いについてのガイダンスを提供するために含まれた。
40. セクション 7 は、一時停止状態の追加と異なる鍵タイプの遷移についての明確化の提供
を含め、完全に書き換えられた。一時停止状態は、図３および説明に追加された。
41. セクション 8：一時停止状態は、説明へ追加され、図５に含まれた。
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42. セクション 8.1.5：SP800-133 への参照が含まれた。
43. セクション 8.1.5.1：1 つの文章が、組織のサブエンティティへの鍵材料の配付につい
て、パラグラフ 2 の最後に追加された。
44. セクション 8.1.5.1.1.1：セクションが、トラストアンカー（即ち、認証局、その認証局
用の証明書ではなく）とは何かについてより明確に、正確に記述するために、改訂され
た。
45. セクション 8.1.5.1.2：一時的鍵を使用するようなスキームを含まないので、SP 800-56B
への参照が削除された。
46. セクション 8.1.5.2、8.1.5.2.2、および 8.2.3.2：鍵変更のための承認された方法として鍵
更新の使用への参照が削除または修正された。
47. セクション 8.1.5.2.2.2：SP 800-38F、SP 800-56A および SP 800-56B への参照が追加
された。認証付き暗号モードを記述ための注釈が追加された。
48. セクション 8.1.5.2.3：鍵共有スキームで使用されないので、鍵ラッピングの記述が削除
された。
49. セクション 8.1.5.3.4 は書き換えられた。
50. セクション 8.2.1.1 および 8.2.1.2：適切な参照は暗号モジュールなので、
“デバイス”の
記述が削除された。
51. セクション 8.2.3.2：SP 800-152 で述べるように、鍵更新は現在許可されていない。
52. セクション 8.3.1：アーカイブの使用におけるさらなるガイダンスが提供された。
53. セクション 8.3.4：破棄された鍵を含むメディアのかいはいよりも鍵の破棄について説明
するために文章が修正された。
54. セクション 8.3.5：パラグラフ 6：
“...対応する公開鍵証明書は、失効されるべきである”
は、
“対応する公開鍵証明書は可能な限り直ちに失効されなければならない”と変更さ
れ、さらなるガイダンスが失効された証明書の使用について提供された。
55. セクション 10：SP 800-130 および SP 800-152 への参照が含まれた。
56. セクション 10.2.7：アイデンティティベース特権への参照が追加された。
57. 附属書 B.3：決定事項の最初のリストは、重複を避けるため、セクション 8.2.2.2 への参
照に置き換えられた。
58. 附属書 B.3.3.1：最初の文章は、
“真正性を検証する．．．
”から“エンティティのアイデン
ティティを検証する”に書き直された。
59. 附属書 B.3.3.2：書き換えを行った。
60. 附属書 B3.4 および B.3.5：セキュリティ強度についての文章は、本セクションには不適
切であるため、削除された。
61. 附属書 C：以下の追加を含め、参照が更新された： FIPS 202, SP 800-38G, SP 800-

90, SP 800-130 および SP 800-152。
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