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はじめに
背景
2002 年 12 月 6 日の衆院本会議において、
「オンライン 3 法」と呼ばれる一
連の法案が、成立した。この成立により、公的個人認証基盤の構築が決定され
たことになる。このような状況において、電子政府について、これまでにない
広域かつセキュアな本人認証技術の確立が重要な要件となっている。
本人認証技術としては、ネットワーク上におけるクライアント又はサーバー
認証のためのセキュアプロトコル、デジタル署名、認証情報をセキュアに伝播
させるシングルサインオン、IC カードなどを活性化させるための本人認証及び
バイオメトリクス技術等の多く技術が存在している。これらは、互いに関連し
ているため、各技術の適用分野や連携方法を明確にしておく必要がある。
一般に、本人認証技術は次の 3 つの要素に分類することができる。
・本人の記憶に基づくもの（パスワード、PIN など）
・本人の所持に基づくもの（IC カードなど）
・本人のバイオメトリクス情報に基づくもの（指紋、虹彩など）
さらに、これらの要素を組み合わせた多要素認証もある。これらの技術は、
それぞれ独自に発展してきた経緯がある。また、その発展の過程も限られたド
メインの認証から派生した技術が多い。これらを広域な認証ドメインにおいて、
さらに高い保証レベルを実現にするには、まだ大きな壁がある。壁のひとつは
相互運用の問題である。多くの本人認証技術は、限られた環境で動作すればよ
く、相互運用性の問題が大きくクローズアップされることはなかった。ローカ
ルなドメインでの認証では問題にならなかったプライバシーの問題も広いドメ
インの認証では必須の要件になる。電子政府においてはこれらを総合的に考慮
する必要がある。
目的
電子政府システムの情報セキュリティ確保において、システム利用者の適切
な本人確認は、必須の要件のひとつである。
電子政府の各システムにおいても、
様々な本人認証技術（例えば、ネットワーク上におけるセキュアプロトコル、
IC カード及びバイオメトリクス技術等）が採用されている。
セキュアなシステムの構築にあたって、本人認証技術の現状を把握した上で
適切な技術を採用し実装する必要がある。そこで、本人認証技術及びその周辺
技術の現状に関して包括的な調査を行い、個々の技術の関連を明らかにし、そ
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れぞれの技術がどのような要求に適用できるかをまとめ、現行の諸システムに
おける問題点の指摘と、技術の適用方法に関する提言を行う。
本報告書の２章では、本人認証技術、及び、電子政府の現状を調査・分析す
る。３章では、本人認証技術の国際的な標準化動向を調査・分析する。４章で
は、２章、３章の調査・分析を踏まえ、電子政府の本人認証技術の適用につい
ての提言を行う。

２章
システム構築の現状に
おける課題を調査・分析

３章
国際標準化動向を
調査・分析

４章
本人認証技術の適用に
ついて提言
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2

本人認証技術の概観と現状

2.1 認証技術の分類
認証技術は形態、目的、強度、効率などの観点から様々な分類が考えられる。
ここでは現在、認証技術についての分類を以上の観点から整理することにする。
最初に「認証」の用語を明確にしておく。本報告書では「認証」は真正性の
確認（Authentication）の意味に用いる。証明を行う業務（Certification）も
認証と言われるが、ここではこの意味には用いない。利用者の本人性確認の意
味では User Authentication と Identification は同じ意味に用いられる。
2.1.1 認証の 3 要素
認証の方法として何を根拠に認証を行うかによって、いわゆる認証の３要素
と言われる分類がある。これは記憶、所持、バイオメトリクス情報による分類
法である。認証技術はこれらの３要素のどれか、又は複数の要素の組み合わせ
で行われる。
・記憶
本人のみが記憶しているデータに基づいて利用者を認証する方法であり、パ
スワード、パスフレーズ、PIN（Personal Identification Number）などがこ
れに当たる。これらの記憶データは他人に知られないようにしておかなければ
ならない。またこの方法は記憶忘れの問題がある。
・所持
本人のみが所持している物によって利用者を認証する方法であり、IC カード
やスマートカード、ワンタイムパスワードのトークンなどがある。これらの所
持物を他人に貸したりしてはいけない。所持物は紛失や盗難の危険性がある。
紛失や盗難時の安全性のためにこれらのカードを利用するに当たっては記憶要
素（PIN）と組み合わせで用いることが多い。
・バイオメトリクス情報
本人の生体に基づくデータにより利用者を認証する方法であり、本人の特性
としての指紋、音声、虹彩、顔の形などを識別することによる。この方法は本
人に結びついたデータによるもので記憶忘れや所持物の紛失などの問題はない。
しかしバイオメトリクス情報はアナログな性質を持ち、他人を本人と誤認する
危険性を排除できない。また本人であるのに本人でないと認識してしまう問題
も孕んでいる。
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2.1.2 認証の強度
パスワードを、ネットワークを使った認証に用いる場合、盗聴やリプレーア
タックなどの危険性を伴う。またサーバー側のパスワードファイルの盗難など
も辞書攻撃などに晒される危険性を伴う。したがって、より強い認証技術が開
発されてきている。認証の強度は暗号技術を使わない方法と、より強い認証の
ために暗号技術を使うものがある。
・弱い認証技術
平文パスワードを、ネットワークを介して認証に用いる方法で、盗聴、リプ
レーアタック、パスワードファイルの辞書攻撃などの危険性を孕む。パスワー
ドを暗号化すれば盗聴は防げるがリプレーアタックは防げない。パスワードの
推測や辞書攻撃から守る方法として、短いパスワード、名前に関連するもの、
生年月日、辞書にある単語を避け、最低 6 文字以上、大文字/小文字/数字/記号
などを含むものとしできるだけエントロピーの大きなものを使うことが薦めら
れる。また定期的に固定パスワードを変更することも勧められる。
・より強い認証技術
固定パスワードのネットワークでの盗聴、リプレーアタックを防ぐ方法とし
てワンタイムパスワードがある。利用者を認証するサーバーは、チャレンジ／
レスポンス方式によって利用者側のクライアントに毎回異なるチャレンジデー
タを送る。クライアントはこのデータにある演算操作を行いサーバーに返す。
サーバーは受信したデータを演算操作することで送ったデータと比較しこの一
致を見て相手を認証する。この方法は固定パスワードと違いネットワーク上を
同じパスワードが流れることが無い。毎回異なるパスワードとなり、使い捨て
パスワードとも言われる。したがって盗聴やリプレーアタックを無効にする。
ワンタイムパスワード発生器を外部デバイスとして、所持物として使うことも
ある。
・強い認証技術
ネットワークに流す認証情報に暗号技術を用いる強い認証技術がある。暗号
を用いた認証技術の基本概念は ISO／IEC9798 にまとめられている。Part 2
には対称鍵（共通鍵）暗号を用いる機構、Part 3 には公開鍵暗号のデジタル署
名を用いる機構、Part 4 に暗号検査関数を用いる機構について述べている。一
般に公開鍵暗号方式より対称鍵方式の方が効率は良いが、対称鍵方式はクライ
アントとサーバー間で秘密の対称鍵を共有する必要があり鍵の管理が問題とな
る。公開鍵方式はサーバー側にクライアントの秘密を持つ必要が無くサーバー
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の安全性が強化される。
対称鍵を用いる方法
クライアントとサーバーは事前に対称鍵を安全に共有しておく必要がある。
この方法には基本的に 2 つの方法がある。
１つめはクライアントがシリアル番号と時間情報を対称鍵で暗号化し送信し、
サーバーは共有する対称鍵で復号化しシリアル番号と時間情報から認証データ
の信頼性を判断する方法である。この方法は 1 回のパス（ワンパス）で認証が
行える。ただしクライアントとサーバーは時間の同期を取っておく必要がある。
２つめはチャレンジ／レスポンス方式で、２パス方式である。サーバーは乱
数を発生させチャレンジとしてクライアントに送る。クライアントはチャレン
ジを暗号化して返す。サーバーはレスポンスを復号し送った乱数と比較し相手
を認証する。
デジタル署名を用いる方法
クライアントがデジタル署名をサーバーに送り、サーバーはデジタル署名の
検証を行い、認証を行う方式である。この方法も対称鍵の方法と同じように 2
つの方法がある。
１つめはクライアントがシリアル番号と時間情報を署名鍵で署名（暗号化）
し送信し、サーバーは対応する公開鍵で復号化しシリアル番号と時間情報から
認証データの信頼性を判断する方法である。この方法はワンパスで認証が行え
る。ただしクライアントとサーバーは時間の同期を取っておく必要がある。
２つめはチャレンジ／レスポンス方式で、２パス方式である。サーバーは乱
数を発生させチャレンジとしてクライアントに送る。クライアントはチャレン
ジにデジタル署名して返す。サーバーはレスポンスの署名を公開鍵で検証し、
送った乱数と比較し相手を認証する。
暗号検査関数を用いる方法
この方法は暗号検査関数として MAC（Message Authentication Code）を用
いる方法で、クライアントとサーバーは秘密データを共有しておく必要がある。
この方法も上記と同様に２つの方法がある。
１つめはクライアントがシリアル番号と時間情報と秘密データから MAC を
生成しサーバーに送る。サーバーは同じデータから MAC を計算しこれを比較
する。この方法はワンパスで認証が行える。ただしクライアントとサーバーは
時間の同期を取っておく必要がある。
２つめはチャレンジ／レスポンス方式で、２パス方式である。サーバーは乱
数を発生させチャレンジとしてクライアントに送る。クライアントはチャレン
ジに秘密データを操作して MAC を生成して返す。サーバーはレスポンスの MAC
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を検査し、相手を認証する。
2.1.3 信頼する第三者（TTP）を必要としないものとするもの
認証方式には相手の認証情報を検証する時に信頼する第三者（TTP）を用い
る方法と用いない方法がある。
・TTP を用いない方法
クライアントとサーバーは共有する秘密を持つか、クライアントを認証する
サーバー側が予め信頼できるデジタル署名検証用の公開鍵を持っている必要が
ある。
・TTP を用いる方法
公開鍵デジタル署名を使って認証する場合、サーバーがクライアントの
送ってきたデジタル署名を検証するのに TTP（認証局）の発行する公
開鍵証明書に依拠する方法がある。
対称鍵を用いる方法ではクライアントとサーバーが直接秘密を共有す
ることなく、クライアントとサーバーがそれぞれ TTP としての鍵配布
センタ（KDC）と対称鍵を共有しておく。サーバーがクライアントを
認証する時、KDC が暗号技術を用いて両者に対称鍵を一時的に安全に
配布する仕組みであり、Kerberos 方式などで使われている。
パスワード方式でも互いに共有する秘密のデータを持たないクライア
ントとサーバーが TTP を使って認証を行うことが出来る。クライアント
はサーバーにアクセスする。サーバーはクライアントを認証局にリダイ
レクトさせクライアントを認証し、パスワードのハンドルをクライアン
トに返す。クライアントはサーバーにこのパスワードハンドルを提示す
る。サーバーは認証局にこのハンドルを問合わせ正しければクライアン
トを認証する。この方式は SAML 認証アサーションなどで用いられてい
る。
2.1.4 ワンパス認証とマルチパス認証
認証方式には 1 方向の認証であっても、ワンパスで認証する方法とチャレン
ジ／パスワードのようにマルチパスで認証する方法がある。一般にパス数が少
なければ認証のための負荷も少なくなる。双方向認証は 1 方向認証の方法を逆
にすることで本質的にマルチパスになる。
IPsec における通信パケットの認証のような場合にはワンパスで出来るだけ

6

本人認証技術の現状に関する調査

効率の良い認証方法が求められる。このような用途にはワンパス MAC 認証等が
用いられる。
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2.2 強い認証の必要性
2.2.1 認証における脅威
認証とは何らかのサービスを提供する側が相手の真正性を確認する行為であ
る。認証における脅威は認証情報の漏洩によるなりすまし認証が成立すること
による。認証にはその利用環境によってインターネットなどネットワークを介
して相手を認証するネットワーク認証とローカル環境での資源の利用に当たっ
て利用者を認証するローカル認証がある。しかし、ネットワーク認証とローカ
ル認証ではその通信路のオープン性とクローズ性の違いによりその脅威も異な
ってくる。認証に関わる脅威には一般に以下のような脅威があると言われる。
(1) なりすまし
(2) 盗聴
(3) リプレーアタック
(4) 利用者側の認証情報の漏洩、盗難
(5) サーバー認証情報の漏洩
(6) 認証情報登録におけるなりすまし
(7) 認証システム運用上の管理の不備
認証技術は以上のような脅威にいかに対処するかで、様々な技術が開発され
てきている。本報告書ではこれらの脅威に対処する技術的側面を中心に述べる
ことにする。
しかし、技術のみでは脅威のすべてを排除できない。
（６）、
（７）などの運用
管理に関する問題も大きな脅威を孕むが、以下に述べるように本報告書では全
面的な検討はせず運用にかかわる技術的側面のみを検討することにする。また
上記以外にもネットワークの脅威としてシステムの欠陥をついて侵入するウィ
ルスやワームの問題もあるが、本報告書では対象外とする。
(1) なりすまし
なりすましは認証における最大の脅威である。認証システムは正規の利用者
と不正に入手した認証情報を使ってアクセスするなりすまし利用者を区別する
ことが出来ないからである。パスワードや認証のための暗号鍵などの認証情報
が漏洩したらシステム管理者に速やかに連絡し、当該認証情報での認証を止め
てもらうしかない。しかし、認証情報が漏洩したかどうかを利用者本人が気づ
かないことが多い。認証技術は本人の不注意以外に侵入者によるなりすましを
いかに防ぐかという技術である。暗号を使った強い認証技術が望まれるのも外
部侵入者の攻撃に対処するためである。
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(2) 盗聴
ネットワークを平文で流れるパスワードは盗聴の危険性を孕んでいる。イン
ターネットを介した平文の固定パスワードは一旦盗聴されれば見知らぬ者によ
るなりすましが成立する。またパスワードをメモして人の見えるところに置く
ことなどは最も危険な行為でもある。ネットワーク盗聴を防ぐためにパスワー
ドを暗号化する方法がある。しかし、固定パスワードを暗号化しても以下に述
べるリプレーアタックには効果が無い。
(3) リプレーアタック
リプレーアタックとはネットワークの盗聴者がログインシーケンスをそのま
ま記録し、後にこのシーケンスを対象サーバーに投げることをいう。固定パス
ワードが暗号化されていてもパスワードそのものは分からないが、このシーケ
ンスをサーバーに投げることでサーバーは正当な利用者からのログイン要求と
してなりすまし認証を許してしまう。リプレーアタックを防ぐためには固定パ
スワードではなく認証時に毎回異なる認証情報を用いる必要がある。
(4) 利用者側の認証情報の漏洩、盗難
利用者のパスワードや暗号鍵などの認証情報（クレデンシャルとも言う）を
クライアントのハードディスク（HD）などに格納しておくことも認証情報の
漏洩又は盗難の脅威に晒されることになる。このような認証情報は暗号化など
の保護のもとに格納しなければならない。クレデンシャルはパソコンなどの
HD に格納するのではなく IC カードなどに格納し、利用時だけ IC カードを使
うことがより安全な対策となる。クレデンシャルについては「3.2 暗号クレデ
ンシャルとハードウェアトークン」の節を参照のこと。
(5) サーバー認証情報の漏洩
利用者の認証を行うサーバーにパスワードファイルがある場合、このパスワ
ードファイルが不正に読み取られパスワードなどの認証情報が盗まれる脅威が
ある。パスワードが平文でパスワードファイルにある場合はこれを不正に読み
取られる危険がある。このため多くの認証システムではパスワードを平文でフ
ァイルに置くのではなく、パスワードを 1 方向性関数によって変換した値を置
くことにしている。利用者の認証要求に対して提示されたパスワードを認証シ
ステムは同じ関数演算を行いパスワードファイルと比較する。このシステムの
利点は例えパスワードファイルを見ることを許されたシステム管理者にも平文
のパスワードは分からないことである。しかし、パスワードファイルを盗み出
した攻撃者は、いわゆる辞書攻撃によって辞書にある用語をしらみつぶしに同
じ 1 方向性関数処理しパスワードファイルと照合することが出来る。パスワー
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ドが意味のある単語などを使っている場合この方法でほとんどのパスワードが
破られる可能性がある。一旦パスワードが破られればこれを踏み台に他のシス
テムへの侵入も可能になる。このようなパスワードファイルの辞書攻撃を避け
るためには、パスワードファイルには本物の認証情報を置かず、バックエンド
のシャドウパスワードファイルを用いる方法がある。
後に述べる PKI による公開鍵による認証方式をとると認証サーバーは利用
者の公開鍵を用いてデジタル署名を検証すれば良く、サーバーには利用者の秘
密の認証情報を保持する必要が無いためサーバーの安全性は飛躍的に向上する。
(6) 認証情報登録におけるなりすまし
認証のための利用者情報登録において本人確認を曖昧にすると登録情報のな
りすましを許してしまう。この登録の問題は２つのプロセスの課題がある。１
つめは認証利用者登録時の本人確認の問題で、運用上の規程を明確にし本人の
なりすましを防ぐ対策を行わなければならない。２つめは秘密の認証情報を正
しく利用者に伝える方法である。本人を前にして手渡しなら安全だが、遠隔地
の利用者に正しく伝えるのに平文によるメールなどでは盗聴の危険性がある。
公開鍵では対応する利用者の私有鍵との照合は必須である。
(7) 認証システム運用上の管理の不備
認証の脅威は技術のみでは対処できない要素が数多く存在する。すなわち、
認証情報に対する利用者の扱い、認証情報登録時の本人確認の方法、認証シス
テムの運用方法、システムの定期的な監査、
認証情報や登録情報の記録の管理、
また認証システムや物理的な施設への不正アクセスなどの運用上の問題も大き
な課題である。またシステム管理者による内部犯罪の問題もある。本報告書で
はこれら運用上にかかわる問題については深く言及しないが、これら運用にか
かわる技術的側面については後の「3.7 証明書要求・登録」、
「3.8 本人確認のフ
レームワークとクライテリア」の節で述べることにする。
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2.2.2 ネットワーク認証とローカル認証
・ネットワーク認証
遠隔地にあるサーバーがネットワークを介してクライアント(利用者)を認証
する場合、ネットワークの盗聴、リプレーアタックの対策が必要になる。少な
くともこのような対策を施したワンタイムパスワードや暗号技術を用いた強い
認証プロトコルを用いることが必要である。
・ローカル認証
ローカルな資源にアクセスするための利用者の権限を認証する場合は盗聴や
リプレーアタックの危険性は比較的少ない。PKI の認証の場合、ハードディス
クに格納された私有鍵は利用者のパスワードをベースにした暗号鍵で暗号化さ
れた状態にある（不活性）。これにアクセスする場合には利用者を認証するため
にパスワードで認証する。認証できると暗号化された私有鍵が復号化され、デ
ジタル署名が使える状態になる（活性化）
。IC カードへアクセスし内部の私有
鍵を活性化させるために利用者を認証する必要がある。通常 IC カードへのア
クセスはパスワードに相当する PIN（Personal Identification Number）によ
ってカード内で利用者を認証する。私有鍵の利用が終われば認証をログオフす
る。
これらのローカルな私有鍵の活性化のために、利用者認証のパスワードや
PIN はネットワーク認証のためのパスワードとは異なるものである。PKI の場
合はローカルにある私有鍵をパスワード認証で活性化させ、この私有鍵でデジ
タル署名した認証情報がネットワークに流され、サーバーがこのデジタル署名
を公開鍵で検証し利用者を認証するのである。パスワードはネットワークを流
れることはない。認証情報の盗聴やリプレーアタックを防止し、しかもサーバ
ーに利用者の秘密を持たないのでサーバーの安全性が向上する。
しかしネットワーク認証のパスワードもローカル認証のパスワードも利用者
から見た目は変わらない。パスワードの漏洩はどちらの認証でも致命的である。
利用者のパスワード管理は十分に成されなければならない。
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2.2.3 固定パスワードの問題点
固定パスワードは上記のように盗聴、リプレーアタックの脅威に晒される。
したがってネットワーク認証を行うシステムではこのような固定パスワードを
使うのではなく強い認証のプロトコルを用いるべきである。RFC3365 ではイ
ンターネットのプロトコル設計者に対して暗号技術の輸出規制の問題があるか
ら弱い認証プロトコルでも良いとするべきでなく、インターネットの安全を考
え強い認証をプロトコル設計に導入すべきと、勧告している。
しかし、パスワードはネットワーク認証で使わなくともローカル認証にも必
要である。そこでパスワードの利用にあたっては以下のような規則（ポリシー）
を設け、パスワードの漏洩を防ぐようにしなければならない。
・パスワードの推測を防ぐ
強いパスワードとして少なくとも６文字以上で、辞書攻撃を防ぐため意味
ある単語を避けるため大文字、小文字、数字、記号を混ぜたパスワードにす
る。
・パスワードを定期的に更新する
固定パスワードの欠点を少しでも緩和するために数ヶ月に 1 回パスワード
の変更を行う。
・パスワード管理を徹底する
パスワードは本人のみが記憶しているものとして他人に知らせてはいけな
い。
・パスワードが漏洩したとき直ちに管理者に連絡する
パスワードが漏洩したらしいと気づいた時には直ちに管理者に連絡し使用
を差し止めてもらう。
ネットワーク認証でのパスワードの利用（TLS 環境）
パスワードをネットワーク認証で用いる場合であっても、固定パスワードの
欠点である盗聴、リプレーアタックを防止した環境でならこれを使うことも出
来る。TLS のサーバー認証環境でチャネルを暗号化した状態ならばチャネル全
体が暗号通信となり固定パスワードであってもこれを盗聴することは困難であ
る。また、チャネル全体が暗号化されているのでパスワードのみの暗号化と違
ってリプレーアタックをするチャンスを攻撃者に与えない。したがって固定パ
スワード認証であっても安心してパスワードを使うことが出来る。
もちろんこの場合にはサーバー側にある利用者の秘密の認証情報は安全に管
理されなければならない。
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2.3. 認証の要素技術
2.3.1 ワンタイムパスワード
パスワード漏洩、盗聴による犯罪が激増している状況で毎回同じパスワード
でアクセスする固定パスワードは脆弱なセキュリティとして問題になっている。
また、ユーザー自身によるパスワード忘れの問題も運用負荷を高める要因とな
り問題である。その解決策としてワンタイムパスワードは固定パスワードより
も強い認証となる。
ワンタイムパスワードは、その名の通り、毎回変化する 1 回限りの使い捨て
パスワードである。固定パスワードの盗難、推測で発生する「なりすまし」を
防御することが可能となる。
詳細は「3.1.3 ワンタイムパスワード」参照。
2.3.2 強い認証
2.2 でも記述しているように強い認証が必要である。強い認証については ISO
／IEC9798 で述べられている。
ISO／IEC9798‑1 は、認証の一般的モデルについての記述で、単方向認証、双
方向認証、TTP あり認証、TTP なし認証について説明がなされている。
以下に強い認証について ISO／IEC9798 に沿って記述する。
表記法
A、B：エンティティ A、エンティティ B
TokenAB：A から B へ送るトークン
eKAB(X)：エンティティ A と B の共有する鍵で X を暗号化
X || Y：X と Y を結合
TA：エンティティ A が付けるタイムスタンプ
NA：エンティティ A が付けるシーケンス番号
RA：エンティティ A が生成した乱数
XA：TA 又は NA
2.3.2.1

ISO／IEC9798-2：対称鍵暗号を用いる認証

(a) TTP を用いない認証方式。単方向認証＆ワンパス認証
要求者 A と検証者 B は秘密の鍵 EAB を共有している
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A

(1) TokenAB

B

TokenAB=Text2 || eKAB(XA || B || Text1)

図 2‑1 TTP 無し／単方向／ワンパス認証
(1) 要求者 A は TokenAB を生成し検証者 B に送る。
(2) 検証者 B は暗号文（eKAB(XA || B || Text1)）を復号し、XA と B の識
別子の正しさを検証する
(b) TTP を用いない認証方式。単方向認証＆マルチパス認証（チャレンジ／
レスポンス方式）
要求者 A と検証者 B は秘密の鍵 EAB を共有している。
(1) RB || Text1
A

B

(2) TokenAB

TokenAB=Text3 || eKAB(RB ¦¦ B ¦¦ Text2

図 2‑2 TTP 無し／単方向／マルチパス認証
(1) 検証者 B は乱数 RB を生成し Text1 を結合したチャレンジを要求者 A
に送る（Text1 はオプション）
(2) 要求者 A は送られた乱数 RB と B の識別子及び Text2 を結合したも
のを暗号化し Text3 を結合して B に送る（B の識別子はオプション）
(3) B は暗号文を秘密の共有鍵で復号し乱数 RB 及び B の識別子の正しさ
を検査する
(c) TTP を用いない認証方式。双方向認証＆マルチパス認証
要求者 A と検証者 B は秘密の鍵 EAB を共有している。
(1) TokenAB
A

B

(2) TokenBA

TokenAB=Text2 || eKAB(XA || B || Text1)
TokenBA=Text4 || eKAB(XB || A || Text3)

図 2‑3 TTP 無し／双方向／マルチパス認証
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(a) のワンパス認証方式に加えて、同じ方式で逆方向に A が B を認証する
(d) TTP を用いない認証方式。双方向認証＆マルチパス認証（チャレンジ／
レスポンス方式）
要求者 A と検証者 B は秘密の鍵 EAB を共有している。
(1) RB || Text1
(2) TokenAB

A

B

(3) TokenBA

TokenAB=Text3 || eKAB(RA || RB || B || Text2)
TokenAB=Text5 || eKAB(RB || RA || Text4)

図 2‑4 TTP 無し／双方向／マルチパス認証（チャレンジ／レスポンス方式）
この方式は(b)のチャレンジ／レスポンス方式を双方向にする 4 パス認証
ではなく、(2)の応答 TokenAB のシーケンスの中に A からのチャレンジの乱
数 RA を加えて 1 つのパスを削減した方式である。
(e) TTP を用いる方式
この方式は認証を行うエンティティ A、B 間で秘密の鍵をあらかじめ共有せ
ず、A、B それぞれは信頼できる第三者の TTP との間で共有鍵 KAT、KBT を所
持しており、TP を介して A、B 間の認証のために必要な A、B 間の共有鍵 KAB
を A 又は B が安全に受け取る方式である。

TP

(1) TVPA || B || Text1
（３）
（４）

(2) TokenTA
(4) TokenAB
A

B

（５）

(6) TokenBA

TokenTA＝Text4 ¦¦ eKAT(TVPA ¦¦ KAB ¦¦ Text3) ¦¦ eKBT(XTP ¦¦KAB ¦¦ A ¦¦ Text2)
TokenAB＝Text６ ¦¦ eKBT (XTP ¦¦ KAB ¦¦ A ¦¦ Text2) ¦¦ eKAB (XA ¦ ¦¦ B ¦¦ Text5)
TokenBA＝Text8 ¦¦ eKAB (XB ¦¦ A ¦¦ Text7)

図 2‑5 TTP 有り／４パス認証
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TP

(2) RA || RB || B || Text1

（３） TokenTA
(1) RB || Text1

（４）
（８）

A

(5) TokenAB

B

（６）

(7) TokenBA

TokenTA＝Text5 ¦¦ eK AT(RA ¦¦ KAB ¦¦ B ¦¦ Text4) ¦¦ eKBT(RB ¦¦KAB ¦¦ A ¦¦ Text3)
TokenAB＝Text7 ¦¦ eK BT (RB ¦¦ KAB ¦¦ A ¦¦ Text3) ¦¦ eKAB (RA ¦¦ RB ¦¦ Text6)
TokenBA＝Text9 ¦¦ eK AB (RB ¦¦ RA ¦¦ Text8)

図 2‑6 TTP 有り／５パス認証（チャレンジ／レスポンス）

2.3.2.2 ISO／IEC9798-3：デジタル署名を用いる認証
表記法
sSA(X)：ユーザーの署名用私有鍵で X にデジタル署名
CertA：ユーザーの公開鍵証明書
XA：TA 又は NA
(ａ) 単方向認証＆ワンパス認証

A

(1) CertA || TokenAB

B

(2)

TokenAB= XA ￨￨ B ￨￨ Text2 ￨￨ sSA(XA ￨￨ B ￨￨ Text1)

図 2‑7 単方向／ワンパス認証
この方式では要求者 A がプロセスを立上げ検証者 B が A を認証する。
要求者 A は TokenAB を B に送る。A の証明書はオプションである。
検証者 B は TokenAB のデジタル署名を添付された A の証明書の公開鍵又は
別途入手した公開鍵で検証し A を認証する。タイムスタンプ又はシーケンス番
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号によって被署名データのユニーク性とタイムリーさをはかり要求の信頼性を
確保する。
(b) 単方向認証＆マルチパス認証（チャレンジ／レスポンス方式）

A

(1) RB ￨￨ Text1

B

(2) CertA ￨￨ TokenAB
TokenAB= RA ￨￨ RB ￨￨ B ￨￨ Text3 ￨￨ sSA (RA ￨￨ RB ￨￨ B ￨￨ Text2)

図 2‑8 単方向／マルチパス認証（チャレンジ／レスポンス方式）
(1) B は乱数 RB と Text1 を結合したチャレンジを要求者 A に送る。
(2) 要求者 A は自分の生成した乱数 RA、送られてきた乱数 RB 及び B の識別
子にデジタル署名して検証者に返す。
(3) 検証者 B は Token のデジタル署名を証明書の公開鍵又は別途安全に入手
した A の公開鍵で検証してエンティティ A を認証する。
注：Token の被署名データに要求者の生成した乱数を含めることは、B が認
証前に予め A の署名を入手しておくことを防ぐためである。
（c） 双方向認証＆２パス認証

A

(1) CertA ￨￨ TokenAB

B

(2) CertB ￨￨ TokenBA
TokenAB= XA ￨￨ B ￨￨ Text2 ￨￨ sSA(XA ￨￨ B ￨￨ Text1)
TokenBA= XB ￨￨ A ￨￨ Text4 ￨￨ sSB(XAB ￨￨ A ￨￨ Text3)

図 2‑9 双方向／２パス認証
この方式は(a)と同じものを逆方向のパスとして加えたものである。
(d) 双方向認証＆３パス認証
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(1) RB ￨￨ Text1
A

(2) CertA ￨￨ TokenAB

B

(3) CertB ￨￨ TokenBA
TokenAB= RA || RB || B || Text3 || sSA(RA || RB || B || Text2)
TokenBA= RB || RA || A || Text4 || sSB(RB || RA || A || Text3)

図 2‑10 双方向／３パス認証
この方式は(2)の応答の TokenAB にユーザーからのチャレンジ RA を含める
ことで 3 パスの双方向認証を実現し、
（c）の２パスを 2 回繰り返す 4 パス方式
から１つのパスを省略している。
2.3.2.3 ISO／IEC9798-4：暗号検査関数を用いる認証
ここではエンティティ A と B が互いに秘密のデータを共有して ISO/IEC／
IEC9798-2 の TTP を用いない 4 つの認証モデルに対応する方法を規定してい
る。暗号検査関数とは MAC(Message Authentication Code)のことで、この仕
様では ISO／IEC 9797 を参照している。
暗号検査関数は
MAC ＝ fEAB(X)
で、対象テキスト X に A、B の共有鍵 EAB を操作させる関数で、DES-CBC
MAC や HMAC などが適用できる。
この方式では単方向認証に 1 パス方式、
チャレンジレスポンスの 2 パス方式、
双方向認証に 2 パスとチャレンジレスポンスの 3 パス方式を規定している。
1 パス方式は、A から TokenAB = X fEAB(X)を B に送り、B が共有してい
る鍵 EAB をもちいて同様な MAC を計算してこれが同値になれば要求者 A を検
証者 B が認証するのである。このときのメッセージ X にはタイムスタンプ TA
又はシーケンス NA 番号を用いる。
2 パス方式はチャレンジ／レスポンス方式で、B がチャレンジ RB を A に送り、A はこ
のチャレンジに対した MAC を応答し、B がこの MAC を同様に生成し比較することで
認証を行う方式である。

2.3.3 バイオメトリクス認証
バイオメトリクス認証とは、人の生体的な特徴・特性を用いて行う本人認証
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方式である。生体的な特徴・特性を総称してバイオメトリクス情報と呼ぶ。バ
イオメトリクス情報には、指紋や顔など身体的外観に基づくもの（身体的特徴）
と、音声や署名など行動特性に基づくもの（行動的特徴）がある。身体的特徴
は、まさにそれが本人の証そのものであり、常に自分の肉体に付随している。
また、行動的特徴は、いわば本人の癖であり、本人であれば、いつどこでも再
現が可能なものである。したがって、バイオメトリクス認証では、パスワード
などの記憶に基づく認証における「忘れる」
、「他人に知られる」といった問題
や、カードなどの所持に基づく認証における「紛失」
、「盗難」、「置き忘れ」の
問題を回避できると一般的に言われている。
(a) 登録と認証の概念
バイオメトリクス認証では、登録と認証という二つのステップが必要となる。
登録における概念フローを図 2‑11 に示す。登録では、まずバイオメトリク
ス情報が入力され、それに対して特徴量抽出処理が施される。これにより個人
を識別する登録用テンプレートが生成され、これを登録者の属性と共に保存す
る。
バイオメトリクス情報の入力

特徴量抽出
（登録用テンプレート生成）

登録用テンプレート保存
図 2‑11 登録フロー
認証における概念フローを図 2‑12 に示す。認証では登録時と同様、入力さ
れたバイオメトリクス情報から認証用テンプレートが生成される。これと、あ
らかじめ登録されている登録用テンプレートとをマッチングし、類似度を算出
する。この類似度を閾値判定することにより、認証用テンプレートと登録用テ
ンプレートとの一致／不一致が判定される。一致と判定された場合、バイオメ
トリクス情報の入力者はこの登録用テンプレートの属性に基づく登録者である
と認証される。
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バイオメトリクス情報の入力

特徴量抽出
（認証用テンプレートの生成）

登録用テンプレートの取得

マッチング
（類似度の算出）

一致／不一致の判定

図 2‑12 認証フロー
(b) 認証モデル
バイオメトリクス認証では、認証用テンプレートが申告された登録者の登録
用テンプレートと一致するかどうかを確認する方式（1 対 1 認証）と、認証用
テンプレートと一致する登録者の登録テンプレートを順次マッチングすること
により見つけ出す方式（1 対 N 認証）とがある。1 対 1 認証における登録者の
申告は、記憶や所持に基づく認証をバイオメトリクス認証と併用することによ
り可能である。これに対し 1 対 N 認証は、バイオメトリクス情報のみを用いた
認証となる。ただし、バイオメトリクス情報のみ用いる場合でも、行動的特徴
を用いた方式では、一人一人に異なる行動を割り当てることにより（一人一人
に対する異なる発声キーワードの割当て等）
、認証時に該当する登録人物を特定
した上 1 対 1 認証が可能となるものもある。
また、1 対 N 認証では、入力されてきた認証用テンプレートが登録されてい
る誰の登録用テンプレートと一致するかを識別するポジティブ認証と、誰の登
録用テンプレートとも一致しないことを確認するネガティブ認証とがある。二
重登録を防止するシステムでは、ネガティブ認証機能は必須である。
なお、バイオメトリクス認証では通常、verification を 1 対 1 認証、
identification を 1 対 N 認証という意味で用いる。これは、2.1 節で述べた情報
セキュリティにおける一般的な解釈とは異なり、バイオメトリクス認証特有の
ものである。最近、ISO/IEC JTC1 SC37SG1 にて、用語の標準化が行われる
動きがある。
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(c) 類似度、一致／不一致、認証エラー
バイオメトリクス認証における類似度は、登録用テンプレートと認証用テン
プレートをパターンマッチングして算出し、両者が似ているほど大きな値とな
る1。本人同士の場合でも、異なるタイミングで入力したバイオメトリクス情報
は様々な変動要因を含むため、特徴量抽出処理を経て生成されるテンプレート
が完全に一致することはない。したがって、本人同士の類似度であっても、そ
の分布は本人と他人の類似度分布と同様に広がりを持つ。
登録用テンプレートと認証用テンプレートの一致／不一致は、両者の類似度
とあらかじめ実験的に設計された閾値との大小関係によって判定される。その
一例を図 2-13 に示す。この閾値より類似度が大きい場合は比較したテンプレ
ートが一致したと判定し、そうでない場合は不一致と判定する。バイオメトリ
クス認証では、記憶や所持に基づく認証方式とは異なり、このような統計的判
定基準が用いられていることが特徴である。
度数

判定閾値
不一致と判定

一致と判定
本人同士の分布 Ds

本人と他人の分布 Dd

他人の一致 Ad

本人の不一致 Rs

類似度
図 2‑13 類似度分布と閾値判定
図 2-13 では、本人同士であっても不一致と判定される場合（図の Rs）や、
他人であるにもかかわらず一致と判定される場合（図の Ad）がある。これらを
総称して認証エラーと言う。本人同士の類似度の分布 Ds と、本人と他人との類
似度の分布 Dd が重ならない場合は、認証エラーをゼロにする閾値設計が可能
であるが、残念ながら、バイオメトリクス認証では様々な変動要因による本人
同士の類似度の低下、及び似ている他人との類似度の増大により、こうした分
布の重なりが生じることが一般的である。このような分布の重なりに依存する
1

距離の様に、似ているほど小さな値となる指標もあるが、ここでは似ているほど大きな値となる類似度を用
いて説明する。
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認証エラーは、バイオメトリクス認証特有の弱点である。
バイオメトリクス認証における認証エラーを整理すると、表 2-1 のようにな
る。
表 2‑1 認証エラー
認証エラー種別

説明

本人拒否2

本人同士のテンプレートのマッチングで不一致と判定され
ること。図 2-13 類似度分布と閾値判定の Rs。

他人受入3

本人と他人とのテンプレートのマッチングで一致と判定さ
れること。図 2-13 類似度分布と閾値判定の Ad。

未対応

品質等の問題により、テンプレートが生成できず、登録や認
証ができないこと。

図 2-13 類似度分布と閾値判定において、本人同士のマッチングの全度数
Ds に対する本人拒否 Rs の割合(Rs/Ds)を本人拒否率、本人と他人とのマッチン
グの度数 Dd に対する他人受入 Ad の割合(Ad/Dd)を他人受入率と呼ぶ。判定閾値
を変化させると Rs 及び Ad は変動し、本人拒否率及び他人受入利率もそれに伴
って変化する。両者の関係は DET(Detection Error Tradeoff)カーブと呼ばれ、
図 2-14 のようになる4。本人拒否率と他人受入率の間にはトレードオフの関係
があり、片方を減少させるともう片方は増大する。バイオメトリクス認証シス
テムでは、安全性を重視する場合は他人受入率を小さくし、利便性を重視する
場合は本人拒否率を小さくするような判定閾値設計が必要となる。

2
3
4

本人棄却、誤拒否などとも呼ばれる。
他人受理、誤受入などとも呼ばれる。
ROC(Receiver Operating Characteristic)カーブとも呼ばれる。
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本人拒否率(%)

他人受入率(%)

図 2‑14

本人拒否率と他人受入率の関係

未対応の要因となるのは、必要なバイオメトリクス情報を提示できない場合
や品質に問題がありデバイスからの入力が拒否される場合、入力データから認
証に適したテンプレートが生成できない場合等である。例えば、指紋認証では
乾燥指の場合、虹彩認証では細目の場合等に未対応となる場合がある。
(d) バイオメトリクス情報
文献[74] [75] [76] より、バイオメトリクス情報に要求される項目、及びバ
イオメトリクス認証製品の導入基準を整理した。これらを、それぞれ表 2-2、
及び表 2-3 に示す。
表 2‑2

バイオメトリクス情報の要件

要件

説明

不同性

バイオメトリクス情報が人により異なることであり、他人を明確に識
別できること。

不変性

バイオメトリクス情報が経時的、環境的に変化しないことであり、本
人を常に正しく認証できること。

汎用性

誰もが持っているバイオメトリクス情報であり、したがって誰もが利
用可能であること。

受容性

バイオメトリクス情報提示の際、肉体的・心理的な不快感、抵抗感を
持たず、誰もが利用を受け入れられること。
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表 2‑3

バイオメトリクス認証製品の導入基準[74]

要件

説明

安全性

・照合精度が高く認証が確実
・偽造、盗難などによる悪用が困難
・無害
・経年変化しない

経済性

・費用が保護すべき利益に見合う

簡便性

・操作が簡単
・認証時間が速い
・携帯性がある

社会的受容性

・違和感、抵抗感を感じさせない

現在、いくつかのバイオメトリクス情報を用いた認証システムは実用化段階
にある。文献[73] [74] より、実際に用いられている各種バイオメトリクス情報
を表 2-4 にまとめた。
個々のバイオメトリクス情報を用いた認証システムは、先に述べた要件を単
独では完璧に満たしてはいない。そこで、いくつかのバイオメトリクス情報を
併用したマルチモーダル方式により、各々の課題に対処することを意図したア
プリケーションも登場している。
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表 2‑4
種別

バイオメトリクス情報一覧

バイオメト
リクス情報

説明

指紋

指紋隆線の特徴点等を用いて認証する。
認証精度は高いが、不鮮明指紋の場合の未対応が課題。
入力・認証方式が数多くあり、低コストで認証が可能。
最も広く普及している。

掌形

手の大きさ、長さ、厚さ等、物理的形状を用いて認証す
る。
入 力 が 簡 便 。 INSPASS(Immigration and
Naturalization Service Passenger Accelerated Service
System)5等での利用実績あり。

身体的特徴

虹彩

虹彩の模様を特徴コード化して認証する。
認証精度は最も高い。操作性、未対応、高い認証コスト
が課題。最近、ローコストな装置が登場。

網膜

網膜上の血管パターンの特徴をコード化して認証する。
認証精度は高い。特別な入力系が必要なため、認証コス
トが高い。

顔

顔部品の特徴点、部品配置、輪郭、立体形状等を用いて
認証する。
入力が簡便で詐称抑止効果が高い。認証精度の向上、耐
環境性が課題。

血管

手、指等の血管パターンを特徴コード化して認証する。
比較的新しいバイオメトリクス情報であり、精度は未知
数。

音声

音声波形を分析し、特徴コード化して認証する。
操作性が高く、電話での認証で優位性がある。個別パス
ワードの割り当てにより音声だけで 1 対 1 認証が可能。
雑音等の耐環境性が課題。

署名

署名の字体、署名時の書き順・筆圧等の動的特徴を用い
て認証する。
操作は簡単だが模倣される可能性がある。日本ではあま
り使われていないが、欧米での利用実績は高い。

行動的特徴

5

米国の空港にて試験運用されている掌形による入国管理システム。
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個々のバイオメトリクス情報を用いた認証システムは、先に述べた要件を単
独では完璧に満たしてはいない。そこで、いくつかのバイオメトリクス情報を
併用したマルチバイオメトリクス方式により、各々の課題に対処することを意
図したアプリケーションも登場している。
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2.3.4 暗号クレデンンシャル
暗号クレデンシャル(Cryptographic credentials)とはエンドエンティティの
識別に用いる、あるいはエンドエンティティの通信をセキュアに行うための情
報のことである。一般に、暗号クレデンシャルには、私有鍵、信頼点の証明書、
エンドエンティティの証明書、あるいは PSE（Personal Security
Environment）の私有部分などから構成される。
暗号クレデンシャルは、TLS、S/MIME、IPsec などといった、多くの PKI
アプリケーションやインターネットのプロトコルで用いられる。通常クレデン
シャルはユーザー、又はエンティティが自己の識別のために用いるために一定
の場所、例えば、デスクトップ PC やノート PC のハードディスク、IC カード
などに格納されている。
本人認証において、この暗号クレデンシャルが、いかにセキュアに管理され
るか、いかに使いやすいかが重要な要件になる。一般的な暗号クレデンシャル
に対する要件に以下のようなものがある。
(1)
(2)
(3)
(4)

セキュリティ
携帯性
アプリケーションとの連携
認証ドメインにおける管理

暗号クレデンシャルには、
ユーザー個人の機密情報が格納される。そのため、
暗号クレデンシャルが、いかにセキュアに管理できることは重要な要件になる。
本人認証の場合、暗号クレデンシャルは、色々な場所で使用できる携帯性が
要求されることが多い。モバイル環境において、暗号クレデンシャルを利用し
たセキュアなプロトコルを使用し、企業内にアクセスするといったことは一般
的な要求になりつつある。
暗号クレデンシャルは、色々なアプリケーションで使用できることが望まし
い。アプリケーション毎に異なった認証方法、異なった暗号クレデンシャルを
使用することは、セキュリティの管理を難しくする。認証された暗号クレデン
シャルとして、その認証ドメイン内で適切に管理できることも重要な要件であ
る。
このような暗号クレデンシャルに対する要求があるなか、暗号クレデンシャ
ルは、以下のような格納媒体がある。
(1) デスクトップ PC やノート PC のハードディスク
(2) デスクトップ PC やノート PC のセキュアなチップ(TCPA/TPM など)
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(3) IC カードのような耐タンパー性をもったハードウェアトークン
(4) ユーザーからセキュアにアクセスできるローミングサーバー上
暗号クレデンシャルが、デスクトップ PC やノート PC のハードディスに格
納される多くの場合、この暗号クレデンシャルの機密情報は、ユーザーのパス
ワードなどで暗号化される。この場合、暗号化されているとはいえ、暗号クレ
デンシャル自体を複製されてしまう危険性は生じる。
暗号クレデンシャルをセキュアに管理するという意味では、耐タンパー性が、
ひとつのキーワードになる。暗号クレデンシャルが、耐タンパー性をもった媒
体に格納される場合、その媒体は、暗号クレデンシャルの機密情報の複製を防
ぐ仕組みを持っていることが多い。暗号クレデンシャルのセキュアな管理の要
求と共に、色々な耐タンパー性を持った暗号クレデンシャル格納媒体が出現し
ている。
一般に、耐タンパー性を持った装置（ハードウェアトークン）は、装置に格
納された暗号クレデンシャルをアクセスするために、PIN(Personal
Identification Number)の一致や、バイオメトリクス情報の一致をみるといっ
た手段がとられる。PIN の場合は、PIN 忘れなどに対応するための運用コスト
などの問題があり、バイオメトリクス情報の一致などの場合は、その標準化や
コストの問題がある。また、色々なハードウェアトークンの出現する中、ハー
ドウェアトークン毎のリーダなどの装置の違い、その要求の複雑さから生じる
デバイスドライバなどの仕様等、相互運用上の問題も多く存在する。
一方、ローミングサーバー上に暗号クレデンシャルを置く製品やサービスも
多く出現している。これらは、ハードウェアトークンに対してソフトウェアト
ークンと称される場合もある。このソフトウェアトークンでは、エンドエンテ
ィティにとっての機密情報である暗号クレデンシャルを、使用する時だけロー
ミングサーバーから取得し、使用後は、その痕跡を残さず消し去るといったこ
とが行われる。このソフトウェアトークン（暗号クレデンシャル）を取得する
こと自体は、別の認証が使われることになる。
このように、色々な暗号クレデンシャルを扱う方式が出現する中、これらの
暗号クレデンシャルを利用するユーザーのアプリケーションは、暗号クレデン
シャルをアクセスする API(Application Programing Interface)が重要になる。
代表的な暗号クレデンシャルを扱う API には、PKCS#11、マイクロソフトの
CryptoAPI などがある。
暗号クレデンシャルを使用する多くの PKI アプリケーションは、暗号クレデ
ンシャルの実体が何であるかということを意識することなく、これらの API を
介して暗号クレデンシャルを利用する。しかし、現状では、これらの API の仕
様の問題や、実装されたモジュールの相互運用性や拡張性にはいくつかの問題
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がある。例えば、PKCS#11 は、汎用的な仕様であるが故、そのフルセットの
実装は難しいという問題がある。多くの PKICS#11 の実装はサブセットの実装
であり、実装に対しての評価認定機関が存在するわけではない。そのため、
PKCS#11 をサポートした暗号クレデンシャルがあり、PKCS#11 で暗号クレデ
ンシャルをアクセスする電子政府アプリケーションがあっても、この組み合わ
せで動作するとは限らない。こうした事実が、アプリケーションと暗号クレデ
ンシャルの分離を難しくしている。
このような問題を解決するため、例えば米国政府では、GSC-IS(Government
Smart Card-Interoperability Specification)という政府で使用するスマートカ
ード(IC カード)の相互運用性仕様書を作成している。この中で、米国政府のア
プリケーションがスマートカード上の暗号クレデンシャルをアクセスする基本
的な API の仕様を定めている。
暗号クレデンシャルは、エンドエンティティの機密情報が格納されるため、
耐タンパー性などのセキュリティの確保は非常に重要になる。特にハードウェ
アトークンの場合、配布されたハードウェアトークンは、ありとあらゆる手段
で、その脆弱性が研究されると考えられる。また、携帯性のあるハードウェア
ということで、一旦、配布されると回収は非常に困難であり、問題が生じた場
合の解決は、極めて困難になる。こうしたことから暗号クレデンシャルの媒体
についてのセキュリティの評価や認定は非常に重要な意味を持つ。例えば、米
国においては、FIPS140 といった暗号製品の信頼性を評価・認定するための米
国政府調達基準があり、米国政府が調達するスマートカードなどは、FIPS140
レベル 2 の認定が必須となっている。また、EU では、SSCD（SSCD Secure
Signature Creation Device）という評価の枠組みが整備されつつある。
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2.4 公開鍵暗号による認証と署名
PKI を用いた認証（真正性確認）と電子署名はどちらもデジタル署名の技術
を使って行われる。しかし、認証と署名はその目的と効果に大きな違いがある。
特に多くの PKI ベースのプロトコルで用いられるチャレンジ/レスポンス方式
を用いた認証プロトコルは、サーバーがクライアントに送るチャレンジ（乱数）
に強制的に署名させ、サーバーはその署名を検証して相手を認証する方式をと
る。署名する内容（チャレンジ）には意味はない。しかし電子署名は本人の意
思で本人が伝える意味あるメッセージに署名するのである。表 2-5 はその違い
を示したものである。

表 2‑5 認証と電子署名の違い
認証

電子署名

効果

一時的

永続的（再検証が可能）

意図

サーバーがクライアント 本人の意図で本人が確認
に送ったチャレンジに強 した文書にデジタル署名
制的にデジタル署名させ する
る

署名データ

Nonce（無意味な乱数）

暗号強度

認証イベント時に暗号が 強 い 暗 号 が 求 め ら れ る
破 ら れ な け れ ば 良 い 。 （例、RSA 方式で 1024
（例、RSA 方式で 512 ビ ビット以上）
ットでも十分）

署名フォーマット

認証イベントの効率化の
ためにシンプルな署名フ
ォーマットが用いられる
ことが多い

本人が伝えたい意味ある
メッセージ

電子署名データに求めら
れる属性情報を含むこと
ができる汎用的なフォー
マットが使われる（CMS
SignedData、XML 署名
フォーマット、ETSI 長期
署名フォーマット）

・認証プロトコルの脅威
PKI ベースのチャレンジ/レスポンス方式の認証では、悪いサーバーがチャレ
ンジとしてクライアントに送る Nonce として相手に対して一億円の注文書の
ハッシュ値を用い、クライアントは無条件でこのチャレンジにデジタル署名し
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てサーバーに返す。悪いサーバーはこの署名されたレスポンスを保存し、後に
このクライアントの注文書に対する請求を行い、確かにクライアントが電子署
名したのだと主張するかもしれない。
PKI ベースのチャレンジ/レスポンス方式による実際の標準プロトコルはこ
のようなことが出来ないようにクライアントは送られたチャレンジにそのまま
署名するのではなく、チャレンジにクライアントが指定するテキストを結合し
たものに署名する方式を取っており、このような脅威に対処できるようにして
いる。
しかし、チャレンジ/レスポンスをアプリケーションベースで行うカスタム認
証プログラムでは前に述べた悪いサーバーの認証方式を用いることができる可
能性があるので注意すべきである。
・鍵使用目的
上記の脅威を避けるためにも、認証と電子署名は明確にその使用法を分離す
べきである。PKI で認証と署名を分けるためには鍵自身を分離し、それぞれの
証明書も認証用証明書と署名用証明書と分けて使用すべきである。このために
X.509v3 証明書に鍵使用目的（Key Usage）を明記したものを使うことが薦め
られる。すなわち、認証用証明書は Key Usage に digitalSignature ビット（DS
ビット）のみを指定し、署名用証明書の Key Usage には nonRepudiation ビッ
ト（NR ビット）のみを立てこれを区別するのである。
署名フォーマット
PKI ベースの認証と署名を明確に分けるためには署名フォーマットの選択も
重要なものとなる。認証目的ではトランザクションの効率化のためにシンプル
な署名フォーマットを用いることがある。例えば RSA 方式を用いる署名アル
ゴリズム（sha1WithRsaEncryption）を生で使った PKCS#1 を用いたりする
ことがある。PKCS#1 の署名フォーマットのデジタル署名はこれを対応する公
開鍵で検証できるメカニズムのみを数学的に検証できるだけである。
しかし、電子署名に用いる署名フォーマットとしては署名の検証や再検証を
より正確に行うために署名者の情報や署名属性を指定しておく必要がある。こ
のような用途に CMS SignedData（PKCS#7）[149] の署名フォーマットや
XML 署名フォーマット、さらに長期署名検証を可能にする ETSI の長期署名フ
ォーマットがある。電子署名として使う場合は必ずこのような標準の署名フォ
ーマットを用い、必要な属性を記入しておくべきである。
これらの署名フォーマットについては後の 3.4 署名フォーマットの節でより
詳しく述べることにする。
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2.5. GPKI の概要と課題
2.5.1 GPKI の概要
従来、国民等から行政機関に対する申請・届出等や行政機関から国民等への
結果の通知等は、署名又は記名押印した書面に行われていた。これを、インタ
ーネットを利用してこのやり取りを行う場合、申請・届出等や結果の通知等が
本当にその名義人(申請者や行政機関の処分権者)によって作成されたものか、
申請書や通知文書の内容が改ざんされていないかを確認する必要がある。電子
政府、及び、GPKI は、こうようなことを、公開鍵暗号方式によるデジタル署
名を用いた認証システムにより実現している。
GPKI は、具体的には、ブリッジ認証局及び府省認証局から構成され、ブリ
ッジ認証局は総務省、府省認証局は各府省において整備されている。そして各
府省の認証局は、処分権者である大臣等の官職証明書を発行している。申請者
側にも GPKI と相互に信頼関係を結んだ民間認証局等により証明書が発行され
る。こうした仕組みにより、行政機関の処分権者と申請者との間の申請・届出
等手続のやり取りをインターネット上で行える仕組みを実現している。
こうした中で、ブリッジ認証局の果たす役割は大きい。ブリッジ認証局は、
府省認証局と民間認証局等との間の信頼関係を仲介することにより、府省認証
局と民間認証局とが個別に信頼関係を確立することの煩雑さを解消している。
この信頼関係は、認証局が、信頼する認証局へデジタル署名が施された証明書
(CA 証明書)を発行することにより実現している。ブリッジ認証局は、民間認証
局、又は、府省認証局へ証明書（CA 証明書）を発行しており、そして、民間
認証局、又は、府省認証局は、ブリッジ認証局に証明書（CA 証明書）を発行
している。このように、異なる運用主体の認証局が信頼関係を結ぶことを相互
認証と称している。また、この時発行される証明書（CA 証明書）を相互認証
証明書と称している。
ブリッジ認証局は、政府認証基盤と民間側認証基盤の信頼関係を結ぶ役割を
担っているため、認証基盤全体としての信頼性を確保する上でも重要な役割を
果たす。ブリッジ認証局は、この認証基盤全体としての信頼性を確保するため、
府省認証局、民間認証局等と相互認証を行うための基準を定めている。この基
準を政府認証基盤におけるブリッジ認証局の相互認証基準と称しており、この
相互認証基準により、GPKI、及び、電子政府全体の本人認証に関するセキュ
リティが維持されると考えられる。
ブリッジ認証局と相互認証した異なった運用主体の認証局は、それぞれのポ
リシーにしたがって証明書を発行している。そして、それぞれの認証局の設備
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等は、色々なベンダーのものが使用されている。また、GPKI を認証基盤とし
て動作する電子政府アプリケーションも様々なものが、色々なベンダーにより
開発される。こうした中、GPKI 全体の相互運用性が非常に重要になる。政府
認証基盤相互運用性仕様書は、信頼関係を結ぶ認証局への技術要件、そして信
頼関係を検証する電子政府アプリケーションの技術要件を定めている。
GPKI は、総務省が運営するブリッジ認証局、そして各府省が運用する認証
局、そして最高裁判所の認証局などから構成される。それに対して、地方公共
団体における組織認証基盤（LGPKI）の整備も行われており、GPKI のブリッ
ジ認証局との相互認証も予定されている。GPKI の政府認証基盤相互運用性仕
様書に相当する地方公共団体組織認証基盤・技術仕様書も公開されている。
LGPKI では、GPKI と同じく官職証明書を発行する。それに対して国民に証
明書を発行する公的個人認証基盤（JPKI）が計画されている。公的個人認証基
盤に関連して「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」が、平
成１４年１２月１３日法律第１５３号として公布されている。公的個人認証基
盤も、GPKI のブリッジ認証局と相互認証が行われると思われる。GPKI、
LGPKI､公的個人認証基盤が整備され、これら有機的に連携が可能になると電
子政府の認証基盤としての機能を発揮すると考えられる。
図 2-15 に、GPKI、LGPKI､公的個人認証基盤の関係を示す。

電子署名法に基づく民間認証局

政府認証基盤（ＧＰＫＩ）
商業登記に基づく
法人認証局

民間B
民間A

BCA

登記A

府省B
府省A

相 互 認 証

民間CA

府省CA

商業登記CA

民間側認証基盤

インターネット

証明書

申請受付窓口

地方公共団体組織
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図 2‑15 GPKI、LGPKI､公的個人認証基盤の関係
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2.5.2 GPKI の信頼点
GPKI、及び、電子政府では、GPKI ブリッジ認証局を中心に認証局間の信
頼関係が築かれている。ある認証ドメイン(PKI ドメイン)の認証局は、GPKI
の認証ドメイン(電子政府の認証ドメイン)に参加するために GPKI ブリッジ認
証局と相互認証を行う。PKI における相互認証とは、異なる PKI ドメイン間で
CA 証明書を発行することを意味する。
こうしたモデルにおいて、民間認証局の証明書ユーザー（仮にアリスとする）
が、ある府省(C 省とする)の官職(C 大臣とする)の署名文書の検証することを考
える。この時、民間認証局の証明書ユーザーのアリスの信頼点は、このアリス
が所属する PKI ドメインの認証局(Ｂ認証局とする)の公開鍵となる。この B 認
証局は、GPKI ブリッジ認証局へ CA 証明書を発行しており、GPKI ブリッジ
認証局は、C 府省認証局へ CA 証明書を発行している。そして C 府省認証局は
C 大臣に官職証明書を発行している。図 2-16
書の関係を示す。

B認証局のドメイン

B認証局
自己署名
証明書

アリスの信頼ポイントに各証明

CA証明書

CA証明書
GPKI
BCA

B認証局

アリスの
クレデンシャル

C府省
認証局

官職証明書
C大臣

B認証局
自己署名
証明書

署名文書

図 2‑16 アリスの信頼ポイント

アリスは、自分の信頼点からの証明書チェインをたどることにより C 大臣の
証明書を検証することができる。C 大臣の証明書を検証することができたとす
ると、C 大臣の公開鍵を信頼することができ、結果、C 大臣の署名文書を検証
することができる。
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アリスは、自分の所属する PKI ドメインの信頼点を信用することにより、こ
の信頼点からの証明書チェインをたどって行く。こうしたことが成り立つため
には、アリスの信頼点が、アスリにセキュアに渡され、そして管理されること
が重要になる。アリスに証明書を発行した B 認証局は、アリスの証明書に対応
したアリスのクレデンシャル（鍵や証明書）をセキュアに渡す必要があるが、
このクデンシャルにＢ認証局の PKI ドメインの信頼点の証明書が含まれる。認
証局は、自分の信頼点を自分の証明書ユーザーに確実に渡すことが重要である。
証明書ユーザーは、この信頼点を頼りに相手の検証を行う。
B 認証局は、自分の信頼点を信用するユーザーの利益を損ねることなくエン
ドエンティティ証明書だけでなく、CA 証明書も発行することが重要である。
つまり、自分の PKI ドメインのユーザーであるアリスの署名検証者としての利
益を損なうことがないように、相互認証先の審査を行い相手の認証局に CA 証
明書を発行しなければならない。また、相手の認証局が何らかの理由で信頼で
きなくなった場合、この認証局へ発行した CA 証明書を失効させる必要がある。
また、B 認証局にとって最悪の事態である B 認証局自身の署名鍵が危殆化した
場合などでは、自認証局のユーザーであるアリスに責任を持って通知する必要
がある。
GPKI のブリッジ認証局は、各府省認証局との相互認証、複数の民間認証局
との相互認証を進めている。今後、LGPKI、公的個人認証基盤との相互認証を
予定している。このように GPKI のブリッジ認証局が認証局のハブとなること
で、電子政府全体の認証ドメインを広げている。GPKI のブリッジ認証局と相
互認証を行った認証局の証明書ユーザーは、自分の信頼点から、GPKI のブリ
ッジ認証局の CP（Certificate Policy）などに従った運用基準の認証局のユー
ザーとの信頼関係を拡大して行くことができる。
この GPKI の信頼点に関連して、現状の課題としては、以下のようなことが
考えられる。
証明書ユーザーではないユーザーの信頼点
認証局がユーザーに証明書検証を提供しているわけではないこと
GPKI に関連したプログラムの配布
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(1) 証明書ユーザーではないユーザーの信頼点
電子政府を使用して申請などを行うユーザーは、何らかの形で GPKI のブリ
ッジ認証局と相互認証した認証局の証明書ユーザーになるべきだと考えられる。
しかし官職の署名の検証を行うのは、必ずしも証明書ユーザーとは限らない。
こうしたユーザー（企業や国民）の信頼点の扱いが明確でない。また、これに
関連して、国民等に信頼点をセキュアに配布するメカニズムがない。
(2) 認証局がユーザーに証明書検証手段を提供しているわけではないこと
GPKI と相互認証を行う認証局は、信頼点を証明書ユーザーにセキュアに配
布できるかもしれないが、この信頼点を信頼する証明書ユーザーに証明書検証
を行う手段を提供しているわけではない。府省認証局は、府省毎に証明書検証
サーバーが用意されており、証明書検証の手段を提供していると言える。しか
し、民間側などには、こういった証明書検証サーバーなどの仕組みが用意され
ていない。これは、民間側の責任と捉えるべきと思われるかもしれないが、こ
れは正しくない。問題は、電子政府としての証明書プロファイル以上の規約や
フレームワークがないため電子政府全体として整合がとれた証明書検証が提供
できないことにある。
(3) GPKI に関連したプログラムの配布など
GPKI は、否認防止の署名のフレームワークとして機能している。GPKI の
相互運用性仕様書は、申請者の署名、官職の署名などを検証するための仕様を
提示している。しかし、これらの検証を行うプログラムの配布をセキュアに行
うための認証や、プログラム自体の検証のメカニズムは提供していない。現状
では、証明書ユーザーが、信頼点を保持していたとしても、GPKI に関連した
プログラムをセキュアに配布するといったことには使用することは難しい。
2.5.3 証明書検証
PKI において、署名検証者が、署名文書など検証を行う場合、まず、署名者
の公開鍵が有効であるか調べる。これは、署名者の公開鍵が署名者に発行され
た証明書に含まれることから、署名者の証明書を検証することになる。こうし
た処理は、証明書検証と呼ばれている。
この証明書検証は、まず、署名検証者の信頼点から署名者側の証明書までの
パスを構築する。そして次に、構築した認証パスの検証を行う。この認証パス
の構築、認証パスの検証は、単純なモデルの PKI の場合は比較的簡単であるが、
広域な認証ドメインにおいて、高い保障レベルの検証を行うことは技術的にも
高度なものが要求される。
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政府認証基盤 GPKI が採用しているブリッジモデルでは、GPKI のブリッジ
認証局が、新たな認証局と相互認証を行うことで、認証ドメインを拡大する。
このようなブリッジ認証局を中心とした信頼モデルは、認証ドメインを柔軟に
拡張していくことができる反面、高度な相互運用技術が要求される。ブリッジ
モデルの場合、その信頼モデルの問題だけではなく、複数の異なるアーキテク
チャの PKI を束ねることになる場合が多く、色々な意味でハイブリッドなアー
キテクチャが要求される。例えば、商業登記認証局では、証明書失効検証に
OCSP(Online Certificate Status Protocol)と呼ばれるメカニズムが採用され
ており、他の認証局は、CRL(Certification Revocation List)と呼ばれるものが
使用されている。署名検証者は、このように、複数の証明書の失効検証のメカ
ニズムを持つ必要がある。
エンドエンティティの証明書は、新たにブリッジ認証局と相互認証される認
証局からも発行されることになる。署名検証者は、このような新たな認証局が
発行するエンドエンティティ証明書の検証を要求される。こうした要求に対応
するため、GPKI のブリッジ認証局と相互認証する認証局は、政府認証基盤相
互運用性仕様書（GPKI 相互運用性仕様書）に従い証明書を発行することによ
り、異なる PKI ドメインでの証明書検証を実現している。GPKI 相互運用性仕
様書に記述されている認証パス構築、認証パス検証の仕様は、GPKI のアプリ
ケーション共通の要求となる。
GPKI 相互運用性仕様書に記述されている GPKI の証明書プロファイルや、
認証パス検証は、X.509 や、RFC2459(RFC2459 の最新版は RFC3280)に準拠
している。X.509 や RFC2459 は、非常に汎用的な仕様であるため、これらの
仕様を全て実装するころは極めて困難である。そのため、電子政府、及び、GPKI
の中での相互運用を達成するための仕様として X.509、RFC2459 のサブセット
の仕様を GPKI 相互運用性仕様書の中で規定している。
GPKI のブリッジ認証局は、今後、LGPKI、公的個人認証基盤との相互認証
が予定されている。また、今後、海外との相互認証も行われるかもしれない。
こうした中、LGPKI、公的個人認証基盤などを取り込んだ、より広範囲なドメ
インでの相互運用性を確保するためには、GPKI 相互運用性仕様書に記述され
た内容以上の証明書検証への要求があると考えられる。しかし、GPKI、LGPKI､
公的個人認証基盤など電子政府全体の相互運用性を考慮した相互運用性仕様書
は、現在のところ存在しないと思われる。
GPKI の証明書検証における認証パス検証では、証明書ポリシーによる制御
を行っていることも重要である。認証パスの検証は、信頼点の公開鍵からの証
明書チェインの検証や、認証パスに含まれる証明書の失効のチェックだけが行
われていると思われがちであるがそれだけではない。GPKI の認証パス検証で
は、認証パス中の証明書ポリシーのマッピングが行われ、また、署名検証者が、
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受け入れポリシーの指定することにより、署名検証者の要求に応じた証明書ポ
リシーの証明書のみが受け入れられる。
このように、証明書検証は、署名検証者にとって非常に大きな意味がある。
そのため、証明書検証を実行するソフトウェアの信頼性は非常に重要である。
証明書検証を実行するソフトウェアは、目的にあった認証パスの処理が行われ
ることが重要になる。この処理に問題があると、例えば、保障レベルが高い証
明書のみを受け入れなければならない場面で、保障レベルが低い証明書を受け
入れてしまうといったことが生じる。
複雑な証明書検証の処理が要求されるブリッジモデルでは、証明書の検証を
サーバーに依頼するようなモデルが考えられている。これは、単にパス構築、
パス検証などの処理が複雑で難しいという理由だけではない。検証するドメイ
ンが広がることにより、パス構築、パス検証の仕様の変更などが考えられる。
こうした場合、クライアントのソフトウェアを入れ替えるといった影響を最小
限にするといった理由もある。実際、GPKI においても、こうした理由から
GPKI 証明書検証サーバーが用意されている。GPKI の証明書検証サーバーは、
府省毎に用意されており、府省の環境では、この証明書検証サーバーに証明書
の検証を委ねることができる。
証明書検証サーバーへの問い合わせプロトコルは、OCSP というプロトコル
を独自拡張したものが使用されている。証明書検証サーバーからの応答には、
証明書検証サーバーの署名が付与されている。したがって署名検証者は、この
証明書検証サーバーからの応答に対する署名の検証を行う必要がある。証明書
検証サーバーは、府省の PKI ドメイン内にある、すなわち、府省の署名検証者
と同じ信頼点を持っているため、比較的容易に検証ができるということになる。
電子政府の中で、証明書検証のメカニズムを確立していくことは、電子政府
の認証ドメインをシームレスに拡大していく上で非常に重要な意味を持つ。ま
た、それだけに課題も多いと考えられる。
以下に、証明書検証に関して、今後の課題だと思われるものを列挙する。
(1) GPKI の証明書検証に関する、テスト環境、クライテイアが存在しないこ
と。
(2) 現在の証明書検証サーバーが、独自のサーバーアクセスプロトコルを採
用していること。
(3) 民間側での証明書検証（官の署名などに関する証明書検証）に問題が多
いこと
(4) GPKI から更に LGPKI、公的個人認証基盤、海外との相互認証を見据え
た証明書検証の仕組みが必要なこと
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2.5.4 証明書ポリシーとポリシーマッピング
GPKI のブリッジ認証局と、相互認証を行うための相互認証基準は、民間側
と官側に分かれる。民間側も官側も、各認証局は、独自の CP/CPS を持ち認証
局の運用を行っている。各認証局では、異なる PKI ドメインにおいて、異なる
証明書ポリシーの証明書を発行している。
ある民間認証局がブリッジ認証局に対して相互認証証明書(CA 証明書)を発
行したとする。この相互認証証明書は、この民間認証局の CP(証明書ポリシー)
にしたがって発行される。そして証明書には、この民間認証局の PKI ドメイン
において発行される証明書の証明書ポリシーを示す OID(Object Identifier)が、
証明書内の証明書ポリシー拡張に書き入れられる。
この民間認証局の証明書ユーザー（ここではアリスとする）は、証明書の検
証を行う場合、自分の信頼点である民間認証局の公開鍵を信頼の起点として証
明書チェインの検証を行う。この時、アリスは証明書ポリシーを無視するわけ
ではない。アリスが所属する民間認証局の PKI ドメインの中のアリスが受け入
れられる証明書ポリシーを指定する。受け入れられない証明書ポリシーであれ
ば拒否することになる。
ブリッジ認証局が府省認証局に発行する相互認証証明書や、府省認証局が官
職に発行する証明書は、それぞれ、アリスに証明書を発行した民間認証局とは
異なるドメインの認証局である。したがって、これらの証明書は、アリスが所
属する民間認証局が発行する証明書ポリシーと異なる。
異なる PKI ドメインで証明書ポリシーを扱う仕組みとして、ポリシーマッピ
ングがある。GPKI、及び、電子政府全体の認証ドメインに中で、証明書のポ
リシーを同等とするため、相互認証証明書(CA 証明書)には、証明書ポリシーだ
けでなく証明書ポリシーマッピング拡張と呼ばれるものが含まれている。この
証明書ポリシーマッピング拡張を使うことにより、異なる PKI ドメイン間の証
明書ポリシーのマッピングを行っている。
民間認証局が発行する相互認証証明書には、証明書ポリシーマッピング拡張
が存在し、その中には、自ドメインの証明書ポリシーの OID と共にブリッジ認
証局のドメインでの同格の証明書ポリシーの OID が書き入れられる。図 2-17
ポリシーマッピングに、各証明書と証明書ポリシー、ポリシーマッピングの関
係を示す。
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図 2‑17 ポリシーマッピング

以上の様に、異なるドメイン間の信頼を結びつける手段として技術的には、
ポリシーマッピングが存在する。しかし、ポリシーマッピングを行うためには、
その相互認証基準が重要になる。ある認証局が、相互認証証明書(CA 証明書)
を発行したとする。この認証局は、自分のドメインの証明書ユーザーが相互認
証先の認証局の発行した証明書を信用させることになる。つまり、相手の認証
局の運用基準が信頼できないのならば、相互認証証明書を発行することはでき
ない。そのため、認証局に対して証明書（ここでは相互認証証明書）は、一定
の基準をクリアした認証局に対して発行する必要がある。
GPKI のようなブリッジモデルの場合、ブリッジ認証局と相互認証すること
により、複数の PKI ドメイン間の相互認証に数を減らすことができる。ブリッ
ジ認証局の CP(Certificate Policy)は、エンドエンティティではなく、CA に対
して発行される証明書の CP である。そのため、ブリッジ認証局の CP は、複
数の PKI ドメインにおける認証局のクライテリアとしての側面があり、これが
重要になる。米国の Federal PKI の CP や、日本の政府認証基盤 GPKI のブリ
ッジ認証局の CP が、これに当てはまる。GPKI のブリッジ認証局の CP は、
電子政府全体の認証局に対するクライテリアとなると考えられる。
現状の GPKI の場合、このポリシーマッピングを行う証明書ポリシーは、１
つの保障レベルだけである。民間側の認証局が GPKI のブリッジ認証局との相
互認証を行う際の要件に、電子署名法特定認証業務の認定がある。実質この認
定が民間側認証局のクライテリアとなっている。官側は、GPKI ブリッジ認証
局の府省認証局相互認証基準をパスした府省認証局から官職に発行された証明
書のみということになる。これらの証明書のみが、政府と民間の関係を取り持
つことができる。
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電子署名法の特定認証業務で発行される証明書は、個人の実印、企業におけ
る社印、官職の公印に相当すると考えられる。しかし、実社会において実印が
使用されるケースは、それほど多くはない。つまり、普段の身の回りセキュリ
ティを守るためには別のセキュリティフレームワークが必要とも考えられる。
GPKI は、実印レベルの電子署名フレームワークを提供しているが、電子政府
に要求される色々な局面におけるセキュリティフレームワークに必要な証明書
を必ずしも提供しているわけではない。これに対して、米国の Federal PKI で
は、初歩（rudimentary）、基本（basic)、中位（medium）、上位（high）４つ
の保障レベルの証明書クラスを定義している。Federal PKI のブリッジ認証局
は、この４つの保障レベルを持ってポリシーマッピングを行っている。
ブリッジモデルにおいて、各ドメインの認証局は、ローカルなドメインにお
いては、その認証局の用途や目的によって色々な証明書ポリシーの証明書が発
行できる。GPKI、及び、電子政府全体のドメインで適用される証明書のため
に必要なポリシーのみを相互認証証明書でマッピングすればよいと考えられる。
しかし、現状の電子署名法の特定認証業務認定認証局において、認定を受けた
認証局は、その署名鍵を使用して他の目的の証明書を発行することを禁止され
ている。そのため、GPKI と相互認証する認証局は、GPKI、及び電子政府の
ための限られた証明書プロファイルの証明書しか発行できないという大きな制
約が課せられる。こうした背景には、電子署名法自体は、証明書プロファイル
などは何も規定しておらず、証明書ポリシーや、ポリシーマッピングといった
ことは考慮されていないということがある。こうしたことは、GPKI を利用し
て、広くセキュリティを確保するためのフレームワークを構築するといったこ
とを阻害している。
GPKI の証明書ポリシー、及び、ポリシーマッピングについて以下の課題が
ある。
(1) 複数の保障レベルの証明書ポリシー、及び、ブリッジ認証局を中心とし
たポリシーマッピングに対応した規約の整備
(2) 証明書ポリシーを使い分することによる広くセキュリティを確保するた
めのフレームワーク作り
2.5.5 証明書プロファイルの課題
GPKI の証明書は、従来から行われてきた署名又は記名押印した書面を、イ
ンターネットを利用してやり取りを行うために発行される。そして、従来の政
府における公印、企業の社印、及び、個人の実印と相当の目的が要求される署
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名に対応するため使用される。こうしたことから、GPKI で発行される証明書
は、否認防止のための証明書として設計されている。この否認防止のための証
明書は、X.509v3 フォーマットの鍵使用目的拡張(Key Usage)を使用すること
により、証明書に対応した私有鍵( private key)の扱いに制限を加えている。
GPKI のエンドエンティティ用証明書のプロファイルでは、クリチカルで存
在が必須な鍵使用目的拡張(keyusage)を要求している。クリチカルの場合、こ
の鍵を扱う署名者、及び、署名検証者の電子政府アプリケーションは、鍵使用
目的拡張(Key Usage)の処理が必須となる。そして、GPKI のエンドエンティ
ティ用証明書の鍵使用目的拡張の設定は表 2-6 のように指定されている。
表 2‑6 鍵使用目的拡張設定
鍵使用目的拡張の項目
non-repudiation bit

(否認防止)

設定
On が必須

digitalSignature bit （署名）

On が必須

その他（暗号など）

OFF が必須

このような設定では、エンドエンティティにおいて、否認防止のための署名
以外の使用が禁止される。鍵使用目的拡張は、証明書に対応した私有鍵(Private
key)の使用方法を制限することになるが、こうした制限を加えることは、電子
署名をセキュアに行うためにも重要なことである。しかし GPKI においてエン
ドエンティティの証明書として、この否認防止用の証明書のプロファイルしか
規定してないことは今後の課題だと考えられる。
これは、現状の政府認証基盤 GPKI が否認防止の署名のフレームワークであ
り、認証や暗号といった用途では使用することはできないことを意味する。府
省認証局においても、官職に証明書を発行しているわけであって、職員、又は、
個人に発行されているわけではない。そのため、現状の GPKI は、府省内部の
セキュリティを確保するために使用するには、別の証明書ポリシーが必要にな
る。
上記のようなことは、元々の GPKI の目的のための課題ではない。すなわち、
認証用の証明書や、暗号用に証明書は、現在のところ GPKI の範疇とはみなさ
れていないため、これらは GPKI の課題というわけではない。
一方、現時点の電子政府において、GPKI で規定している電子署名以外の認
証や暗号に関して規約は何も存在しないように見える。例えば、ユーザーの認
証が、どのような場面で必要なのか、また、どの程度の強度が必要なのかとい
ったことは、ほとんど何も規定されていないよう見える。暗号に関しても、
CRYPROREC などの場で、暗号アルゴリズムなどの議論はあっても、実際に
暗号がどのような場面で、どのようなセキュリティ基準の暗号化が必要かとい
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ったことは、議論も合意もないように見える。
こうした状況で、GPKI の範囲拡大という形で、認証、暗号を定義して行く
ことを検討すべきだと思われる。現状では、電子政府全体で規定されている認
証のフレームワークは、存在しないと思われるが、アクセス制御などで用いる
認証用途の証明書も今後必要になるとことが予想される。認証では、PKI 以外
の手段も考えられる。その中でもパスワード認証は、安価な手段だと思われが
ちであるが、実際には、システムに対するセキュリティ要件、運用に対するク
ライテリアなどは、ほとんど何も存在せず、広域な認証では問題が多い。
電子政府では、機密保持、情報漏えいの対策などで、暗号に対するニーズも
高いと思われる。PKI 限らず、暗号用の鍵のバックアップのメカニズムは必須
となる。また、このバックアップを行った場合に暗号鍵に対する運用要件は、
非常に重要になる。トップシークレットの文書を、ある権利のある省庁の職員
が暗号化した場合、この職員の暗号用の私有鍵は、トップシークレットな文書
以上のセキュリティ要件が要求される。また、こうした文書が府省間で交換さ
れるためには、各府省のセキュリティポリシーの整合と共に本人認証のクライ
テリアとしての証明書ポリシーの整合は大きな意味を持つ。政府と企業や国民
とのセキュアなデータの交換という意味でも、現在の証明書プロファイルだけ
では課題が多いと思われる。
日本の GPKI と似た構造を持つ、米国の Federal PKI では、４つの保障ク
ラスの証明書ポリシーに加え、署名と暗号の２種類の証明書プロファイルを用
意している。米国の場合、元々色々な政府機関が PKI を導入し、それぞれの政
府機関のポリシーで PKI を運用してきた。
これらは、それぞれの政府機関内のセキュリティを合理的に管理するために
導入していると考えられる。それに対して政府機関間のセキュアなデータの交
換を推進するためにブリッジ認証局が構築され、各政府機関の PKI と相互認証
するといった課程を経てきた。
また、欧州の多く国民向けの ID カード発行プロジェクトでは、配布する ID
カード（IC カード）に否認防止用証明書と、認証・暗号用証明書のふたつの証
明書を組み込む傾向にある。このふたつの証明書に対応したふたつの証明書プ
ロファイルを規定している。
GPKI においても、否認防止用の証明書プロファイルや、ひとつの保障レベ
ルの証明書ポリシーだけでなく、
認証・暗号用証明書用の証明書プロファイル、
複数の保証レベルの証明書ポリシーの対応が、今後の課題だと考えられる。
証明書プロファイルの標準として RFC3280(Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)が
ある。GPKI の証明書プロファイルは、この RFC3280 に準拠している。
RFC3280 のような汎用的な証明書プロファイルに対して、自然人を対象とし
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た証明書プロファイルの標準として QC(RFC3039 Qualified Certificates
Profile)がある。QC は、欧州の電子署名おいて広く採用される傾向にあり、こ
うした標準の採用や整合を検討していく必要がある。
証明書プロファイルに関して課題は以下のとおりである。
(1)
の定義
(2)

否認防止用証明書以外のエンドエンティティ証明書のプロファイル
QC に対応した否認防止用証明書プロファイルの検討

2.5.6 署名環境の問題
電子政府の認証ドメインは、対象となる認証局が GPKI のブリッジ認証局と
相互認証を行うことにより広げて行くことができる。一方、広がるドメインに
対してそのセキュリティレベルを維持する必要がある。このためのクライテア
として、民間側には電子署名法がある。また、官側は、ブリッジ認証局の相互
認証基準がある。こうした基準（クライテリア）が電子政府全体のセキュリテ
ィレベルを維持していると言える。
GPKI のブリッジ認証局と相互認証を行う民間側の認証局は、電子署名法特
定認証業務の認定を受ける必要がある。
この認定を受けるには、認証局の設備、
運用、証明書の発行を受ける証明書ユーザーの確認などで高い水準が要求され
ている。電子署名法特定認証業務の認定では、証明書保有者に安全に間違いな
く鍵や証明書（クレデンシャル）が渡ることを要求される。その一方、署名者
にこれらの情報が渡った後に、署名者がこのクレデンシャルをどのように保護
しているかといった規定はなにもない。官側である府省の認証局の調達仕様な
どにしても、官職の使用する IC カードの調達に FIPS140 レベル２相当といっ
た要求があるだけで、その IC カードの運用方法などは何も規定がない。また、
この FIPS140 レベル２相当に対する評価をどう行うかといったことも曖昧で
ある。
クレデンシャルを保護するメカニズムとして、IC カードなどのハードウェア
トークンにクレデンシャルを格納して、署名などの操作を IC カード内で行う
ことが知られている。しかし、こうしたメカニズムも、IC カード自体の耐タン
パー性などの評価基準、認定のフレームワークが整備されなければ意味をなさ
ない。
これに対して、米国の政府調達おいては、あるレベル以上の保障レベルを持
った証明書のクレデンシャルの管理は、FIPS140(Federal Information
Processing Standards 140)の認定を受けた装置を使うことを必須としている。
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米国政府のブリッジ認証局の CP(X.509 Certificate Policy For The Federal
Bridge Certification Authority)は、相互認証先のエンドエンティティの署名環
境のクレデンシャル管理について規定している。日本の電子署名法対応の保障
レベルと同等に近いと思われる、上位保障レベル(High Assurance level)では、
FIPS140 レベル 2 の認定を必須としている。
また、EU では法的に有効な電子署名は、署名のための暗号モジュールを
CEN/ISSS が作成した PP にしたがって作成した ST をもとに開発した
SSCD(Secure Signature-Creation Device)を使うことを義務付けている。
SSCD は ISO15408（Common Criteria）の認定を受けたものを使用すること
を前提にしている。
以上の様に、GPKI、及び電子政府全体の署名者の署名環境のセキュリティ
の要件は、米国や EU に比べ明確ではないという問題がある。
GPKI 及び、電子政府の署名環境には、もうひとつ重要な課題がある。それ
は、署名環境、ないしクレデンシャルをアプリケーションから独立させるため
の仕様やフレームワークが存在しない点である。GPKI では、証明書保有者の
証明書のプロファイルは規定している。しかし、この証明書（公開鍵証明書）
に対応した私有鍵(Private Key)のアクセス方法は何も規定していない。また、
信頼点の鍵（公開鍵）をいかに守るかといったことも規定されていない。これ
は、GPKI というよりは、電子政府全体の問題点だと思われる。
電子政府全体としての署名環境のフレームワークが存在しないため、署名環
境と特定の電子政府アプリケーションが一体化して実装されている例が見受け
られる。こうしたことから、府省認証局も含め、認証局は、特定の署名環境に
依存しない証明書発行の手段を取ることになる。
そして、多くの証明書発行は、
PKCS#12 と呼ばれる私有鍵(Private Key)を暗号化するクレデンシャル情報の
交換フォーマットを使って証明書ユーザーに配布される。
証明書ユーザーは、この PKCS#12 のファイルを使ってクレデンシャルを特
定の電子政府アプリケーションに依存した形で PC などにインストールするこ
とになる。これは、耐タンパー性などが確保された IC カードなどに私有鍵
(Private Key)を格納して配布する場合に比べ、明らかにセキュリティレベルが
劣る。PKCS#12 のファイルに格納された私有鍵は、暗号化されているとはい
え複製可能な状態で保存されることになる。
署名環境と特定の電子政府アプリケーションが一体化して実装されている場
合、その電子政府アプリケーションに依存した形でクレデンシャルが管理され
ることになる。そして、クレデシャルのセキュリティは、個々の電子政府アプ
リケーションに依存することになる。
また、色々な電子政府アプリケーション毎に別々に管理されることもあると
想定される。これでは、セキュリティレベルが一番セキュリティレベルの低い
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電子政府アプリケーションに揃ってしまうことになる。セキュリティを高めよ
うとして、EU の SSCD のような要求があったとすると、個別の電子政府アプ
リケーション毎に、電子署名装置として要求される評価基準の認定をクリアす
ることが要求されることになる。
こうしたことは、耐タンパー性を持った IC カードなどの配布で解決すると
思われるかもしれない。しかし、IC カードにクレデンシャルを格納して配布し
ようにも、IC カード自体の互換性、IC カードの中の暗号クレデンシャルのフ
ォーマットの問題、API レベルでの相互運用性などに関して電子政府としての
規約は何も存在しない。IC カードを使用するには、IC カードのリーダが必要
であり、これは多くの PC では標準実装とはなっていない。この IC カードリ
ーダを扱うことの問題や、IC カード自体よりもリーダの価格が高いことなども
導入の壁となっている。
価格などの問題が解決したとしても、実際の IC カードなどを電子政府全体
で使用するためには、この IC カードを扱うための API やフレームワークを整
備する必要がある。
署名環境の課題は以下のとおりである。
(1) 証明書ポリシーの保障レベルに応じた署名環境のセキュリティ基準・認
定の整備
(2) 署名環境とアプリケーションを分離するためのフレームワークの整備
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2.6. シングルサインオン（SSO）の現状と課題
独立した数多くの分散システムのサーバーにアクセスするためには個々のサ
ーバーへの認証のために異なるパスワードが求められることになる。それぞれ
のサーバーへの数多くのパスワードを記憶しておくことは困難である。異なる
パスワードを間違いなく扱うにはパスワードのメモを残したりすることになり、
結果としてパスワードの漏洩に繋がりセキュリティの問題を深刻化する。した
がって、1 つのパスワードで安全に多くの分散システムに自動的に認証できる
メカニズムが求められる。
このようなメカニズムを提供する方法がシングルサインオン（SSO）と呼ば
れる技術である。OSF（Open Software Foundation）の DCE（Distributed
Computing Environment）は TCP/IP を用いる汎用的な認証メカニズムを提供
した。しかし、この技術はあまり普及しなかった。
現在最も普及した SSO は HTTP を用いた Web サーバーに対するものである。
Web はステートレスなアクセス方法を提供することで、システムの簡便さを実
現しインターネットにおいて爆発的に普及した仕組みである。しかしステート
レスであるために、例え同じ Web サーバーへのアクセスであっても異なったペ
ージへアクセスする時に以前の状態を次に伝えることが出来ない。１つのペー
ジで認証を行ってもその認証情報を他のページあるいは他の Web サーバーの
ページに認証を継承することが出来ない。Web ではページからページへナビゲ
ートして使われるため、ページ毎に認証を求められるのでは利用者の利便性を
大幅に損なうことになる。したがって、特に Web への SSO の要求は多大なも
のがある。現在多くの SSO 製品と言われるものがこの Web サーバーに対する
SSO である。
Web のステートレスの問題を擬似的に解決する手段として Netscape が導入
したのが Cookie と言われる手法である。Cookie は Web サーバーがクライアン
ト（ブラウザ）に提供する情報で、ブラウザはこの情報を他のページや他の
Web サーバーのページへ投げ返すことでページ間や異なるサーバーのページ
間で情報を共有する仕組みである。
この Cookie を使って認証情報を共有することで SSO を実現するものが
Cookie 認証といわれるものである。Cookie 認証はこの認証情報がクライアン
トの HD に残すことも可能で、この情報のセキュリティについて多くの懸念も
指摘されている。しかし現在多くの Web SSO はこの Cookie 認証のメカニズム
を用いている。
・Cookie 認証の問題点
Cookie は Web サーバーでの状態を保持するための方法として RFC2965
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HTTP State Management Mechanism（RFC2109 を改定したもの）に定めら
れている。Cookie はサーバーがクライアントに提供する情報で、サーバー側に
状態を保持するのではなくクライアントに状態を保持させサーバー内のページ
間やサーバー間の情報を共有させる簡便な方法である。
Cookie 認証といわれるのはこの Cookie に認証情報を伝達させ、サーバー間
で認証情報を保持するために使われる。
Cookie をブラウザに書き込むのは Web
サーバーであるが、ブラウザはこの Cookie をキャッシュできるようになって
いる。もちろんキャッシュはセッション終了で消去できるが、ブラウザはこの
キャッシュをハードディスクに書きこんで後の利用に再利用することも出来る。
Cookie が認証情報を持っている場合、この保存された Cookie のキャッシュが
セキュリティの脆弱性をもたらす。特にキャッシュがセーブされた場合、もし
他人がこのクライアントのマシンをアクセスできた場合に容易になりすまし認
証が成立してしまう。
また通常のブラウザのデフォルト設定では Cookie を書きこんだ Web サイト
によってブラウザはこの Cookie を読取モードのみにされる。この制限は読書
きサイトの DNS ドメインに基づいている。ここで異なる DNS ドメインの複数
のプロバイダが Cookie を使って通信するとき、ブラウザはデフォルト設定を
弱めなければならなくなる。これが異なるドメイン間で Cookie を使用すると
きのセキュリティの弱点になる。Cookie を使うためには同一ドメイン内でのみ
使うべきである。
また、Cookie には様々なブラウザの実装上の制限がある。Cookie の数、１
つの Cookie のサイズにブラウザの実装が異なり、情報量の制限やブラウザ間
の互換性に問題が生じる。特に資源の制限の厳しい携帯端末のマイクロブラウ
ザでは Cookie が使えないか、使えても数やサイズに大きな制限が課されてい
る。
今までの SSO の製品では Cookie を使った SSO を実装してきていたが、
「3.5
シングルサインオン」の節で述べる SAML（Security Assertion Markup
Language）や Liberty Alliance Project では上記のような Cookie のセキュリ
ティ上の問題から Cookie の利用は基本的に用いないか、セキュリティ上問題
の少ない同一 DNS ドメイン内に限られた利用に制限している。
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2.7. バイオメトリクス認証の現状と課題
バイオメトリクス認証の商用利用は、重要施設における入退室管理など、コ
スト度外視でセキュリティを重視する特殊用途から始まり、計算機の性能向上
及び低価格化に伴い適用場面が広がった。近年、センサーの小型廉価化及び計
算機の更なる性能向上に伴い、IC カードや PKI との組み合わせによる情報セ
キュリティへの応用製品も出現してきており、システム規模の拡大、利用場所
の広範囲化、用途の多様化が急速に進んでいる。
しかしながら、これらは基本的に特定ベンダーのセンサーや認証エンジンに
依存するクローズなシステムであり、基本的な思想はローカルなドメインでの
認証のままである。特定企業内での利用であれば問題はないが、電子政府など
の公的な広域ドメインに採用するためにはまだまだ課題が多い。課題の幾つか
は解決に向けた動きにあるが、本節では、それらの課題を解決動向と併せて整
理する。
(a) 標準化・ガイドライン制定
公的な広域ドメインに採用するにあたっては、
- 特定のベンダーに依存せず、互換性が確保されている事 (互換性確保)
- 適切な装置を導入するための評価尺度が明確になっている事 (評価尺度)
- 適切にシステムを設計運用するための指針が明確になっている事 (設計運
用指針)
が必要である。
互換性確保に関しては、認証エンジンの API、データフォーマットの標準化
が必須である。これらは ISO/IEC JTC1 SC37(5.1.1 節)にて国際標準化が始ま
った段階にあり、解決の土台はできつつあると言える。バイオメトリクス認証
と IC カードは親和性が高く、バイオメトリクスデータを IC カードに格納する
応用例が多く検討されていることから、IC カード上のバイオメトリクスデータ
に対する互換性確保のための標準化も重要である。これについても ISO/IEC
JTC1 SC17(5.1.1 節)にて国際標準化審議が進んでいる。標準化の後には、適合
性の評価体制の確立が必要になるであろう。
評価尺度に関しては、従来は認証精度のみが注目されがちであったが、広域
認証に応用するにあたっては、様々な脅威に対するセキュリティ評価、システ
ム安定性に対する評価など、セキュリティ装置としての評価尺度も重要となる。
認証精度については、カタログに表記される認証精度の導出方法が各社各様
である課題について従来から指摘されており、日本国内では既に指紋、虹彩に
対する精度評価方法の JIS-TR が策定されている[63] [64] 。欧米でも同一思想
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に基づく精度評価方法ガイドラインとして Best Practice が提案されているが
[62] 、これらの標準に沿って導出された精度表記の普及はこれからである。
セキュリティ評価に関しては、欧米では幾つかの組織が PP を開発中である
が、日本では特に動きは無い。日本においても ISO 15408(JIS X5070)に基づ
き評価認証をうけた製品を政府調達していく方針にあることから、バイオメト
リクス製品の評価認証を普及するためにも日本語による PP 整備が必要である。
DoD の BFC では、四半期毎にバイオメトリクス製品の評価を実施している。
複数の評価対象製品を選定した後、特定環境下での評価(Controled
Environment Testing)にて候補を絞り込み、最後に実環境下での評価(Field
Testing)にて精度評価、ノイズの影響、脆弱性、信頼性に関する評価を実施し
ている。このような精度、セキュリティ評価、安定性など、全ての性能要件に
対する評価フレームワークの策定が必要である。
また、指紋認証においては、安価なグミから作成した人工指によってなりす
ましが可能となった事例が報告されており[79] 、バイオメトリクス認証の脆弱
性の一例として研究の重要性が徐々に認識されつつある。簡易な偽造バイオメ
トリクス情報によるなりすましは、指紋に限らず、他のバイオメトリクスでも
可能性はあるが、音声認証において合成音声によるなりすましの可能性[80] が
報告されている以外はこれからの研究が期待される状況である。
設計運用指針に関しては、システム的観点からと社会的観点からの指針が必
要となる。
システム的観点については、セキュリティ要件、運用要件、アプリケーショ
ンプロファイルの観点に更に分類できる。セキュリティ要件に関しては、セキ
ュリティ面での不備がないように設計を行うために重要である。金融システム
を対象としたものとして ANSI X9.84 があるが、広域認証を対象とした場合そ
のまま適用できない。同様の標準若しくは指針の策定が急務であろう。
。運用要
件に関しては、認証精度の評価尺度で得られた結果の利用方法とも密接に関係
し、日本では「運用要求策定ガイドライン」[1281]が策定されている。詳しく
は 3.6.4.2 節で述べるが、適用分野を問わず普及すべきガイドラインである。
アプリケーションプロファイルについては、米国において幾つかのアプリケー
ション向けのものが検討されているが、日本の電子政府において採用するにあ
たっては、このようなプロファイルの検討が必要であろう。
また、社会的観点からの指針として、プライバシーの問題を避けることがで
きない。表 2-7 バイオメトリクス認証におけるプライバシー侵害への脅威にバ
イオメトリクス認証におけるプライバシー侵害への脅威を示した。特に、
「取替
え不能な情報の提示」「同意なき情報入力」
「副次的情報の抽出」はバイオメト
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リクス認証特有の脅威である。公的な広域認証を対象とした場合、社会から受
容される事が大前提となるが、これらの脅威に対する保護指針の明確化と必要
に応じた法整備が必須である。
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表 2‑7 バイオメトリクス認証におけるプライバシー侵害への脅威
脅威
取替え不能な情報の提
示

説明
バイオメトリクス情報は取替えのきかない身体的な
特徴であり、そのような個人情報を提示すること自体が
プライバシーの侵害である、という考え方がある。

同意なき情報入力

バイオメトリクス情報の非接触入力が可能なシステ
ムでは、不特定多数の個人を対象としたバイオメトリク
ス情報が、本人たちの同意を得ないまま入力される可能
性がある。

同意なき二次利用

監視、犯歴調査、病歴の追跡等、本人の同意を得ない
まま、当初の利用目的を逸脱した二次的な使われ方をさ
れる可能性がある。

不必要なデータ保持

目的とする運用終了後、あるいは本人の要望に反し
て、入力済みのデータが不必要に保持されたままになる
可能性がある。

第三者への同意なきデ
ータ提供

本人にとって知られたくない相手、あるいは全く知ら
ない第三者に、自分のバイオメトリクス情報が同意なく
漏洩する可能性がある。

副次的情報の抽出

個人が特定されるデー
タ保存法
不必要な情報の閲覧

健康状態、人種情報、対人的印象等、利用目的外の情
報が一目瞭然、あるいは抽出され、知られてしまう可能
性がある。
個人を特定可能なバイオメトリクス情報を保持、ある
いは他の個人情報とリンクして保持することにより、個
人が特定される可能性がある。
好奇心等による不必要な情報の閲覧がなされる可能
性がある。
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(b) 運用上の課題
バイオメトリクス認証を行う上で、バイオメトリクス情報の登録という作業
が必須である。この登録時には確実な本人確認が求められる。また、登録され
たバイオメトリクス情報の品質が悪く充分な認証精度が得られない登録者に対
して、再登録が現実問題として必須となるが、無計画な再登録実施には「なり
すまし」脅威が存在する。ローカルなドメインでの認証の場合、システム運用
者が登録者を知っている場合が多く、さほど問題にならなかったが、広域ドメ
インに採用するにあたっては、PKI における CP/CPS 同様に、登録／再登録に
関するポリシーを明確化した上で、それを厳格に運用する必要がある。
登録者に対する教育も非常に重要である。バイオメトリクス認証においては、
そのバイオメトリクス情報を如何に精度良くキャプチャーするかが重要であり、
そのためには利用者による協力的なバイオメトリクス情報提示が重要となる。
バイオメトリクス認証の種類にもよるが、ある一定の割合で「バイオメトリ
クス情報を登録できない人」が存在する。また、一時的な要因で本人であって
も本人であると認証できないときがある。このようなケースに対する対応も明
確に定めておく必要がある
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2.8. 認証情報登録・要求の現状と課題
認証の仕組みは本人であるという認証情報が正しく登録され、設定されて初
めて有効に機能する。登録の段階でなりすましが可能であると、以後の認証は
堂々となりすましが成立してしまう。
パスワード認証を行う場合、ID やパスワード登録について明確な基準やポリ
シーを設けずにシステム管理者が利用者からの電話などでの要求によってアド
ホックに行っている場合が多い。小さな組織で少数のサーバーを管理する場合
は、システム管理者や利用者間の信頼で、この登録業務における問題はさほど
深刻になることはないかもしれない。しかし、パスワード認証でも広域の SSO
などを提供するとなると、この登録時のなりすましは深刻な問題を引き起す可
能性がある。この問題は初期登録の場合だけでなく、ID の更新や利用者のパス
ワード忘れに対しての対応においても、アドホックな業務運用は問題を引き起
しかねない。社会工学的な攻撃によってなりすましパスワードを攻撃者に与え
て深刻な結果を招く例は多く報告されている。
近年情報システムを扱う組織は「情報セキュリティポリシー」を作成しこれ
を組織全体で実施していくことが強く叫ばれている。情報は組織にとって人、
物、金に続く第 4 の資産と位置付けこれを安全に守っていく必要がある。
ISO17799 などで情報セキュリティ標準のフレームワークが示されているが、
これらにしたがってポリシーの策定とこの実施が強く勧められる。情報セキュ
リティで扱わなければならない項目は多いが、本題の利用者情報登録・要求に
関連する部分として、情報を守る最初の入り口として
「ユーザー認証ポリシー」
、
「アカウント管理ポリシー」、「サーバー運用ポリシー」などを規定しておくこ
とが重要になる。利用者登録でのなりすましを許すことでは、以後の情報シス
テムの一切のセキュリティが保証されなくなるからである。
PKI の利用者登録に関しては CP/CPS のフレームワークが存在し、ここに本
人確認の方法を明記することになっている。また電子署名・認証法に基づき認
証業務を認定する場合は関連省令や規則に本人確認の詳細な規定が設けられて
いる。すなわち登録時の本人確認の方法として対面登録や本人であることを示
す写真付きの公的な ID の提示や住民票の提出が求められる。さらに登録時に
用いた資料等は長期に保管することが指定されている。
パスワード認証ポリシーやアカウント管理ポリシーを設けていないアドホッ
クな登録方法で運用するパスワード認証の場合と、
PKI での CP/CPS を策定し、
また電子署名･認証法に基づく登録の基準を遵守している運用との間では大き
なギャップが存在する。しかし、パスワード認証だから安易な登録を許すとい
うのでは、今後益々広域に渡ってしかもインターネットを使った認証を安全に
行わせるためには問題が多い。パスワード認証の場合であっても情報セキュリ
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ティポリシーを策定し、適切なアカウント管理規定を設けこれを実施していく
ことが重要である。
パスワード認証の場合であっても PKI の認証の場合であっても、認証の目的
や、そこに起こるであろう脅威と起こるべく損害を図った上で認証のサービス
ポリシーを策定し、サービス基準としてのレベル分けを行い、それぞれのレベ
ルに応じた利用者登録、アカウント管理のクライテリアを明確にする必要があ
ろう。
2.8.1 パスワード発行、アカウント登録のプロセス
JNSA（NPO 日本ネットワークセキュリティ協会）で策定した「情報セキュ
リティポリシー解説書」282 ではユーザー認証標準、アカウント管理標準につ
いて、以下のようなポリシーを策定すべきとしている。
ユーザー認証標準
1. パスワードポリシー
・パスワードの文字数、記号等の使用、推定しにくいもの
・パスワードの定期的な変更
・パスワードの初期生成と利用者による変更
・パスワードの漏洩を防ぐ
2. パスワード忘れた場合の処置
・利用者のパスワード忘れとシステム管理者への連絡
・管理者による本人確認
・新規発行と利用者への通知
3. ワンタイムパスワードを使う場合
・PIN 認証を行う
・時刻同期などで認証を必要としないものを使わない
・PIN を推定出来ないようにする
4. 生体認証を使う場合
・適切な方式の選定
・生体情報の厳重な管理
アカウント管理標準
1. 新規アカウントの発行
・申請部署の権限の明確化
・本人確認とシステム管理者への通知
2. アカウントの変更
・権限の変更のルールの明確化
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3. アカウントの削除
・不用になったアカウントの速やかな削除
パスワードによる認証を用いる場合でも以上のようなポリシーを設定し明確
な管理を行う必要があるだろう。
2.8.2 PKI 利用者登録、証明書発行のプロセス
PKI 利用者になろうとする者は CA 又は RA に自分の身分を示す書類を提示
し証明書の発行要求の登録を行う。CA 又は RA は証明書発行要求者の本人確
認を行った後認証局が証明書発行を行う。すなわち、証明書の発行は２つの手
順で行われる。
(1) 証明書要求者の認証登録
(2) 鍵ペアの生成と証明書発行
証明書要求者の認証登録（本人確認）の後、証明書発行手順は鍵ペアを CA
側で行うか、利用者側で行うかで以下の２つの証明書発行方法がある。
・認証局側で鍵ペア生成：CA 又は RA が鍵ペア生成し、証明書の発行要求
を行い、証明書と対応する私有鍵を安全な方法で確実に利用者に渡す。
・利用者側で鍵ペア生成：利用者が鍵ペアを生成し、公開鍵を提示し証明書
発行要求を行い、CA が鍵ペアの対応を確認する PoP（Proof of Possession）
をした後、証明書を発行し利用者に渡す。
証明書要求フォーマット及びプロトコル（PKCS#10 と PKIX-CMP）
PKCS#10 は 10 年以上前の X.509v1 の時代に PEMcert のときに RSA によ
って導入されたレガシーなものである。これは単純に利用者名義と公開鍵をバ
インドして欲しいと言う簡単な要求フォーマットになっている。当然ながら
PKCS#10 の Attribute は当初 X.509v3 の拡張領域の Attribute を想定してお
らず、
属性は RSA の独自仕様の PKCS#6 や＃9 をベースにしたものであった。
IETF に PKIX-WG が出来たときの最初のミッションは Part 1、2、3、4 の
RFC を作ることで、この中で PKIX-CMP（Certificate Management Protocol：
証明書管理プロトコル）を策定し、PKCS#10 だけではなく X.509v3 に基づく
証明書管理の新しいプロトコルを作ろうということになった。そこで CMP は
CRMF（Certificate Request Message Format：証明書要求フォーマット）と
組で X.509v3 への対応する新しいプロトコルと要求フォーマットが策定される
ことになった。
PKCS#10 証明書要求や相互認証証明書の要求は PKCS#10 では何の区別も
できない。GPKI では PKCS#10 はほとんどオフラインの証明書発行要求のフ
ォーマットとして使われている。
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GPKI の相互運用性仕様書には CMP の本体の PKI Body 仕様ではなく補助
的な仕様として定められている自己署名証明書を持つ CA 鍵の Update 手順だ
けが入っている。しかし、古い証明書から新しい証明書に CA 鍵を更新するに
はエンドエンティティは CA と CMP でやり取りしなければ実際に更新は出来
ないので、OldWithNew、NewWithOld をオフラインで交換し合うしか出来な
い仕様で中途半端な仕様のままである。
GPKI で採用している PKCS#10 は過去との互換性のために残っている時代
遅れ仕様である。
2.8.3 電子署名・認証法
電子署名・認証法で特定認証業務の認定の基準が施行規則や指針として詳し
く定められている。ここでは利用者の登録手順が確実に行えるように本人確認
の方法が定められている。本人確認後証明書発行にはセンター発行と利用者発
行要求の 2 通りの方法がある。しかし署名法の規則では、利用者の証明書の発
行に関して最初はセンター側の CA 側での証明書発行しか想定していなかった。
センター側の証明書発行についてはセンター側で生成した利用者の鍵ペアをい
かに安全に利用者に渡すかの問題がある。また利用者に渡した後、センタ側に
残る鍵ペアを第 3 者が利用出来ないように確実に破棄する必要がある。
利用者側で鍵ペアを生成し、利用者側から公開鍵を CA に提示し証明書発行
要求することは鍵ペアが利用者以外に持ち出されること無く安全性の観点から
好ましい特性を持っている。この場合利用者が提示した公開鍵と利用者が持っ
ている署名用私有鍵の対応を確実に行なう必要がある。いわゆる PoP（Proof of
Possession）である。改正規則では利用者側での鍵生成手順も加えることにな
った。

2.8.4 GPKI での登録手順
・官職証明書発行
官職証明書の発行：CA 側で鍵ペア生成しクレデンシャルを IC カードに入れ
ることになっている。将来の課題として職員の証明書発行を行う場合、利用者
側での鍵ペア生成モデルも考慮する必要がある。
・民間申請者の証明書発行手順
民間の証明書の発行手順は電子署名・認証法で定められた詳しい規則がある。
現在 GPKI に接続する民間の認証業務はこの認定を受け、かつ GPKI の相互認
証技術基準を満たすことになっている。
今後公的個人認証サービスが行われるようになるが、この場合の利用者の証
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明書発行の手順は市役所等の窓口で、申請者を住民基本台帳と照合して本人確
認を行った後、窓口に設置された鍵ペア生成装置で利用者が鍵ペアを生成し、
その後証明書発行を要求することになる。現在、この装置で生成した鍵ペアは
IC カードに移されるか、フロッピーなどに格納されて手渡されることになって
いる。この場合、IC カードの互換性やフロッピーに格納される鍵ペアの安全性
について明確な基準を設けるべきであろう。また、市役所の窓口に置かれる鍵
ペア生成装置の安全性や物理的な管理の安全性についても明確にしなければな
らない。
・証明書発行のセキュリティレベル
GPKI での証明書発行のレベルが現在かなりレベルの高い基準が 1 つだけ定
められている。政府への電子申請や届出にはより簡便なレベルを設けるべきで
はないかとの意見がある。リアルな世界の届出には 3 文判で OK であるものが
多くある。これらをすべてレベルの高いものにしておくのはコストや利便性か
ら問題があるのではないかとも言われている。
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2.9. プライバシーの現状と課題
近年、ネットワーク上で大量の情報をやり取りすることが可能となった一方
で、個人の情報が漏えいする事例も発生しており、プライバシー保護の重要性
が高まっている。これは世界的に共通の認識であり、諸外国において個人情報
保護に関する法整備(表 2-8)が進み、また日本政府において｢個人情報の保護に
関する法律案｣を国会で審議していることも、プライバシー保護の重要性を表し
ている。
プライバシーの保護のためには、個人情報を取り扱う事業者のリテラシー向
上が必要であるが、その具体的なガイドラインとして、プライバシーマーク制
度の認定取得が一つの基準となっている。個人情報の取り扱いについて適切な
保護措置を講ずる体制を整備している民間事業者に対して、財団法人日本情報
処理開発協会(JIPDEC)から付与される。海外においても、プライバシー保護
先進国 米国の BBB オンラインマーク制度、
TRUSTe プライバシーマーク制度、
米国公認会計士協会(AICPA)による CPA WebTrust マーク制度のほか、スペイ
ンや韓国でも同様の制度がある。

表 2‑8
国

名

米国

諸外国等における個人情報保護に関する法整備の状況[81]
規

定

内

容

電気通信法（1996 年） 電気通信事業者の守秘義務、サービスの提供上知り得た情報の
利用制限、加入者リスト情報の取り扱い等について規定

EU

電気通信個人データ

EU「個人データ保護指令」を具体化し補完するものとして、通

保護指令（1997 年）

信の秘密の保護、通話明細、電話番号情報等の取り扱いについ
て規定

電気通信（データ保護 トラヒック･データ及び課金データの取り扱い、電話番号情報

英国

及びプライバシー）規 の取り扱い、通話明細等の取り扱いについて規定
則(1999 年)
ドイツ

電気通信事業者デー

通信履歴の収集・処理・利用制限、発信電話番号通知サービス

タ保護令（TDSV）(1996 の提供のための条件、電話番号情報の取り扱い等について規定
年)
フランス

電気通信規則法及び

通信内容の秘密の保護、電話番号情報の取り扱い、その他デー

関連デクレ（政令）

タの収集・利用・外部提供に関する事項について規定

（1999 年）

ここでいう個人情報とは、特定の個人を識別することが可能な情報というこ
とであって、例えば氏名、住所、電話番号、メールアドレス等が該当する。ま
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た、その情報から直接個人を識別できないような情報であっても、複数情報と
組み合わせることによって個人が特定される情報も含まれる。例えば、氏名が
不明であっても電話番号と家族構成や学歴から個人が特定できる場合がある。
この際の、家族構成や学歴も個人情報に含まれる。
さて、前節までで各種の本人認証技術を概観してきたが、これらの本人認証
で扱う情報についても、プライバシー保護の問題を無視することができない。
そこで、具体的な問題を以下説明する。
(1) 認証情報のプライバシー
たとえ、認証情報として PIN やパスワードのみが登録されている場合であっ
ても、北米の社会保障番号のような個人を特定できる情報を登録しているので
あれば、個人情報として慎重に取り扱わなければならない。
一方、2.7 章で述べたような、バイオメトリクス情報に基づく本人認証の場
合には、個人の身体的特徴である指紋や掌形、顔、筆跡、虹彩などのパターン
が認証情報として登録される。これらの情報は確実な個人認証を可能とする一
方で、バイオメトリクス情報特有のプライバシー侵害の脅威をもたらす。その
情報が身体的特徴であるがゆえに取替えがきかないこと、犯歴調査等の二次利
用の恐れがあること、健康状態や人種情報など副次的情報が抽出される恐れが
あること等の脅威である。このような脅威から利用者のプライバシーを保護す
べく、米国の中立的な組織である IBG(International Biometric Group)が
BioPrivacy Initiative の活動を展開している。この活動内容については後の
「3.6.4.4 プライバシー」で述べることとする。
他方、認証局においては公にアクセスできるリポジトリに保管されている
PKI 情報（証明書・CRL）に含まれている個人情報の保護が問題となる。特に
今後 PKI ドメイン間の相互認証が増えると、証明書又は CRL 情報のドメイン
間での共有が必要となる。この際、ディレクトリ情報全体を取り出せることが
できないよう、適切なアクセスコントロールを施すことが重要である。
(2) 証明書のプライバシー
PKI 利用者が証明書の発行申請を行う際には、通常、氏名、住所、電話番号、
性別、生年月日、等の個人情報を提示する。CA 又は RA は、その申請内容が
正しいことを確認した上で、証明書の発行を行う。申請のチェックの厳密度は
発行する証明書の種類・目的によっても異なるが、PKI 利用者の身分を証明す
る書類を提示させ、申請内容の真偽の確認を行うことが多い。結果として、証
明書の発行申請のためには、偽の個人情報の申請は受け付けられず、必ず真の
個人情報を届け出るから、CA 又は RA は、この個人情報を保護すべく、その
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保管・管理責任が強く問われる。一方の PKI 利用者も、認証局の公表する
CP/CPS その他の開示文書を通して、CA 及び RA の掲げる個人情報保護方針
とその責任範囲を確認した上で、個人情報の提示をすべきである。
今後、地方公共団体による公的個人認証サービスが開始され、行政手続のオ
ンライン申請が本格的に始まる予定である。本制度は、住民基本台帳に記録さ
れている者を対象としており、電子証明書の発行を申請する者は、市町村の窓
口に、申請者の「氏名、出生の年月日、男女の別、住所」
（以下「基本４情報」
という。）等を記入した申請書を提出する。申請書を受理した市町村長は、厳格
な本人確認を実施し、市町村長は、申請者の公開鍵及び基本４情報を都道府県
知事に通知し、通知を受けた都道府県知事は、電子証明書を作成し、市町村長
に送信する。市町村長は、当該証明書等を申請者の IC カード等に格納したう
えで交付する。
この証明書には、利用者の基本４情報が書き入れられることとなっている。
ただ、証明書が Web 上で公開されるわけではないので、無尽蔵にアクセスされ
利用者の個人情報が漏れることは無い。しかし、持ち歩く IC カード等に常に
個人情報が含まれており、証明書を利用する各場面で相手方に参照され、その
情報が流布してしまう危険性は否定できない。いったん盗まれた個人情報はコ
ピーされ流布されることはあっても、盗まれる前の状態に戻すことはできない。
利用者のプライバシーを保護するためには、参照された個人情報が本来の利用
目的範囲外で使用されないこと、及び情報が流用されないことが約束されなけ
ればならない。漏れのない十分なプライバシー保護対策が大きな課題である。
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2.10. 製品と運用管理セキュリティの現状と課題
(1) 情報システムや製品を選択するための基準
セキュアな認証システムを構築する場合、製品の選択が適当でなかったり、
技術の進歩等による環境変化に適切に対応できなかったりと、想定外のリスク
にさらされる危険性がある。システムの一部にわずかでも脆弱な部分があれば、
それ以外の部分をどんなに完璧に防御しても、その欠陥をつかれることにより、
システム全体の安全性が低下してしまう。そこで、暗号モジュールやハードウ
ェアトークンといった個々の製品・システムを選定する際には、その安全性・
信頼性を十分に評価しなければならない。その評価基準は、従来、各国ごとに
持っていたが、国際的な調達のためにも統一された基準が必要となり、1994
年に統一基準（CC: Common Criteria）が作成された。更に、この CC のバー
ジョン 2.0 が、1999 年 6 月に国際規格 ISO/IEC 15408 として承認された。
この統一基準は、Part1：概説と一般モデル、Part2：セキュリティ機能要件、
Part3：セキュリティ保証要件 の 3 分冊から構成されている。Part１では、セ
キュリティ評価の基本となるセキュリティ設計書(ST:Security Target)及び、セ
キュリティの要求仕様（PP:Protection Profile）について規定されている。な
お、PP に記述すべき事項として以下の項目が挙げられている。
1. Introduction
概要、用語の定義
2. TOE Description
TOE(Target of Evaluation)つまり、評価しようとする製品の記述
3. TOE Security environment
TOE が置かれる環境に関する前提条件及び脅威に関する記述
4. Security objective
TOE 及び環境に対するセキュリティ方針に関する記述
5. IT security requirement
TOE セキュリティ機能要件、TOE セキュリティ品質保証要件、IT 環境に対
するセキュリティ要件に関する記述
6. Rationale
セキュリティ方針根拠、及びセキュリティ要件根拠に関する記述
また、ISO/IEC 15408 では認定取得対象となる製品に対して 7 段階の評価保
証レベル（EAL: Evaluation Assurance Level）を設けている。ただし、これ
は評価対象製品のセキュリティ機能要件を保証する検査に対するレベルを示す
ものであって、セキュリティの強度を示すものではない。
この基準は日本においても 2000 年 7 月に JIS 規格として受け入れられ、JIS
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X 5070「情報技術セキュリティの評価基準」という国内標準となった。2001
年 4 月からはこの規格が日本政府の調達基準となっている。
現在のところ、ISO/IEC 15408 は CCRA(Common Criteria Recognition
Arrangement)に参加している 15 カ国の統一基準であり(2002 年６月現
在)[82] 、これらの国間では相互承認制度を持つものの、日本は各国との相互
承認制度を持っていない点が課題である。しかしこの問題に対しては、日本も
CCRA への参加を表明しており、2003 年中には相互承認が可能となる見込み
である。また、2002 年 12 月には、日本で初めての ISO/IEC 15408 評価機関
として２団体が認定された。現状、評価保証レベルは EAL３までであるが、日
本での評価・認定制度が本格的に稼動したこととなる。
ただ、本制度ではシステムをバージョンアップした場合に原則として再認定
が必要だが、どの規模の改変であれば再認定が必要なのかの基準も曖昧である
点が課題として残っている。
一方、認証関連製品のうち、より高いセキュリティが求められる暗号モジュ
ールについては、別の評価認定基準である FIPS140 が事実上の標準として使
われている。FIPS140 とは、暗号モジュールが満たすべき要件について規定し
た米国の政府調達標準である。情報の重要度を 4 つに分類し、これに対応して
暗号モジュールが満たすべきセキュリティレベル（4 段階）を設定している。
(2) 認証システム運用管理面のセキュリティ
強く最適な認証技術を選択するだけでは、認証の脅威を全て排除することは
できない。認証システム導入後の運用において、例えば認証情報登録時に、い
い加減な本人確認をしていると、その後は延々となりすまし認証を許してしま
うこととなる。つまり、認証システム導入後の運用管理面のセキュリティ対策
を万全とすることが重要なのである。ここで、認証の脅威を排除するために、
どんな対策をどこまで打てばよいのかを判断する上で、よいガイドライン（基
準）となるのが、国際標準規格である ISO/IEC 17799 である。この基準に従え
ば、大枠を外れることなく効果的かつ漏れのないセキュリティ対策を打つこと
ができる。
ISO/IEC17799 は、英国規格協会(BSI)の規格 BS7799 の Part1 が国際標準
となったものであり、セキュリティの運用管理面においては、世界的に共通し
て使われているガイドラインであって、10 のセキュリティ管理分野と、各々の
対策方針及び管理項目から構成されている。ここで、10 のセキュリティ管理分
野とは、セキュリティポリシー、セキュリティ組織、資産の識別管理、人的セ
キュリティ、物理的・環境的セキュリティ、運用・通信のセキュリティ、シス
テムの開発・保守、アクセス管理、業務継続計画、準拠、である。
日本では、2000 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 17799 を翻訳したも
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のを 2002 年 3 月に JIS X 5080：2002 として JIS 化している。ここで、ISO/IEC
17799 及び JIS X 5080 は、共に情報セキュリティ管理実施基準、すなわち実
践のための規範であって、認定のための基準ではない。国内の認定のための基
準として、BS7799 Part2 の基準を取り入れたセキュリティ認定制度(ISMS)が
始動している。なお、本節で挙げた情報セキュリティ標準規格の関係を図 2-18
情報セキュリティ関連規格に示す。

管理システム仕様・認定

管理実施基準・具体策

IT 製品の評価・認定

海外

ISO/IEC 15408

国内

BS7799-2:2000

ISO/IEC17799

：ISMS の英国規格

: ISMS 具体策の国際規格

ISMS 適合性評価認

JIS X 5080

JIS X 5070

定基準

：ISMS 具体策の JIS 規格

：IT 製品セキュリテ

：IT 製品セキュリティ
の国際規格

ィの JIS 規格

図 2‑18 情報セキュリティ関連規格

今後、組織を超えた相互認証を行う場合には、ISO/IEC 17799 のようなガイ
ドラインだけでは不十分であり、より具体的かつ明確な基準（クライテリア）
が必要となる。
一方、TTP を必要とする認証では、認証局の運用管理の確からしさを示す指
標として CP（証明書ポリシー）/CPS(認証局実施規程)が存在する。この中で
は、例えば、認証情報登録時の本人確認方法について明示し、なりすましによ
る登録を排除するといった厳格な運用方法を規定している。TTP を必要とする
認証システムの運用上の枠組みについては、
「3.8.1 CP/CPS」で詳しく述べる
こととする。
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2.11. 電子政府の実装方法の課題
電子政府の実現に向けて政府認証基盤の GPKI や地方公共団体の LGPKI が
整備されつつあり、また電子申請などのアプリケーションが準備されてきてい
る。さらに公的個人認証の基盤も整備されようとしてきている。今後これらの
基盤の上にいかに国民に利便性の高いサービスが提供されて行くか、そしてこ
れらのサービスを通して行政業務がいかに効率的に運営されて行くかが課題で
ある。そしてこれらのサービスで最も注意を払わなければならないのはこれら
のシステムのセキュリティと個人情報のプライバシの課題である。いままで見
てきたように現在これらの技術は急速に進展し、また標準化も進んできている。
ここでは本人認証の技術の観点から電子政府での実装方法の課題について見て
おくことにする。
2.11.1 政府認証基盤相互運用性仕様書
2 年前から整備されてきた電子政府のための GPKI は一定の進展を見せてき
た。技術的にはここで策定された認証基盤の相互運用性仕様書[77] が電子政府
の標準的実装に大きく貢献してきた。しかしこの 2 年間の技術的な進展や
GPKI の運用上の経験からこの仕様書の課題が見えてきている。
相互運用性様書は証明書管理の規定が少ない。今後政府職員に対しても大量
の証明書を発行していくことになると証明書管理プロトコルを用いた証明書の
発行、更新、暗号鍵リカバリ、相互認証証明書の発行、失効などの管理が標準
的な手順で行う必要が生じる。現在証明書発行の要求として GPKI ではレガシ
ーな PKCS#10 のみに基づいている。米政府の FPKI においては日本の相互運
用性仕様書に相当する MISPC（Minimum Interoperability Specifications for
PKI Components）が早くから整備されてきた。この MISPC の最初の動機が
証明書管理プロトコルの整備であった。この検討が IETF の PKIX-CMP
（RFC2510）標準の開発に繋がった。
さらにこれらの相互運用性仕様書に関連して実装者の理解を助けるためのガ
イドラインの整備も必要になろう。
今後 GPKI が日本だけではなく、外国の政府 PKI との相互運用性をはかる課
題が生じてくる。このような国際性を考慮して仕様書等の英訳も準備すべきで
ある。
2.11.2 電子政府アプリケーション標準
相互運用仕様書は主に認証基盤間の相互運用性に重点が置かれ、アプリケー
ションの相互運用性の観点が希薄であり、そのため各省庁で似たようで異なる
各種の電子申請アプリケーションが重複して開発されている現状がある。PKI
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アプリケーションを標準的な手順で開発して行くためにもアプリケーションの
ための標準化の仕組みが必要である。この 2 年間でインターネットでのアプリ
ケーション環境として Web サービスが急速に普及してきた。またこの Web サ
ービスのためのセキュリティ標準も W3C や OASIS で精力的に進められている。
現在電子政府のアプリケーションとしての電子申請システムの入札ではアドホ
ックに XML の利用等を指定していたりするが、統一的な基準や仕様が規定さ
れていない。電子政府として、この新しい技術を取り入れて標準的なアプリケ
ーションのインターフェースを整備すべきである。
2.11.3 電子政府アプリケーション開発環境
電子申請アプリケーションを開発するに当たって、開発者が最も困るのは電
子申請などのアプリケーションを GPKI の元でテストする環境が提供されてい
ないことである。GPKI など多くの認証機関（CA）が連携している環境では認
証パスの検証は最も複雑なもので、これを実際にテストするためにベンダーが
自ら GPKI の実験環境を作ることは困難である。現在総務省のもとに GPKI テ
ストセンターがあるが、電子政府アプリケーションの開発者にテスト環境が提
供されていないので電子政府アプリケーションのテストを困難にしている。
2.11.4 政府職員のセキュリティ
現在の GPKI の基盤は官職の証明書発行のみに使われており、政府職員に対
する証明書の発行による役所内のセキュリティに用いられていない。米国
FPKI やカナダの GoCPKI では政府 PKI の主要な目的は職員のセキュリティ環
境を整備することである。
両国とも 10 万人以上の職員が PKI を利用している。
紙文書への印鑑ではなく電子署名を活用した政府内のペーパーレス化は政府業
務の大いなる改善に繋がり、また電子申請処理ともシームレスな環境を創るの
に必要である。職員の PKI 利用によって重要なサーバーへの認証も強化され政
府内部のセキュリティも強化されるはずである。
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2.11.5 長期署名保存とタイムスタンプ
PKI はリアルタイムの認証や電子署名の短期的利用には強力なセキュリティ
を提供するが、電子署名を長期に保存する場合に問題が生じる。証明書の有効
期間が過ぎた後や、失効された後では電子署名がなされたその時点で確かに有
効であったかどうかの信頼できる情報が失われてしまう。したがって、政府関
連文書を長期保存する場合特別な注意が必要である。署名へのタイムスタンプ
を付けると、その署名がタイムスタンプ時刻以前に存在していたことを示すこ
とが出来る。したがってタイムスタンプは電子署名にとって極めて重要なツー
ルである。さらに長期的な保存を考えると最初に署名検証に用いた証明書や失
効データをすべて保存し再検証がこのデータのみで行えるような署名フォーマ
ットを用いる必要性が出てくる。ECOM では認証･公証 WG で長期署名保存と
タイムスタンプの利用に関するガイドラインを検討してきた。電子政府におい
てもタイムスタンプの利用や長期署名フォーマットの利用の検討を行う必要が
生じてくるだろう。
2.11.6 電子政府推進母体
電子で政府への PKI 関連のサービスを充実させるためには今まで述べた
様々な課題が上がって来る。さらに技術の動向をウォッチし、絶えず最適で安
全なシステムの実装に向けてこれらの課題を検討し実装させて行く母体が必要
である。米国の NIST やカナダ政府の PKI 検討ボードや欧州の EESSI ではこ
のような課題に絶えず取り組んである。残念ながら日本においては恒常的にこ
のような検討を行い、実装に責任を持つ機関が存在しない。政府外部には IPA、
ECOM、日本 PKI フォーラムや JESAP（日本電子署名･認証利用パートナー
シップ）が幾つかの問題を検討してきているが、それらは部分的であり、また
政府に対して責任や権限を持つ団体ではない。政府横断的にオープンにこのよ
うな問題をフォローしていく組織が望まれる。
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3
認証技術の標準化動向
3.1. ネットワーク認証プロトコル及び API 標準
3.1.1 認証プロトコルのフレームワーク
本節では ISO や IETF で規定している強いセキュリティのための認証プロト
コルのフレームワークについて概観する。「2.3.2 強い認証」の節では ISO／
IEC9798 [104] の暗号技術を用いた汎用的なメカニズムを述べた。IETF では
RFC3365（IETF 標準プロトコルについてのセキュリティ要件）[105] でセキ
ュリティプロトコル設計者に強いセキュリティを実装するように勧告している。
IETF では幾つかのセキュリティプロトコルを標準化している。IPsec や TLS
は良く知られたプロトコルである。また以下に説明する SASL や GSS-API は
セキュリティプロトコルを設計する場合のツールキットあるいはフレームワー
クを示している。
3.1.1.1 SASL シンプル認証とセキュリティ層
（Simple Authentication and Security Layer

RFC2222）

SASL[106] はコネクションベースのプロトコルに認証を提供するための手
法を定義している。この仕様用いるプロトコルは、サーバーに対してユーザー
を識別し認証するためのコマンドを含める。オプションとしてどのようなセキ
ュリティ層（セキュリティ層なし、完全性、秘匿性）を利用するかのネゴシエ
ーションする手順も規定している。この仕様では幾つかの SASL メカニズムを
定めているが、新しいメカニズム（公開鍵方式、対称鍵方式など）を導入する
場合には IANA（Internet Assigned Number Authority）に登録しなければな
らない。
クライアントは SASL メカニズムを指定し、サーバーに要求する。サーバー
がこの要求メカニズムをサポートしていれば、このメカニズムに沿ってチャレ
ンジをクライアントに送り、クライアントはレスポンスをサーバーに返す。サ
ーバーはこのレスポンスを判断しクライアントを認証する。
SASL に従うプロトコルは次のようなプロファイルを規定しなければならな
い。
1. サービス名：IANA に登録されたサービス要素のレジストリから選択され
るか、GSS-API の場合はホストベースサービス名として RFC2743（GSS-API）
に規定されたものから選択する。
2. 認証プロトコル交換を開始するためのコマンドの規定。このコマンドは、
パラメータとして、クライアントによって選択されたメカニズム名を持たなけ
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ればならない。 コマンドは、初期レスポンスを与えるパラメータをオプション
として持つ必要がある。
3. 認証プロトコル交換が実施されるようにする手法の規定。
「どのようにチ
ャレンジ・レスポンスが符号化されているか」
、「どのようにサーバーが交換の
成功又は失敗を示すか」、「どのようにクライアントが交換を中止するか」など
を含む。
4. 双方向において、すべてのネゴシエーションしたセキュリティ層を有効
とさせるかを指定する。
5. 「どのように認可 ID がクライアントからサーバー宛てに送られるか」
について仕様の解釈を規定する。
・登録手順
本仕様では IANA に登録する手順も定めている。新しい SASL メカニズムを
登録する場合には、登録テンプレートに必要事項を記載して IANA に送る。
本仕様では以下に示す SASL メカニズムを規定している。
1. Kerberos v4 メカニズム名 ”KERBEROS_V4”
2. GSSAPI メカニズム名 “GSSAPI”
3. S/Key メカニズム名
SKEY”
RFC2444 The One-Time-Password SASL Mechanism でこの仕様を更新
している。
4. 外部メカニズム メカニズム名 EXTERNAL”
例えば IPsec や TLS が外部メカニズムに指定できる。
SASL では「3.1 ネットワーク認証プロトコル」で述べる以下のメカニズム
が登録された。
・The One-Time-Password SASL Mechanism RFC2444 （ワンタイムパ
スワード認証）
・ISO/IEC 9798-3 Authentication SASL Mechanism RFC3164 （公開鍵
方式認証）
・SASL のメカニズムの例
ここに S/Key の SASL メカニズムの例を示す。この例では IMAP4 のプロト
コル上に実装したもので S: C: はそれぞれサーバー、クライアントで送られ
たラインを示す。”+”や base64 でエンコードしたチャレンジ・レスポンスは
IMAP4 の仕様によるもので SASL で定めたものではない。
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認証成功の例
//サーバーの準備 OK
C: A001 AUTHENTICATE SKEY //クライアントが SKEY メカニズムを要求
S: +
//サーバーがクライアントにパラメータ要
求
C: bW9yZ2Fu
//クライアントがパラメータ送信
S: + OTUgUWE1ODMwOA==
//サーバーがチャレンジ送信
C: Rk9VUiBNQU5OIFNPT04gRklSIFZBUlkgTUFTSA== //ハッシュを応答
S: A001 OK S/Key authentication successful
//認証成功
S: * OK IMAP4 Server

認証失敗の例
S: * OK IMAP4 Server
C: A001 AUTHENTICATE SKEY
S: +
C: c21pdGg=
S: + OTUgUWE1ODMwOA==
C: BsAY3g4gBNo=
S: A001 NO S/Key authentication failed

//サーバーがチャレンジ送信
//クライアントの誤った応答
//認証失敗

また、SASL では Anonymous ログインもサポートしている。
RFC2245：Anonymous SASL Mechanism
今までの anonymous ログインでは平文テキストパスワードを使っていたが、
IETF では平文によるログインコマンドを許可しないので、この RFC2245 が
開発された。
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3.1.1.2 GSS-API 汎用セキュリティサービス API v2
（ Generic Security Service Application Program Interface Version 2
RFC2743）
GSS-API[107] は汎用的な形式で規定したセキュリティサービスを提供する
API で、アプリケーションにソースレベルの移植性を提供する。この仕様は用
いるメカニズムやプログラム言語に独立であるので、他の言語バインドの仕様
で補完することになる。GSS-API v2 は RFC2078 として規定されたが、本
RFC2743 は RFC2078 に代わるものである。対応する C 言語バインドは
RFC2744 として規定されている。
GSS-API はセキュリティサービスとして強いセキュリティのためにクレデ
ンシャルの扱いとセッションにおける認証や完全性及びメッセージの秘匿の機
能を定義している。GSS-API を用いたアプリケーションはローカルな実装で用
意されたトークンを受け入れ、それをリモートシステムの相手に転送する。相
手は受信したトークンを GSS-API で検証することになる。GSS-API は以下の
特徴がある。
・メカニズム独立：GSS-API は用いるセキュリティメカニズムから独立して
おり、
対称鍵や公開鍵暗号技術にも実装できる。
対称鍵に適用したものには The
Kerberos Version 5 GSS-API Mechanism RFC1964 があり、公開鍵に適用し
たものに The Simple Public-Key GSS-API Mechanism (SPKM) RFC2025
がある。
・プロトコル環境独立：GSS-API は用いるプロトコルに独立で各種の通信プ
ロトコルに適用できる。
・プロトコル・アソシエーション独立：GSS-API は通信プロトコル･アソシ
エーションから独立しており、各種の呼出しプロトコルの方法に適用できる。
・実装環境への適用性：GSS-API は特定の Trusted Computing Base（TCB）
に依存しない。GSS-API は TCB にも TCB でないものにも適用できる。
GSS-API はクライアントとサーバー間の認証のためのセキュリティコンテ
クストの初期化と、以後のクライアントとサーバー間のメッセージの完全性確
保や秘匿の操作を分離している。
以下に簡単な GSS-API の認証の例を述べる。
・クライアントは GSS_Init_sec_context()を呼出し、サーバーに対象名
（targ_name）で識別されたセキュリティコンテクストを確立する。
・引き続き双方向認証の準備も行うことができる。GSS_Init_sec_context()
は output_token を返し、これをサーバーに送信する。
・サーバーは受信したトークンを GSS_Accept_sec_context()の入力とし、ク
ライアントの認証を検証する。
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・以後メッセージの完全性や秘匿を行うセッションが続く。
GSS-API の構成
ここでは GSS-API を構成する要素と概念について述べる。
・クレデンシャル
クレデンシャルは認証に必要な情報であり、メカニズムによって暗号鍵や公
開鍵が含められる。クレデンシャルはローカルに管理され、その使用に当たっ
てはクレデンシャルのハンドルを用いる。
・トークン
トークンは GSS-API のクライアント/サーバー間で転送されるデータ要素で
あり、2 つのクラスがある。コンテクストレベルのトークンはピア間でセキュ
リティコンテクストを確立する（認証する）ために交換される。続くメッセー
ジ毎のトークンは通信するデータの完全性や秘匿をサポートするために用いら
れる。
・セキュリティコンテクスト
セキュリティコンテクストはピア間でローカルに保持しているクレデンシャ
ルを用いて確立する（認証する）。GSS-API は通信プロトコルに独立なので様々
な実装が可能である。セキュリティコンテクストは明示的なセッションがリリ
ースされている間は保持され、セッションが開放されると、セキュリティメカ
ニズムで使用した暗号データは消滅する。
・メカニズムタイプ
GSS-API の基で使用するセキュリティメカニズム（対称鍵か公開鍵か）はピ
ア間で認識される必要がある。使用するメカニズムはネゴシエートすることに
なるが、デフォルトのメカニズムを持つことが推奨されている。
GSS-API の認証に用いるためのクレデンシャルの取得は具体的なメカニズ
ムで異なる。クレデンシャルを取得するには GSS_Acquire_cred()の呼出しを
行うが、Kerberos v5 で扱うクレデンシャルは対称鍵を扱い、公開鍵方式では
X.509 証明書を扱う。以下のメカニズムは「3.1 ネットワーク認証プロトコル
標準」の節で概説する。
・対称鍵方式の Kerberos v5 については RFC1964 The Kerberos Version 5
GSS-API Mechanism がある。
・公開鍵方式の ISO／IEC9798-3 で定めたメカニズムを使う GSS-API の実
装が SPKM(Simple Public Key Mechanism)で規定された。
・SASL メカニズムで公開鍵方式認証 ISO／IEC9798-3 を規定したものが
ISO/IEC 9798-3 Authentication SASL Mechanism RFC3163 である。
GSS-API は言語独立にアプリケーションからの呼出し手順やインタフェ
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ースを定めているが、具体的に C 言語にバインドした仕様が RFC2744 で規定
されている。
3.1.2 固定パスワード
ここでは UNIX における固定パスワードのメカニズムを説明する。
UNIX のパスワードメカニズムは、ユーザーID、パスワード、その他ユーザー
情報は、パスワードファイル（例：/etc/passwd）に格納される。
UNIX のパスワードは平文でネットワークに流れるが、サーバー側はパスワー
ドを 1 方向性関数（DES 暗号を用いた Crypt 関数）で変換したパスワードファ
イルを持つ。
この Crypt 関数は図 3-1 に示すようにユーザーのパスワードを 8 文字に拡張
して、各文字の 7 ビット分を使って 56 ビットの DES 鍵を作成し、DES 鍵を
使って 64 ビットのゼロ（00000000）を暗号化する。この暗号化の結果を同じ
鍵でもう一度暗号化し、この作業を 25 回繰り返す。最終的な値を 11 文字の文
字列に格納して、パスワードファイル（/etc/passwd）に格納する。

初期 Data 64 ビットの

ユーザ
パスワー
ド

8 ASCI 文字
に切り捨て：
必要なら 0 を
パディング

I1 =0…0

Data Ii
6

Key K

DES*
56

次の入力
1< I <26
ユーザ
Salt
12

Outpu
t
64

12

O25
76 ビ ッ ト を
11 の 7 ビット
文字に再構成

DES*は salt で修正し
た DES アルゴリズム

Hand Book of Applied Cryptography に

/etc/passwd

図 3‑1 UNIX のパスワード処理
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UNIX のパスワード変換では、さらにセキュリティを強化するためにソルト
（salt）というパスワードの拡張方式を用いる。
ソルトとは 12 ビットの数値（0〜4095）であり、プレーンテキストのパスワ
ードをこの 4096 通りのソフトによって別の値に変動させるものである。
例えばユーザーがパスワードを更新すると、パスワードプログラムによって
時刻に基づき 12 ビットの値（ソルト）が確定され、さらにそれが 2 文字の文
字列に変換されてパスワードファイル内のパスワードフィールド先頭に追加さ
れる。つまり、パスワードフィールドは、ソルト２文字＋暗号化されたパスワ
ード 11 文字で構成されることになる。
認証時、パスワードファイルを作成したと同様に、ユーザーが入力したパス
ワードはパスワードプログラムを通して、ソルトがパスワードフィールドから
取り出され、入力されたパスワードを鍵として、ソルトを元の値（seed）とし
て使って、64 ビットのゼロが暗号化される。こうして生成された値が暗号化さ
れたパスワードファイルのパスワードと比較され、同値ならば認証される。
この方式は、辞書攻撃をしにくくするために考案された。つまり、あるパス
ワードを 2 の 12 乗、つまり 4096 通りにハッシュが可能になり、あらかじめ
ハッシュされた単語の辞書を用意できないようにした。 また Salt を使って修
正した DES アルゴリズムの使用は、標準 DES のハードウェアチップの高速処
理を使えなくしている意味もある。
UNIX のパスワードが 8 文字までしか有効ではないのは、DES の鍵が 56 ビ
ットであることと関連している。トリプル DES が採用されていれば、16 文字
あるいは 24 文字まで有効である。また、他の方法としては暗号回数を増やす
（25 回以上）
、ソルトサイズを 12 ビットから増やすなどがあげられる。
UNIX のパスワードシステムは 70 年代の当時としては十分に強固なもので
あった。しかし、ネットワークの時代になり、コンピュータの処理能力が各段
と高速になった今は UNIX のパスワードシステムは安全とは言えなくなってき
た。
3.1.3 ワンタイムパスワード
3.1.3.1 One-Time Password System（RFC2289、STD0061）
RFC2289 ではワンタイムパスワード認証システム (OTP)について規定してい
る。
OTP は、S/KEY One-Time Password System から発展したものである。
(S/KEY は、Bellcore の登録商標。S/KEY One-Time Password System は、
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Bellcore により公開されている)。
OTP システム使用は、固定パスワード使用時に問題となった「リプレーアタ
ック」の対策として考案され、
「パスワード盗聴』や「パスワード漏洩」を無効
にしているが、通信データ保護（暗号化等）は行わない。
ワンタイムパスワード（OTP）はチャレンジ／レスポンス方式を用いている。
すなわち、認証システムは認証する側（サーバー）がチャレンジコードを送り、
認証される側（ユーザー）がそのチャレンジに対するレスポンスを送り返し、
認証する側がそのレスポンスを検証することによって認証している。
つまり、サーバー側は自分が出したチャレンジに対して、どのようなレスポ
ンスが返ってくれば正しいのかを検証する手段を持つことにより、ユーザー側
を認証する。
OTP は２つの要素からなる。OTP 生成器とサーバーである。ワンタイムパ
スワード生成器はユーザーの秘密のパスフレーズとサーバーから送られるチャ
レンジとしての Seed およびシーケンス番号からハッシュ関数を計算し、ワン
タイムパスワードを生成する。生成された OTP はクライアントのログイン時
のパスワード送信に用いられる。
OTP 生成器は外部のカリキュレータにすることも出来るし、またクライアン
トのソフトウェアとして実装も出来る。OTP システムの初期化時に、クライア
ントはシーケンス番号の初期値（N）を定め、クライアントが秘密のパスフレ
ーズとサーバーが指定するシード（Seed）を結合し OTP 生成器への入力とす
る。OTP 生成器はハッシュ値を計算し、その結果をまた、ハッシュ関数の入力
としてハッシュ値を計算する。これを N 回計算し、OTP を表示する。クライ
アントはこれを初回のワンタイムパスワードとして、シーケンス番号 N と共に
サーバに登録する。
クライアントの通常のログイン認証は、サーバが送ってくるチャレンジとし
てのシーケンス番号ｉ（初回のログイン時は N‐1、以後ログイン毎に１づつ
減少する）と Seed を OTP 生成器に入力し、OTP 生成器はハッシュをｉ回計
算し、これを OTP としてクライアントに提示する。クライアントはこの OTP
をログインのパスワードとして使う。サーバーはこの OTP をハッシュ値とサ
ーバーに格納してある前回の OTP と比較してクライアントの認証を行う。
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ＯＴＰシステムで使われるデータを表 3-1 に示す。
表 3‑1

OTP システムデータ

内容
ハッシュ関数
H()

暗号アルゴリズム（初期化時にサーバーが決定。
［MD5：必須、SHA：推奨、MD4：オプション］）

シード（Seed）

サーバが指定する１〜16 文字のデータ

チャレンジデータ

シード＋シーケンス番号

シーケンス番号ｉ

レスポンスデータ生成時に使うハッシュ関数をかける
回数。初期化時にＭＡＸ値（N）を設定。認証が成功す
るたびに１つずつ減る

レスポンスデータ
秘密パスフレーズとシードを結合してシーケンス番号
ワ ン タ イ ム パ ス ワ (i)回数ハッシュをかけたもの。64 ビットのデータ。
ード（OTP）
Hi (PassPhrase||seed)
秘密パスフレーズ
PassPhrase

レスポンスデータ生成時に使用。ユーザーが決定。
ワンタイムパスワード生成時に入力要。サーバー側に流
れることはない。10 文字以上 63 文字以下。

認証強度を測る手段は、ハッシュ関数の強度に依存する。
ＯＴＰシステムにおける認証はハッシュ関数が一方向性で逆方向変換ができ
ないという特性を生かした認証方法を採用しているからである。この一方向性
関数に問題がある場合にはワンタイムパスワードの推定が可能になる。
サーバーが複数の場合、ユーザーは各サーバーと初期化処理をする必要があ
るので、グローバルなシステム上での認証には向かない。
以下にＯＴＰシステムにおける初期化時のシーケンスを、図 3-2 に示す。
②初期パスワード生成
S=HN(PassPh||seed)
③ワンタイムパスワード
SN を送付

初期チャレンジ送

① チャレンジ
(Seed、N）生成
④SN 及び N をユー
ザ DB に格納

S を送付

図 3‑2 ワンタイムパスワードの初期化
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① サーバーは初期チャレンジとして 16 文字の Seed および初回ハッシュ回
数 N をクライアントに送付
② クライアントは自らの秘密のパスフレーズ（PassPhrase）とシード
（Seed）を結合したものをハッシュ関数の入力とし、結果をさらにハッシュ関
数に入力して、これを N 回繰り返す。SN=HN(PassPh||seed)。実際のワンタ
イムパスワードとしてはハッシュ値を 64 ビットに折り返したものを使う
③ クライアントはワンタイムパスワードとして SN をサーバに返す
④ サーバはシーケンス番号 i=N と SN をユーザデータベースに格納する
N は任意の整数で良いが、通常 1000 程度に設定する。
用いるハッシュ関数は MD5 や SHA-1 が用いられる。
ユーザ認証
以下の図 3-3 にユーザー認証時のシーケンスを示す。

②ワンタイムパスワード
計算
SI=HI(PassPh||seed)
③ワンタイムパスワード
SI を送付

チャレンジ送付

レスポンス
ワンタイムパスワード Si

① i = i– 1 としてチャ
レンジ
seed + i
④S=H(Si)を計算し、前
回の Si と比較
一致すれば認証
Si と i を DB に格納

図 3‑3 ワンタイムパスワードの認証

① 前回のシーケンス番号（i）を 1 回減らし（i – 1）seed とともにクライア
ントにチャレンジとして送付
② クライアントはワンタイムパスワードを i 回、ハッシュを取って計算する
SI=HI(PassPh||seed)、ワンタイムパスワードとしてはハッシュ値を折返し、
64 ビットの値にする
③ ワンタイムパスワード SI をサーバに送付
④ サーバは前回格納しておいた S と H(SI)を比較して一致すれば認証する。
送られた SI と I をユーザ DB に格納保存する
チャレンジは seed+シーケンス番号であるが、実際は用いるハッシュ関数も
指定するように以下のようなコードを用いる。
otp-md5 487 dog2
これはハッシュ関数として MD5 を用い、シーケンス番号が 478、シード
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（seed）が dog2 であることを表している。
シーケンス番号が１となったら再び初期化からやり直す。もちろん任意のシ
ーケンス番号 i > 1 であっても初期化することが出来る。
この RFC ではワンタイムパスワード生成器が生成した 64 ビットの値に 2 ビ
ットのパリティを加えた 66 ビットの値をワンタイムパスワードとしてマニュ
アルで入力するのは間違いやすいので、OTP 生成器が計算した値をパスワード
として入力するために、11 ビットの値に対応する 2048 の 4 文字までのワード
との対応表を参照し、このワードを 6 組使ってユーザがマニュアルでワンタイ
ムパスワードを入力する支援システムを用意している。
例えば、生成したワンタイムパスワードは以下のようにコード化される。
OUST COAT FOAL MUG BEAK TOTE
この 6 組の文字は OTP システムの対応表で 66 ビットのワンタイムパスワー
ド値に変換される。
ワンタイムパスワード（OTP）システムはパスフレーズさえ秘密にしておけ
ばクライアントにもサーバーにも秘密のデータを保持することも無く、平文の
パスワードがネットワークを流れることもないので盗聴やリプレーアタックを
無効にする。しかし、初期化操作を行わなければならないこと、OTP 生成器が
提示する 6 組のワードをパスワードとして入力しなければならない面倒さがあ
り（自動化することも出来る）
、またサーバー側はスタティックなパスワードテ
ーブルではなく、毎回のログイン時の状態をダイナミックにデータベースに格
納し管理しなければならない問題がある。
3.1.3.2 SecureID® SASL メカニズム（RFC2808）
ここでは RFC2808：The SecureID(r) SASL Mechanism のメカニズムを説
明する。
SecureID は、RSA セキュリティが開発した二要素ユーザー認証ソリューショ
ンである。二要素認証とは、銀行のキャッシュカードのように所持物のカード
と暗証番号の PIN など、利用者に固有な 2 つの要素を用いて行うユーザーのこ
とである。
SecureID はハードウェアトークンカード製品（又は SecureID のソフトウェ
ア エミュレーション）でエンドユーザー認証用に RSA セキュリティ社によっ
て作られた。
RFC2808 ではこのトークンを使っている SASL（RFC2222：Simple
Authentication and Security Layer (SASL) ）認証メカニズムを定義する。
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このメカニズムは認証用のみであり、完全性や、機密性のサービスは提供し
ない。また、プロトコルに影響を与えない。
このメカニズムは IMAP（RFC2060）、ACAP（RFC2244）、POP3(RFC1734)、
LDAPv3（RFC2251）等での使用が可能となっている。
本認証メカニズムは３つのエンティティ、SecureID トークンを使っている
ユーザー、ユーザーがアクセスしたいアプリケーションサーバー、認証サーバ
ーを用いる。しかし、本仕様はユーザーと認証サーバー間の仕様は定めず、ユ
ーザーとアプリケーションサーバー間の認証のメカニズムを規定する。
本メカニズムはユーザーのクレデンシャル（シード、PIN）をベースにし、
ユーザーと認証サーバーによって共有される。
秘密のシードはトークンに格納される。
ユーザーが認証で必要なのはトークンへの物理アクセスだけではなく、認証
を実行するために PIN も知っていなければいけない。
サーバーからシードを受け取ったユーザーは、その場でトークンに PIN を入
力すると、ユーザーはパスコードを生成する。ユーザーはこのパスコードをサ
ーバーへ送る。このとき、サーバーとユーザーの間で時間もチェックされてい
るため、その場で生成したパスコードは速やかにサーバーへ送らなければ認証
できない。（時間がたっているとエラーになる）
認証手順は以下のとおりである。
(1) 初期化
クライアントはクレデンシャルをローカル情報（シード、現在時刻、ユ
ーザーPIN）を使って生成する。
クライアントは最初のレスポンスメッセージで、サーバーへクレデンシ
ャルを送る。若しくは、認証メカニズムの初期化のためにリクエストをサ
ーバーへ送り、クレデンシャルはサーバーからの初期化リクエストに対す
る返事の後でクレデンシャルを送る。
サーバーが新しい PIN をリクエストしない限り、クライアントの初期化
リクエストに対するレスポンスのコンテンツは以下のようになる。
Authorization Identity
空の設定だった場合、このフィールドは使われない。これはシステム
管理者やプロキシサーバーが代わりに他のユーザーの Identity でログイ
ンする時に使用される。
このフィールドは 255 オクテット以下でなければいけない。
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UTF-8-encoded（RFC2279）でのみ構成される。
Authentication Identity
使用されたパスコードの ID が入る。空の場合、別の手段で ID のチェ
ックを行ったとみなされる。
（例：プロトコルで ID チェックを行った場
合。LDAPv3 等）
このフィールドは 255 オクテット以下でなければいけない。
UTF-8-encoded（RFC2279）でのみ構成される。
パスコード
認証で使用するワンタイムパスワード。このフィールドは４オクテッ
トを超え、32 オクテット以下でなければいけない。UTF-8-encoded
（RFC2279)でのみ構成される。
(2) 認証
サーバーは自身の情報を使ってこれらのクレデンシャルを検証し、成功
したら、サーバーはクライアントに成功を示すレスポンスを返す。このレ
スポンスを受け取った後、クライアントは認証される。
このレスポンスが無い場合は、検証が失敗したか、サーバーが追加のク
レデンシャルをユーザーに対して必要としているかである。
サーバーが追加クレデンシャルを必要としている場合、サーバーはユー
ザーに対して、要求する。
このようなケースが発生するのはサーバーとユーザーで時間同期が取ら
れていない場合である。
この SASL メカニズムは Informational な RFC である。
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3.1.4 対称鍵による認証
3.1.4.1 Kerberos V5（RFC1510）
Kerberos はオープンネットワークシステムのための認証プロトコルで、マサ
チューセッツ工科大学(MIT:Massachusetts Institute of Technology)のアテナ
プロジェクト（Project Athena）で開発されたものである。
現在は RFC1510：The Kerberos Network Authentication Service (V5)で規
定されている。
Kerberos は ISO／IEC9798‑2：対称鍵暗号を用いる認証における、TTP を用い
る方式 に該当する。しかし、TTP を使うことにより、クライアント／ユーザー
間で、対称鍵の共有をする必要はない。クライアント、ユーザー（Kerberos で
はプリンシパルと呼ぶ）はそれぞれが KDC（Key Distribution Center）と共有
する対称鍵を持つ。
KDC は鍵配布センターのことで、チケット及び一時的なセッション鍵を供
給するネットワークサービスである。初回のチケット要求とチケット交付チケ
ット要求の両方を処理する。初回のチケットを処理するサービスを、AS
（Authentication Server、認証サーバー）
、チケット認可チケットを処理する
サービスを TGS（Ticket-Granting Server、チケット譲渡サーバー）と呼ぶ。
Kerberos 構成図を図 3-4 Kerberos 構成図に示す。

KDC
AS

クライアント

TGS

KDC：Key Distribution Center
AS：Authentication Server
TGS：Ticket-Granting Server

サーバー

図 3‑4 Kerberos 構成図

Kerberos における認証プロセスは、以下のとおり
(1) クライアントから AS への要求（KRB_REQ）
クライアントは AS に対して、TGS と通信するためのチケット、TGT を要
求する。このとき、クライアントは自分自身の ID と TGS の ID を平文で送る。
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(2) AS からクライアントへの返答（KRB_REP）
AS はクライアントと TGS が共有するセッション鍵を作成し、TGS へ渡すチ
ケットを TGS と KDC が共有する対称鍵で暗号化し（これが TGT となる）、そ
れら全てをまとめて KDC とクライアント間で共有している対称鍵で暗号化し
てクライアントへ返す。
TGT の中にはクライアントの ID とクライアントと TGS が共有するセッシ
ョン鍵が入っている。
エラーが発生した場合は KRB_REP の代わりに KRB_ERROR を返す
(3) クライアントから TGS への要求（KRB_TGS_REQ、KRB_TGS_REP）
クライアントは TGT を TGS に提出する。
TGS は KDC と TGS が共有している対称鍵で TGT を複合化し、クライアン
トの ID とセッション鍵を取り出す。そして、クライアントが要求するサーバ
ーと通信するためのチケットを作成する。
（TGS はクライアントとサーバーが
共有するセッション鍵を作成し、サーバーへ渡すチケットをサーバーと KDC
が共有する対称鍵で暗号化し（これがチケットとなる）
、それら全てをまとめて
KDC とクライアント間で共有している対称鍵で暗号化してクライアントへ返
す。チケットの中にはクライアントの ID とクライアントとサーバーが共有す
るセッション鍵が入っている。
(4) クライアント／サーバー通信開始（KRB_AP_REQ、KRB_AP_REP）
目的のサーバーと通信するためのチケットを取得したクライアントはサーバ
ーとの通信が可能になる。
クライアントが違うサーバーと通信を行いたい場合は TGS にその要求を出
す。TGT が有効である限り、AS とやりとりを行う必要はない。
Kerberos 環境での注意点。
クライアントがサーバーへ送るチケットは攻撃者によって盗まれて再利用さ
れることを防ぐために追加情報としてタイムスタンプを含んだ暗号化したデー
タを送る。この情報は 、認証子と呼ばれる。このため、Kerberos に参加する
各ホストは時間の同期を取る必要がある。
クライアントと TGS 間での TGT 交換は、クライアントが目的サーバーのチ
ケット取得を希望する場合のほかに、既存のチケットの更新や有効化、代理チ
ケット取得の場合、実施される。
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Kerberos データベース
Kerberos サーバーは、認証するプリンシパルのプリンシパル識別子と対称鍵
を含んでいるデータベースを持つ。表 3-2 に示す。
表 3‑2

Kerberos DB

フィールド

値

name

プリンシパルの識別子

key

プリンシパルの対称鍵

p_kvno

プリンシパルの鍵のバージョン

max_life

チケットの最大有効期限

max_renewable_life

新可能なチケットの最大合計有効期限

鍵が定期的に変更されている場合、その鍵を使って発行されたすべてのチケ
ットの有効期間が満了するまで、サーバーは古い鍵を保管する。このため、1
つのプリンシパルに対して複数の鍵が有効になることもある。
以下は追加フィールド。表 3-3
表 3‑3

Kerberos DB 追加フィールドに示す。

Kerberos DB 追加フィールド

フィールド

値

K_kvno

Kerberos の鍵バージョン

expiration

エントリの満了日

attributes

属性のビット フィールド

mod_date

最後に行われた修正のタイムスタンプ

mod_name

プリンシパルの識別子の修正

K_kvno フィールドは、プリンシパルの対称鍵を暗号化するために使用する
Kerberos のマスター鍵の鍵バージョンを示す。
Expiration はエントリの満了日で、これを過ぎると、KDC はプリンシパル
として、又はプリンシパル用にチケットを取得しようとするあらゆるクライア
ントにエラーを返す 。
attributes フィールドは、プリンシパルを含む操作を統括するのに使用する
ビットフィールド。
mod_date フィールドには、エントリの最終修正時刻が入っている。
mod_name フィールドはエントリを最後に修正したプリンシパルの名前が
入っている。
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3.1.4.2 Kerberos V5 GSSAPI メカニズム（RFC1964）
Kerberos V5 GSSAPI メカニズム（The Kerberos Version 5 GSS-API
Mechanism）は、3.1.4.1 で述べた Kerberos V5 のメカニズムを GSS-API の
フレームワークで利用する方法を定めている。
GSS-API は 3.1.1.2 で述べたように通信アプリケーション間の安全なメッセ
ージ交換に使用されされる汎用的なセキュリティの API を定めたものである。
この仕様は、
Kerberos V5 を GSS-API のもとで利用するためのプロトコル、
手続、規定を定める。
この RFC1964 では Kerberos V5 をセキュリティ機構に採用した場合の、ピ
ア間でメッセージを交換するための各トークン形式、名前形式、パラメータに
関する定義がされている。
また、
ここでは、相互運用性のためのプロトコルの要素を定義しているので、
RFC1509 の GSS-API C 言語バインド（Generic Security Service Application
Program Interface: C-bindings）には依存しない汎用的な仕様となっている。
トークンは GSS-API ピア間で交換するプロトコルのフォーマットを定めた
ものである。トークンにはセッションを確立する際のセキュリティ・コンテク
スト管理と、セッションが確立した後のメッセージ毎の保護がある。この仕様
は Kerberos の KDC とのチケットの授受に関するものではなく、エンドポイン
トであるクライアント／サーバー間の認証やメッセージの保護に関する仕様の
みを定めたものである。
本仕様で定めるトークンには「コンテクスト確立トークン」、「メッセージ毎
のトークン」
、「コンテクスト終了トークン」がある。
・コンテクスト確立トークン
ここでは初期トークンとしてイニシエータとターゲット間での要求・応答
のトークン仕様であるチケットや鍵の暗号部分のフォーマットを定め、その
要求 GSS-API 呼出し gss_init_sec_context( )と応答 GSS=API 呼出し
gss_accept_contxt( )で用いる。
・メッセージ毎のトークン
メッセージの認証のための GSS-API 呼出し gss_getMIC( )と検証のための
gss_veryfyMIC( )で用いるトークン仕様を定める。ここでは Kerberos セッ
ション鍵と鍵配布のための秘匿鍵などを扱うフォーマットを定める。ピア間
の認証（1 方向、双方向）にこのトークンが用いられる。
またメッセージの秘匿のための GSS-API 呼出し gss_rap( )、復号のための
GSS-API 呼出し gss_unwrap( )呼出しのためのトークン仕様も定める。
・コンテクスト終了トークン
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セッションの終了を行うための GSS-API 呼出し gss_delete_context( )お
よび確認の呼出し gss_process_context( )のためのトークン仕様も定める。
Kerberos v5 GSS-API は Kerberos の巧妙で複雑な認証やデータ秘匿のメカ
ニズムを汎用的な API で抽象化し、クライアント／サーバーでのアプリケーシ
ョン間で、セッションの認証やメッセージの秘匿の標準的な手段を与える。
3.1.5 公開鍵による認証
3.1.5.1 TLS（RFC2246）
TLS （RFC2246
The TLS Protocol Version 1.0）は、Netscape
Communications 社が開発した SSL Version３を引き継いだ IETF の TLS ワー
キンググループにより規定された。現在のバージョンは、RFC2246
The TLS
Protocol Version 1.0 となっているが、The TLS Protocol Version
1.1(draft-ietf-tls-rfc2246-bis-02.txt)がドラフトとして検討されている。
TLS プロトコルは、インターネット上で安全な通信環境を提供するプロトコ
ルである。TLS プロトコルを使用することにより、TLS は、X.509 証明書を
利用することによって、通信の守秘性、認証、完全性を確保し、TCP/IP レイ
ヤの上で動作する様々なアプリケーションプロトコル (HTTP、LDAP、FTP、
TELNET 等) で利用できる。
TLS プロトコルは、TLS レコードプロトコルと TLS ハンドシェイクプロト
コルの２つから構成される。TLS の最下位に位置付けられる TLS レコードプ
ロトコルは、対称鍵暗号と鍵付き MAC を使って、データの機密性と完全性を
実現する。TLS レコードプロトコルは上位層プロトコルのデータユニットをカ
プセル化しており、上位層プロトコルに機密性と完全性を提供する。
TLS ハンドシェイクプロトコルは、TLS レコードレイヤの上位で処理される
プロトコルである。TLS ハンドシェイクプロトコルは、X.509 証明書を利用す
ることで、サーバーおよびクライアントの認証を行い第三者によるなりすまし
を防ぐ。クライアントの認証はオプションとなっており、サーバーのみの認証
とすることもできるが、本人認証では、このクライアント認証を使用する。
ここでは「認証」に関わる部分として TLS ハンドシェイクプロトコルについ
て記述する。
クライアント認証を含んだハンドシェイクプロトコルの流れを図 3-5 に示
す。
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(1) Client Hello
(2) Server Hello
(3) Certificate
(4) Server Key Exchange
(5) Certificate Request
(6) Server Hello Done

クライアント

(7) Certificate
(8) Client Key Exchange
(9) Certificate Verify

サーバ

(10) Change Cipher Spec
(11) Finished
(12) Change Cipher Spec
(13) Finished
アプリケーションデータ

図 3‑5 ハンドシェイクプロトコルの流れ

(1) Client Hello
通信の開始をサーバーに通知する。クライアントが利用可能な暗号と圧縮の
アルゴリズムの一覧を送信する。
(2) Server Hello
クライアントから受け取った暗号と圧縮のアルゴリズム一覧から使用するア
ルゴリズムを決定し、クライアントに通知する。
(3) Certificate
サーバー証明書からルート CA までの証明書チェーンを送信する。
(4) Server Key Exchange （省略可）
サーバーが証明書を持たない、若しくはサーバー証明書に鍵交換可能な公開
鍵が含まれない場合に使用する。
(5) Certificate Request （省略可）
サーバーが信頼するルート CA の一覧を付与し、証明書の提示を要求する。
これを行うことによって、双方向認証となる。
(6) Server Hello Done
クライアントに対して、Server Hello から始まる一連のメッセージが完了し
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たことを通知する。
ここまでで、サーバーとクライアントは、プロトコルのバージョン、セッシ
ョンの識別子、暗号と圧縮のアルゴリズムとパラメーターを合意する。またこ
のセッションで利用するランダム値を交換する。
(7) Certificate （省略可）
クライアント証明書をサーバーに送付する。(3) と同様に証明書チェーンも
送信する。
(8) Client Key Exchange
暗号化に使用するセッション鍵を生成するための情報（プリマスタシークレ
ット）を生成し、暗号化してサーバーに送信する。プリマスタシークレットの
暗号化には、サーバーの証明書に含まれる公開鍵を使用する。
(9) Certificate Verify （省略可）
クライアントは、今までに受信した Hello メッセージをクライアントの私有
鍵を使用して署名し、CertificateVerify メッセージを生成する。そしてサーバ
ーに送信する。
CertificateVerify メッセージを受け取ったサーバーは、クライアントから受
け取った証明書 (Certificate)の公開鍵 を使い、CertificateVerify メッセージの
署名の検証を行うことによりクライアントの認証を行う。
(10) [Change Cipher Spec]
クライアントは、プリマスタシークレットからマスタシークレットを生成し、
さらにマスタシークレットからセッション鍵を生成する。
次に、使用する暗号アルゴリズムの準備が整ったことをサーバーに通知する。
Change Cipher Spec は、ハンドシェイクプロトコルの一部ではなく、独立し
たプロトコル(Change Cipher Spec Protocol)となっている。
(11) Finished
鍵交換と認証処理が成功したことをサーバーに通知する。交換したセッショ
ン鍵を使い、メッセージを暗号化して送信する。
(12) [Change Cipher Spec]
サーバーは、クライアントから受信した暗号化されたプリマスタシークレッ
トを、自身の対称鍵を使い復号する。次に復号したプリマスタシークレットか
らマスタシークレットを生成し、さらにマスタシークレットからセッション鍵
（共通鍵）を生成する。このセッション鍵は、クライアントが生成したセッシ
ョン鍵と同じ鍵になる。
次に、使用する暗号アルゴリズムの準備が整ったことをクライアントに通知
する。
(13) Finished
鍵交換と認証処理が成功したことをサーバーに通知する。交換したセッショ
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ン鍵を使い、メッセージを暗号化して送信する。
以降は、アプリケーションのデータを、暗号化された状態で送受信すること
ができる。
(10) (12) におけるマスタシークレットからの鍵生成は、レコードプロトコル
において行われる。
TLS のクライアント認証は、上記にように X.509 証明書を使用したものであ
るが、スタンフォード大学で研究開発された SRP (Secure Remote Password)
を 使 用 し た も の が Draft と し て 提 出 さ れ て い る (Using SRP for TLS
Authentication draft-ietf-tls-srp-04)。
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3.1.5.2 ISO／IEC9798-3 認証 SASL メカニズム（RFC3163）
RFC3163：ISO/IEC 9798-3 Authentication SASL Mechanism は 2.3.2 で
紹介した ISO／IEC9798-3 公開鍵を用いた強い認証のメカニズムを用いて
SASL メカニズムで規定する。
この RFC3163 は ISO／IEC9798-3 のほかに FIPS PUB 196（Entity
Authentication Using Public Key Cryptography）もベースにして定義してい
る。SASL については 3.1.1.1 で RFC2222：Simple Authentication and
Security Layer (SASL))について解説した。
RFC3163 で定義しているメカニズムは公開鍵方式による X.509 を使った認
証がターゲットで、完全性や、機密性サービスは提供しない。
ここでは、ISO／IEC9798-3 で定めているチャレンジ／レスポンス方式とし
て乱数チャレンジを用いた認証方式についてのみ規定し、一方向認証、双方向
認証のための、データ構造を定義している。
また、使用する SASL タイプを
一方向認証： "9798-U-<algorithm>"
双方向認証： "9798-M-<algorithm>"
としている。
(1) TLS との比較
3.1.5.1 で述べた TLS 認証方式と比較すると、次のような利点がある。
・ シンプル：認証のみを定義することで TLS より極めて簡単になる
・ レイヤー化：SASL メカニズムは認証に関して純粋なプロトコルを
提供できる
・ プロキシ：TLS 認証はクライアントとサーバー間の認証で、クライ
アントとプロキシを介したバックエンドとの間でのエンド・エンド
の認証が出来ない。このメカニズムはエンド・エンドの認証を提供
する
・ 認証方式のアップグレード：TLS 認証はサーバー認証の後にクライ
アント認証がオプションとして提供される。本メカニズムは、クラ
イアント認証のみ、サーバ認証のみ、サーバー･クライアント認証な
ど自由な認証方式を選択可能にする。
(2) 一方向クライアント認証
ここでは一方向クライアント認証の手順を簡単に説明する。
・
・

サーバーは乱数チャレンジ R_B を生成しクライアントに送る
クライアントは乱数 R_A を生成し、TokenAB を作る。このトーク
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ンにはクライアントの証明書や乱数 R_B、R_A およびサーバーID
への署名を含む
・ クライアントはこのトークンをサーバに送る
・ サーバーはこのトークンを検証する、すなわち
TokenAB の署名の検証
サーバが送った乱数 R_B が正しいものかを検証
サーバーID が自身のサーバー識別子と同じかどうかの検証
をする。
(3) 双方向認証
上記のクライアント認証の手順は同じで、以下のサーバ認証の手順が加えら
れる。
・ サーバーはトークン TokenBA を作る。このトークンには、乱数 R_C、

・
・

サーバー証明書、乱数 R_A、R_B、T_C およびクライアント ID へ
の署名が含まれる
サーバーはこのトークンをクライアントに送る
クライアントはこのトークンを以下のように検証する
サーバーの署名検証
乱数 R_B が最初にサーバーから送られてきたものと同値かの検
証
乱数 R_A がクライアントの送ったものと同値かの検証
クライアント ID が自分の識別子と同じかどうかの検証

以下にここで用いるトークンのデータ構造を示す。ここでは TokenBA は用
途に応じて TokenBA1 と TokenBA2 に分けられる。
・TokenAB はクライアントが作成して、サーバーへ送る認証のためのデータ
で、一方向認証、双方向認証の両方で使われる。
・TokenBA1 は一方向認証、双方向認証の両方で使われ、サーバーによって
クライアントへ送られるデータである。TokenBA1 はランダム値とオプション
としてサーバー名、証明書情報を含む。
・TokenBA2 は双方向認証で使われ、サーバーによってクライアントへ送ら
れるデータである。TokenBA2 はランダム値、クライアントの名前（オプショ
ン）、証明書情報、署名が含まれる。
cert フィールドには RFC2459（現：RFC3280）で定義している証明書パス
を含む。
これらのトークンは DER エンコードされる。
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TokenAB ::= SEQUENCE {
randomA RandomNumber,
entityB [0] GeneralNames OPTIONAL,
certA
[1] CertData,
authID
[2] GeneralNames OPTIONAL,
signature SIGNATURE { TBSDataAB }
}
TokenBA1 ::= SEQUENCE {
randomB RandomNumber,
entityB [0] GeneralNames OPTIONAL,
certPref [1] SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF TrustedAuth
OPTIONAL
}
TokenBA2 ::= SEQUENCE {
randomC RandomNumber,
entityA [0] GeneralNames OPTIONAL,
certB
[1] CertData,
signature SIGNATURE { TBSDataBA }
}
ここで TokenBA1 に含まれる TrustedAuth はサーバーがクライアントに示
すトラストアンカー（信頼点）の情報のリストである。ここには CA 名、発行
者名のハッシュ値、発行者鍵のハッシュ値、CA 証明書、PKCS#15 の鍵ハッシ
ュ値が含まれる。
(4) 定義済みのアルゴリズム
ここで使われるアルゴリズムとしては以下の表 3-4
が定義可能となっている。
特に、RSA-SHA1-ENC を推奨している。
表 3‑4

アルゴリズム定義

アルゴリズム定義

Key

Object Id

Body

RSA-SHA1-ENC

1.2.840.113549.1.1.5

RSA

DSA-SHA1

1.2.840.10040.4.3

ANSI
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ECDSA-SHA1

1.2.840.10045.4.1

ANSI

(5) IMAP4 の例
以下の例は IMAP4 に本メカニスムを実装した例である。
S: * OK IMAP4 server ready
C: A001 AUTHENTICATE 9798-U-RSA-SHA1 //一方向認証
S: + MAoECBI4l1h5h0eY
//サーバーからの乱数
C:MIIBAgQIIxh5I0h5RYegD4INc2FzbC1yLXVzLmNvbaFPFk1odHRwOi
8vY2VydHMtci11cy5jb20vY2VydD9paD1odmNOQVFFRkJRQURnWUVBZ
2hBR2hZVFJna0ZqJnNuPUVQOXVFbFkzS0RlZ2pscjCBkzANBgkqhkiG9
w0BAQUFAAOBgQCkuC2GgtYcxGG1NEzLA4bh5lqJGOZySACMmc+mDr
V7A7KAgbpO2OuZpMCl7zvNt/L3OjQZatiX8d1XbuQ40l+g2TJzJt06o7ogo
mxdDwqlA/3zp2WMohlI0MotHmfDSWEDZmEYDEA3/eGgkWyi1v1lEVdF
uYmrTr8E4wE9hxdQrA==
//クライアントのトークン
S: A001 OK Welcome, 9798-U-RSA-SHA1 authenticated user: Magnus
//認証成功
この ISO9798 認証 SASL メカニズムはシンプルで、様々な認証プロトコル
への実装が可能な柔軟な方法である。ここでは認証のメカニズムのみを提供し
ているが、下位の IPsec と組み合わせて秘匿のメカニズムも実装することが出
来る。
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3.1.5.3 シンプル公開鍵 GSS-API メカニズム（SPKM、RFC2025）
SPKM （RFC2025）では、公開鍵方式によるセッションのセキュリティ・
メカニズム The Simple Public-Key GSS-API Mechanism (SPKM)を規定して
いる。
Kerberos V5（RFC1964）が対称鍵に基づく GSS-API におけるセキュリテ
ィメカニズムを規定しているのに対して、SPKM は公開鍵方式に基づいたセッ
ションの認証システムと秘匿の GSS-API メカニズムである。すなわち、セッ
ションのデジタル署名が gss_sign( )呼出しで行われ、データ秘匿が gss_seal( )
呼出しで行われる。
Kerberos V5 方式では相互の認証にタイムスタンプを用いてセッション鍵の
有効性をチェックする必要があるために鍵を利用するユーザーは時間の同期を
取る必要があることに対し、SPKM では同様なメカニズムをサポートすると同
時に、チャレンジ／レスポンス方式によるタイムスタンプを用いない一方向、
若しくは双方向認証もサポートする。
Kerberos V5 と SPKM はデータフォーマットとプロシージャーは同じ形式な
ので、Kerberos V5 が既に利用されている環境での実装が簡単にできる。
また、SPKM は特定の暗号アルゴリズムに制限されず、今後新しいアルゴリ
ズムにも対応できるように Algorithm 識別子を使用していることも特徴である。
SPKM の鍵管理は認証のフレームワークである X.509 や暗号メールの規格で
ある PEM(Private Enhanced Mail)と互換可能となっている。
SPKM は GSS-API に基づき、アプリケーション間でのセッションのトーク
ン、プロトコル、手順を定め、認証、鍵共有、データ完全性、秘匿をサポート
する。認証は ISO/IEC9798-3（公開鍵を用いた認証機構）に準拠したメカニズ
ムを用いている。２つのメカニズムがあり、コンテクストを確立するのに、
SPKM-1 はチャレンジ／レスポンス方式（乱数チャレンジ、レスポンス署名）
SPKM-2 はセキュアタイムスタンプを用いる方式
をサポートしている。
・ネゴシエーション
SPKM はコンテクスト確立に際して、イニシエータとターゲットは、認証や
署名、秘匿や鍵交換のためにどのようなアルゴリスムを使用するのか、SPKM-1
を用いるのか SPKM-2 を用いるのか、1 方向認証なのか双方向認証なのかを決
めるためにネゴシエーションを行う。ネゴシエーションが合意してはじめてコ
ンテクストが確立する。イニシエータはコンテクスト確立を要求するために
gss_init_sec_contxt( )呼出しを行い各種のトークンを投げる。ターゲットは
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gss_accept_sec_context( )でコンテクスト確立のトークンを返すか、又はエラ
ートークンを返す。
・メッセージ･トークン
gss_sign( )（GSS-APIv2 では gss_MIC( )を用いる）呼出しでイニシエータ
がトークンに署名し、gss_verifyMIC( )でターゲットが署名を検証することで
相手の認証を行う。このメカニズムは ISO/IEC9798-3 に従っている。
同様に暗号化については gss_wrap( )、復号化は gss_unwrap( )で行われる。
・コンテクスト終了トークン
確立したコンテクストは gss_delete_sec_context( )呼出しのトークンによっ
て終了させることが出来る。
SPKM は C 言語などにバインドされ、ハイレベルな API を提供する。例え
ば Sign(text)でテクストの署名が可能で、veryfy(sign、certificate)で署名が検
証できる。SPKM のユーザーは背後にある PKI の複雑な署名や署名検証の仕
組みを自ら制御することから開放され、PKI を用いた認証の仕組みやデータ秘
匿のアプリケーションを容易に実装できる。
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3.2. 暗号クレデンシャルとハードウェアトークン
3.2.1 暗号クレデンシャルの標準
暗号クレデンシャルに関連した標準は非常に多く存在する。以下のような分
類が考えられる。標準化に関連する団体も多岐にわたり、その関係がわかりづ
らい。それぞれの標準化団体は、それぞれ視点で標準化作業を行っている。以
下にその分類を示す。
(1) ハードウェアトークンなどの暗号クレデシャルの格納媒体との物理的
I/F
接触型 IC カードの規格である ISO/IEC7816[29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
[36] [37] [38] [39] [40] [41] が代表的な仕様であるが、色々なハードウェアト
ークンが出現する中、それぞれ異なった物理的 I/F を持っている。
(2) ハードウェアトークンなどの暗号クレデシャルの格納媒体との論理的
I/F
接触型 IC カード以外の、新しいハーウェアトークンでも、7816-4、8[33] [34]
[41] といった仕様を継承している場合が多い。
(3) 暗号クレデンシャルをアクセスする API
色々なレベルの暗号クレデンシャルのアクセスを仮想化した API が存在す
る。色々な暗号クレデンシャルの方針が出現する中、これらの暗号クレデンシ
ャルを意識することなく使用できる API は重要な役割を果たす。
(4) 高水準暗号クレデンシャル API
PKCS#11[24] 、Cryptographic API[25] などが汎用的な暗号クレデンシャ
ルの I/F を扱う API であるのに対して、目的を絞った高水準の API がある。
(5) 暗号クレデンシャルを交換するデータフォーマット
暗号クレデンシャル（証明書や鍵）をセキュアに配送するためのデータフォ
ーマットの標準がある。
(6) クレデンシャルの暗号化
暗号クレデンシャルをハードディスク上に格納する場合の暗号化の標準が
ある。
(7) クレデンシャルフォーマット
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暗号クレデンシャルを扱うアプリケーションは、ハードウェアトークンに暗
号クレデンシャルを格納する場合、そのファイルレイアウトを知る必要がある。
この暗号クレデンシャルのファイルフォーマットの標準化がある。
(8) 暗号クレデンシャルとのローミングプロトコルなど
暗号クレデンシャルをローミングサーバーに置く場合、署名者の環境へロー
ミングサーバーから暗号クレデンシャルを取得するセキュアなプロトコルが必
要になる。
(9) セキュリティ評価・認定
クレデンシャルを扱うハードウェアやソフトウェアは、その性格から高いセ
キュリティが要求される。そのためにセキュリティ評価や認定のフレームワー
クが必要になる。
(10) 暗号クレデンシャルを中心としたフレームワーク
特定のアプリケーションから独立した暗号クレデンシャルを中心としたフレ
ームワークがある。
図 3-6、図 3-7 に暗号クレデンシャル関係の標準の関係を、標準の一覧を表
3-5 に示す

ユーザ端末（ＰＣなど）
アプリケーション
ハードウェア
トークンはア
リスが保持
する。

ハードウェアトー
クン内の
クレデンシャル
フォーマット
PKCS#15

ヒューマン
インターフェース

高水準API BSIなど
セキュリティアプリケーション
ドライバレベルAPI
PKCS#11, MS CryptoAPI

ハードウェア
トークンなど

7816
など

ハードウェアトークン
ドライバ

図 3‑6 暗号クレデンシャルに関する標準の関係(1)
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ユーザ端末（ＰＣなど）
アプリケーション
パスワード
暗号クレデンシャル
PKCS#12
アリスのクレデンシャ
ルがPCなどのユーザ
端末に置かれる場合。

パスワードによる
クレデンシャルの
暗号化
PKCS#5

暗号
クレデンシャル

図 3‑7 暗号クレデンシャルに関する標準の関係(2)

表 3‑5

暗号クレデンシャルに関連した標準

標 準 カ テ ゴ 標準
リ
物理的 I/F

標準の概要

ISO/IEC7816[29] [30] [31] 色々なハードウェアトークンが
出現する中、ハードウェアトーク
[32]
ISO/IEC10536 [83] [84] [85] ンとの I/F の種類も増えている。
ISO/IEC14443[86] [87] [88]
[89]
ISO/IEC15693[90] [91] [92]

論理的 I/F
ISO/IEC7816-4[33] [34]
カ ー ド エ ッ ISO/IEC7816-8[41]
ジ I/F

接触型の IC カードの仕様である
7816 のデータフォーマットは、
接触型 IC カード以外でも広く使
用されている。

API

多くのアプリケーションは、
PKCS#11[24]
Microsoft
Cryptography PKCS#11、Cryptography API な
どといった API を介して暗号ク
API[25]
レデンシャルをアクセスする。代
Java JCE[21]
表的なものに、PKCS#11、 MS
Cryptography API がある。

高水準 API

GSC-IS BSI[101]
GSSAPI

ク レ デ ン シ PKCS#12[19]
ャル
交換フォー
マット

認証局が証明書ユーザーの鍵生
成などを行う場合において IC カ
ードで
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ク レ デ ン シ PKCS#5(RFC2898)[20]
ャルの
暗号化

パスワードでの暗号化

暗号
PKCS#15[18]
ク レ デ ン シ ISO/IEC7816-15(審議中)
ャル
フォーマッ
ト

ハードウェアトークンの中のフ
ォーマットの標準

ローミング
プロトコル

RFC3157 など[22] [23]

RFC3157 は暗号クレデンシャル
に対するローミングの要件の
Information RFC であり、プロト
コル自体ではない。

セ キ ュ リ テ FIPS140[94] [95]
ィ
ISO/IEC15408[96] [97] [98]
評価･認定
SSCD[99] [100]

Federal Information Processing
Standards
SSCD(Secure
Signature
Creation Device)

フ レ ー ム ワ GSC-IS[101]
ーク
OSCIE [102]

GSC-IS(Government Smart Card
Interoperability Specification)

OSCIE(Open
Smart
Card
Infrastructure for Europe)
3.2.2 色々なハードウェアトークン
ハードウェアトークン、又は、暗号トークンは、暗号クレデンシャルをセキ
ュアに格納する媒体である。ハードウェアトークンの代表格は IC カード（ス
マート）カードであるが、他のハードウェアトークンも色々なものが出現して
いる。IC カードにおいても、これまで、接触型 IC カードがハードウェアトー
クンとして多く使用されてきたが、非接触型 IC カードのハードウェアトーク
ンも使われ始めている。
当然のことながら、これらのハードウェアトークンは、このハードウェアト
ークンの種別毎に別々の物理的なインターフェースを持っている。そのためハ
ードウェアトークンを使える環境は、ハードウェアトークンの種類毎に異なる。
非接触型 IC カードでは、いくつかの互換性のない標準も存在する。
多くのハードウェアトークンをアクセスするためのドライバを用意しており
PC 上では、PKCS#11､Cryptography API などの暗号クレデンシャルをアクセ
スするための API を介して使用する（図 3-8）。
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PKI
アプリケーション
S/MIME
IPsec
XML署名
etc..

インターフェース
モジュール
PKCS#11
MS CSP

ハードウェアトークン
I/O

CPU

メモリ

署名要求など
署名の計算結果などを返す

図 3‑8

99

私有鍵

本人認証技術の現状に関する調査

表 3‑6
種類

物理的
I/F

ハードウェアトークン一覧

標 準 ＆ 標 備考（特徴）
準化団体

接触型
ISO/IEC
IC カ ー 7816‑1
ド
7816‑2
7816‑3

ISO/IEC

古くから使用されているため電子政府など
でも標準的なハードウェアトークンとして
見られている。IC カードの形状なども標準化
されており、表面に写真などの印刷して ID
カードなどの用途にも使用しやすい。その一
方歴史がある分、多くの派生した仕様が存在
し、相互運用性の確保に問題がある。PC など
で使用する場合、カードリーダなどが必要に
なる。

非接触型 ISO/IEC
IC カ ー 10536
ド
14443
15693

ISO/IEC

公的個人認証基盤の証明書が格納可能であ
るとされている住基カードでは、非接触型 IC
カードが使用されている。

USB
USB
トークン

‑

物理的 I/F が USB であり、形状がカードであ
る以外、論理的面では接触型の IC カードと
の類似点が多い。実際、IC カードと同じチッ
プで USB I/F を追加して実装したものが多
い。多くのノートパソコンが USB の I/F を持
っているため、IC カードを使用する場合必要
になるカードリーダが不要であるという特
徴と持つ。

MOPASS

PC や PDA で標準実装されつつあるメモリカー
ドストットを利用したハードウェアトーク
ン。SD メモリなどの仕様を拡張して実装され
る予定。IC カードなどに比べ、大きなメモリ
が特徴となっている。

Dongle

MOPASS
カード

メモリ
カード
スロット

TCPA/TPM マ ザ ー ボ TCPA(Tru
ー ド に 直 sted
付
Computin
g
Platform

TPM (Trusted Platform Module)は TCPA が策
定したものであり、PC に TPM に準拠した IC
を取り付けて、暗号化・復号化、署名の検証
などを行うものである。ノートパソコンなど
のマザーボード上に実装されるためハード
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Alliance
)

ウェアトークンではないかも知れないが、PP
も整備されており EAL3+認定製品が出現する
など、暗号クレデンシャルの格納媒体として
のセキュリティ要件を備えた製品が出現し
ている。

3.2.3 ISO/IEC 7816
暗号クレデンシャルを格納するために使用されている最も一般的なハードウ
ェアトークンは IC カードである。IC カードは、接触型 IC カードと非接触 IC
カードに分類されるが、ISO/IEC7816[29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
[38] [39] [40] [41] は、外部端子付き IC カード、いわゆる接触型 IC カードに
関する国際標準である。ISO/IEC 7816 は 10 パートで構成されているが、パー
ト４以降は、非接触型 IC カードなど、接触型 IC カード以外のハードウェアト
ークンでも参照されている場合が多い。
パート 1 物理的特性(1998)：ISO7810、7813 と併せて、物理的な寸法や
機械的電磁的耐性を規定。国内規格は JIS X6303 が対応する。
パート 2 端子位置(1999)：端子の位置や電気的特性を規定。国内規格は
JIS X6303 が対応する。
パート 3 電気信号及び伝送プロトコル(1997)：電源電圧電流とリセッ
ト・アクティベーションなどのプロトコルを規定。国内規格は JIS X6304
が対応する。
改訂 1 (2002)：3 つの電源電圧を規定
パート 4 共通コマンド(1995)：アクセス及びセキュリティに関する共通
コマンドを規定。国内規格は JIS X6306 が対応する。
改訂 1(1997)：セキュアメッセージングに関する規定
パート 5 アプリケーション ID の付番システム及び登録手続(1994)：ア
プリケーション ID(AID)に関する規定。国内規格は JIS X6308 が対応す
る。
改訂 1(1996)：
パート 6 共通データ要素(1996)：装置やトランザクション データの物理
的な転送、リセットに対する応答、伝送プロトコルを規定。国内規格は
JIS X6307 が対応する。
改訂 1(2000)：IC 製造業者の登録
パート 7 SCQL データベース関連コマンド(1999)：カードデータにアク
セスするための SQL に似たクエリ言語に関する規定。
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パート 8 セキュリティ関連高機能コマンド(1999)：セキュリティに関す
る詳細コマンドを規定。国内規格は JIS X6300-8 が対応する。
パート 9 追加高機能コマンド(2000)：国内規格は JIS X6300-9 が対応す
る。
パート 10 同期式応答カードの電気信号とアンサーツーリセット
(1999)：同期カードに関する規定。
さらに、
「パート 11 バイオメトリクス手法を用いた個人認証」「パート 12
USB インターフェース」
「パート 13 IC 製造者の登録」
「パート 15 暗号情報ア
プリケーション」が現在策定作業中である。外部端子なし(非接触型)の IC カー
ドについては、ISO/IEC 10536(JIS X6321)、同 14443(同 X6322)、同 15693(同
X6323)で物理部分が標準化され、上位の共通コマンド等の規定は
ISO/IEC7816 のパート 4 以降に準じたものとなっている。
IC カードにおけるデータの論理構造は ISO/IEC7816-4 で規定されている。
IC カード上のファイルには主ファイル(MF: master file)、専用ファイル(DF:
dedicated file)、基礎ファイル(EF: elementary files )があり、それぞれ
Windows でのルートフォルダ、フォルダ、ファイルに相当する(図 3-9)。 暗
号クレデンシャルの実体である、鍵や証明書は、この EF に格納される。

EF
EF

DF

DF

EF

MF
EF

EF

DF

EF

EF

DF

図 3‑9 論理ファイルの構造

ISO/IEC7816-4 では、カードとリーダ間のメッセージ構造も規定している。
アプリケーションとカードとの通信は、アプリケーションがコマンドを送信し、
カードがレスポンスを返送することで構成される(コマンド・レスポンスペア)。
コマンドメッセージとレスポンスメッセージをまとめてアプリケーションプロ
トコルデータユニット(APDU)とよぶ。コマンド APDU とレスポンス APDU
の構成を表 3-7 、表 3-8 に示す。
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表 3‑7

コマンド APDU の内容

コード

名称

長さ

説明

CLA
INS
P1
P2

クラス
命令
パラメタ 1
パラメタ 2

1 バイト
1 バイト
1 バイト
1 バイト

命令のクラス
命令コード
命令パラメタ 1
命令パラメタ 2

Lc 部

長さ

可 変 (3 バ イ ト 以 データ部のバイト数
下)

デ ー タ データ
部

可変(=Lc バイト)

Le 部

可 変 (3 バ イ ト 以 レスポンスに期待される
下)
最大データ長さ

長さ

表 3‑8
コード

名称

デ ー タ データ
部
SW1
SW2

送信データのバイト列

レスポンス APDU の内容

長さ

説明

可変(=Lr バイト)

受信データのバイト列

ステータス 1 バイト
1 バイト
1
ステータス

コマンド処理状態
コマンド処理修飾子

2
データの保護に関しては、パート 4 におけるセキュアメッセージング(SM)
及びパート 8 におけるセキュリティ環境(SE)とセキュリティコマンドが定めら
れている。セキュアメッセージングは、IC カードとリーダとの間のメッセージ
データの機密保持、データの完全性確保、送信者の認証を行うためのものであ
る。ISO/7816-4 では、データの機密化などに用いられるアルゴリズムの指定方
法、すなわち、アルゴリズムを選定するためのフィールドと、アルゴリズムを
使用するにあたっての鍵インデックスを指定するためのフィールドを規定して
いる。セキュリティ環境は、セキュアメッセージング及び ISO/IEC7816-8 で
定められた拡張セキュアメッセージングに対する論理的なコンテナであり、ア
ルゴリズムと鍵インデックスをまとめて管理できるようにしたものである。セ
キュリティコマンドとしては、(1)チェックサムの計算と検証、(2)署名の作成と
検証、(3)ハッシュの計算、(4)証明書の検証、(5)暗号化・復号化といったコマ
ンドを規定している。
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ISO/IEC7816-15 は暗号クレデンシャルを IC カード内に配置する方法につ
いて規定しようとしているもので、PKCS#15 を IC カードに適合させた規格に
なる方針である。
図 3-10 に、ISO/IEC7816 をサポートしたハードウェアトークンに暗号クレ
デンシャルを格納した例を示す。

MF
3F00

DF(PKI)

カードホルダの
カードホルダの
証明書
証明書

CA証明書
CA証明書

RSA私有鍵
RSA私有鍵

図 3‑10 ISO/IEC7816 論理ファイル構成における暗号クレデンシャルの配置例

3.2.4 PKCS#11
PKCS は米 RSA 研究所が作成した仕様で、公開鍵暗号の普及を目的とした
ものである。1991 年から発行が始まり、現在はパート 1 からパート 15 まで 12
パートが発表されている。PKCS 文書は広く参照され、実装されてきているほ
か、ANSI X9、PKIX、SET、S/MIME、SSL といった多くの標準の一部とな
っている。PKCS#11「暗号トークンに関するインターフェース標準」[24] は、
暗号クレデンシャルの保持と暗号機能を実行するハードウェアトークンに対す
る「Cryptoki」と呼ばれるアプリケーションプログラムインターフェース(API)
を規定する。暗号クレデンシャルとは暗号化鍵や証明書などであり、IC カード
は PKCS#11 を利用することがある代表的なハードウェアトークンである。
PKCS#11 は 1994 年 1 月に公開され、バージョン 1.0 は 1995 年 4 月にリリー
スされた。現在は 2001 年 11 月にリリースされたバージョン 2.11 が最新バー
ジョンとなっている。
PKCS#11 はハードウェアトークンに依存せず、複数のアプリケーションが
複数のハードウェアトークンにアクセスするリソースの共有を目標とし、アプ
リケーションに対して暗号トークンの論理的な共通ビューを与える。オブジェ
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クト指向アプローチを採用し、鍵管理(C_GenerateKeyPair 関数など)、暗号処
理(C_Encrypt 関数など)、ディジタル署名(C_Sign 関数など)、一般処理を対象
として 68 個の C 言語形式の関数が用意されている。また、RSA や DES、楕
円曲線といった暗号アルゴリズムのパラメータ変数についても規定している。
PKCS#11 は、暗号クレデンシャルをアクセスするインターフェースを定義
するもので、ハードウェアトークンの暗号機能の実装方法を指定するものでは
ない。また PKCS#11 のすべての仕様が完全に実装されるとは限らない。
PKCS#11 の認定を行う機関があるわけではなく、仕様の枠組みの中でターゲ
ットとするハードウェア又はソフトウェアが持つ機能のみをサポートするよう
に実装する場合が多いからである。同様にアルゴリズムもサブセットのみをサ
ポートする場合がある。このような実装ごとの差異が相互運用性の阻害要因、
すなわちアプリケーションが特定のカードに依存してしまう場合が多いことに
注意が必要である。

PKCS#11をサポート
したアプリケーション

PKCS#11をサポート
したアプリケーション
PKCS#11 API

PKCS#11インターフェースモジュール

暗号クレデンシャル
（ハードウェアトークン）

図 3‑11
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3.2.5 Microsoft CryptoAPI
Microsoft CryptoAPI[25] は、マイクロソフト Windows プラットフォーム
におけるデファクトのセキュリティサービス API 標準と言える。PKCS#11 と
同様、暗号クレデンシャルに関するインターフェースも提供する。CryptoAPI
は、基本機能として、暗号鍵の生成・交換・保管、暗号化と復号化、ハッシュ
の生成とディジタル署名の生成・検証という機能をもつ。証明書機能として
CRL (Certificate Revocation List、 証明書失効リスト)の管理、CTL
(Certificate Trust List、 証明書信頼リスト)の管理、証明書チェーンの検証機
能などをもっている。メッセージ機能は PKCS#7 メッセージを操作する。メッ
セージとメッセージデータの暗号化と復号化、メッセージとメッセージデータ
への署名、署名つきメッセージの検証を行う。
CryptoAPI 2.0 では、アプリケーションのインターフェースだけでなく、暗
号機能を実行するサービスプロバイダーへのインターフェースである
CryptoSPI(Cryptographic System Program Interface)を持っており、この
CryptoSPI を使ってカスタマイズされた CSP(Cryptographic Service
Provider)を組み込むことができる。図 3-12 に CryptoAPI 2.0 の構成を示す。

アプリケーション

アプリケーション

Win32 API

アプリケーション

アプリケーション層

CryptoAPI

ＯＳ

システム層

CryptoSPI

ServiceProvider
(SP)

CryptoSP
(CSP)

CryptoSP
(CSP)

サービス
プロバイダ層

図 3‑12 CryptoAPI 2.0 の構成図
マイクロソフトの Windows では、標準で、ハードディスクに暗号クレデン
シャルを格納する CSP を提供している。その他のハードウェアトーンや、ソ
フトウェアートークンで Microsoft CryptoAPI の使ったアプリケーションをサ
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ポートしようとした場合、専用の CSP を使うことになる。図 3-13 に CryptoAPI
を使用したアプリケーション、ハードウェアトークン、ハードウェアトークン
に対応した CSP の関係を示す。
CryptoAPIをサポート
したアプリケーション

CryptoAPIをサポート
したアプリケーション
Crypto API
OS
Crypto SPI
専用CSP

ハードウェアトークン

図 3‑13 ハードウェアトークンを利用した場合のアーキテクチャ

3.2.6 PKCS#15
PKCS#15「暗号トークン情報シンタックス標準」[18] は、の CSP や
PKCS#11 などのドライバから見たハードウェアトークン上のクレデンシャル
の見え方(ビュー)を規定するものである。PKCS#15 は 1999 年 4 月にバージョ
ン 1.0 がリリースされ、現在は 2000 年 6 月にリリースされたバージョン 1.1
が最新バージョンとなっている。PKCS#15 に基づいて ISO/IEC 7816-15 が策
定中である。ISO/IEC7816 は IC カードに関する規格であるので、ハードウェ
アトークンを特定しない規格である PKCS#15 のほうがより一般的な規格とな
っている。
IC カードの互換性は、7816-4 などで規定される APDU コマンドの標準化と
捉えられることが多い。しかし、これは、カードをパーソナライズされる前の
ホワイトカードの話であって、パーソナライズされた IC カードは、特定のア
プリケーションに依存したファイル構造を持つ場合が多い。このファイル構造
を知ることが出来なければ、この IC カードを使用することはできない。
こうしたことから、PKCS#11 や CryptoAPI といった API だけでは、プラッ
トフォームを越えたポータビリティは実現できない。ハードウェアトークンの
場合、ハードウェアごとに異なったドライバが必要な状況では、トークンを使
うプラットフォームごとに対応したドライバのインストールが必要である。
PKCS#15 はトークンに記憶される暗号オブジェクトの共通フォーマットを
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定義して、暗号クレデンシャルが相互運用しやすくするものである。PKCS#15
を実装しているハードウェアトークンに記憶されているデータは、実際には異
なった内部フォーマットで実装されているかもしれないが、ハードウェアトー
クンを使用するいずれのアプリケーションに対しても同じように見える。
PKCS#15 の実装は、カードの内部フォーマットとアプリケーションが期待す
るフォーマットの翻訳を行うインタプリタとして機能する。
PKCS#15 は、トークン上の鍵や証明書をデータ構造、ファイルの内容、デ
ィレクトリ構造といった比較的高レベルな抽象概念でどう記述するか、すなわ
ちトークン情報を格納する基礎ファイルの構成と、それらの階層構造を定義し
ている。主ファイル(MF)の中に PKCS#15 専用ファイル(DF)を配置し、すべて
のトークン情報はその下に基礎ファイル(EF)として配置される()。なかでもオ
ブジェクトディレクトリファイル(ODF)は必須の基礎ファイルであり、他の基
礎ファイル(私有鍵ディレクトリファイル(PrKDF)、証明書ディレクトリファイ
ル(CDF)など)へのポインタを格納している。また TokenInfo 基礎ファイルは、
カードのシリアル番号やサポートしているアルゴリズムなど、トークンの情報
を格納するファイルであると規定している。PKCS#15 は、それぞれの基礎フ
ァイルの内容を記述するための ASN.1 シンタックスも定めている。

MF
DF(PKCS#15)
EF(ODF

EF(PrKDF)

EF(CDF)

その他の
EF(TokonInfo

図 3‑14 典型的な PKCS#15 レイアウト

3.2.7 Java Card
Java Card は米サンマイクロシステムズ社が策定した IC カードのマルチア
プリケーション OS の仕様である[26] [27] [28] 。1997 年 4 月に発足した Java
Card Forum で策定が進められ、現在は 2002 年 4 月に発行されたバージョン
2.2 が最新版となっている。
Java Card はメモリの限られた IC カード上で Java 仮想マシン(Java VM)
を動作させるための技術である。Java 仮想マシンは IC チップごとに異なる命
令セットの違いを吸収し、アプレットと呼ばれるアプリケーションに対して標
準化された API を提供する。これによって Java API に対応したアプリケーシ
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ョンは IC チップの種類を意識することなく Java Card に対応した IC カード
上で動作することができる。Java Card のような規格の登場により、それまで
IC チップ固有の命令セットをアプリケーションが直接呼び出していた時期に
比べて、相互運用性が向上した。
アプリケーション

アプリケーション

Java API
JavaVM
IC チップ
図 3‑16

GlobalPlatform は、Java Card を代表とするマルチアプリケーション対応の
IC カードに関する仕様を定めようとする団体である。GlobalPlatform は Visa
Open Platform (VOP)を母体として 1999 年に設立され、IC チップ製造者から
アプリケーションベンダーまで業界横断的なメンバーで構成されている。ここ
では、アプリケーションを追加したり削除したりする場合に信頼できるアプリ
ケーションを安全に IC カード上に追加するための手順に関するガイドライン
を定めている点が特に注目される。これは、カードが利用者に渡る前のアプリ
ケーション登録(Pre Issuance)だけでなく、カードが利用者に渡された後のア
プリケーション追加・変更(Post Issuance)の際にも参照される。
IC カードチップの演算能力が高まるにつれ、IC カードチップ上でバイオメ
トリクス認証処理を行うことが現実的なものとなってきた。Java Card
Biometric API は、Java Card プラットフォーム上でバイオメトリクス認証を
行うための Java クラス・インターフェースを定義したものである。バイオメ
トリクス情報を IC カードの外部に露出することなく認証処理が行えることは、
プライバシーの観点から非常に有効であり、Java Card Biometric API の普及
により、バイオメトリクス技術とバイオメトリクスアプリケーションの相互運
用性の確保が期待される。
Java Card と同様の目的をもったマルチアプリケーション OS としては、
MULTOS コンソーシアムが策定した MULTOS OS がある。GlobalPlatform
が策定される以前の Java Card に比べてアプリケーション追加のセキュリティ
が高いと言われていたことにより、金融系のシステムには好んで使われている。
しかしながら、Java Card 対応のアプリケーションの作成時に一般的な Java
アプレット開発スキルが利用できることと、すべてを一元管理する MULTOS
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と対照的なアプリケーション管理のオープン性により、Java Card がデファク
トスタンダードとしての地位を築きつつある状況である。MULTOS からは
Global Platform の委員会へ参加しており、今後数年の間に両者は統合してい
く方向にあると見られる。
3.2.8 ソフトウェアトークン
インターネットなどネットワーク環境での情報利用が普及してきている現在
では、セキュアなアプリケーションを異なる場所や異なるデバイスなどの環境
で同様に使いたいという要求がある。例えば、自分宛の暗号化されたディジタ
ル署名付きのメールをある時はデスクトップで、またある時は出先でのノート
PC や PDA で、あるいは携帯電話で送付したり受信したりしたい。この場合、
自分の同じクレデンシャルを使う必要がある。クレデンシャルが１つのデバイ
スなどに固定していたのではこのような要求に応えられず、クレデンシャルの
移動性が望まれる。IC カードはクレデンシャルの格納媒体としてセキュアで携
帯性に富んだ特長をもつ。しかし、すべてのデバイスなどが IC カードをサポ
ートしているわけではない。
このような要求に応える方法がソフトウェアトークンである。ソフトウェア
トークンはローミングともよばれ、次の 2 つの方法が考えられる。
クレデンシャルサーバー：セキュアなクレデンシャルサーバーが管理する
リポジトリにクレデンシャルを格納し、正当なユーザーのみがエンドエン
ティティのデバイスなどに自分のクレデンシャルをダウンロードする
ピア・ツー・ピア：1 つのデバイスなどに格納されているクレデンシャル
を他の任意のデバイスなどへピア・ツー・ピアで移動させる
IETF のセキュリティ分野の SACRED（Security Available Credential）WG
ではこのような要求に応えるため、エンドユーザーが自分のクレデンシャル（一
般的には鍵ペアや証明書の集まり）をデバイス等に関わらず、セキュアにどこ
からでも登録・取得・更新できるフレームワークとプロトコルの標準化を行っ
ている。既に 2003 年２月時点で要件としての RFC3157 とフレームワークや
プロトコルなどの２つのドラフトが検討されている。
Securely Available Credentials - Requirements (RFC 3157)
Securely Available Credentials - Credential Server Framework (ドラ
フト)
Securely Available Credentials Protocol (ドラフト)
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クレデンシャル・サーバー方式はネットワーク上のオンラインサーバーにク
レデンシャルを格納するので、スマートカードのクレデンシャル格納に較べて
セキュリティ上の脅威が大きい。攻撃者は、なりすまし、盗聴、トロイの馬、
さらにサービス否定の攻撃を浴びせるかもしれない。したがってクレデンシャ
ル･サーバーのプロトコルは考えられる十分なセキュリティ対策が立てられて
いなければならない。しかし、クレデンシャル･サーバー方式は、IC カードに
較べて幾つかの利点も持っている。IC カードの場合、より安全であるが、紛失
や破損に対してバックアップ手段を持たないので再発行しなければならない。
暗号ファイルの場合は他にバックアップを持っていなければ永久にファイルを
復号できなくなってしまう。これに対して、クレデンシャル・サーバー方式は、
セキュリティに関しては IC カードに較べて問題が多いが、クレデンシャルの
紛失や破損という問題は軽減される。多くのユーザーをサポートする環境では
コスト的なメリットもある。
クレデンシャル･サーバーからのクレデンシャルの配信は、この機能をサーバ
ーとクライアントのプロトコルとして１つ定めれば良いのに対して、ピア・ツ
ー・ピアのプロトコルを定めるのは多くのデバイスなどを想定した場合、それ
ぞれが異なる環境を有しているので難しい。現在ドラフトとして検討されてい
るのはクレデンシャル･サーバーに対するもののみである。
クレデンシャル･サーバーは、信頼できるサーバーで、クレデンシャルのダウ
ンロード・アップロードに対してユーザーの認証、通信路の秘匿と完全性を保
証しなければならない。現在検討されているプロトコルは、クレデンシャル･
サーバーは図 3-17 に示すように、クレデンシャルのダウンロード・アップロ
ードのセキュリティを確保するためにユーザーの認証を司り、クレデンシャル
そのものはバックエンドのリポジトリに暗号化して格納しておく方式が考えら
れている。クライアントはクレデンシャル･サーバーにアクセスするために双方
向の TLS 認証を行い、通信路のセキュリティを確保する。クレデンシャルの暗
号化についてはユーザーの強いパスワードによる暗号化を行う（パスワードか
ら共通鍵の暗号鍵を生成し、これによってクレデンシャルを暗号化する）
。パス
ワードはネットワークを流れることはない。
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双方向認証
セキュアなチャンネル

クライアント

クレデンシャルサーバー
アクセス権限
クレデンシャル

リポジトリ
クレデンシャル格納

ダウンロード
LDAP など

図 3‑17 クレデンシャル・サーバーの仕組み

プロトコルにはクレデンシャルのフォーマットについても検討がなされてい
る。現在 PKI の各種のアプリケーションでは独自のクレデンシャル･フォーマ
ットが使われている（Web 環境では PKCS#12 など）ので、このクレデンシャ
ル･サーバーで用いるファイルフォーマットはこれらの既存のフォーマットか
ら独立したものが検討されている（PKCS#15 ベース）。また鍵管理には XKMS
を使うことが提案されている。
クレデンシャルはユーザーのパスワードから導出した暗号鍵で暗号化されて
いるので、例えサーバーやリポジトリの管理者といえどもユーザーのクレデン
シャルの平文を取り出すことは出来ない。ユーザーのクレデンシャルはパスワ
ードを知っているユーザーのみがクレデンシャルを使用することが出来る。
3.2.9 FIPS140
FIPS とは Federal Information Processing Standards の略で、米国連邦政
府が採用している商務省連邦情報処理規格を記した刊行物シリーズのことであ
る。連邦政府の諸部門が用いるコンピュータや通信システムなどのデータ処理
分野について、システムの統一と維持を図るもので、ハードウェア/ソフトウェ
ア、データ、コンピュータ・セキュリティ、通信などのカテゴリ別に、それぞ
れの技術標準と運用基準を NIST の Security Technology Group がまとめて
いる。
FIPS140[94] [95] は NIST のもとでコンピュータや通信システムに用いる
暗号モジュールのセキュリティ要件を規定しており、この規定は米国政府機関
が用いる暗号を用いたセキュリティシステムの調達の基準に適用される。この
規定はハードウェア部品又はモジュール、ソフトウェアプログラム又はモジュ
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ール、コンピュータファームウェアやこれらの組み合わせたものに適用される。
FIPS140 の認定は暗号アルゴリズム、暗号学的鍵生成アルゴリズム、鍵配布技
術及び認証技術に適用される。FIPS140 はセキュリティの品質をレベル 1、 レ
ベル 2、 レベル 3、 レベル 4 に区分されている。
レベル 1 では最下位の基本的セキュリティ要件を規定していて、物理的セキ
ュリティは含まない。対象は IC カードや暗号ボード、暗号ソフトウェア等で
ある。
レベル 2 は Security レベル 1 に物理的なセキュリティ（シール、コーディ
ング等、耐タンパ性を持つもの）を加えたものである。また、特定操作ではオ
ペレータの認証をする機能を提供する。
レベル 3 は、Security レベル 2 の物理的なセキュリティを強化したもので、
モジュール内部の暗号鍵やセキュリティパラメータにアクセスしようとした時、
それを阻止する機能（例：カバーを開けようとしたら内部のセキュリティパラ
メータは自己消去）を持ち、セキュリティパラメータのデータの入出力では他
のデータ入出力ポートと物理的に分離しなければいけない。そしてセキュリテ
ィパラメータの入出力は暗号化されたものか、直接入出力されるものでなくて
はならない。
レベル 4 は security レベル 3 をさらに強化したものである。不正アクセス
の検知機能をもち、アクセスに対してはセキュリティパラメータを自己消去す
る。環境条件の変動に対しての保護機能をもつ（電圧、温度等の変化に反応）。
レベル 1 及び、レベル 2 は、本人認証などに使用するハードウェアトーク
ンの認定などで使用されている。例えば、国防総省(DoD)が進める
CAC(Common Access Card)仕様の標準 ID カードの調達では、FIPS140 レベ
ル 2 の認定を要求している。この CAC 仕様の標準 ID カードには、DoD のク
ラス 3 という証明書が格納される。
レベル 3、レベル 4 は、認証局の署名鍵を扱う HSM(Hardware Security
Module)の認定などによく使用される。日本の府省認証局などの調達仕様では、
認証局の HSM に FIPS140 レベル 3 相当以上といった要求を行っている。
FIPS140 は定期的に（5 年以内）見直しが行われるべきといわれており、2001
年 5 月に FIPS140-1 が FIPS140-2 に更新された。FIPS140-2 での変更点を以
下に記述する。
(1) 暗号モジュールに関するセクションに暗号アルゴリズムとセキュリティ
ファンクションに関する記述が追加された。
(2) モジュールインターフェースで平文入出力を他のタイプの入出力と分け
ることを要件とした。FIPS140-1 ではセキュリティレベル 3 から平文入出力は
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物理的にポートを分離させることを要件としていたが、FIPS140-2 では物理ポ
ートの分類は必要ではなく、信頼できる経路を使って論理的に分離することを
要求するようになった。
(3) 目的とサービスでは推測される可能性のある認証データ（パスワード等）
に対するメカニズムの強化が追加された。
(4) FIPS140-1 で有限状態マシンとなっていたセクションが、マシンに関す
る要求と受け取られるため、ソフトウェアに対しても要求することから、有限
状態モデルに変更された。
(5) 物理セキュリティセクションではサブセクションを再構成した。
FIPS140-1 はモジュールに対する規定を 3 つのサブセクションに分け、さらに
セキュリティレベル 4 では EFP（Environment Failure Protection ）/EFT
（Environment Failure Testing）のセクションがある。FIPS140-2 では、よ
り目的を明確にするために全て（レベル１からレベル 4）に該当する要求は削
除した。さらに、シングルチップとマルチチップに関する保護されたモジュー
ルの封印についての要求が追加された。
(6) OS のセキュリティでは FIPS140-1 で使用していた TCSEC のセキュリ
ティレベルを取りやめ、Common Criteria for Information Technology
Security Evaluation（CC）、ISO/IEC15408:19999 を参考にすることにした。
(7) 鍵管理では無線通信の Over-The-Air-Rekeying(OTAR)への要求を追加
した。
(8) EMI / EMC（Electromagnetic Interference/Electromagnetic
Compatibility）
Federal Communications Commission (FCC)におけるマイナーチェンジを
反映させた。
(9) 自己テストでは 4 統計学上に基づくランダムナンバー生成のテストを追
加した。FIPS140-1 は 4 つのうち 1 つだけ要求しており、FIPS140-1 では電源
投入時のみのテストであった。
(10) 設計では今まで、ソフトウェアに関する要求のみだったものを、ソフト
ウェア、ハードウェア、ファームウェアに関して要求するようになった。また、
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ソースコードのレビュー、設定管理、配布方法、初期化、についても要求する。
(11) 攻撃に関する記述が新しく FIPS140-2 で追加された。さまざまな暗号
アタックについての要求、推奨、情報が書いてある。
3.2.10 SSCD
SSCD は Secure Signature-Creation Devices の略で、暗号クレデンシャル
を格納して署名を行う装置である。欧州における暗号クレデンシャルを扱うハ
ードウェアトークンの要求仕様となっている。
一般に電子署名のセキュリティは、主に 4 つのセキュリティ要素から成り立
つ。
(1)
(2)
(3)
(4)

安全な証明書の記載内容
認証局の安全な本人確認と安全な運用
証明書ユーザーの安全な鍵の使用と管理
証明書（及び署名）検証者の適切な証明書（及び署名）検証の手続

多くの国で電子署名を手書き署名や押印と同等に扱うための電子署名法が成
立している。しかし、電子署名が十分に安全に使えるためには以上の 4 つの観
点からのバランスの取れたセキュリティ対策が取られなければならない。日本
の電子署名法は上記の(2)についての法的基準が認定認証機関に対して定めら
れているが、(1)の実用レベルでの証明書記載内容や、特に重要な(3)の証明ユー
ザーの鍵生成や鍵管理の基準や、(4)の署名検証者の適切な署名検証方法に付い
ては何も規定されていない。
欧州の EU Directive（EU の電子署名法の基準）には上記４つの要素が EU
Directive の Annex に記載されている。欧州ではこの EU Directive に沿って
EESSI（European Electronic Signature Standardization Initiative）が設立
され、法的に有効な電子署名をサポートするための標準化活動が組織された。
実際の標準化活動は CEN/ISSS と ETSI が担当している。(1)については QC
（Qualified Certificate）、(2)に関しては認証機関のポリシーや CP/CPS、(3)
については SSCD の PP（Protection Profile）の作成、(4)に関しては検証者の
システムのガイドラインや署名フォーマット、署名ポリシーの策定を行ってき
た。またその他電子署名に関連する多くのガイドラインを作成してきている。
ディジタル署名が安全に行われるためには、ユーザーの認証が正しくなされ
ること、生成する鍵ペアが十分な強度を保つこと、署名鍵が安全に保管される
こと、署名生成アプリケーション(SCA)や証明書発行のために CA (CGA)との
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信頼できる通信パスを有していることが必要である。このような機能を署名ア
プリケーションが何ら共通の基準なしに行うとしたら、電子署名法で保証する
電子署名の法的根拠も揺るぎかねない。したがって、EU では法的に有効な電
子署名は、署名のための暗号モジュールを CEN/ISSS の作成した PP にしたが
って作成した ST (Security Target)をもとに開発した SSCD を使うことを義務
付けることにしている。
CEN/ISSS の作成した SSCD の PP は、署名生成アプリケーションがそのコ
アとして使用する暗号モジュールに関するもので、EAL4[99] と EAL4+[100]
の PP が制定されている。
SSCD は抽象化されたハードウェアトークンのセキュリティ要件で、鍵ペア
生成と署名生成、私有鍵のエクスポート／インポートのセキュリティを SSCD
の評価対象としている。
SSCD は、図 3-17 に示すように 3 つのタイプに分類され、それぞれ署名生
成アプリケーション(SCA)と証明書発行アプリケーション(CGA)と信頼できる
チャネルで結ばれる。また SSCD はユーザー認証のためのヒューマンインタフ
ェース(HI)を持つ(PIN による認証など）。
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HI
Authentication

Personalization
SCA
DTBS
representation
CGA**
SVD into cert

①

*

SSCD Type 2

②

②

HI
Authentication

SSCD Type 3

User
Authentication

Personalization
SCA

Signature Creation

DTBS ①

User
Authentication

Signature Creation

SCD
Import

①

①
SSCD Type１
SVD
Export
CGA
Init/SVD into
cert

①

SVD
Export

SCD
Export

CGA

SCD/SVD Generation

① Trusted channel
② Trusted path
SCA: Signature Creation Application
CGA: Certificate Generation Application
SCD: Signature Creation Data (Private Key)
SVD: Signature Validation Data (Public Key)
DTBS: Data to be Signed
HI: Human Interface

Init/SVD

①

SCD/SVD Generation

* ユーザー認証のための Trusted path は HI が TOE 自身で
提供されなければ必要になる（例えば、SSCD 内ではなく SCA
で認証する場合）
** SSCD Type2 と CGA 間の Trusted channel は、SSCD
Type2 が SVD を保有し、SVD を CGA に Export する場合に
は必要になる

図 3‑17 SSCD のタイプ

SSCD Type 1 は SCD/SVD の公開鍵ペアを生成するデバイスである。SSCD
Type 2 は、SSCD Type 1 から SCD(私有鍵)をインポートして SCA からの署名
要求データに電子署名を付けて返すデバイスでは鍵ペア生成機能を持たないハ
ードウェアトークンを想定している。SSCD Type 3 は、鍵ペア生成機能と署名
生成機能を併せ持つ高機能なハードウェアトークンなどを想定している。
3.2.11 その他関連する標準
ここでは、これまでこの節で記述されなかった暗号クレデンシャル関係の標
準について記述する。
PKCS#5
PKCS#12
Java 環境における暗号クレデンシャルの扱い
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(1) PKCS#5(Password-Based Encryption Standard)
パスワードベースの暗号の標準として PKCS#5 がある[20] 。証明書ユーザ
ーがクレデンシャルをハードディスクなどに格納する場合、このクレデンシャ
ルを暗号化したいわけであるが、この暗号化に PKCS#5 が使用される。
PKCS#5 では、暗号化処理（パスワードベースの鍵生成、暗号ブロックの書式、
暗号化方法）や、復号処理（パスワードベースの鍵生成、暗号ブロックの書式、
復号方法）が規定されている。PKCS #5 は、Ver1.5、Ver2.0 が知られている
が、Ver2.0 は、RFC2898 となっている。
(2) PKCS#12( Personal Information Exchange Syntax Standard)
PKCS#12[19] は、暗号クレデンシャルの交換フォーマットとして使用され
ている。認証局で鍵生成を行っている場合は、PKCS#12 での暗号クレデンシ
ャルの配布が行われる場合が多い。証明書ユーザーは、PKCS#12 のファイル
を何らかの形でセキュアに受け取り、この PKCS#12 を自分の署名環境にイン
ストール（インポート）する。PKCS#12 のクレデンシャルに含まれる私有鍵
などは、パスワードベースの暗号化を行うことができる。そのため、PKCS#12
のファイルと、パスワードを別々のルートで配布することにより、セキュアに
クレデシャルをユーザーに引き渡すといったことが行われる。
また、ハードディスクなどに格納された暗号クレデンシャルは、
多くの場合、
PKCS#12 にエキスポートすることができる場合が多い。こうした機能を利用
して、PKCS#12 のファイルを使用するアプリケーション毎の環境にインスト
ールするといったことがよく行われる。
(3) Java 環境における暗号クレデンシャルの扱い
マイクロソフトの CryptoAPI/CSP の環境に相当するものに、Java JCE
(Java Cryptography Extension)がある[21] 。JCE では、暗号クレデンシャル
の管理に Keystore と呼ばれるデータベースを使うことができる。 また、
Keystore の暗号クレデンシャルを扱う keytool と呼ばれるユーティリティが用
意されている。

3.1.12 FINEID
FINEID[103] は、フィンランドの市民カードであり、希望者に有料で発行
される。印刷された顔写真によって身分証明書代わりになるほか、官用及び民
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用のオンライン取引におけるトークン、ヨーロッパ 15 ヶ国域内での地域パス
ポートとしても機能する。FINEID は 1999 年 12 月から運用が開始されている。
FINEID は、証明書に対応する私有鍵の扱いや、カード内部のフォーマット
が PKCS#15 に準拠することによる IC カードの相互運用性やポータビリティ
を向上させたことなどの特徴がある。こうしたことから、欧州における身分証
明書 IC カード関係の標準化の、
ひとつの参照モデルになっていると思われる。
FINEID の主な仕様書と、標準等との関係は表 3-9 FINEID 仕様と標準
との関係のとおりである。
表 3‑9

FINEID 仕様と標準との関係

FINEID 仕様書

FINEID についてのコメント

参照している仕様書（標準）

FINEID S1

Framework for the Electronic ID

PKCS#15 v1.0、 ISO/IEC

application in the smart card.

7816-4 and ISO/IEC FDIS
7816-8

FINEID S4-1

Implementation profile 1 of the

FINEID S1 and RFC 2459

FINEID S1 specification.
FINEID S4-2

Implementation profile 2 (for
organizational usage) of the FINEID
S1 specification.
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上記の様に、ISO/IEC7816-4、 7816-8 などの IC カードの標準に、カード
内のクレデンシャルのフォーマットとして PKCS#15、そして証明書のフォー
マット、及び、証明書プロファイルとして RFC2459 (RFC2459 の最新版は、
RFC3280)に準拠している。
公的な用途の IC カードの場合、PKCS#15 などの標準化した暗号クレデンシ
ャルのフォーマットを使うことは非常に意味がある。IC カード自体が標準化さ
れたとしても、その中のフォーマットが標準化されなければ、多くのアプリケ
ーションで使用されることは難しい。IC カードに関しては、色々なアプリケー
ションに依存したデータも記録されるかもしれないが、暗号クレデンシャルに
関しては標準化されたフォーマットが採用されるべきである。
実際のアプリケーションは、直接、IC カードをアクセスするのはなく、
PKCS#11 などの暗号クレデンシャルをアクセスするために API を介してアク
セスする。そのため、IC カード内のクレデンシャルのフォーマットを知ってい
るべきプログラムは、PKCS#11 のドライバなどであったりする。そして多く
の場合、IC カード内の暗号クレデンシャルのフォーマットは、独自のフォーマ
ットがなされ、特定の PKCS#11 のドライバのようなソフトを介さなければ使
用できないという構成になっている。これは、企業内などの使用においては、
大きく問題になることは少ないが、電子政府のような用途の場合には問題が多
い。そのため、PKCS#15 は、FINEID のような公的な目的の IC カードや、
PC 環境以外で使用される IC カード内のフォーマットとして使用される傾向に
ある。
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図 3‑20

DF
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1 枚のカードによる複数のホストアプリケーションの例（FINEID S1 より）

FINEID のもうひとつの特徴に、IC カード保有者のためのふたつの種類のエ
ンドエンティティ証明書と、この証明書に対応したふたつの秘密鍵（私有鍵）
、
そして、IC カード保有者の信頼点の証明書が格納されていることがある。
このふたつのエンドエンティティ証明書は、ひとつは、認証用・暗号用の証
明書であり、もうひとつは、否認防止の署名のための証明書である。そして、
それぞれの証明書は X.509 証明書 v3 フォーマットの証明書であり、クリチカ
ルな鍵使用目的(keyUsage)証明書拡張を持つが、その内容が異なる。そして、
この証明書に対応したふたつの RSA の鍵が IC カードに格納されるが、この鍵
の使用に異なるプロテクションが施されている。
このふたつの鍵は、別々の PIN でアクセスされる。以下に FINEID のふた
つの PIN と鍵、対応する証明書の鍵使用目的拡張の内容を表 3-10 に示す。
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表 3‑10

PIN、鍵と対応する証明書の鍵使用目的拡張

PIN の使用内容

PIN

番号
PIN 1

認証と暗号の鍵

PIN1 は、他のアプリケーション

X.509 証明書拡張

ローカル PIN

鍵使用目的

グローバル PIN

digitalSignature

グローバル PIN

keyEncipherment

(PIN は、セッションで１回

dataEncipherment

だけ比較される)

nonRepudiation

ローカル PIN

でも使用することができる
PIN 2

署名鍵

(The PKCS#15 v1.0
PIN 2 は、他のサービスやアプ

Amendment 1 Draft #1

リケーションで使用してはなら

element userConsent shall be

ない

used for the corresponding
private key i.e. user interaction
is required for each private
key operation)

PIN1 は、グロバール PIN が使われる。すなわち、この IC カードの認証に
使われる認証の PIN が一致すれば、このセッション（ログイン中）で、この鍵
を使用した署名操作や、暗号操作を行うことができる。PIN1 に対応した証明
書は、認証・暗号用の証明書であり、対応した RSA の鍵も、こうした用途で
使用される。
PIN2 に対応した証明書は、否認防止用の証明書であり、対応する RSA 鍵も
署名操作のみが許され暗号には使用できない。PIN2 はローカル PIN であり、
この RSA 鍵の操作のためだけに使用される。
PIN2 には、PKCS#15 v1.0 の改訂版（ないし、PKCS#15 V1.1）で定義され
ている userConsent という属性が付与されている。こうした場合、PIN2 の認
証は、PIN2 に対応した RSA 鍵の署名操作の毎に認証がリセットされる。これ
は、否認防止のための署名に使われる鍵の保護のための仕様だと考えられる。
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3.2.13 Open Smart Card Infrastructure for Europe
Open Smart Card Infrastructure for Europe (OSCIE)は、ヨーロッパにお
けるマルチアプリケーションスマートカードの普及に必要な共通規格を定義し
たものである[102] 。OSCIE は eEurope Initiative の外郭団体である eEurope
Smart Card (eESC) Initiative が制定を行い 2002 年 4 月にバージョン 1.0 が
リリースされた。現在は 2002 年 9 月に公開されたバージョン 2.0 に対するパ
ブリックコメントの反映作業が行われている段階である。OSCIE は以下の 11
巻で構成されている。
1 巻 アプリケーションホワイトペーパー：背景となる分析と調査
2 巻 ユーザー要件：コストの透明性とユーザーのプライバシーに関する
規約
3 巻 グローバル IAS 相互運用フレームワーク：e サービスのアクセスや
通信のセキュリティに必要なツールに対する概念。IAS = Identification、
Authentication and electronic Signature
4 巻 公的な電子身分証明書、電子署名、PKI：公的な電子証明書の実装
仕様、電子署名のデータフローに関するガイドライン
5 巻 マルチアプリケーション：マルチアプリケーションシステムの法制
面、ビジネスモデル、要件、システム統合に関するガイドライン
6 巻 非接触技術：非接触カードに関する要件、セキュリティ、証明書な
ど
7 巻 カードリーダー：カードリーダに関するガイドライン
8 巻 セキュリティとプロテクションプロファイル：システムのセキュリ
ティと攻撃に関する評価の方法論
9 巻 参照される標準：参照される OSCIF ドキュメント
10 巻 用語集
11 巻 実装と展開の実例：公的身分証明書 eEpoch と健康保険証
Netc@rds の紹介
OSCIE は下記のように IC カードを使ったシステムを構築する場合に必要と
なる仕様を網羅的に規定している。
インターフェース、データフォーマット
IC カードと外部とのインターフェース
IC カード内部の論理データ構造
デバイスドライバとアプリケーションのインターフェース
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暗号アプリケーションとアプリケーションのインターフェース
証明書のフォーマット
デバイス
カードリーダー
ワイヤレスカード
運用要件
コモンクライテリア
プロテクションプロファイル
プライバシー
法整備
システム全体に対するガイドラインを策定することにより、例えば IC カー
ドメーカーやアプリケーションベンダーといったある特定の業界的立場から見
たシステム構築ではなく、全体的立場に立った相互運用可能なシステムを目指
している。
4 巻「公的な電子身分証明書、電子署名、PKI」のパート１は、電子身分証
明書ホワイトペーパーとなっている。このホワイトペーパーの中で、ヨーロッ
パにおける電子身分証明書の最小限仕様案が作成している。暗号クレデンシャ
ルと証明書プロファイルに関しては、概ね以下のような仕様案が作成されてい
る。
(1) 否認防止用証明書と認証･暗号用証明書のふたつの証明書が必須
(2) 否認防止用証明書は、クリチカルな鍵使用目的が必須であり nonnonRepudiation bit が ON。
(3) 他の bit は OFF
(4) 否認防止用証明書は、QC(Qualified Certificates)拡張が必須
(5) 認証･暗号用証明書では、クリチカルな鍵使用目的が必須であり nonnonRepudiation bit は OFF である必要がある。
(6) 認証･暗号用証明書は、QC 拡張があってはならない。
(7) SSCD(Secure Signature-Creation Device)の要求
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3.2.14 GSC-IS
GSC-IS (Government Smart Card Interoperability Specification) [101] は、
米国政府の発行するスマートカードと、スマートカードを使用したアプリケー
ションの相互運用性を確保するための相互運用性仕様書である。現在の最新版
のバージョンは、2002 年 8 月に発行された GSC-IS Ver2.0 である。GSC-IS
には、以下の目標があるとしている。
(1) ISO/IEC 7816 などの既存の標準上で構築すること
(2) 標準化された高水準のスマートカード・サービス API を提供すること
(3) スマートカードベンダから中立であること
(4) 色々なカードリーダでも動作すること
(5) 拡張性があること
これらの要件を満足させるために GSC-IS のアーキテクチャは、スマートカ
ード・サービスプロバイダ・モジュール（SCSPM）の概念に基づいている。
SCSPM の実装は、基本サービス・インタフェース（BSI）を介して、クライ
アント・アプリケーションにスマートカード・サービスの標準的な相互運用性
を提供している。
ISO/IEC 7816-4 で規定されているアプリケーションプロトコルデータユニ
ット(APDU)のコマンドが、IC カードにより実装が異なる問題を、VCEI
(Virtual Card Edge Interface: バーチャルカードエッジインタフェース)とい
う手段で解決している。に、GCS-IS のアーキテクチャの構成を図 3-21 GSC-IS
のアーキテクチャに示す。
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クライアントアプリケーション

基本サービスインターフェース(BSI)

拡張サービスインターフェース(ESI)

サービスプロバイダソフトウェア(SPS)
バーチャルカードエッジインターフェース(VCEI)
カードリーダドライバ

スマートカードリーダ
GSC-IS準拠スマートカード
データモデルオブジェクト(DMO)
カードケーパビリティコンテナ
(CCC)

図 3‑21 GSC‑IS のアーキテクチャ
GSC-IS で規定される基本サービス・インタフェース(BSI)は、スマートカー
ド・サービスの共通の高水準モデルを定義している。そして BSI は、ユーティ
リティ、データストレージ、暗号サービスの 3 つのカテゴリに分類されるサー
ビスを提供している(表 3-11)。BSI は、クライアント・アプリケーションに必
要な 3 つのカテゴリで、計 21 BSI 関数を提供しているが、GSI-IS に準拠する
ためには、21 の全ての関数の実装が必須となる。必須とすることにより BSI
を使用したアプリケーションの相互運用性を確保している。また、BSI は、C
と java のふたつの言語バインドを持つ。
表 3‑11

基本サービスインターフェース(BSI)のカテゴリ

カテゴリ

備考

関数の数

ユーティリティ

物理的な環境を確立する

11

汎用コンテナ

データ操作を提供する

5

暗号サービス

鍵発見メカニズムと認証

5

暗号サービス(暗号クレデンシャルのアクセス)関係の関数は表 3-12 にある 5
つがある。
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表 3‑12

暗号サービスカテゴリの関数

関数名

関数の機能

gscBsiGetChallenge()

クライアントアプリケーションとカード間に
おけるチャレンジレスポンス認証プロトコル
の最初のステップとして、ランダムに生成され
たチャレンジをカードから受け取る。次にクラ
イアントは対称鍵でチャレンジを暗号化し、
BSIAuthenticator 構造体の uszAuthValue フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
gscBsiUtilAcquireContext() を 呼 び 出 し て 暗
号化されたチャレンジを返す。

gscBsiSkiInternalAuthenticate() チャレンジに対するレスポンスの対称鍵暗号
文を計算する。カードリーダがカードを認証す
る場合、この関数は暗号文を返さない。この場
合、カードリーダがカードの認証に成功した場
合には BSI_TERMINAL_AUTH が、失敗した
場合には BSI_ACCESS_DENIED が返され
る。
gscBsiPkiCompute()

指定された AID（Application Identifier）に関
連付けられた私有鍵を使って、メッセージダイ
ジェストに対する私有鍵演算を行う。

gscBsiGetCryptoProperties()

カードから証明書を読み出す。

gscBsiGetCryptoProperties()

PKI プロバイダモジュールに関連付けられた
アクセス制御規則を取り出す。

GSC-IS の次期バージョンである GSC-IS v2.1 では、クレデンシャルのフォ
ーマットとして、改良された PKCS#15 のメカニズムが取り入れられる。また、
GSC-IS v2.2 では、 非接触カードの相互運用性フレームワークが取り入れられ
る予定である。
GSC-IS の仕様を使った例として、国防総省(DoD)の共通アクセスカード
(CAC)がある。CAC の仕様は、400 万人以上の兵役従事者、選抜徴兵予備兵、
DoD 民間従業員、業務契約者に対する発行される標準的な ID カードとなって
いる。2002 年 6 月 30 日時点で、787、456 枚 の ID カードが発行されており、
日に 7000 枚のカードが発行されている。CAC には、DoD CLASS 3 と呼ばれ
る証明書が格納され発行される。CAC の目標は以下のとおり。
セキュリティ
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マルチアプリケーション
マルチベンダー
相互運用性
発行後のアプリケーションの追加・更新
最適な商用製品(Best commercial practices)
COTS (Commercial Off-The-Shelf) 商用既製品。
コスト効果
CAC が準拠している標準は以下のとおり
GlobalPlatform version 2.01 and Compliance Testing
GSC-IS version 2.0 の以下の仕様
カードエッジインターフェース (CEI)
基本サービスインターフェース(BSI)
拡張サービスインターフェース(XSI)
Java Card バージョン 2.1
FIPS 140-1 Level 2 認定
CAC の将来の方向性は以下のとおり
PIN に代わるバイオメトリクス認証による照合
MOC（Match-On-Card）
バイオメトリクス情報の保護
CAC に格納される暗号クレデンシャルは表 3-13 のとおり。
表 3‑13

CAC に格納される暗号クレデンシャル

項目

最大ス
ペース

DoD PKI
Identity 証 明
書

2.0 KB

Keyusage は、クリチカル
digitalSignature、 nonRepudiation

E‑mail

2.0 KB

Keyusage は、クリチカル
keyEncipherment

2.0 KB

Keyusage は、クリチカル
digitalSignature、 nonRepudiation

暗号用証明書

E‑mail
Identity 証明書

備考

128

本人認証技術の現状に関する調査

DoD
Signature
Private

PKI

768 B

Identity Certificate に対応した私有鍵

E‑mail
Encryption
Private

768 B

E‑mail Encryption Certificate に対応した暗
号鍵。この鍵はバックアップがなされる。

E‑mail
Signature
Private

768 B

E‑mail Identity Certificate に対応した署名
鍵

TOTAL

8.3 KB
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3.3. 証明書プロファイルと認証パス検証
3.3.1 証明書プロファイルの標準
3.3.1.1 X.509
X.509 は ITU (International Telecommunication Union) や ISO
(International Organization for Standardization) で標準化されているディレ
クトリに関する一連の規格である X.500 シリーズの 1 つに該当する。X.509
は、公開鍵証明書のファイルフォーマットや、CRL(失効リスト)のファイルフ
ォーマットなどを定めている。公開鍵証明書は、主体者の識別名、主体者の固
定的ないくつかの属性、主体者の公開鍵などを、認証局の鍵で署名したものが
基本的な構造となっている。
図 3-20 に、現在の一般的に使用されている X.509v3 証明書フォーマットと、
CRLv2 フォーマットの構造を示す。

X.509v3証明書フォーマｔット
証明書バージョン番号（Ｖ３）
証明書シリアル番号
デジタル署名アルゴリズム識別子
発行者名の識別名
有効期間
主体者（ユーザ）の識別名
主体者の公開鍵
アルゴリズム識別子
公開鍵値
V3の拡張
拡張フィールド(タイプ、フラグ、値）
拡張フィールド(タイプ、フラグ、値）
.
CAのデジタル署名
アルゴリズム識別子
署名

図 3‑20

CRLv2フォーマット
CRLバージョン番号（v2）
デジタル署名アルゴリズム識別子
発行者(CA)の識別名
今回の更新
次回の更新
証明書シリアル番号
証明書シリアル番号
証明書シリアル番号
失効日時
失効日時
失効日時
エントリ拡張(CRLv2の拡張)
エントリ拡張(CRLv2の拡張)
エントリ拡張(CRLv2の拡張)
CRLv2の拡張
拡張フィールド(タイプ、フラグ、値）
拡張フィールド(タイプ、フラグ、値）
.
発行者（ＣＡ）のデジタル署名
アルゴリズム識別子
署名

X.509v3 証明書拡張と CRLv2 拡張

X.509 の最新版は、2000 年に発行された X.509 4th Edition である。GPKI
などに使用されている証明書フォーマットである X.509v3 フォーマットは、
X.509 3rd Edition から規定されたフォーマットである。また、同じく GPKI で
使用されている証明書失効リスト(CRL)のフォーマットである CRLv2 フォー
マットも X.509 3rd Edition から規定されている。
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証明書、及び、失効リストのフォーマットは、X.509 4th Edition においても
X.509v3 フォーマット、及び、CRLv2 フォーマットのままである。そのため、
最新の証明書フォーママット、及び、失効リストフォーマットは、X.509v3 フ
ォーマット、及び、CRLv2 フォーマットということになる。表 3-14 X.509
の版とフォーマットのバージョン に、各版と X.509 証明書フォーマット、及
び、CRL フォーマットの関係を示す。

表 3‑14

X.509 の版とフォーマットのバージョン

X.509
Edition

証明書
備考
CRL
フォーマッ フォーマッ
ト
ト

1st
Edition
1988

v1

v1

古い認証局の自己署名証明書に V1
フォ-マットのものがある

2nd
Edition
1994

v2

v1

ほとんど使用されていない

3rd
Edition
1997

v3

v2

14 個の(v3)標準拡張フィールド

4th
Edition
2000

v3

v2

標準拡張フィールドがひとつ追加さ
れた

X.509v3 フォーマット、及び、CRLv2 フォーマットは、X.509 3rd Edition
から規定されたが、このフォーマットでは、X.509v3 証明書拡張、CRLv2 拡張
と呼ばれる拡張フィールドが規定されている。この X.509v3 フォーマットを使
用した X.509v3 の証明書は公開鍵と利用者名をバインドする基本領域と各種の
属性情報を定義する拡張領域から構成されている。この拡張領域は証明書に各
種の属性や情報を載せ、利用目的を明確にしたり、ポリシーを制御したりする
ことを可能にしたものである。CRLv2 の失効リストも似た性格を持つ。
GPKI のような、大規模な PKI、また相互認証を多数接続するような PKI
の展開には X.509v3 の拡張領域、CRLv2 の拡張領域についての理解が必須で
ある。この理解が相互運用性の成功の鍵となるからである。
X.509v3 の拡張領域、及び、CRLv2 の拡張領域は、証明書、及び CRL に各種の
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属性を付加することを可能にする自由度の高い形式を備えている。幾つかの拡張は
標準拡張として定められており、またコミュニティで独自に使用するための私的な拡
張も可能になっている。
拡張領域は次のように３組みで定義する。このような 3 組を何組でも重ねてよい。
ExtentionID
(Object Identifier: OID で識別する拡張したサービスの種
類を指定)
Criticality
(False or True: デフォルトは False、ノンクリチカル、ク
リチカルのフラグ)
ExtentionValue
(値：バイト列、OID に対応するサービスのパラメータ。
構造的データ)
ここで OID はこの拡張の種類を定めるものでそれを識別するために登録し
た値を使う。Criticality はビットフラグでノンクリチカル、クリチカルを指定
しこの解釈に重みをつける。もし、この拡張がクリチカルとされたとき、値の
解釈が出来なければこの証明書を拒否しなければならない。もし、ノンクリチ
カルとされていれば、値の解釈が出来ないときはこの拡張を無視しても良い。
値はバイト列で指定され、拡張の意味を示す構造的なデータで示される。
X.509 3rd Edition では、X.509v3 証明書拡張を使用した、14 個の標準拡張
を定めている。X.509 4th Edition は、更に標準拡張が増えている。
3.3.1.2 RFC3280
X.509v3 証明書フォーマットは、v3 拡張と呼ばれる拡張領域を持っている。
この拡張領域を使って証明書の機能を柔軟に定義できる。しかし、業界や政府
などが、この拡張領域に独自のプロファイルを定めて運用するようになってき
たが、それがまた業界を超えた場合の互換性に問題をもたらすようになってき
た。Internet の PKIX ではこれを Internet で使う場合の相互運用性を強化し
ようとして、1999 年 1 月「Internet X.509 PKI Certificate and CRL profile」
として RFC3280 の前のバージョンである RFC2459 を定めている。その後、
2002 年４月に、公開鍵やディジル署名のアルゴリズム識別やエンコーディング
方式についての具体的な指定は、RFC3279 として分離され出版され、また、
RFC2459 で曖昧とされていた認証パス検証のアルゴリズムなどが大幅に書き
直され、RFC3280 が出版された。
X.509 3rd Edition では、標準的な証明書の拡張項目として 14 の項目が決め
られた。これらの拡張には CA の証明書のみに使用されるもの、利用者の証明
書のみに使用されるもの、その双方にサポートされるものがある。その後、
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RFC2459 において、X.509 にはない標準拡張も規定された。また、X.509 4th
Edition では、更に新しい拡張が規定されている。
新しい標準拡張が追加されたとしても、既存の証明書を扱うプログラムは、
この拡張を解釈することはできない。クリチカルな設定の標準拡張は、処理が
必須のため注意が必要である。X.509 3rd Edition は、1997 年に出版されたが、
ここで定義された拡張も、現時点では、多くの PKI アプリケーションプログラ
ムにおいて、一部しか実装されていない。発行された証明書が、多くの既存ア
プリケーションで使用されるためには、クリチカルな証明書拡張の採用は慎重
に検討する必要がある。RFC3280 は、こうした証明書拡張の扱いを規定した
プロファイルを提供している。しかし、実際には、RFC3280 の提供している
証明書プロファイルも汎用的なプロファイルであり、ある認証ドメインにおい
て相互運用を達成するには、RFC3280 等から、更に絞り込んだ証明書プロフ
ァイルを設計することになる。GPKI では、GPKI 相互運用性仕様書において、
GPKI で発行される証明書のプロファイルを規定している。
表 3-15 に、X.509 3rd Edition で規定された標準拡張と、RFC3280 のプロフ
ァイル、及び、GPKI 相互運用性仕様書に記述されたプロファイルを示す。表
3-16 に、RFC2458､RFC3280、X509 4th Edition で追加された標準拡張を示す。
また、表 3-17 に QC(RFC3039)の拡張を示す。
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表 3‑15

X.509 3rd Edition で定義された標準拡張

標準拡張項目

RFC3280 等での扱い GPKI 相互運用性仕様
書
のプロファイル

1

Authority Key Identifier
認証局鍵識別子

ノンクリチカル
存在すべき

ノンクリチカル、必須

2

Subject Key Identifier
主体者鍵識別子

ノンクリチカル
存在すべき

ノンクリチカル、必須

3

Key Usage
鍵使用目的

クリチカルであるべき
存在すべき

CA、EE 証明書共に
クリチカル、必須

4

Private Key Usage Period
私有鍵有効期間

使用されるべきでは 使用せず
ない

5

Certificate Policies
証明書ポリシー

-

CA、EE 証明書共に
クリチカル、必須

6

Policy Mappings
ポリシーマッピング

ノンクリチカル

EE 証明書は使用せず
相互認証証明書で必須

7

Subject Alternative Name
主体者別名

-

ノンクリチカル

8

Issuer Alternative Names
発行者別名

ノンクリチカル

ノンクリチカル

9

Subject
Directory 推奨せず
Attributes
主体者ディレクトリ属性

ノンクリチカル

10

Basic Constraints
基本制約

CA /クリチカル

EE/ノンクリチカル

11

Name Constraints
名前制約

-

EE 証明書は使用せず

12

Policy Constraints
ポリシー制約

-

EE 証明書は使用せず

13

Extended key usage
拡張鍵使用目的

-

EE 証明書は使用せず

14

CRL Distribution Points
CRL 配布点

ノンクリチカル

ノンクリチカル
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表 3‑16 RFC2459、 X.509 4th Edition、 RFC3280 で追加された拡張
標準拡張項目

RFC3280 等での扱い GPKI 相互運用性仕様
書
のプロファイル

1

Authority
Information ノンクリチカル
Access
RFC2459 で規定
機関アクセス情報

ノンクリチカル

2

inhibitAnyPolicy
AnyPolicy の禁止

ノンクリチカル

使用せず（定義なし）

freshestCRL
最新 CRL

ノンクリチカル

3
4

X.509 4th Edition
X.509 4th Edition

SubjectInformationAcce ノンクリチカル
RFC3280 で規定
ss
主体者アクセス情報

表 3‑17

使用せず（定義なし）
使用せず（定義なし）

RFC3039(Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified
Certificates Profile)

標準拡張項目

RFC3280 等での扱い GPKI 相互運用性仕様
書
のプロファイル

1

biometricInfo
生体情報

定義なし

使用せず（定義なし）

2

qcStatements
QC 宣言

定義なし

使用せず（定義なし）
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3.3.1.3 QC (RFC 3039)
Qualified Certificate Profile(RFC3039) は、欧州委員会が策定した電子署名
法（EU Directive）の沿うものとして、各国の法制度にしたがって発行する自
然人に対する電子証明書のクオリファイド証明書プロフィル（Qualified
Certificate Profile）を定めたものである。この RFC は、インターネットの
X.509v3 証明書プロファイル（RFC2459）をベースとしている。法制度は各国
の事情によりそれぞれ基盤が異なるが、この RFC は欧州だけを対象にしたも
のではなく、汎用的な形態をとっている。事実アメリカの NIST も共同著者と
なっている。この QC プロファイルは QC としてどのような項目を記載すべき
かを規定したもので、その項目の法制度上の意味を規定したものではない。そ
の意味は各国の法のもとで定めるべきだとする。
この QC に対する要求と仮定は以下のようなものである。
(1) この証明書（QC）は自然人に対して発行される
(2) 証明書主体者の名前と識別子を一貫した方法で定義する
(3) 法制度の元で証明書を発行する CA の情報を定義する
(4) QC としての鍵使用目的拡張を定義する
(5) バイオメトリクス情報の格納方法を定義する（写真や手書き署名のイメ
ージなど）
(6) QC 宣言の格納方法を定義する（認定表示など）
(7) クリティカル拡張の要件を定める
(8) QC 宣言の２つの記載領域を定義する。
証明書ポリシー拡張に載せる方法
独自拡張の QC 宣言拡張に記載する方法
(9) CA は証明書ポリシーで QC として、その責任、実施方法、手順を示して
いることを仮定する
(10) QC として名前の一意性を確保するために識別名（DN）の記法を定義す
る（仮名も含む）
上記の要件を満たすために、この RFC は X.509v3 証明書プロファイル
（RFC2459）に沿って、以下の基本領域 2 項目と拡張領域 5 項目（２つは独自
拡張）で、QC としてのプロファイルを標準化している。
基本領域のプロファイル
１．発行者名：
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発行者組織は公的に登録された名称を用いる。
属性は X.501 の定義のサブセットを定義
２．主体者名
主体者の名前は本名か仮名とする
属性は住所など QC として選択した X.501 の定義のサブセットを使う
拡張領域のプロファイル
１．主体者ディレクトリ属性
オプションとしての主体者の属性（識別名の一部ではない）で、ここにはタ
イトル、生年月日、出生地、性別、国籍、居住地が記載できる。この拡張はク
リティカルではない。
２．証明書ポリシー
少なくとも１つのポリシー（OID）を指定する。このポリシーは QC として
の情報を含んでいる。ここには QC 宣言を含んでもよい。この拡張はクリティ
カルとしてもよい。
３．鍵使用目的
この拡張は必ず含める。もし、この拡張が否認防止ビット(nonRepudiation
bit)を立てた場合は、他のどの鍵使用目的ビットも立ててはいけない。この拡
張はクリティカルとしてもよい。
４．バイオメトリクス情報（独自拡張）
この拡張には写真や手書き署名や指紋などのバイオメトリクス情報のハッシ
ュ値を格納できる。実体情報は URL などで参照できる。オプション
５．QC 宣言（独自拡張）
この拡張は法的な要件に沿った QC 宣言を指定できる。ここでは登録された
宣言の OID を指定する。ここでは予め定めた宣言書式を定義している。この拡
張はクリティカル又はノンクリティカルとしてもよい。認証局の認定の表示な
どにも使われる。
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3.3.2 鍵使用目的
鍵使用目的(KeyUsage )は、証明書に含まれる公開鍵の使用目的を示す。使
用目的はビット列で指定する。典型的には、暗号用の鍵と署名検証用の鍵を区
別することなどに使用される。証明書を使い分ける手段として、鍵使用目的は
使われることが多くなってきた標準拡張である。
否認防止の署名を扱う PKI のエンドエンティティ証明書プロファイルにお
いては、存在が必須であり、クリチカルという扱いになっている場合が多い。
存在が必須で、クリチカルな場合、署名アプリケーション、及び、署名検証ア
プリケーションは、この鍵使用目的に関する処理を確実に行う必要がある。
鍵使用目的と似たものに、拡張鍵使用目的(extendedKeyUsage)がある。
keyUsage フィールドよりも詳細に、証明書に含まれる公開鍵の使用目的を示
す。使用目的は、OID で指定される。表 3-18 に鍵使用目的の主なビットを説
明する。

表 3‑18

鍵使用目的のビット

BIT

内容

digitalSignature

署名を検証するために使用されるとき On

nonRepudiation

否認防止の署名を検証するために使用されるとき On

keyEncipherment

公開鍵が、鍵の搬送に使用されるならば On

dataEncipherment ユーザーデータを暗号化するために使用されるときには
On
keyCertSign

証明書の署名を検証するために使用されるとき On

cRLSign

CRL の署名を検証するために使用されるときには On

に、CA 証明書と EE 証明書において、鍵使用目的が使用された例を示す。
この例では、アリスがボブに署名文書を送付している。ボブは、アリスの署名
文書を検証する。
アリスに発行された証明書の鍵使用目的は、nonRepudiation bit が On にな
っている。アリスは、この証明書に対応した私有鍵で否認防止の署名を行うが、
この時、署名アプリケーションは、
アリスに署名する内容を明示すべきである。
次にボブは、アリスの署名文書を検証する。ボブは自分の信頼点である認証
局の公開鍵からの認証パスの構築、認証パスの検証を行う。CA-B から CA-A
に発行された CA 証明書（相互認証証明書）、CA-A からアリスに発行された
EE 証明書が認証パスとなる。CA-A の署名鍵は、CA-A の CRL 及び、アリス
への証明書の署名を行う。ボブは、これらの署名を単に公開鍵暗号の署名の連
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鎖で信用するわけではなく、自分の信頼する認証局である CA-B の発行した
CA-B から CA-A に発行された CA 証明書の中に、keyCertSign、cRLSign が
あるため、CA-A の署名鍵が、証明書への署名と CRL への署名を行えると判断
する。
相互認証証明書
KeyUsage(Critical)
cRLSign
keyCertSign

CA署名鍵

ＣＡ-A

CRL
EE証明書
KeyUsage(Critical)
nonRepudiation
digitalSignature

ボブの
信頼
ポイント

ＣＡ-B
GPKIにおいて
Keyusageはクリ
チカルにマークさ
れている。また、
EE証明書の
nonRepudiation
は非常に大きな
意味がある

CA証明書
EE証明書
アリスの
署名文書

アリスの
私有鍵
アリス

ボブ

図 3‑24 鍵使用目的の使い方
エンドエンティティ証明書は、鍵使用目的の設定により、使い分ける傾向に
ある。図 3-26 否認防止と認証は、ふたつの証明書の使い分けの例である。こ
の例では、否認防止用証明書と、認証用証明書を想定している。否認防止用証
明書で署名したデータは、署名されたデータが保存される。また、TLS のよう
なプロトコルでのクライアント認証においても、エンドエンティティの署名に
より認証が行われるが。この時、認証したログは残るかもしれないが、アリス
の署名自体が保存されることは通常ない。それに対して否認防止の署名は、署
名されたデータ自体が保存される。電子政府における、電子申請、電子入札で
は、こうした否認防止の署名が大きな意味を持つ。
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WWW
サーバ

アクセスログ

ＴＬＳ
署名された
発注データ

アリス
ハードウェアトークン

PIN
入力

CA証明書

署名された
データ
発注データ

クライアント認証
否認防止 のための署名
の署名

否認防止用
証明書

鍵ペア

鍵ペア

アリスの署名が
付いた発注デー
タが保存される
ことが重要。

認証用
証明書

図 3‑26 否認防止と認証

表 3-19 各種のプロファイルにおける鍵使用目的に、各種のプロファイルに
おける鍵使用目的の扱いを示す。
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表 3‑19
標準・仕様書

各種のプロファイルにおける鍵使用目的
鍵使用目的の扱い

RFC3280

鍵使用目的は、証明書中の鍵の目的 (暗号化、署名、証
明書への署名など) を定義する。複数の用途に使用され
る鍵に制約を加えたい場合には用途制約を行うことが
できる。例えば RSA 鍵を署名専用にしたい場合は、
digitalSignature 及び／又は、nonRepudiation ビッ
トを有効にする。同様に、RSA 鍵を鍵管理専用にした
い場合は、keyEncipherment ビットを有効にします。
この拡張(使用される場合) はクリチカルに指定するこ
とが推奨される。

QC(RFC3039)

鍵使用目的は、存在すべき（SHALL）。もし鍵使用目
的の nonRepudiation ビットが立てている場合、その
他の鍵使用目的と組み合わせて使用してはいけない
（ SHOULD NOT ）。 す な わ ち 、 鍵 使 用 目 的 の
nonRepudiation を設定する場合は、排他的に設定する
必要がある。

GPKI 相互運用性仕様書

存在が必須で、クリチカル。

EE 証明書

digitalSignatureとnonRepudiationがOn。他のビットは
Off。

FINEID

存在が必須で、クリチカル。

否認防止用証明書

nonRepudiationがOn。他のビットはOff。

FINEID

存在が必須で、クリチカル。

認証暗号用証明書

digitalSignature
、
dataEncipherment が On

DoD Class3 証明書

クリチカル

Identity Certificates

digitalSignature、 nonRepudiation

keyEncipherment

が On

DoD Class3 証明書

クリチカル

e-mail 用証明書

email signing certificate:
digitalSignature 、non-repudiation が On
email key exchange certificate:
keyEncipherment が On
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3.3.3 認証パス検証の標準化動向
GPKI のようなブリッジモデル（又はハイブリッドモデル）では、柔軟な認
証ドメインの拡張を許す反面、そのアプリケーションの高度な相互運用性技術
が要求される。特に、署名検証者側の認証パス構築、認証パス検証に関しては、
その実装、テストが難しい。認証パス検証については、X.509、RFC3280 など
においてその仕様が示されている。認証パス検証は、RFC3280 の以前のバー
ジョンである RFC2459 でも記述されていたが、そのアルゴリズムが曖昧であ
るという指摘を受け、RFC3280 では大幅に書き直された。しかし、RFC3280
が出版された現時点でも、証明書拡張の使い方によっては、まだ、曖昧な点が
多い。
GPKI においては、GPKI 相互運用性仕様書において、GPKI の証明書プロ
ファイルを前提にした認証パス検証の仕様が提示されている。
複雑な証明書検証の処理が要求されるブリッジモデルでは、証明書の検証を
サーバーに依頼するようなモデルが考えられている。これは、単にパス構築、
パス検証などの処理が複雑で難しいという理由だけでなく、検証するドメイン
が広がることによる仕様の変更などで、クライアントのソフトウェアの入れ替
えるといった影響を最小限にするといった理由もある。実際、GPKI において
も、こうした理由から GPKI 証明書検証サーバーが用意されている。
IETF の PKIX WG では、GPKI の証明書検証サーバーのような目的のため
のプロトコルの標準化を進められていた。証明書検証サーバーのサービスとし
て DPV（Delegated Path Validation）と DPD（Delegated Path Discovery）
という 2 種類のサービスが提案され､DPV/DPD REQ において DPV と DPD に
求められる機能要件として RFC3379 として標準化された。実際に DPV/DPD
を実現するプロトコルの標準化について議論がなされ、SCVP、CVP
（Certificate Validation Protocol）、DPV and DPD over OCSP、DVCS（Data
Validation and Certification Server Protocols）といった候補が生まれた。
IETF 以外でも、W3C などでも、XML のフレームワークでの鍵管理である
XKMS の X-KISS（XML Key Information Service Specification）といった、
似たような目的に仕様が提案されている。
表 3-20 認証パス検証に関連した標準に、認証パス検証に関連した標準と
GPKI に関連した仕様を示す。
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表 3‑20

認証パス検証に関連した標準

標準・仕様

標準の内容

X.509 4th Edition

認証パス検証のアルゴリズムを提示している

RFC3280

認証パス検証のアルゴリズムを提示している

GPKI

GPKI における認証パス検証は、GPKI の証明書プロファイルを前提に記

相互運用性仕様書

述されている。

GPKI 証明書検証

GPKI 証明書検証サーバーアクセスプロトコルの仕様は、GPKI 相互運用

サーバーアクセス

性仕様書の別紙に記述されている。証明書検証要求に関するプロトコル

プロトコル仕様

は標準化されていないため、当面 GPKI では OCSP(RFC2560)をベース
とする別プロトコル(OCSP+拡張)を用いるとされている。GPKI 証明書
検証サーバーにおける認証パス検証は、GPKI 相互運用性仕様書に準拠し
ていると考えられる。

RFC3379

RFC3379 DPV/DPD REQ は、認証パス構築、認証パス検証を行うプロ

DPV/DPD REQ

トコルへの要件定義となっている。DPD では、認証パスの構築及びパス
を構成する証明書の失効情報の収集のみをサーバーサイドで行い、認証
パスの検証作業はクライアントサイドで行う必要がある。DPD を利用す
ることにより、証明書の検証作業は自身で行いたい署名検証者は、オー
バーヘッドの掛かる認証パスの構築と失効情報の収集作業のみをサーバ
ーサイドに委託することができる。RFC3379 は、プロトコルへの要求で
あって、サーバーにおける認証パスの検証などは、RFC3280 などに従う
ことになる。

SCVP

RFC3379 DPV/DPD REQ に対応したプロトコルとして、複数のプロト
コ ル の 提 案 が な さ れ て い る 。 SCVP （ Simple Certificate Validation

Protocol）は、現時点における DPV/DPD の候補の中で最も長く議論さ
れているプロトコルである。

X-KISS

X-KISS（XML Key Information Service Specification）は、W3C にお
いて XML を利用した証明書管理のためのプロトコルである XKMS
（XML Key Management Specification）の一部として標準化が進めら
れている。X-KISS は、XML ファイルに対する署名や暗号化の仕様とし
て標準化された XML Signature 及び XML Encryption において使用され
た証明書を検証するための仕組みとして規定されている。実際の認証パ
スの検証などは、RFC3280 などに従うことになる。
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3.4 署名フォーマット
デジタル署名を用いる認証プロトコルに用いられる署名フォーマットは以下
に述べるような署名フォーマットが使われる。プリミティブ署名（PKCS#1）、
CMS SignedData、XML 署名など複数の形式がある。用途に応じて使い分け
られる。
3.4.1 プリミティブ署名と PKCS#1
プリミティブ署名フォーマットは図 3-23 に示すように、X.509 証明書や
CRL への署名に使われている署名フォーマットで、被署名データと署名アルゴ
リズム及び署名値からなる最もシンプルな形式のものである。以下の ASN.1
で定義されている。このような署名形式は署名アルゴリズム以外の一切の属性
を持たないことから X509 の署名や PKI プロトコルの署名など特定用途の署名
に用いられるもので、ビジネス目的などの永続的な署名には用いられない。文
書などの永続的な署名には後に述べる CMS 署名や XML 署名が用いられる。
被署名データ
署名アルゴリズム識別
署名値

図 3‑23

プリミティブ署名フォーマット

上記のフォーマットは ASN.1 では以下のように定義される。
SIGNED { ToBeSigned } ::= SEQUENCE {
toBeSigned ToBeSigned、
--被署名データ
algorithm
AlgorithmIdentifier、
--署名アルゴリズム識別子
signature
BIT STRING
--署名値
}
AlgorithmIdentifier
algorithm
parameters
OPTIONAL }

::=

SEQUENCE {
OBJECT IDENTIFIER、
ANY DEFINED BY algorithm

この OBJECT IDENTIFIER で指定される署名アルゴリズムは RSA、DSA、
ECDSA などがあるが、RSA 方式の場合は sha1WithRSAEncription や
144

本人認証技術の現状に関する調査

md5WithRSAEncription などで指定される。署名値は被署名データ
（ToBeSigned ）のハッシュ値とパディングを PKCS#1（注）のフォーマット
にエンコードしたものに署名鍵で暗号化した値である。RSA の場合、
AlgorithmIdentifier の parameters は NULL とする。（RSA の場合は Public
Key 自身に Modulus n と parameter である Public exponent e を含んでいる
からである）。DSA や ECDSA ではパラメータは陽に指定する。
（注）PKCS#1 [108] の RSA 署名フォーマットについて
RSA 署名の基本フォーマットは PKCS#1 で定められているが、これにはア
ドホックなパディングを用いている PKCS#1 v1.5 と確率論的に破ることが難
しいということが証明できる方式 RSA-PSS（Probabilistic Signature Scheme）
署名フォーマット PKCS#1 v2.1 がある。PKCS#1 v1.5 のフォーマットはアド
ホックなパディングを用いているが致命的な欠陥はいままでに指摘されていな
い。PKCS#1 v1.5 は RSA 署名フォーマットとして多く使われており、各種の
標準がこれをサポートしている。今後は RSA-PSS 署名フォーマットが用いら
れるようになろうが、まだ多くの実装がないことから現在の段階では互換性に
問題がある。
日本の電子署名法の省令では特定認証業務で使用するハッシュ関数は
SHA-1 のみとし、MD5 は今後認めないことになった（１年間の猶予期間をお
く）。また RSA-PSS を新たにオプションで採用することになった。
3.4.1.1 PKCS#1v1.5 のディジタル署名フォーマット
RSA 暗号は次の二つの目的に使われる。
1. ディジタル署名又は
2. 対称鍵（共通鍵）の配布用（ディジタル・エンベロープ）
この時のディジタル署名値やディジタル・エンベロープのフォーマットとし
て使うのが PKCS#1 である。ここではディジタル署名のフォーマットを簡単に
説明する。（PKCS#1 v1.5 RFC2313 について述べる）
署名対象となるデータ（D）は文書のハッシュ値（メッセージダイジェスト：
MD）である。MD のサイズはハッシュ関数で異なる。
ハッシュ関数：MD5
128 ビット（16 バイト）
SHA-1 160 ビット（20 バイト）
ディジタル署名では、この MD を RSA の私有鍵（署名鍵）で暗号化するた
めに RSA の鍵長 n と同じ長さ（128 バイト）に膨らますバッファを次のよう
に用意する。ここに 1 バイトの 00 の値のセパレータ、1 バイトの BT（ブロッ
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クタイプ）、105 バイトの FF のパッディング、1 バイトのセパレータ、そして
SHA-1 の場合は MD 20 バイトが入れられる。
00 01 FFFFFFFF……………………………………………………FF 00 XXXXXXXXX

図 3‑24

セパレータ

セパレータ

PS:パッディングストリング
（全てのビットが１）
105 バイト

BT：01
ブロック
タイプ
1 バイト

MD の値
SHA-1
20 バイト

ディジタル署名のためのフォーマット

注：ここでは BT (ブロックタイプ)を 01 としているが、00 の場合もあり、
その時のパディング部は全てのビットが 0 となる。しかしこのブロックタイプ
は推奨されない。
注：ここでモジュラスｎが 1024 ビットクラス（128 バイト＝ｋ）の場合に
ついて
（n の値は公開値で 2 ^ 1024 <= n < 2 ^ 1027 の範囲の整数である。
ｎは 2 ^ 1024 の固定値でないことに注意）
このようにして出来た 128 バイトのブロックを 128 バイトの整数値（x）と
みなし、RSA の私有鍵で暗号化したものがディジタル署名となる。すなわち以
下のような指数演算を行う。ここでは秘密の指数（実質的に私有鍵と言って良
い）である。
y = x ^ d mod n
y は暗号化されたデータで 128 バイトのストリングとみなして署名データと
して扱われる。
（このフォーマットは 128 バイトの入れ物に 20 バイトの MD が入り、ほと
んどがパッディングの埋草になっている。もし、2048 ビットの場合は 9 割以
上が埋草になる。）
ディジタル署名の検証時には署名者の公開鍵で複合化する。すなわち以下の
指数演算を行う。ここで e は公開部分の指数である（e とｎが公開鍵とみなさ
れる）
。
x = y ^ e mod n
復号化した x から元の埋草情報と同じパターンを確認することで、復号が正
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しく行われたことが確認できる。
ディジタル署名の検証はもとの文書のダイジェスト（MD’）を計算し、そし
て復号化した x から MD 部分を取り出し MD’と比較して、一致すれば文書の非
改ざん性を検証したことになる。署名者の検証は別途公開鍵証明書を検証する
ことで、公開鍵に対応する私有鍵を所有する署名者の名義が検証できる。
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3.4.2 CMS SignedData
IETF SMIME WG で定められた署名フォーマットで、CMS（Cryptographic
Message Syntax）[109] で規定されている。これは旧 RFC2630 が改定され、
RFC 3369（フォーマット）、RFC3370（アルゴリズム）と２つの RFC で規定
されている。これはフォーマット規定とアルゴリズム規定を分離することで、
アルゴリズムの追加、改定に伴ってフォーマット規定を改定しなくてもよいよ
うにするためである。

1

CMS SignedData
バージョン番号
ハッシュ関数の OID
被署名データ
証明書：オプション
CRL（失効情報）
：オプション

署名者情報（SignerInfo）
バージョン番号
署名者識別子
ハッシュ関数
署名属性：オプション
署名アルゴリズム
署名値
非署名属性：オプション
Counter Signature
Counter Signature

署 名 者 情 報を 複 数
持 つ こ と で並 列 署
名を可能にする

Counter Signature
も CMS SignedData
タイプ

Counter Signature
直前の署名値に署名
することで直列署名
を可能にする

図 3‑30 CMS SignedData フォーマット

Cryptographic Message Syntax (RFC 3369)
Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithms (RFC 3370)
CMS は S/MIME の署名形式として標準化されたものであるが、一般の署名
フォーマットとして使われる。SignedData タイプは PKCS#7 の SignedData
タイプと基本的に同一である。このフォーマットはプリミティブ署名だけでは
なく、署名対象（eConten）に加えて検証のために証明書を添付することや署
名者情報（SignerInfo）として署名データに加えて署名する署名属性をつけら
れる。署名にタイムスタンプを付ける場合は非署名属性のフィールドを用いる。
CMS SignedData の署名フォーマットの概念図を図 3-30 CMS に示す。
ContentInfo ::= SEQUENCE {
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contentType SignedData,
content [0] content of SignedData Type }
SignedData ::= SEQUENCE {

--OID

--署名データタイプ

version CMSVersion,
digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers, --ハッシュ関数の指定
encapContentInfo EncapsulatedContentInfo,
--被署名データ
certificates [0] IMPLICIT CertificateSet OPTIONAL, --添付証明書
crls [1] IMPLICIT CertificateRevocationLists OPTIONAL,
signerInfos SignerInfos }
--署名者情報
DigestAlgorithmIdentifiers ::= SET OF DigestAlgorithmIdentifier
SignerInfos ::= SET OF SignerInfo
EncapsulatedContentInfo ::= SEQUENCE {

--被署名データ

eContentType ContentType, --Data Content Type, SignedData Content Type
eContent [0] EXPLICIT OCTET STRING OPTIONAL } --署名対象データ

ContentType ::= OBJECT IDENTIFIER
SignerInfo ::= SEQUENCE {

--署名者情報

version CMSVersion,
sid SignerIdentifier,
--署名者識別子
digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,
--ハッシュ関数
signedAttrs [0] IMPLICIT SignedAttributes OPTIONAL, --署名属性
signatureAlgorithm SignatureAlgorithmIdentifier, --署名アルゴリズム
signature SignatureValue,
--署名値
unsignedAttrs [1] IMPLICIT UnsignedAttributes OPTIONAL }--非署名属性
この形式の署名フォーマットは署名対象（EncapsulatedContentInfo）が１
つしか指定できないので、EncapsulatedContentInfo の eContent で指定され
る OCTET STRING に対して丸ごと署名される。もし、eContent で指定した
もの以外のデータを別途指定して署名データに加える場合は署名属性で指定す
る。署名属性としては署名者が主張する署名時間（セキュアタイムスタンプで
はない）や署名者の Role などがある。非署名属性には CounterSignature や
TimeStamp Token などが対象となる。CertificateSet には最低限署名者の証明
書を付けることが推奨される。
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CMS SignedData の複数署名。
・並列署名は SignerInfo を複数指定して実現する。
・直列署名は非署名属性（UnsignedAttributes）に CounterSignature
（SignerInfo タイプ）を次々に付けることで何重にも直列署名を可能にする。
CMS SignedData タイムスタンプ
・セキュアタイムスタンプトークンは非署名属性（UnsignedAttributes）に
置く。
3.4.3 XML 署名
XML 署名フォーマットの標準は W3C と IETF の共同の WG で策定された
[110] 。
XML-Signature Syntax and Processing (RFC 3275)
XML 署名フォーマットは ASN.1 の署名フォーマット CMS SignedData を
XML 構文に置き換えたものではなく XML の柔軟性を生かした独自のフォー
マットを規定したものである。XML 署名フォーマットは CMS SignedData フ
ォーマットと違い、署名者情報を複数持たず単一の署名者に対する署名フォー
マットになっている。複数の並列署名を実現するためには以下に述べる
Enveroped 署名の形式を用い、その中に複数の署名要素を収めることになる。
XML 署名の基本構造は図 3-25 に示すようなものになる。
XML ディジタル署名は署名アルゴリズムや証明書やディジタル署名のタグ
を定め、指定した文書の範囲（複数可）に対して署名を付けることを可能にし
ている。CMS 署名フォーマットの場合は指定したデータコンテント全体に署
名するのでコンテントの一部にコメントなどを加えると署名改竄になってしま
うが、XML 署名は署名対象領域以外であれば任意のコメントなどを挿入でき
る特徴を持っている。
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署名要素
署名情報
正規化方式
署名アルゴリズム
署名対象参照
変換方式
ハッシュ関数

署名対象は複
数指定できる

ハッシュ値

署名値
鍵情報
証明書など
オブジェクト：オプション
署名属性、非署名属性など

図 3‑25 XML 署名構造

XML ディジタル署名を行うためには XML 構文と表現の同一性をはかるた
め、ディジタル署名をつける前に XML 構文の正規化処理（Canonicalization）
を行う必要がある。この正規化処理も標準化されている（RFC 3076）。XML
署名は XML 文書だけでなく任意のオブジェクトに署名を付けることもできる。
RFC3275 で示している XML 署名の構文は以下のようなものである。
（ここで
は？は 0 又は１、＋は 1 以上、*は 0 以上を示す）
<Signature ID?>
--XML 署名
<SignedInfo>
--署名情報
<CanonicalizationMethod/>
--正規化方式
<SignatureMethod/>
--署名アルゴリズム
(<Reference URI? >
--署名対象参照
(<Transforms>)?
--変換方式
<DigestMethod>
--ハッシュ関数
<DigestValue>
--署名対象のハッシュ値
</Reference>)+
</SignedInfo>
<SignatureValue>

--署名値
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(<KeyInfo>)?
(<Object ID?>)*

--署名検証情報(証明書など：オプション)
--署名属性（オプション）

</Signature>
XML 署名フォーマットは署名情報（SignedInfo）と署名値（SignatureValue）
からなり、オプションとして署名検証情報（KeyInfo）と署名属性（Object）
を付け加えることができる。
署名検証情報（KeyInfo） には公開鍵や X.509 の証明書や PGP 証明書情報
を指定することもできる。署名属性（Object）には署名に追加すべき付加情報
や関連情報を指定できる。
XML 署名には 3 つの形式がある。
1. Detached 署名：署名要素<Signature>の外部にあるデータを署名参照
<Reference>する形式で、XML 文書以外の任意のデータ（バイナリも可）を署
名対象とする形式
2. Enveloped：署名対象要素の子要素に署名要素<Signature>を含む形式
3. Enveloping：署名要素<Signature>の子要素に署名対象要素を含む形式
XML 署名文書
注文書
abc 500
xyz 400
署名要素
<Signature>

署名対象
XML 文書
又は任意の
データ

XML 署名文書

XML 署名文書

署名対象

署名要素
<Signature>

署名要素
<Signature>

署名対象参照

署名対象

署名対象参照

署名対象参照
署名値

署名値

Enveloped 署名

Detached 署名

図 3‑26

署名値

Enveloping 署名

XML 署名の３つの形式

XML 署名のタイムスタンプ
XML 署名にタイムスタンプを付ける標準的なスキーマはこの標準では規定
していない。したがって独自なスキーマ規定を設けてタイムスタンプトークン
を付ける必要があるが、以下に述べる ETSI の長期署名フォーマット(XAdES)
で定義している XAdES-T のフォーマットが標準的なタイムスタンプ付与の形
式となる。
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XML 署名の複数署名
複数署名の観点から、XML 署名と CMS SignedData の署名フォーマットの
違いは以下の点である。
CMS SignedData には SignerInfo が複数指定できるので、並列署名が仕様
に含まれている。これに対して XML 署名では<Signature>要素は単一の署名
のフォーマットになっており、並列署名の場合は Detached 署名又は
Enveloped 署名の形式で同一の署名対象に対して複数の<Signature>要素を設
ける必要がある。
CMS SignedData には SignerInfo の Unsigned Attribute に Counter
Signature を置いて直列署名を可能にしている。しかし XML 署名ではこのよ
うな標準の仕様が無い。したがって、XML 署名で直列署名をサポートするた
めには<Object>要素で独自の Counter Signature を指定するようにするか、
ETSI の XML 長期署名フォーマットが定義している<Object>要素の
<Unsigned Properties>の<CounterSignature>を用いる必要がある。
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3.5. シングルサインオンシングルサインオン（SSO）
シングルサインオン（SSO）は 2.6 で述べたように従来それぞれのベンダー
が独自で実装し、互いに相互運用性の無いものであった。また現在 SSO は任
意の分散システムを対象とするものではなく、ブラウザから各種 Web サーバー
に対する SSO として実用化されている。これらの実装の多くは SSO の仕組み
として Web-Browser 間で認証 Cookie を媒介することで行っている。2.6 で述
べたように Cookie[111] はクライアントのハードディスクに格納されることも
あり認証情報のセキュリティ漏洩の危険性が指摘されてきた。
最近 Web サーバー間の連携に XML で記述したメッセージを W3C で規定し
た SOAP[112] エンベロープで包み、HTTP で通信する Web サービスが普及す
るにしたがって、標準的な SSO の仕組みが求められるようになってきた。セ
ッションのセキュリティは認証だけでは成立しない。認証をしたのちユーザー
の資格や権限や属性によってユーザーに適切な資源へのアクセスを制御するこ
とが必要である。このような要件が最近の Web サービスの仕組みとして標準化
され、セキュリティを強化した認証と認可のメカニズムが OASIS の SAML と
して規定された。
ここでは、OASIS で策定された SAML と SAML[113] をベースとして企業
間連携を視野に入れた Liberty Alliance Project [114] の SSO を概観すること
にする。またマイクロソフトが提供している .NET Passport[115] の SSO の
仕組みを見ておくことにする。

3.5.1 SAML（Security Assertion Markup Language）
SAML 1.0 は OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards)によって 2002 年 11 月に OASIS 標準として策定され
た。
・SAML (Security Assertion Markup Language) の特徴
従来 SSO は認証 Cookie を使って実現してきた。しかし、認証 Cookie は同
じクッキードメイン内での SSO に制限されている。SAML は Cookie を用いず、
また Cookie の持つ制限を越えてグローバルな SSO とより強力なセキュリティ
を可能にするメカニズムを提供する。
SAML はクッキーを用いず、Cookie の柔軟性を継承し、Cookie のもつスケ
ーラビリティの制限とセキュリティ問題を解決することを目指して設計された。
SAML の第一の目的は柔軟でかつ強化されたセキュリティの SSO を実現する
ことである。しかし、実際のセキュリティアプリケーションでは、認証の後に
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利用者の資格などの属性によってアクセスできるページや Web サイトを制限
したり、また与えられたアクセス権限により資源へのアクセスを制御するいわ
ゆる認可サービスが必要である。SAML は認証情報伝達サービス
（Authentication Assertion）に加えて２つの認可サービスが加えられている。
１つは属性情報の伝達（Authorization Assertion）であり、もう１つはアクセ
ス制御情報の伝達（Authorization Decision Assertion）である。
SAML 仕様は PKI のセキュリティ環境の利用のみを前提にしたものではな
く、セキュリティを強化した ID/パスワードから対称鍵を使った認証も使うこ
とが出来る幅の広いものとなっている。
SAML 標準の 1 つの目的は、異なるベンダのアクセス制御製品間の相互運用
性を推進することである。現状では異なるベンダ製品で既に大規模に展開され
たサイト間での SSO を実現することが難しい。しかし、SAML 標準を実装し
たアクセス制御製品間では連携 SSO が可能となる。
・SAML のモデル
SAML はセキュリティ情報交換のための XML ベースのフレームワークであ
る。SAML は要求と応答のプロトコルと応答に含まれるアサーションの構文仕
様を定めたものである。このセキュリティ情報は対象とする主体（Subject：人
又はコンピュータ）のあるセキュリティドメインにおける認証情報や属性情報
や認可情報をアサーションの形式で表現する。
SAML オーソリティには以下の３つのオーソリティがあり、要求者の問合わ
せに対して、
・認証オーソリティは認証情報の再利用（SSO）を可能にする「認証アサー
ション」を提供する
・属性オーソリティはポリシーに定めた資格や役職などの「属性アサーショ
ン」提供する
・認可決定オーソリティはポリシーで定めた規則に従った「認可決定アサー
ション」提供する
アサーションの提供を受けた要求者はこれらのアサーションをそれぞれのポ
リシーで実行するアプリケーション（PEP：Policy Enforcement Point）に渡
し要求を実行する。すなわち、
・本人性（Identity）を認証し、
・本人の資格属性情報を収集し、
・本人の認可権限によって特定の資源へのアクセス（読み、書き、実行など）
させる
図 3-27 に SAML のフレームワークを示す。図に示すように System Entity
（主体のクライアント又はクライアントからアクセス要求を受けたサーバー）
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は、まず SAML 認証オーソリティに SAML 認証要求としてクレデンシャル（パ
スワードや鍵情報など）を示す。認証オーソリティは認証ポリシーや外部の認
証環境（PKI など）を検証して、主体の本人性（Identity）を証明する認証ア
サーション（Authentication Assertion）を発行する。次にこの認証アサーシ
ョンを属性オーソリティ又は PDP（Policy Decision Point）に示して認可権限
を問合わせる。属性オーソリティはポリシーに沿った主体の資格などの属性ア
サーションを発行し、PDP に主体のアクセス権限を問合わせる。PDP は予め
登録された認可権限をポリシーデータベースから検索し属性決定アサーション
を発行し、実際にアクセス制御を行う PEP（Policy Enforcement Point）に渡
しアプリケーション要求に沿った Web ページへのアクセスや資源へのアクセ
スを実行させるのである。

Policy
SAML
Authority
クレデンシャル
情報（鍵情報など）

属性 DB など
（Role）

外部認証環境
PKI など

アクセス規則など
（Rule）

Policy

Authentication
Authority

Policy

Attribute
Authority

Polic

Attribute
Assertion

Author

SAML
SAML
要求

Authenticatio
n

System Entity
アプリケーション要求
クライアント又は
アクセス要求を受けたサーバ

図 3‑27

Policy Enforcement
Point（PEP）
アクセス制御の実行

SAML フレームワーク

シングルサインオン（SSO）
SAML の主要な利用法にはシングルサインオン（SSO）がある。SSO の概
念は図 3-28 に示すように、（Step 1）Web ユーザーは最初にソース Web サイ
ト（認証オーソリティ）で認証を受ける。
（Step 2）その後この認証情報を用い
て他の Web サイトに再度認証することなくアクセスできる。

156

本人認証技術の現状に関する調査

SAML 認証オーソリテ
ソース
Web サイト

Step 1 認証
Web ユ ー ザ
ブラウザユーザー又は
Web サーバ

Step 2

図 3‑28

目的
Web サイト

セキュアな資源の利

シングルサイン・モデル

・SSO Pull モデル
SSO には Pull モデルと Push モデルがある。ここでは Pull モデルを示すこ
とにする。Pull モデルは図 3-29 に示すような SSO 認証の手順をとる。①Web
ユーザーがクレデンシャル（パスワード又は公開鍵又は認証の参照先）を示し
て、②ソース Web サイトで認証を受けた後に、③目的 Web サイトにアクセス
すると、④目的 Web サイトは Web ユーザーの認証情報をソース Web サイトに
問合わせ、⑤認証アサーションを引き出す（Pull）。⑥その後 Web ユーザーは
目的 Web サイトの資源を利用出来るようになる。
④ SAML 認証要求

ソース
Web サイト

⑤ SAML 認証提供（Pull）

目的
Web サイト

⑥ 目的サイトの
資源を提供
③ 目的へのアクセス要求

② 認証の参照先
① 認証と目的へのリンク

Web ユーザー

図 3‑29

SSO

Pull モデル
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・SAML プロトコルと SAML アサーション
SAML プロトコルは要求と応答の手順を定めたものである。SAML は下位の
トランスポートプロトコルに独立に定めているが、１つのバインディングとし
て SAML over SOAP over HTTP の仕様を OASIS で定めている。
SAML プロトコルを図 3-30 に示す。SAML クライアント（Requester）は
要求プロトコル<Request>要素の子要素に各種の<Query>要素を指定して要
求を送信する。SAML レスポンダ（SAML オーソリティ）は応答プロトコル
<Response>要素の子要素に<Status>要素と<Assertion>要素を含めた応答を
返す。<Response>処理で何らかのエラーが生じた場合、<Response>要素は
<Status>要素にエラーコードを返すだけで<Assertion>要素は含まない。

要求

<Request>
<xxQuery>
…
</xxQuery>
</Request>

SAML クライアント
（Requester）

応答

認証、属性、認可決定
などどれかの Query を
要求する
SAML レスポンダ
（SAML Authority）

<Response>
<Status>…</Status>
<Assertion>
…
</Assertion>
</Response>

要求処理のステータス
Success やエラーコードを返す
認証、属性、認可決定
などどれかのアサーシ
ョンを応答する

図 3‑30 SAML プロトコル

SAML の<Request>、<Response>及び<Assertion>にはデジタル署名（XML
署名）を付けることができる。デジタル署名はオプションであるが、デジタル
署名を付けた場合、送信者の識別や否認防止を強力にサポートする。
SAML は柔軟で拡張性に富む認証と認可の仕組みを提供している。SAML は
Web サービスのセキュリティメカニズムをサポートし、標準的手法で認証アサ
ーションをアプリケーションに伝達できる。今後 SAML を実装した各種のアプ
リケーションに採用されていくであろう。
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3.5.2 Liberty Alliance Project
Liberty Alliance Project はウェブサイト間でユーザーが許諾したアカウン
トだけを連携させ、一度ログインして認証されると他のサイトでも同じ認証情
報が利用できる SSO の仕様を策定した。マイクロソフトのユーザー認証技術
「.NET パスポート」に対抗すると言われているが相反するものではない。
初の仕様となるバージョン 1.0 は 2002 年 7 月に発表されたが、その後若干
の修正したバージョン 1.1 が 2003 年 1 月に出版された。Liberty 1.0 仕様は図
3-31 に示しように標準化団体の OASIS が開発した XML によるセキュリティ
及び転送プロトコルの標準仕様 SAML の認証メカニズムをベースに SSO 機能
を強化したものとなっている。

Liberty
SSO

SAML
認証アサーション
図 3‑31

SAML
属性、

Liberty 1.0 と SAML 1.0

Liberty Alliance Project は、サンマイクロシステムズ、HP、RSA セキュリ
ティ、NTT ドコモやソニーなど 12 のマネージメントメンバーに加え、現在 150
以上の組織が参加している。Liberty Alliance Project 仕様を実装した製品やサ
ービスは、エントラストやニュースター、ノベル、RSA セキュリティ、サンマ
イクロシステムズなどが開発中である。
・Liberty 1.0 のアーキテクチャ
Liberty は本人情報（Identity）をネットワークの信頼の輪（Circle of Trust）
の中でセキュアに伝達させる仕組みを提供する。信頼の輪とは、認証情報を管
理する Identity Provider と利用者にサービスを提供する Service Provider が
一定の合意の基に認証情報を共有する関係のことである。ここでは一旦利用者
が Service Provider からサービスの提供を受けるときに必要な認証情報を
Identity Provider から得ると Service Provider の各種サービスや他の Service
Provider 間に認証情報がセキュアに伝達され、各種のサービスで一々認証を受
け直す必要のない SSO を実現する。信頼の輪の中の SSO を Federated SSO
という。Liberty では Identity Provider の管理する利用者のプライバシを含む
本人情報は直接 Service Provider と共有するのではなく、利用者の認証情報と
してのハンドルのみが伝達されることにより、ネットワークにおけるプライバ
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シの漏洩や Service Provider が利用者のプライバシ情報を再利用することがで
きない仕組みを提供する。
・Liberty の機能
Liberty では以下の機能を提供する
・本人性連携（Federated Identity）
・認証（SSO）
・グローバルログアウト
ここでは信頼の輪として合意した Identity Provider である Airline.Inc と
Service Provider である CarRebtal.Inc 及び Hotel.Inc がそれぞれ独自に異な
る利用者のアカウントを管理しているとする。通常利用者はそれぞれのサイト
に個別にログインしなければならない。Liberty ではこれらのサイトの独立性
を保ちながらサイト間で本人性を連携させ SSO を実現させる。それぞれのロ
ーカルに管理しているアカウント情報はサイト間で共有することなく、本人性
を確認するためのハンドルのみを交換する。このことを実現するためにはまず、
利用者が本人性の連携のために上記の３つの Provider 間で連携に同意するこ
とから始まる。これが本人性の連携である。連携に同意した利用者はいつでも
連携を破棄することもできる。一旦連携が成立すると利用者は Identity
Provider にログインすることで３つの Provider 間の SSO が可能になる。一連
のサービスの提供が終了したら、利用者はグローバルログアウトすることで
SSO を終了する。
(1) 本人性連携
利用者が Identity Provider である Airline.Inc のサイトにローカルなアカウ
ントでログインすると、Airline.Inc のページで Airline グループの信頼の輪の
中にあるサービスを提供する CarRental や Hotel.Inc など各サービスに利用者
を紹介していいかと聞いてくる。利用者が同意すると Airline.Inc から
CarRental.Inc のページにリダイレクトされ、ここで利用者は CarRental のロ
ーカルなログインを促される。ログインすると Aireline.Inc と連携するかと聞
いてくる。利用者が Yes と答えると CarRental.Inc と Airline.Inc の連携が成
立する（図 3-33 参照)。同様に利用者が望めば Hotel.Inc との連携を可能にす
る。ここで各 Provider へのログインはそれぞれローカルなアカウントで行われ、
このローカルなアカウントは全体でユニークな仮名とリンクされる。
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信 頼 の 輪 （ Circle of
Airline.Inc

Hotel.Inc

Identity
P id

Service
P id

連携したメンバ

CarRental.Inc

Service
図 3-33 信頼の輪と連携

(2) 認証（SSO）
本人性が連携されたのち、SSO の認証は様々なメカニズムで行うことができ
る。すなわち、ID、パスワードベース、Kerberos、PKI ベースなど認証の各種
のクラスを実装できる。これらのどれかを使うこともできるし、またこれらを
認証の強度の要求において使い分けることも可能である。通常はパスワードベ
ースの認証を行い、高額な取引の場合には PKI ベースの認証を要求することも
可能である。
(3) グローバルログアウト
Liberty では明示的なグローバルログアウトのメカニズムを用意している。
利用者がどこかの Probider でログアウトするとこの情報は関係する Provider
に通知され、SSO の認証関係は切断される。SAML ではこの明示的なグローバ
ルログアウトのメカニズムを用意していないが、Liberty では利用者の明示的
な意思でログアウトする仕掛けを導入した。
・Liberty アーキテクチャのコンポーネント
Liberty では以下の３つのアーキテクチャのコンポーネントを用意してい
る。
・Web リダイレクション
・Web サービス
・メタデータとスキーマ
図 3-32 に上記の関係を図示する。
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Identity
Provider

Web サ ー ビ
メタデ ータ＆スキー

Service

Provider

Users
Web リダイレクショ
図 3‑32

Liberty アーキテクチャ

・Web リダイレクション
リダイレクションには以下の 2 つの方法が可能である。
HTTP リダイレクト
HTTP の GET により URI を指定してリダイレクトする。URI の載せる
パラメータのサイズの制限がある。
フォーム POST リダイレクト
POST のパラメータに任意のサイズのデータを含めることができる。
Cookie の使用制限
Liberty では Provider 間の状態情報を維持するために Cookie は基本的
に用いない。2.6 で述べたように Cookie はセキュリティ上の問題と、
Cookie 情報の伝達に DNS ドメインの制限がある。したがって、Liberty
では HTTP リダイレクトか POST によるリダイレクトに伝達情報を埋め
込み Cookie は用いない。
・Web サービス
Identity Provider と Service Provider 間では SORP-RPC over HTTP による
Web サービスを用いた認証情報の連携がとられる。ここでは SAML によるコ
ンテクストが交換される。
・メタデータとスキーマ
Identity Provider と Service Provider 間では互いの連携に必要な情報を交換
する。ここでは、以下の情報の交換が行われる。
アカウント／本人性：実際の本人情報ではなく、これにリンクした利用者の
乱数に近いハンドルのみである
認証コンテクスト：各 Provider は互いが連携するときに必要などのようなセ
キュリティメカニズムを使用するかなど認証のクラスを合意する必要がある。
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例えば通常の連携はパスワードであるが、高額取引は PKI の認証クラスを用い
ることなどを選択できる。
このような通信やネゴシエーションのプロトコルとスキーマが Liberty 仕様
で定められている。
3.5.3 .Net Passport
マイクロソフト.Net Passport は多くの Web サイトのサービスプロバイダー
を SSO で連携させるマイクロソフト社独自の方式である。マイクロソフト社
は自身が Identity Provider となって.Net Passport のサービスを行っているが、
企業がこの技術を自分で実装することもできる。Liberty Alliance がこれから
の仕組みを用意しようとするのに対して、.Net Passport は既に 1999 年からリ
リースされ多くのユーザーがこれを利用している。
.Net Passport の提供するサービスは、大まかには Liberty の提供しようとす
るサービスと同等である。.Net Passport に参加する Web サイトは自身の独自
のアカウントを持ち、これを.Net Passport のアカウントと共有させるのでは
なく、それぞれのアカウントと 64 ビットの無意味なユニークな ID（PUID：
Passport Unique Identifier）とのリンクを作ることでサイト間の SSO のため
の認証情報を伝達するので、サイト間や.Net Passport の認証センタとのプラ
イバシ情報の共有はしないことになっている。
・.Net Passport の動作
.Net Passport は利用者の認証クレデンシャルにリンクした PUID を用いサ
イト間の連携（SSO）を行う仕組みを提供する。.Net Passport の認証センタ
（Identity Provider）は、この SSO にサインイン／サインアウトするため
の.Net Passport 共通のページを提供する。サイトにサインインした利用者は
安全に.Net Passport の認証センタにリダイレクトされ、利用者が自身のクレ
デンシャル（ID、パスワード）を入力して認証を受けると、認証センタは PUID
を持って対象サイトにリダイレクトされ、サイトの用意したサービスのページ
にアクセス出来るようになる。PUID 等は安全のために暗号化されて送信され
る。
.Net Passport のセキュリティレベル
.Net Passport ではセキュリティ強度の要求の違いに対応するため 3 つレベ
ルのサインインのメカニズムを用意している。
・標準サインイン
認証センタに ID、パスワードを入力することで認証する方式で、利用の便宜
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のために ID、パスワードの入力のときだけ HTTPS の SSL サーバー認証を利
用する。一旦認証された後は通常の HTTP が用いられる。
・セキュアチャネル・サインイン
セキュアチャネル・サインインは認証のプロセス全体を SSL の環境下で行い、
安全性をより強化したサインインである。標準サインインでは ID、パスワード
の入力画面のみが SSL で保護されるが、暗号化された PUID の送信は通常の
HTTP リダイレクトで行われるため、
リプレーアタックの危険性が残っている。
・ストロングクレデンシャル・サインイン
サービスプロバイダーがセキュアなコンテンツを保護するために 2 段階のサ
インインを要求する。第１段階はセキュアチャネルのサインインを使い、第２
段階では SSL を用いて再度サインインを要求し、４桁のセキュリティキーを入
力させることにする。この２段階のサインインで高度なセキュリティを提供で
きる。
.Net Passport の認証の流れ
以下に示す図 3-40 .Net Passport の認証フローで、標準サインインにしたが
って行われる認証のプロセスを示す

Passport

Passport
利用者
（ブラウザ）

認証センタ
Passport
ログイン
サーバ

Passport 参加サイト
１

Web

２

サーバ

P
ass
por

３
５

４

６
Passport
ユーザー

図 3‑40 .Net Passport の認証フロー
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(1) 利用者が Passport 参加サイトにアクセスし、認証を受ける要求をする
(2) 参加サイトは.Net Passport の認証センタに参加サイトの ID を示してリ
ダイレクトする。
(3) .Net ログインサーバーはサイト ID が登録済みのものかをチェックし、
SSL の保護下で利用者にサインインページを示し、クレデンシャル入力をさせ
る。サーバーは Passport DB を検索し利用者を認証する。
(4) ログインサーバーは利用者の PUID と付属ユーザー属性情報を暗号化し
て送り、利用者のブラウザにサイトへのリダイレクトをさせる。
(5) 参加サイトは、ログインサーバーが送ってきた PUID を含むチケットを
復号し PUID と必要な属性を得て利用者を認証する。
(6) 参加サイトの Web サーバーは利用者が認証されたことを示すページを送
り利用者にその後のページのアクセスを許可する。利用者が許可されたページ
間をアクセスするとき Web サーバーは Cookie を使って認証情報を保持する。
このとき利用者がいつでもログアウトできるようにサインアウトのアイコンも
表示させるようにする。利用者は何時でも認証されたページからログアウトで
きる。
上記の⑤のプロセスで参加サイトの Web サーバーが利用者を認証するため
に必要な情報として、参加サイトにある Passport Manager は PUID が本当に
利用者のクレデンシャルとリンクしたものかを確かめるために、図 3-36 の破線
で示しように、Passport 認証センタにある利用者の XML で書かれた構成ファ
イルを定期的にダウンロードし、これと PUID とを比較することで参加サイト
の Web サーバーが利用者を認証することが出来る。
.Net 参加サイトのサーバー間では利用者の生のクレデンシャル情報は伝達
することは無く、プライパシが確保される。
.Net Passport をマイクロソフトのサービスとして利用することや自前
で.Net Passport の認証センタを運用して SSO を構築することは既に多くのサ
イトで行われている。.Net Passport ははじめはクレデンシャルとしてユーザ
ーID とパスワードのみがサポートされたが、.Net Passport 2.0 ではより強力
なセキュリティのために Kerberos のセキュリティメカニズムを用意すること
になった。
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3.6. バイオメトリクス認証
3.6.1 標準間の関係
バイオメトリクス認証に関しては、指紋認証アルゴリズムの標準といった技
術の標準化が行われる状況にはなく、API・データフォーマット・評価方法な
ど、従来クローズな環境で用いられてきていたバイオメトリクス認証をオープ
ンな環境で利用するための標準化が進んでいる。2.6 節に記載した通り、公的
な広域ドメインに採用するという視点から考えた場合、
「互換性確保」「評価尺
度」
「設計運用指針」の観点からの標準化が必要である。現存若しくは現在策定
中の標準がどの観点に属し、また標準間にどのような関連があるかを図 3-34
標準間の関係に纏めた。
図中、実線で囲まれたものは何らかの標準になっているもの、点線で囲まれ
たものはドラフト段階のもの、一点鎖線で囲まれたものはガイドラインとして
提唱されているものである。標準間の関係は具体的な関係とともに実線で記し
た他、参照レベルの関係は点線の実線で記した。
次節以降にて、これら各々の標準について詳述する。
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ISO15408

CEM

設計運用指針

バイオメトリクス認証用の補完文書

BioPrivacy BestPractice
BioPrivacy Impact Framework
BioPrivacy Risk Ratings

Application Profile
for Transportation Workers
for Border Crossing
for Point-of-Sale

評価尺度
PP (EAL1+〜EAL4)
Biometric Device Protection Profile
PP (EAL4)
Biometric System Protection Profile
for
Medium Robustness Environment

Biometric Evaluation Methodology Supplement

運用要求策定
ガイドライン

Biometric Information
Management and Security
（ANSI X9,84）

Best Practice

指紋認証の精度評価方法
(JIS TRX0053)

互換性確保
CBEFF

BioAPI
(ANSI/INCITS 358)

XML 対応
パトロン
フォーマット

(NIST IR6529)
パトロン
フォーマット

物理的プロテクト機構

暗号機構

パトロン
フォーマット

虹彩認証の精度評価方法
(JIS TRX0072)

XCBF

Java Card Biometric API

Personal verification through biometric methods
(ISO/IEC 7816-11)
細部規定

ANSI X9.66
FIPS 140-2
ANSI X9.30,X9.31,X9.42, X9.44, X9.52, X9.63, X9.71
ISO 11568, 15782

ISO/IEC 7816-4, 8

167

本人認証技術の現状に関する調査

図 3‑34 標準間の関係
3.6.2 互換性確保のための標準
3.6.2.1 インターフェース
本節では、バイオメトリクス認証に関連したインターフェースの標準化動向
を紹介する。インターフェースを標準化することで、アプリケーションの仕組
みを変えることなく異なるバイオメトリクス技術を導入できる。データフォー
マットを統一化することにより、照合エンジンは決められたフィールドのデー
タを読み出して、自分自身がサポートしているデータ形式かどうかを判断する
ことができる。異なる認証技術間における相互運用性(interoperability)を確保
する上でインターフェースとデータフォーマットの標準化は重要な役割を持っ
ている。ここではアプリケーションプログラムインターフェース(API)として
BioAPI と Java Card Biometrics API を、IC カードのコマンドインターフェ
ースとして ISO/IEC 7816-11 を紹介する。

(a) BioAPI
概要
BioAPI[55] は、バイオメトリクス認証における認証技術部分とアプリケー
ションの間のインターフェースである API (Application Program Interface)を
規定したものである。1998 年 4 月、それまで認証アルゴリズムベンダーがそ
れぞれ独自で策定していた API 仕様を統一化することを目的として、BioAPI
Consortium が発足した。
BioAPI Consortium は 2000 年 3 月に BioAPI バージョン 1.0 を発表し、2001
年 3 月にはバージョン 1.1 と Microsoft Windows 上で動作するリファレンス実
装をリリースした。BioAPI バージョン 1.1 はその後 2002 年 2 月に米国標準
規格 ANSI/INCITS 358-2002 となった。BioAPI はプラットフォームに依存し
ないことを意識した仕様であり、現在、ISO/IEC JTC 1 SC37SG2 で国際標準
化の動きがある。現在は UNIX と Linux 上で動作するリファレンス実装が開発
されている。
関連する仕様 BioAPI はいくつかのベンダー独自仕様を統合して発展した。
米 I/O Software 社の BAPI(Biometric API)は 1998 年 12 月に、米国防総省(DoD、
Department of Defense)が出資した HA-API (Human Authentication API)は
1999 年 3 月にそれぞれ BioAPI に統合された。BioAPI Consortium には 90 社
余りが加盟しているが、米 Microsoft 社は当初メンバーだったものの現在は非
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加盟である。BioAPI バージョン 1.0 が発表された直後の 2000 年 5 月、Microsoft
社は I/O Software 社と提携して BAPI を次世代の Windows XP に実装すると
発表した。その後同社からバイオメトリクスに関する新たな発表はないが、強
い影響力を持つ同社のオペレーティングシステム製品にどのような機能が実装
されるかが注目されている。
アーキテクチャ BioAPI では、認証技術を提供するモジュール(いわゆる認
証エンジン)のことを BSP (Biometric Service Provider)と呼ぶ。BioAPI は層
構造を持ち、アプリケーションは直接 BSP にアクセスするのではなく、BioAPI
フレームワークという BSP の管理を行う層にアクセスする(図 3-43)。BioAPI
では、BioAPI フレームワークとアプリケーションのインターフェースである
「アプリケーションレベル API」と、BSP と BioAPI フレームワークのインタ
ーフェースである「SPI (Service Provider Interface)」を規定している。また、
BioAPI はクライアントサーバーモデルに対応し、クライアント側、サーバー
側のいずれで照合処理を行う場合もサポートしている。
アプリケーション
アプリケーションレベル API
BioAPI フレームワーク
SPI

SPI

SPI

BSP

BSP

BSP

デバイス

デバイス

デバイス

図 3‑43 BioAPI の構造
データ構造 BioAPI では、バイオメトリクスデータのことを BIR
(Biometric Identification Record)と呼ぶ。BIR は 16 バイトのヘッダーの後に
バイオメトリクスデータ部分が続き、最後にオプションで署名データをつける
ことができる(図 3-45)。BioAPI 形式の BIR は、CBEFF のパトロンフォーマ
ット B として規定されている。
ヘッダー
(16 バイト)

バイオメトリクスデータ
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図 3‑45 BioAPI BIR(バイオメトリクスデータ)の構造

準拠 2003 年 2 月現在、BioAPI に準拠した BSP は 9 製品、アプリケーシ
ョンは 2 製品あるが、準拠とする基準が仕様に規定されてはいるものの認定機
関などはなく、各社の主張に基づく準拠となっている。
準拠製品の増加に伴い適合性試験が望まれるが、ISO/IEC JTC 1 SC37 SG5
において検討が行われる見込みである。

(b) Java Card Biometric API
Java Card Biometric API[56] [57] は、Java Card 技術が動作する IC カー
ドにおけるバイオメトリクス認証技術部分と Java アプレットの間のインター
フェースを規定したものである。Java Card Forum の Biometrics Task Force
と NIST (National Institute of Standard and Technology)の Biometric
Consortium ワーキンググループが制定作業を行い、2002 年 7 月にバージョン
1.0 が、同年 8 月にバージョン 1.1 がリリースされた。
IC カードは、バイオメトリクス情報を外部に露出することなく保存や認証を
行えるデバイスである。Java Card Biometric API は、(1)オンカードマッチン
グ(MOC、Match-On-Card)、(2)複数バイオメトリクス技術のサポート、
(3)Global Platform の尊重、(4)CBEFF の推進、(5)コンパクト、などを要件と
して制定された。3 種のインターフェースと 2 種のクラス、それぞれのメソッ
ドは 10 個以下と必要最小限の仕様となっている。
典型的なバイオメトリクスアプリケーションはマネージャーアプレットとク
ライアントアプレットからなり、マネージャーアプレットはバイオメトリクス
情報の管理を行い、クライアントアプレットは認証リクエストの発行を行う。
それぞれがこの API を介して認証技術アルゴリズムに対して認証やデータ管
理のリクエストを発行する(図 3-37)。
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図 3‑37 Java Card Biometrics API の関連図[57]

BioAPI は PC などのプラットフォームでバイオメトリクス技術を使うため
の一般的な C 言語インターフェースであるのに対して、Java Card Biometric
API は Java Card における Java のクラス形式として定義されたものである。
また Java Card Biometric API はデータの形式については特に規定していない。
Java Card フォーラムは、Java Card Biometric API を ANSI/INCITS 標準
にすることを目指して、INCITS/M1 へ仕様を提出していく方向である。
また、BioAPI と Java Card Biometry API に対しては、米 ActivCard 社か
ら仕様拡張提案が出されている(M1/03-0087[116] )。現行の上記 2 仕様の枠組
みでオンカードマッチングを実現しようとすると、バイオメトリクス認証技術
を提供するベンダー(BSP ベンダー)が、自身の BSP の内部に IC カードのミド
ルウェアを組み込まなくてはならない。M1/03-0087 提案は、ホスト上で動作
するオンカードマッチング BSP (BSP for MOC)と IC カード上で動作するオン
カードマッチングライブラリ(MOC Library)の 2 つを BSP ベンダーが提供し、
IC カードのミドルウェアベンダーが別途提供するバイオメトリクスアプレッ
トと組み合わせてシステムを構築するための拡張提案である。
関数の形は変えないで引数の定義値の追加で対処するなど、既存の仕様に対
する変更点ができるだけ少なくなるよう考慮されている。

(c)

ISO/IEC7816-11
概要
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ISO/IEC7816-11「情報技術−識別カード−外部端子付き IC カード−第 11
部 バイオメトリクス手法を用いた個人認証」は現在審議中の規格であり、IC
カードへバイオメトリクス情報を格納したり、IC カード上の CPU で認証処理
を行ったりする場合のカード外部とのインターフェースを規定するものである
[60] 。ISO/IEC JTC1/SC17/WG4 で審議が進められ、現在は 2002 年 7 月に委
員会最終ドラフト(FCD)が発行された状態となっている。
ISO/IEC 7816-11 は ISO/IEC 7816-4 (共通コマンド)と ISO/IEC 7816-8 (セ
キュリティコマンド)の細部規定であり、バイオメトリクス認証時に使用する共
通コマンドを指定し、データ構造を定義している。ISO/IEC 7816-11 ではバイ
オメトリクス認証を静的な認証と動的な認証に分類し、指紋や顔などユーザー
が一方的にデータを提示するものを静的な認証、署名や音声などユーザーの動
的な行動を必要とするものを動的な認証と定義している。すなわち、静的な認
証は身体的特徴によるバイオメトリクスに、動的な認証は行動的特徴によるバ
イオメトリクスに対応する。静的な認証の場合には VERIFY コマンドを使い、
動的な認証の場合には GET CHALLENGE 及び EXTERNAL
AUTHENTICATE(いずれも ISO/IEC 7816-4 で規定)を使うとしている。認証
時のデータ伝送については ISO/IEC 7816-4 で規定されるセキュアメッセージ
ングを使うよう定めている。また、データの暗号化アルゴリズムは ISO/IEC
7816-8 に規定されるセキュア環境コマンドを使うように定めている。さらに複
数のバイオメトリクス技術を使う場合には ISO/IEC 7816-8 で規定されるコマ
ンドチェーンを使用することができるとしている。ISO/IEC 7816-11 はカード
上で認証処理を行う場合及びカードの外部で認証を行う場合の双方をサポート
したものとなっている。
ISO/IEC 7816-11 ではデータ形式としてバイオメトリクス情報テンプレート
(BIT)とバイオメトリクスデータ(バイオメトリクス参照データ、バイオメトリ
クス認証データ)の形式を規定している。バイオメトリクス情報テンプレートは
バイオメトリクスデータに関連する制御情報であり、バイオメトリクス参照デ
ータは登録されているバイオメトリクス情報、バイオメトリクス認証データは
認証のために入力されたバイオメトリクス情報である。バイオメトリクスデー
タは BER-TLV (Basic Encoding Rule Tag-Length-Value)形式でコーディング
され、標準部分と専用部分を持つことができる。標準部分は互換性のために使
われるが、性能を向上させるために専用部分のデータも使うことができるとし
ている。
ISO/IEC 7816-11 には、バイオメトリクスデータの有効・無効などを示す認
証要件情報のフォーマットも規定されている。
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3.6.2.2 データフォーマット
バイオメトリクス情報の種別に依存せずに、異なるシステム間でバイオメト
リクス情報を相互に使うためには、データフォーマットの標準化が不可欠であ
る。CBEFF は、互換性の向上やシステム開発のコスト削減を目的とした、標
準ファイルフォーマットである。また、XCBF は、ネットワーク上でバイオメ
トリクス情報を簡易に扱えるよう XML ベースの標準ファイルフォーマットを
策定することを目的として、既に策定されていた CBEFF を XML 化したもの
である。
(a) CBEFF (Common Biometric Exchange File Format)
策定経緯 1999 年 2 月に米 NIST と Biometric Consortium が指紋のテンプ
レートのフォーマットを議論するワーキンググループを支援したところから始
まる。その後、BioAPI Consortium、米 ANSI X9F4 金融サービスワーキング
グループ、IBIA、独 TeleTrusT 社のインターフェースグループが協力し、
CBEFF テクニカル開発チーム(NIST、NSA、米 SAFLINK 社、米 Veridicom
社、Biometrics Foundation、米 ANADAC (現在、米 Identix 社)、独 Infineon
社によって構成)が CBEFF[58] を作成した。2001 年 1 月、NISTIR 6529 とし
てリリースされ、NIST で維持管理されている。現在は、INCITS/M1 では
ISO/IEC JTC 1 SC37 SG2 へ CBEFF の国際標準提案活動を行っている。
ISO/IEC JTC 1 SC37 SG3 では、バイオメトリクス種別ごとのデータ交換形
式策定の動きもある。
現在、NISTIR 6529 は改訂作業中であり、NISTIR 6529-A としてリリース
される予定である。また、スマートカードフォーマット(Format D)と XCBF
が新たにパトロンフォーマットとなる予定である。
概要
共通のバイオメトリクス情報交換ファイルフォーマットとして、バイオメト
リクス技術や異なるシステム間でも相互に使うことを目的とし、特定の技術や
ベンダーに依存しない仕様で作成されている。
CBEFF は、図 3-38 に示すように、ヘッダー(SBH: Standard Biometric
Header)、バイオメトリクス情報格納ブロック(BSMB: Biometric Specific
Memory Block)、署名ブロック(SB: Signature Block、 オプション)の 3 つの
部分から構成されている。
CBEFF はヘッダー情報を詳細に規定し、バイオメトリクス情報自体は規定
していない。CBEFF のヘッダーを構成するフィールドを表 3-21 に示す。
この CBEFF と整合性のあるデータフォーマットはパトロンフォーマットと
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呼ばれ、NISTIR 6529 では Format A から Format C までがあり(表 3-22 参照)、
Format B (BioAPI BIR、 3.6.2.1(a)参照)と Format C (X9.84 Biometric Object、
3.6.4.1 参照)にはヘッダーのマッピング表が用意されている。また、CBEFF の
パトロンフォーマットを利用している組織団体は CBEFF クライアントと呼ば
れる。
ヘッダー

バイオメトリクス情報格納ブロック

署名ブロック

(SBH)

(BSMB)

(SB)

図 3‑38 CBEFF のデータ構成
表 3‑21
フィールド名

CBEFF ヘッダー構造
内容

種別

SBH Security Options

必須

暗号化、完全性保証(署名、 MAC)の有無

Integrity Options

オプション

署名か MAC の指定

CBEFF Header Version

オプション

CBEFF ヘッダーのバージョン情報

Patron Header Version

必須

パトロンフォーマットのヘッダーのバージョン情報

Biometric Type

オプション

バイオメトリクス情報の種別 (例：指紋、声、等)

Record Data Type

オプション

データの種別 (生データ、中間データ、処理済データ)

Record Purpose

オプション

目的 (登録用、1 対 1 認証用、1 対 N 認証用、等)

Record Data Quality

オプション

データの品質

Creation Date

オプション

作成日時

Creator

オプション

作成者

BSMB Format Owner

必須

BSMB を定義した会社や組織団体の ID

BSMB Format Type

必須

BSMB を定義した会社や組織団体が規定

表 3‑22

パトロンフォーマットの一覧

フォーマット

パトロンフォーマット

Format A

CBEFF オリジナル

Format B

BioAPI Ver. 1.0 BIR フォーマット
策定団体：BioAPI Consortium

Format C

ANSI X9.84 Biometric Object
策定団体：ANSI X9F4 金融サービスワーキンググループ

Format D (策定中)

スマートカード向け、 ISO/IEC JTC1/SC17 7816-11

課題 標準ファイルフォーマットとして策定された CBEFF であるが、図
3-39 に示す NISTIR 6529 に記載されているパトロン・クライアントの関係図
174

本人認証技術の現状に関する調査

を見ると、パトロン間に直接のつながりはない仕様となっている。
したがって、
Format B に準拠していた場合に、Format C では直接扱うことができず、再マ
ッピングを行う機構を用意する必要がある。

図 3‑39 CBEFF、 パトロン、クライアントの関係 ([58]

Figure 2 より引用)

普及度 NISTIR 6529 に記載されている CBEFF パトロンは、BioAPI と
X9.84 の２つである。CBEFF クライアントは、IBIA の WEB ページから登録
することができ、2003 年 2 月現在、ベンダー23 件、組織団体 4 件の合計 27
件の登録がある6。
XCBF (XML Common Biometric Format)
策定経緯 2002 年 3 月、XML 関連の標準化団体である OASIS が、バイオ
メトリクス情報を容易にインターネット転送できるように、バイオメトリクス
用の標準 XML スキーマを策定するため、XCBF 委員会を設立した。2002 年 8

6最新の情報は、IBIA

CBEFF Registrations http://www.ibia.org/cbeffregistration.htm で参照可能。
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月には初版をリリースし、X9.84 の改訂を働きかけ(注：ドラフトでは、
X9.84-2002 又は X9.84-2003 をリファレンスしている。2003 年 2 月現在、X9.84
も改訂のための投票中である)、2003 年 1 月、委員会仕様が完成した。現在、
OASIS 規格として投票中である。
概要
XCBF[59] は、CBEFF で規定されているパトロンフォーマット(BioAPI BIR、
X9.84 Biometric Object。表 3-22 参照)に準拠してエンコードした、XML の共
通セットを定義したものである。実際には X9.84 で定義された ASN.1 スキー
マからマークアップ言語を定義している。そのため、BioAPI BIR の場合は、
一度 ASN.1 スキーマの Biometric Object に変換してから使用する。また、
CBEFF はバイナリフォーマットであるが、XCBF ではテキストとして人が直
接読むことができる形式になっている。
図 3-40 にコーディング例を示す[119] 。図中の「← フィールド名」は
CBEFF のヘッダー情報(表 3-21)との対応を示したものである。

：ヘッダー(開始)
← Patron Header Version
← Biometric Type
← Record Data Type
← Record Purpose
← Record Data Quality
←Format Owner
←Format Type
：ヘッダー(終了)
：バイオメトリクス情報格納ブロック(開始)
：バイオメトリクス情報格納ブロック(終了)

図 3‑40 コーディング例
将来は XCBF が CBEFF のパトロンフォーマットとなる予定であり、X9.84
の改訂(X9.84-2003 の予定)とも密接にかかわっている模様である。
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3.6.3 導入のための標準
3.6.3.1 認証精度
バイオメトリクス認証装置の標準的な精度評価方法として、英 CESG 内の
BWG が策定した Best Practice と、国内組織 INSTAC が策定した JIS-TR を
紹介する。また、米 INCITS/M1 における標準化の動向についても触れる。本
節で紹介する標準化の動向は、今後 ISO/IEC JTC1 SC37 SG5 おいて進められ
る国際標準化作業にも、密接に関わるものと予想される。
(a) Best Practice
策定経緯 Best Practice は、実運用環境におけるバイオメトリクス認証製
品の評価を行うにあたり、評価の手順や規模、結果の信頼性評価について、ベ
ンダー・システムインテグレーター・ユーザーの全ての立場で利用できる最良
の実践法（Best Practice）を提示することを目的とし、2001 年 1 月に Ver.1.0
が、2002 年 8 月に Ver.2.01 が策定・公開されている[62] 。策定にあたっては、
欧州 ESPRIT の BioTest Project、米 NBTC において、標準的な精度評価方法
の開発に携わった T. Mansfield7と J. Wayman8が参加しており、両プロジェク
トの成果が反映されている。Ver.1.0 では、７種のベンダー製品について比較評
価試験を行った実績があり、その評価結果は 2001 年 3 月に公表されている
[126] 。この評価試験を通じて明らかとなった内容不足分と、評価結果のばら
つき（信頼性）に対する統計的な考察を新たに加え、現在の Ver.2.01 が策定さ
れた。現在最も国際的な影響力がある精度評価方法の一つであり、2002 年 12
月に ISO/IEC JTC1/SC37 に提出された精度評価方法に関する国際標準化案
においても、Best Practice が関連文書として参照されている。以下では、Best
Practice を BP と略記する。
概要
BP の内容は技術的な性能評価に特化しており、可用性や脆弱性、プライバ
シーの取り扱い等、運用面に関する評価は対象としていない。評価の対象は身
体的特徴、行動的特徴に基づくバイオメトリクス技術全般であり、また１対１
認証／１対Ｎ認証のいずれの認証方式にも適用可能な、汎用的・標準的な精度
評価方法となっている。
評価の方法は、その目的に応じて表 3-23 に示す３種に分けられる。BP では
表 2-3 の 3 種の評価方法それぞれについて、被験者の選定、評価規模の決定、
7
8

元 BioTest Project プロジェクトリーダー
元 NBTC センター長
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評価用データの収集、認証精度の分析、評価結果の推定誤差の定量化、報告書
の作成の各項に関する推奨法を提示している。認証精度の評価に際しては、表
3-24 に示す認証エラー率を観測する。
評価の結果は、FMR と FNMR の DET カーブ、FAR と FRR の DET カー
ブ、登録／認証未対応率、未対応の判断基準、及び 12 項目からなる評価レポ
ートで示す。１対Ｎ認証方式の評価の場合は、表 3-25 １対Ｎ認証方式で評価
する認証エラー率に示す Binning error rate と Penetration rate についても評
価し、その DET カーブを評価レポートに加える。
表 3‑23

Best Practice における評価方法区分

Technology evaluation

目的

Scenario evaluation

複数の競合アルゴリズム 想定使用環境下での、再 特定アプリケーションの
の比較・評価9

現性のある認証精度評価

運用時の認証精度評価

評価対象

アルゴリズム

システム

システム

被験者

標準的なデータベース

想定されるユーザーと人 実際にシステムを使用す
口構成が近い被験者集団

評価環境

るユーザー

統一環境下でデータベー 想定使用環境に評価環境 実際の使用環境下で評価
スを構築・評価

9

Operational evaluation

をコントロール

例えば指紋認証といった、単一種のバイオメトリクス認証技術における競合アルゴリズムの比較・評価。
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表 3‑24
登録未対応率

Best Practice で評価する認証エラー率

Failure To Enroll（FTE）
登録できない人の全被験者に対する割合10。

認証未対応率

Failure To Acquire（FTA）
認証できない人の全被験者に対する割合11。
False Match Rate（FMR）

誤合致率

異なる被験者同士のテンプレートを１対１マッチングした結果、
一致と判定される割合。認証未対応となった試行を除いて算出。
誤非合致率

False Non-Match Rate（FNMR）
同一被験者のテンプレートを１対１マッチングした結果、不一致
と判定される割合。認証未対応となった試行を除いて算出。

誤受入率

False Accept Rate（FAR）
システムが他人の認証要求を誤って受け入れる割合。
認証未対応となった試行も含めて算出。

誤拒否率

False Reject Rate（FRR）
システムが本人の認証要求を誤って拒否する割合。
認証未対応となった試行も含めて算出。

表 3‑25

１対Ｎ認証方式で評価する認証エラー率

Binning Error Rate
（BER）

類似度の高いテンプレート同士を同一カテゴリとして
カテゴライズした場合に、同一のユーザーから抽出され
たバイオメトリクス情報であるにもかかわらず、登録時
と認証試行時で異なるカテゴリに属すると判断される認
証エラー率。

Penetration Rate（PR）

類似度の高いテンプレート同士を同一カテゴリとしてカ
テゴライズした場合に、全体のテンプレートに対して一
つのカテゴリが占める割合。

10
11

登録できる／できないの判定は予め決定した登録ポリシーに基づく。ポリシーは評価結果に明記される。
登録未対応と同様に、認証未対応の判定は予め決定した認証ポリシーに基づき、評価結果に明記される。
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(b) JIS-TR
策定の経緯 国内では、過去 ECOM 内の本人認証技術検討ワーキンググル
ープ（WG06）や、IPA の次世代デジタル応用基盤技術開発事業において、バ
イオメトリクス認証装置の精度評価に関する検討が行われた経緯がある。それ
らの検討成果を基に、
JSA の内部組織である INSTAC において標準化を進め、
策定・公表された JIS-TR が、本節で紹介する指紋認証システムの精度評価方
法（JIS-TR X0053）[63] 及び虹彩認証システムの精度評価方法（JIS-TR X
0072）[64] である。2003 年 2 月現在、指紋・虹彩以外のバイオメトリクス情
報に基づく認証システムについても、精度評価方法に関する JIS-TR が策定中
であり、順次発行の予定である。
策定にあたっては、先に欧米組織（米 NBTC、欧 BioTest Project）で検討さ
れた標準的な評価方法との整合が重視されているため、基本的部分は BP と共
通しているが、BP が科学的な精度評価を行う為の基本的枠組み、すなわち完
全に遵守しなくとも良いという位置付けであるのに対し、
JIS-TR は将来的に JIS
規格として遵守すべき要件集という位置づけである点で性質が異なる。
概要
JIS-TR では、評価者に依存しないバイオメトリクス認証製品の性能評価実
現を目的としている12。ベンダー・インテグレーター・ユーザー全ての立場で
利用することを前提としている点、技術的な性能評価に特化している点等、基
本的な部分は BP と共通しているが、JIS-TR ではバイオメトリクス情報の種別
毎に TR を分け、個々に適応した要件をより詳細に規定することで、評価作業
手順をより明確化している。BP と指紋・虹彩両 JIS-TR との主な相違点を表
3-26 に示す。以下では、表 3-26 に示した相違点のうち、注意すべき点を説明
する。
指紋・虹彩両 JIS-TR では１対１認証方式のみを対象としているため13、BP
で評価の対象であった。
表 3-25 １対Ｎ認証方式で評価する認証エラー率の認証エラー率について
は評価しない。また、BP では登録時／認証時の未対応を区別しているが、
JIS-TR ではこれらを区別せず、単に未対応と定義している。誤受入率（FAR）
と誤拒否率（FRR）の定義についても、BP におけるそれらとは定義が異なる。
BP と定義が異なる認証エラー率の一覧を表 3-27 に示す。評価の方法について
も、BP、JIS-TR 共に３種類用意されている点は共通だが、区分が異なる。
JIS-TR における評価方法区分を表 3-28 に、BP と JIS-TR の評価方法区分の
12

Best Practice と同様に、可用性や脆弱性等、運用面に関する評価は対象としていない。
JIS-TR では、1 対 N 認証方式を対象とし
ているものもある。

13現在策定中である指紋・虹彩以外のバイオメトリクス認証に関する
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対応関係を表 3-29 に示す。
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表 3‑26

対象

Best Practice と指紋・虹彩 JIS‑TR の相違点

Best Practice

JIS-TR

全てのバイオメトリクス技術

指紋認証（JIS-TR X 0053）
虹彩認証（JIS-TR X 0072）

位置付け

標準的な精度評価の実践法の提示

将来的に JIS 規格として遵守すべき要

（完全に従わなくともよい）

件集

適 用 可 能 な ・ 1 対 1 認証
認証方式

・ １対 1 認証のみ

・ 1 対 N 認証（ポジティブ認証）
・ 1 対 N 認証（ネガティブ認証）

評価方法

評価の目的に応じて三種類

評価の目的に応じて三種類

・ Technology evaluation

・ 照合アルゴリズム評価

・ Scenario evaluation

・ 照合装置評価

・ Operational evaluation

・ 本人認証システム評価

評 価 規 模 の 指標（Rule of 3、 Rule of 30）14のみ 所望の評価精度から定量的に決定。
決定法

の提示。明確には規定されていない。

信頼性指標

・ 評価値の分散、信頼区間

・ 評価値の限界精度

報告書内容

・ 登録未対応率、照合未対応率

・ 未対応率

・ 認証精度特性（DET カーブ）

・ 認証精度特性（DET カーブ）

FNMR vs. FMR

FNMR vs. FMR（照合アル

FRR vs. FAR

ゴリズム／装置評価の場合）

BER vs. PR

FRR vs. FAR（本人認証シス

・ 被験者情報

テム評価の場合）

総数、男女比、年齢構成等
データ収集環境

総数、男女比、年齢構成等

・ 評価値の分散、信頼区間等
・ 登録／認証未対応の判断基準

14

・ 被験者情報

評価試行の数から、統計的に評価結果の信頼性を求める手法。
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表 3‑27

JIS‑TR において Best Practice と定義が異なる認証エラー率

未対応率

登録や認証ができない人の全被験者に対する割合

誤受入率

False Accept Rate（FAR）
システムが他人の認証要求を誤って受け入れる割合
未対応となった試行は除いて算出

誤拒否率

False Reject Rate（FRR）
システムが本人の認証要求を誤って拒否する割合
未対応となった試行は除いて算出

表 3‑28

JIS‑TR における評価方法区分

照合アルゴリズム評価
目的

評価対象

照合装置評価

本人認証システム評価

複数のアルゴリズムの比 一般的な環境下での再現 特定アプリケーションに
較・評価

性のある認証精度評価

アルゴリズム

センサー 15 ＋アルゴリズ システム
ム

対応した認証精度評価

（判定機能を含む）

（判定機能を含まず）
被験者

標準的なデータベース

国内の一般的な人口構成 実ユーザー、あるいは実
を代表する被験者集団

ユーザーの人口構成を代
表する被験者集団

評価環境

デ ー タ ベ ー ス の 要 件 を 照合装置が推奨する環境 実際の使用環境、あるい
TR 毎に規定

15

（虹彩 TR）

バイオメトリクス情報の入力装置の意。
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表 3‑29

Best Practice と JIS‑TR の評価方法区分の対応関係

Best Practice

JIS-TR

Technology

対象：アルゴリズム

照合アルゴリズム

evaluation

標準的なDBで評価

評価

対象：センサー＋アルゴリズム

該当区分なし

特定のアプリケーション

照合装置評価

使用環境は想定せず評価

Scenario
evaluation

対象：システム
特定のアプリケーション
使用環境を想定して評価

本人認証システム
評価

対象：システム

Operational
evaluation

特定のアプリケーション使用環境
（実ユーザー・運用）で評価

指紋 TR と虹彩 TR の相違点 JIS-TR X0053（指紋 TR）と JIS-TR X0072
（虹彩 TR）では、認証精度特性の提示法が異なる。指紋 TR では、実測の認
証精度特性のみを評価結果としているのに対し、虹彩 TR では、実測値に加え、
実測値から推定した認証精度特性も評価結果として規定している。一般に、虹
彩認証システムの認証エラー率は非常に低く、実測の認証エラー率が評価限界
値を上回る程度の数だけ評価用データを用意することは現実的ではない。以上
の理由から、虹彩 TR では統計的推定により照合精度特性を算出する手順を規
定している。
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(c) 米 INCITS/M1 における標準化
以上の項では、欧州及び日本における動向について紹介したが、米国におい
ても過去に ICSA、NBTC、NIST、IBG 等で精度評価に関する検討が行われた
経緯がある。
現在は、INCITS の技術委員会 M1 内の AHGBPTR（Ad-Hoc Group on
Biometric Performance Testing and Reporting）で、精度評価方法の標準化が
検討されている16。検討の過程では、IBG が 1999 年から 2002 年に実施した複
数バイオメトリクス製品の性能比較テスト CBT（Comparative Biometric
Testing）17や、米 NIST が 2002 年に実施した商用顔認証システムの評価テス
ト FRVT 2002（Face Recognition Vendor Test 2002）[127] で用いられた精
度評価方法が参考にされているが、その内容は多くの部分で BP や JIS-TR と
共通している。AHGBPTR では、検討の開始段階から ISO/IEC JTC1 SC37 へ
の提出を前提としており、M1 で承認され次第、国際標準化作業に移行する可
能性が高い。
AHGBPTR における検討の他にも、M1 ではマルチバイオメトリクス認証装
置の精度評価方法を ANSI/INCITS 標準として策定する動きもあり、今後の動
向が注目される。
3.6.3.2 セキュリティ評価
本節では、セキュリティ評価として、ISO15408 コモンクライテリア (CC:
Common Criteria) 及び プロテクションプロファイル (PP: Protection
Profile) に関する動向を紹介する。
近年、バイオメトリクス認証装置をセキュリティシステムの一つとして捉え
る機運が高まり、国際的情報セキュリティ評価基準である CC に基づいた PP
を策定する動きがある。その代表的なものが、英政府バイオメトリクスワーキ
ンググループの策定した BDPP (Biometrics Device Protection Profile) [122]
である。米国防総省 (DoD: Department of Defense) は BDPP を基にして
Biometric System Protection Profile for Medium Robustness Environments
(以下、本報告書では BSPP と記す) なる DoD に特化した環境での使用を想定
した PP [123] を策定中である。DoD はこれとは別に Biometric Verification
Mode Protection Profile for Medium Robustness Environment [124] なる PP
(以下、本報告書では BVMPP) も策定中である。
16
17

2002 年 10 月から検討が開始されている。
詳細は異なるが、多くの部分で Best Practice に準拠していることが明記されている。
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一方、CC に基づいて実施されるセキュリティ評価の方法論として CEM
(Common Criteria Common Evaluation Methodology)[125] があるが、これ
は一般的な IT セキュリティ製品をターゲットとしており、バイオメトリクス
製品固有のセキュリティ評価方法が望まれていた。Biometric Evaluation
Methodology Working Group は、カナダ EWA (Electronic Warfare
Associates) の原案を基にして、CEM の補完文書として BEM (Biometric
Evaluation Methodology Supplement) [121] を策定中である。
なお、何れのドキュメントも現状ドラフト段階である。
(a) Biometric Device Protection Profile (BDPP)[122]
策定経緯 英国では Office of the e-Envoy (OeE) という電子取引の枠組み
の浸透を推進しており、これにバイオメトリクスによる認証技術を取り入れた
い意向である。本 PP は、英 CESG/BWG（Communication-Electronics Security
Group、Biometric Working Group）により策定が進められ、バイオメトリク
ス関連のプロテクションプロファイルとしては最も有名なものの一つである。
概要
以下の特徴をもつ。
• TOE (Target of Evaluation) の範囲にキーボート等の PIN 入力デバイス
が含まれている (図 3-41 参照)。
• 使用環境を特定化しない、一般的な記述になっている。
• 評価保証レベルも EAL1+から EAL4 までレベルを認めており、ST
(Security Target) で保証レベルを特に明記することにより、本 PP への
適合を謳ってよいことになっている。
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図 3‑41 BDPP における TOE の構成 ([122] より)

(b) Biometric System
Environments[123]

Protection

Profile

for

Medium

Robustness

策定経緯 DoD (Department of Defense) では、BDPP を基にして、DoD 及
び連邦政府関係機関における中程度のロバスト (medium robustness) 環境
での使用を想定したバイオメトリクス製品用の PP を 2002 年 3 月にドラフト
Ver.0.02 を発表した。
概要
以下の特徴がある。
• DoD 及び連邦政府関係機関の中程度のロバスト環境に特化した PP である。
• TOE に、BDPP では記述のあった ID 番号指定が無くなっている (図 3-41
及び図 3-42 参照)。
187

本人認証技術の現状に関する調査

• 品質保証要求として、EAL4+を要求している。
• 暗号を機能要件としている。テンプレートは暗号化されて保存されなけれ
ばならない。
• 具体的な推奨暗号化手法が明記されている。
• 具体的な FAR 要求が明記されている (0.01%以下)。

図 3‑42 BSPP における TOE の構成 ([123] より)
(c) Biometric Verification Mode Protection Profile for Medium Robustness
Environments [124]
策定経緯 上記 BSPP との関係は不明であるが、DoD は 2002 年 12 月にド
ラフト Ver.0.5 を発表した。参考文献に BSPP が挙げられていないこと、及
び、両文書を照らし合わせた結果から、特に BSPP を基に作られたものでは
なく、新規に作られたものと推察される。さらに、本文中では、この文書に
付随して
• PP for Verification mode Basic Robustness (未発表)
• PP for Identification mode Medium Robustness (未発表)
• PP for Identification mode Basic Robustness (未発表)
も作成中であることが明記されている。
概要
BSPP と比較して、以下の特徴がある。
• バイオメトリクス情報の格納場所が TOE の範囲から外されている (図
3-42 及び図 3-53 参照)。
• ロバスト環境 (Robustness Environment) の具体的な記述がなされた。これ
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によれば、TOE により保護されるものの価値と TOE にアクセスする最も
信頼度の低いものがどれだけの権限を有するかの組み合わせで決まる
(図 3-55 参照)。
• 暗号化に関して、バイオメトリクスデータにデジタル署名を要求。データ
の完全性を保証する。
• FAR、FRR の制御に関するより詳細な記述。FAR は ST 作成者の指定する
最低率から最高 1/100,000 までが指定できなければならない。FRR に関し
ては、ST 作成者の指定する最低率から最高 5/100 まで設定できなければ
ならない。

図 3‑53 BVMPP における TOE の構成 ([124] より)
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図 3‑55 BVMPP におけるロバスト環境の概念説明図([124] より)
(d) BEM (Biometric Evaluation Methodology Supplement) [121]
策定経緯 2001 年にカナダの EWA (Electronic Warfare Associates Canada,
Ltd.) が、CC に基づいたバイオメトリクス製品評価における適切なセキュリテ
ィ機能と品質保証要求を明らかにするためのレポートを発表した[120] 。
2002 年には EWA に、オーストラリア、ニュージーランド、米、カナダ、独、
英、フィンランドの団体を加えた The Biometric Evaluation Methodology
Working Group が、このドキュメントを基に BEM (Biometric Evaluation
Methodology Supplement) を、CC の姉妹書である CEM (Common Criteria
Common Evaluation Methodology) [125] の補完文書という位置付けで発表
した。Version1.0 となっているが、本文中でドラフトバージョンであることが
明記されている。
概要
本ドキュメントは、主にバイオメトリクス技術評価者若しくは ITSEFs (IT
Security Evaluation Facilities) を読者として想定している。バイオメトリク
スシステム及び製品を評価するのに必要な品質保証要求に適用できる評価方法
論を確立することを目的とする。
第 1 章では背景、目的、ドキュメントの構成、一般的なバイオメトリクスシ
ステムについて記述している。
第 2 章は Assurance Requirements and Evaluation Methodology で、以下
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の項目について触れている。
• セキュリティターゲット(ST) 及びプロテクションプロファイル(PP) の
評価
• EAL (Evaluation Assurance Level) 要求
• BioAPI、CBEFF、X9.84 準拠要求
• ユーザー・管理者に対するドキュメントの整備要求
• テスト結果の明示要求
• 脆弱性の明示要求
第 3 章は Testing and Analysis で、テストと分析時に考慮すべき以下の事項
について記述されている。
• 環境のテスト
• FAR に基づく機能強度評価
• 統計的性能テスト
• 脆弱性のテスト
3.6.4 設計運用のための標準
アプリケーションのバイオメトリクス認証装置に対する要求仕様の標準化の
動きがあり、各種ガイドラインが策定されつつある。
3.6.4.1 セキュリティ要件
米国標準規格 ANSI X9.84 は、アメリカの金融業界において、バイオメトリ
クス情報を安全に管理・運用するためのガイドラインとして 2001 年 3 月に策
定された。
(a) ANSI X9.84: Biometrics Information Management and Security
策定経緯 1998 年 1 月、ANSI X9F4 金融サービスワーキンググループにお
いて、検討が開始された。1999 年中にドラフト版が完成し、2001 年 3 月 27
日、ANSI 規格として、認可された。2001 年後半、ISO TC68/SC2 において国
際標準化を目指したが(ISO fast-track DIS 21352)、ISO/IEC JTC1/SC17 との
リエゾン関係が問題となり、JTC1/SC17 と共同で扱うこととなって、DIS は
却下された。現在、INCITS/M1 Biometrics において取り扱われている。
BioAPI、CBEFF や XBEF、IBIA、INCITS/B10、 INCITS/M1、TC68/SC2、
JTC1/SC17 とリエゾン関係にある[128] 281 。
概要
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X9.84 は、銀行の顧客及び従業員の識別と認証を目的とするバイオメトリク
ス認証技術を利用する際の、バイオメトリクス情報の管理方法やセキュリティ
の要求事項を明確にし、要求を満たすための技術を規定している。尚、登録者
のプライバシー問題の対策やバイオメトリクス情報の帰属先については規定し
ていない。
バイオメトリクス情報のライフサイクル18は、初期登録、伝送、格納、運用
(1 対 1 認証、1 対 N 認証)、更新、廃棄の各ステージから構成される(図 3-57)。
そして、ステージ毎に要求される管理方法やセキュリティの条件は異なる。
X9.84 で記述された要求事項をまとめ、表 3-23 に示す。
X9.84 では、各ステージ共通で要求されている 3 つの条件を満たすために、
ASN.1 を利用してデータフォーマットを定義している。
図 3-59 に示すように、
4 つのモード(プロテクトなし、完全性保証、暗号化、完全性保証＋暗号化)があ
る。このデータフォーマットは、リエゾン関係にある CBEFF と互換性を保持
している。図 3-59 の 4 つのモードのうち、実際に X9.84 の要求を満たすため
には、図 3-59 の(b)又は(d)によって、完全性が保証されたフォーマットの利用
が求められる。
これらの要求事項を満たすため、暗号機構や物理的プロテクト機構の技術を
利用し、これらの技術についても要求項目がある（表 3-24）。
バックアップ

廃棄

運用
初期登録

：伝送

格納

1 対 1 認証

データベース
トークン

再登録

1 対 N 認証

更新

図 3‑57 バイオメトリクス情報のライフサイクル

18

登録によりバイオメトリクスデータが作成されてから最終的にデータが処分されるまでの過程のこと。
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表 3‑23

X9.84 の要求事項
対象
コンプライアンス

バックアップ

廃棄

データベース

トークン

伝送

１対Ｎ認証

１対１認証

種別

再登 録

要求事項

初期登録

No.

1

バイオメトリクスデータと認証結果の完全性を保持するための機構があること

必須

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2

バイオメトリクスデータと認証を行う送信側と受信側で、相互認証するための機構があること

必須

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3

伝送中のバイオメトリクスデータの機密性を保証するための機構があること

選択

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4

登録処理従事者の権限を保証するための機構・手続きがあること

必須

○ ○

5

登録者の正当性を保証するための機構・手続きがあること

必須

○ ○

6

登録者とバイオメトリクスデータの対応付けを保証するための機構・手続きがあること

必須

○ ○

必須

○ ○

必須

○ ○

各処理部は、アプリケーションシステムにおける最低限のセキュリティレベルを満たしている
7

こと。管理下にある環境で物理的なセキュリティ要件のレベル2、管理下にない環境で少なく
とも物理的なセキュリティ要件のレベル3と同等かそれ以上であること
バイオメトリクスデータの完全性と真正性がライフサイクルを通じて維持されること。テンプ

8
レートの発行日付は取得され、その完全性はライフサイクルを通じて維持されること
FMR 0.01%以下 (4桁の暗証番号を用いた認証方式の場合、FMRが0.01%程度)

必須

FMR 0.001%以下

推奨

10

FNMRとEERは、業務に支障がないように熟慮の上設定すること

11

バイオメトリクス認証技術間の認証精度の違いを十分に検討すること

9

○ ○

○

必須

○ ○

○

考慮

○ ○

○

推奨

○ ○

○

選択

○

○

バイオメトリクスを単体で使用する場合、マルチバイオメトリクスや複数の手段で認証する場
12

合と比較して、より低いFMR(0.0001%程度)となること
1対1認証よりも高い精度を保証するために (特に大規模なデータベースを使用する場合)

13

・質のよいデータを得られる、より高質なセンサーを利用すること
・より高いしきい値を設定すること
格納されたバイオメトリクスデータへの権限のないアクセスを抑止するために、アクセスコン

14

必須

○ ○

○

トロール機構を持つこと
15

バイオメトリクスデータの有効期間を設定し、廃棄する機構をもつこと

選択

○

16

ログを残すこと

選択

○

17

バイオメトリクスシステムの本規格へのコンプライアンスが(法律的に)有効であること

推奨

○

18

Biometric Validation Control Objectivesがコンプライアンス処理において使われること

推奨

○

19

Event Journal(ログ)が批准資料の取得において使われること

推奨

○
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バイオメトリクス

バイオメトリクス

バイオメトリクス

バイオメトリクス

ヘッダー

ヘッダー

ヘッダー

ヘッダー

バイオメトリクス

バイオメトリクス

暗号化

暗号化

データ

データ

ブロック

ブロック

(a) プロテクトなし

完全性保証

完全性保証

ブロック

ブロック

(b) 完全性保証

(c) 暗号化

図 3‑59 X9.84 のデータフォーマット
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表 3‑24
技術

X9.84 で要求される技術
要求事項

種別

デジタル署名アルゴリズム
デジタル署名

ハッシュアルゴリズム

ANSI X9 又は ISO の標準を使うこと

参照すべき規格

必須

ANSI X9.30 Part1、 X9.31

必須

ANSI X9.30 Part2
ANSI X9.42、 X9.44、 X9.63、

キー管理技術

必須
ISO 11568、 ISO DIS 15782

ハッシュは暗号化されていないデータとヘッダーから作成され、
必須
完全性保証ブロックは、ヘッダーブロックとデータブロックに追加されること
MAC アルゴリズム
ＭＡＣ

暗号機構

ANSI X9 又は ISO の標準を使うこと

必須

ANSI X9.71
ANSI X9.42、 X9.44、 X9.63、

キー管理技術

必須
ISO 11568

MAC は暗号化されていないデータとヘッダーから作成され、
必須
完全性保証ブロックは、ヘッダーブロックとデータブロックに追加されること
暗号化アルゴリズム

ANSI X9 又は ISO の標準を使うこと

必須

ANSI X9.52

暗号化

ANSI X9.42、 X9.44、 X9.63、
キー管理技術

必須
ISO 11568

暗号化ブロック内の暗号化されたデータはデータブロックから作成し、
必須
暗号化ブロックは、データブロックと置き換えられること
管理下にある環境においてデバイスが使用される場合、

ANSI X9.66
必須

物理的
物理的なセキュリティ要件のレベル 2 と同等かそれ以上であること

FIPS 140-2

プロテクト
管理下にない環境においてデバイスが使用される場合、
機構

ANSI X9.66
必須

物理的なセキュリティ要件のレベル 3 と同等かそれ以上であること

FIPS 140-2

X9.84 は、金融業界においてバイオメトリクスを利用する場合のガイドライ
ンとして策定されたものであるが、金融業界以外での利用のリファレンスとし
て、バイオメトリクスの標準化活動において着目されている。
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3.6.4.2 運用要件
複数のベンダーから提供されているバイオメトリクス認証装置をアプリケー
ションに導入する場合には、要求する認証精度がどのくらいかを見極めて選択
することが必要である。しかし、
導入手順の指針になるものが存在しないため、
認証精度に関する運用要求策定ガイドラインの策定活動が行われている。
(b) 運用要求策定ガイドライン
策定経緯 1999 年、ECOM の協力のもと、IPA 次世代デジタル応用基盤技
術開発事業・基盤ソフトウェア関連技術「指紋照合統一規格ＡＰＩ及び指紋照
合システムの評価基準の策定」[130] において、複数のベンダーから提供され
る装置の導入にあたって、システムインテグレーターあるいはユーザーが客観
的評価をできることを目的として、
「精度評価ガイドライン」と共に「運用要求
策定ガイドライン」[131] が作成された。
概要
運用要求策定ガイドラインは、アプリケーションへバイオメトリクスを適用
する際に、認証精度要件を定量的に作成し、本人認証装置を評価・選定する方
法について指針を示したものであり、JIS-TR X0053(3.6.3.1 参照)の基になった
精度評価ガイドラインと密接な関係にある。二つのガイドラインの関係を図
3-61 に示す。

ベンダー

精度評価

要求精度策定
運用要求策定

システム

精度評価

ガイドライン

提案

ガイドライン

要求仕様の明確化

ユーザー

精度比較

図 3‑61 ガイドラインの関係 ( [277] 図 5.1 より引用)
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運用要件の作成手順を図 3-62 に示す。
用途により、アプリケーションを 3 つのモデルに分類できる。
① アクセスコントロール(物理的・電子的プロテクト空間に対するもの)
② フローコントロール
③ トラッキング(行為追跡・管理)
システムの機能要件分析やリスク分析を行い、セキュリティ対策を安全性重
視又は利便性重視にするかを決定する。リストアップした要件について優先順
位を明確にすることで、運用要件を調整する。
作成した運用要件と各種本人認証システム製品の精度評価ガイドラインによ
る認証精度を比較することで、どの製品を選択導入すればよいのかを定量的に
評価できる[132] 。
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図 3‑62 運用要件作成の流れ([132] 図 3 より引用)
現状 INSTAC バイオメトリクス標準化委員会の 2002 年度の調査研究事業
概要[133] によれば、本人認証システムを運用するガイドラインの標準化を目
的として調査を開始するとのことである。
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3.6.4.3 アプリケーションプロファイル
米 INCITS M1 内の AHGAP (Ad-Hoc Group on Biometric Application
Profiles) では、アプリケーションプロファイルを ISO/IEC JTC 1 SC37 で国際
標準化を狙って作成している。
概要
アプリケーションプロファイルとは、特定のアプリケーションに対して、各種
標準のどの部分を使用すべきかを明確にし、アプリケーション間とデータのやり
取りの方法や相互運用についての基盤を提供しているものである。参照する標
準・規格の中には、X9.84(3.6.4.1 参照)や BioAPI(3.6.2.1 参照)、CBEFF(3.6.2.2
参照)、各種バイオメトリクス認証のデータ交換のフォーマットが挙げられてい
る。
現状 AHGAP には、表 3-25 に示す 3 つのプロジェクトがあり、ドラフト
が作成されている。
これらの対象は、Transportation Workers (表 3-25 の 1566-D)や Border
Crossing (表 3-25 の 1567-D)、POS (表 3-25 の 1575-D)における本人認証であ
る。
表 3‑25
Project No.

INCITS M1 のアプリケーションプロファイル
タイトル

現状

1566-D

Application Profile
- Interoperability and Data Interchange - Biometrics
- Based Verification and Identification of Transportation Workers

5th Working Draft
M1/03-0021 (2003/01/23)

1567-D

Application Profile for Interoperability
- Data Interchange and Data Integrity of Biometric Based
Personal Identification for Border Crossing

4th Working Draft
M1/02-0257 (2002/11/01)

1575-D

Application Profile
for Point-of-Sale Biometric Verification/Identification

1st Working Draft (rev.3)
M1/02-0258 (2002/10/31)

3.6.4.4 プライバシー
バイオメトリクス認証システムで用いるバイオメトリクス情報は、個人の身
体的特徴や行動的特徴であり、非常にセンシティブな個人情報である。したが
って、登録される属性等の個人情報に加え、バイオメトリクス情報に関連する
特有のプライバシーに関して、十分な保護がされるよう配慮する必要がある。
(a) バイオメトリクス認証システムのプライバシー保護ガイドライン
2.7 で、バイオメトリクス認証におけるプライバシー侵害のリスクについて
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既に述べた。こうしたリスクに対処し、プライバシーを保護するためには、プ
ライバシー保護の標準的なガイドライン、法的な規制、第三者による監査等が
必要である。しかし、バイオメトリクス認証という新しい技術に対する各国の
対応はまちまちであり、国際的な取り組みは ISO/IEC JTC1 SC37SG6 にてこ
れから行われる模様である。
こうした状況の中で、バイオメトリクス認証システムのプライバシー保護ガ
イドラインの策定に個別に取り組む動きもある。
日本では、3.6.3.1 で紹介した JIS-TR の附属書の中で、 生体認証データベ
ースの取り扱い と題したガイドラインを定めている。
これは、OECD 勧告[136]
における基本 8 原則をもとにバイオメトリクス認証データベースの取り扱い方
法を規定したものであり、バイオメトリクス情報提供者のプライバシーを保護
するための指針となるものである。
また、アメリカでは、IBG(International Biometric Group)が BioPrivacy
Initiative という活動を展開している[134] [135] 。これについて、これより詳
しく紹介する。
(b) IBG の BioPrivacy Initiative
概要
IBG は、バイオメトリクス認証技術のコンサルティング、及び技術的ソリュ
ーションを提供する企業である。業務内容に客観性を持たせるためベンダー独
立であり、また技術的に中立な立場を取っている。こうした活動の一環として
提唱された BioPrivacy Initiative は、下記の 3 つのツールを用いてバイオメト
リクス認証システムとプライバシーに関係する問題を評価し、プライバシー確
保のための適切な提言を行うことを目的としている。
BioPrivacy BestPractice
BioPrivacy Impact Framework
Technology Risk Ratings
BioPrivacy BestPractice 本ツールは、バイオメトリクス認証システムを構
築するためのガイドラインである。表 3-26 に示す 25 項目から成る。
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表 3‑26

BioPrivacy BestPractice における規定項目

カテゴリ

項目

1.範囲の制限
2.汎用識別子の設定
範囲と能力

3.バイオメトリクス情報の保存制限
4.システムの潜在能力に基づくリスク評価
5.非バイオメトリクス情報の収集と保存
6.オリジナルバイオメトリクス情報の保存
7.バイオメトリクス情報の保護
8.認証判定データの保護

データの保護

9.アクセス制限
10.バイオメトリクス情報の隔離
11.システム停止

個人情報の
ユーザー管理

12.登録抹消
13.バイオメトリクス情報の修正とアクセス
14.匿名登録
15.説明義務及び第三者による監査・監督
16.監査情報の開示
17.システムの目的の開示

開示
監査
説明義務
監督

18.登録の開示
19.認証の開示
20.バイオメトリクス情報利用法の開示
21.登録の必須性（オプション／必須）の開示
22.管理者及び監督者の開示
23.登録及び認証のプロセスの開示
24.バイオメトリクス情報及びシステムの保護手段の開示
25.バイオメトリクス認証の代替手段の開示

BioPrivacy Impact Framework 本ツールは、バイオメトリクス認証システ
ムがプライバシーに及ぼす潜在的影響を評価するものである。表 3-27 に評価
項目を示す。
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表 3‑27

プライバシー侵害の潜在リスク

評価項目

←リスク小

1.利用者への周知

十分

2.利用の必須性

選択制

3.認証方式

1 対 1 認証

4.設置期間

固定期間

5.利用分野

民間

6.利用者層

個人・顧客

7.バイオメトリクス情報の所有者

ユーザー

8.バイオメトリクス情報の保存場所

ユーザー端末

9.バイオメトリクス情報の種別

行動的特徴

10.保存バイオメトリクス情報の形式

テンプレート

リスク大→
不十分
強制

1 対 N 認証
不定期間
公的
従業員・市民
事業者
データベース
身体的特徴
オリジナルデータ

（オリジナルデータ再生不可）

BioPrivacy Risk Ratings 本ツールは、個々のバイオメトリクス技術に着目
し、プライバシー侵害に対する潜在リスクを下記 4 項目で評価するものである。
リスク大の可能性があるかどうかで判断する。
方式リスク：1 対 N 認証（リスク大）、1 対 1 認証（リスク小）
認知リスク：利用時に知り得ない（リスク大）、知り得る（リスク小）
種別リスク：身体的特徴（リスク大）、行動的特徴（リスク小）
入力リスク：自動入力（リスク大）、ユーザー提示入力（リスク小）
いくつかのバイオメトリクス情報に対して IBG が行った評価結果を表 3-28
に示す。この評価によると、プライバシー侵害の潜在リスクは、指紋、顔、虹
彩で大きく、署名、キーストローク、掌形で小さい。
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表 3‑28

バイオメ
トリクス

バイオメトリクス種別ごとのプライバシー侵害潜在リスク

プライバシー面での

プライバシー面での

メリット

デメリット

種別

方

認

種

入

総

式

知

別

力

合

リ

リ

リ

リ

リ

ス

ス

ス

ス

ス

ク

ク

ク

ク

ク

大

中

大

中

大

大

大

中

大

大

大

小

大

中

大

大

小

大

小

中

小

大

小

中

中

小

小

小

小

小

小

中

小

小

小

小

小

中

小

小

・システムごとに異なる指を ・公的部門が指紋画像を保有
指紋

利用可能

・司法分野における利用

・テンプレートや認証方式が

・個人の特定が可能

多種多様
・各種変動要因が本人の同意
顔

虹彩

・同意のない入力が可能

のない認証性能を低下させ ・顔写真が同意なく認証に使
る

われる可能性

・入力に協調的動作が必要

・個人の特定が可能

・司法分野では利用なし

・同意なし入力の可能性あり
・標準的なテンプレート

網膜
音声

・入力に協調的動作が必要

・個人の特定が可能

・テキスト依存で発声動作が

・同意なし入力が可能

必要
・個人の特定は不可能

署名

・行動特性に大きく依存

・署名画像は詐称利用可能

キースト

・行動特性に大きく依存

・同意なし入力が可能

・個人の特定は不可能

・特になし

ローク

掌形

・掌紋ではなく手の形状計測
であること
・特別な入力系が必要
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ケーススタディ IBG では、実際に BioPrivacy Impact Framework を用い
て、米国フロリダ州タンパで行われたスーパーボウルでの顔スキャンシステム
（2001 年、Viisage 社）の評価をケーススタディしている。
それによると、このシステムでは、利用者への周知、利用の必須性、認証方
式、利用分野、保存バイオメトリクス情報の形式の 5 項目でプライバシーの侵
害に対する潜在リスクが大きく、設置期間、利用者層の 2 項目で潜在リスクが
小さいと判断された。この結果をもとに、BioPrivacy BestPractice に沿って下
記の提言をしている。
システム設置前の利用目的の開示
利用者に対するシステム作動の明示的な通知
データ保存に対する適切な措置と、収集データの悪用対策
第三者による監督と監査の実施
データ非保存の確認
稼動終了後のシステム撤去の確認
認証における判定基準の開示
プライバシー配慮に欠けたことに対する制裁措置
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3.7. 証明書要求・登録
3.7.1 証明書登録要求の標準
証明書登録要求は、証明書を発行するために必要な手順で、ここで言う証明
書登録要求とは鍵ペアの生成と証明書発行を行うことである。
鍵ペアの生成には CA 側で行うか、証明書要求者側で行うか、2 通りの方法
がある。
CA 側で鍵ペアを生成する場合、証明書に記載する公開鍵と対応する私有鍵
を安全な方法で、証明書要求者へ渡す必要がある。
証明書要求者が鍵ペアを生成する場合、公開鍵を CA 側へ提示して、証明書
発行要求を行う。証明書発行要求を受け取った CA は PoP
（Proof of Possession）
確認をしてから証明書を発行し、要求者へ渡す必要がある。
PoP（Proof-of-possession）とは公開鍵の所有者が実際にその公開鍵に対応
する私有鍵を所有していることを証明、検証する機能である。
証明書登録要求に関するプロトコルやデータフォーマットの標準としては、
PKCS#10、CMP、CMC、 XKMS などがある。
PKCS#10
PKCS#10 は、公開鍵証明書を発行要求するためのフォーマット規定であり、
現在は、RFC2986（PKCS #10: Certification Request Syntax Specification
Version 1.7）となっている。
CMP（Certificate Management Protocol）
CMP は、電子証明書の申請、発行、更新、失効の管理を行うプロトコルで
ある。
CMP の仕様は RFC2510（Internet X.509 Public Key Infrastructure
Certificate Management Protocols）で規定されている。
通信フォーマットに CRMF（Certificate Request Message Format、
RFC2511 で規定）を利用している。
証明書管理の標準では最も完結した PKI の証明書管理プロトコルであり、鍵
管理で PoP(Proof-of-possession)をサポートしている。
CMC（Certificate Management Messages over CMS）
CMC は、PKCS#7 を改良した CMS を用いて証明書の管理を行う方法で、
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PKCS#10 や CRMF を用いた証明書要求も使用することもできる。RFC2797
（Certificate Management Messages over CMS）で規定されている。
鍵管理で PoP（Proof-of-possession）をサポートしており、メッセージタイ
プは少ないものの、充分な属性の管理が可能となっている。
XKMS（Key Management System）
XKMS は XML 署名により鍵管理をサポートする機能として W3C で標準化
されている。
XKMS の一部として X-KRSS（XML Key Registration Service
Specification）、X-Bulk（XKMS Bulk Operation）がある。
X-KRSS は、公開鍵証明書の発行に関連するサービスで、証明書要求、失効
要求、鍵のリカバリ要求に対するサービスがある。
また、拡張機能として X-Bulk がある。これは証明書要求の一括処理を行う
もので、IC カード管理などで大量に証明書発行、暗号鍵の登録が行われるとき
に使われることを想定している。
鍵管理では PoP(Proof-of-possession)をサポートしている。
3.7.2 PKCS#10
PKCS#10 データは、証明書要求情報、署名アルゴリズム識別子、電子署名
という３パートから構成されている。
証明書要求情報は DN（Distinguished Name）、公開鍵情報、属性（オプシ
ョン）から構成されていて、CertificationRequestInfo に値が設定される。
属性はエンティティに関する他の情報を設定するのに使用される。
設定することができる情報としては、以下のものがある。
証明書取消し時の認証のためのチャレンジパスワード
証明書（X.509）に含まれる Attribute 情報
この属性リストの一部は PKCS#9 で示されている。
電子署名はこの証明書要求情報（CertificationRequestInfo）に対して証明書
を要求するエンティティの署名のことである。
証明書要求情報（CertificationRequestInfo）と署名アルゴリズム識別子、エ
ンティティの署名、３つを合わせて、CA に送る証明書要求データ
（CertificationRequest）となる。
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CertificationRequest は CA に送られ、電子証明書に変換される。
CA はエンティティの署名を検証し、有効の場合、DN と公開鍵、発行者、
CA の指定したシリアル番号、有効期間、署名アルゴリズムから証明書を作成
する。
CertificationRequest に PKCS#9 属性が含まれていた場合、CA は X509 証
明書拡張フィールドにその値を入れる。
このとき電子証明書の形式は PKCS#7 にすることも可能であるし、また、電
子証明書に加えて、新規エンティティ証明書から CA までの証明書パス情報や、
相互認証証明書や CRL のような他証明書を含めることも可能である。
CertificationRequest に電子署名データが入っていることにより、CA が受
け取った CertificationRequestInfo が改ざんされていないことが検証できる。
RFC2986 で規定していることは PKCS#10 データのフォーマットであり、
PKCS#10 を CA に送る方法や、PKCS#10 を送るユーザーの本人確認、CA が
証明書をユーザーへ送る方法、というようなことは規定していない。
CA が行うことは受け取った PKCS#10 の内容と電子署名を確認し、証明書
を発行するだけである。
つまり証明書要求を送る方法はオンラインである必要はなく、オフラインで
もかまわない。
3.7.3 CMP/CRMF
CMP は PKCS#7、PKCS#10 に依存せず、幅の広い多様な機能をサポートす
るプロトコルとして作成された。
CMP は RFC2510、RFC2511 の組み合わせによって開発されたものである。
CMP メッセージフォーマットは header、body、protection（オプション）、
extra certificate（オプション）の４つのコンポーネントから構成される。
protection コンポーネントは header と body の完全性を守るために、電子署
名、MAC、HMAC を使って実現する。
また、protection を省略できるのは header と body が既に完全性が保護され
ている場合のみである。
extra certificate は証明書を必要とするユーザーへの証明書配布に使われる。
CMP メッセージの構造は図 3-64 CMP メッセージの構造のようになる。
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Version Number
Sender
Recipient
[Message Time]
[Protection Algorithm]
[Sender Key ID]
[Recipient Key ID]
[Transaction ID]
[Sender Nonce]
[Recipient Nonce]
[Free Text]
[General Information]

Header
Body
[Protection]
[Extra Certificates]

[ ] はオプション

図 3‑64 CMP メッセージの構造

Body のメッセージタイプは以下の通りである。
Certificate Request and response messages
初期化要求、初期化応答、登録要求、登録返答、PKCS#10 要求に使う。
CertReqMessages、CertRepMessage、CertificationRequest。
Cross-certification request and response messages
相互認証要求、応答に使う。
CertReqMessages、CertRepMessage。
Revocation request and response messages
証明書取り消し要求、承認、否認で使う。
RevReqContent、RevRepContent。
Key recovery request and response messages
鍵管理で使われる私有鍵のリカバリ要求と応答に使う。
CertReqMessages、KeyReqRepContent。
Proof-of-possession challenge and response messages
PoP を証明するために使われる。
POPODecKeyChallContent、POPODecKeyRespContent。
Certificate and CRL distribution messages
ある証明書を失効させた、CA 鍵が更新した、証明書の存在を通知する、CRL
を発行する等のアナウンスを行う時に使う。
CRLAnnContent、RevAnnContent、CertAnnContent、
CAKeyUpdAnnContent。
その他
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エラーメッセージや、一般的なメッセージ、確認メッセージ等がある。
PKIConfirmContent、NestedMessageContent、GenMsgContent、
GenRepContent、ErrorMsgContent。

CRMF は Certificate Request Message Format の略で電子証明書発行を目
的とし、CA、若しくは RA に対しての証明書要求メッセージの通信フォーマッ
トを規定する。CRMF は RFC2511（Internet X.509 Certificate Request
Message Format）で規定されている。
CRMF のセキュリティは CA との通信に使われたプロトコルとプロセスの
セキュリティに依存する。CRMF にエンティティの秘密情報を含んでおり、
かつ CA がエンティティ認知の暗号証明書を所有していれば、CRMF の暗号
化は強く推奨される。
CRMF データ（CertReqMessages）は、証明書要求、オプションの proof of
possession フィールド、及びオプションの登録情報フィールドによって構成さ
れる。
proof of possession フィールドは、証明書を要求するエンティティが証明書
要求中にある公開鍵に対応する私有鍵を確実に所有していることを証明するた
めに使われる。
regInfo フィールドには証明書要求の要件を満たすために必要な証明書申請
の状況に関連する補足情報のみを格納する。この情報には加入者 （subscriber）
連絡先情報、料金請求情報、又は、ほかの証明書申請を実現するための情報が
含まれる。
CA、若しくは RA が証明書要求内に含まれている公開鍵に対応する私有鍵を
エンティティが間違いなく持っていることの確認、検証を PoP
（Proof-of-Possession）で行うことができる。ただし、CA が鍵ペアを生成す
る場合には PoP フィールドは使用されない。
PoP を証明するための方法として以下がある。
署名鍵を使ってある値に署名をすることで私有鍵の所有を証明する。
鍵暗号鍵を用いることで、エンティティが私有鍵を CA/RA に（安全に）
提供する。
対称鍵を使って、暗号化された証明書の複合、発行済みチャレンジレス
ポンスの構築を行う
Diffie-Hellman を使って MAC を取得して行う。
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3.7.4 CMC （Certificate Management over CMS）
CMC はメッセージ暗号と署名に PKCS#7 を改良した CMS を採用し、
Diffie-Hellman（RFC2875：Diffie-Hellman Proof-of-Possession Algorithms）
を使用している。
また、PKCS＃10、CRMF をサポートしており、S/MIME 等で使用される複
数鍵登録要求、CA が受け取った証明書要求を承認することをペンディングす
る機能もサポートしている。
鍵生成はクライアントで行うように設計されている。
3.7.5 XKMS（X-KRSS、K-Bulk）
X-KRSS はクライアントの要求を受け、バックエンドの PKI 環境（RA／CA）
に、証明書発行に関する要求（鍵登録）を依頼し、鍵情報とともにクライアン
トにその結果を返すサービスである。
CMP と同様なプロトコルを XML プトロコルで規定したものが X-KRSS で
ある。
証明書要求を行うクライアントは、事前に X-KRSS サーバーへセキュアにア
クセスするためのアクセス承認コードを out-of-band で入手しておく必要があ
る。
このアクセス承認コードを提示することで、サーバーはクライアントのアク
セスを認めることができる。
証明書要求サービスでは、クライアントは<Register>要素の<Prototype>要
素に公開鍵と所有者名を示し、<AuthInfo>要素にアクセス承認コードを含む認
証情報を提示する。サーバーは応答として<RegisterResult>要素を返す。ここ
に証明された<KeyBinding>要素として証明書を含むクライアントのクレデン
シャルが返される。
鍵登録サービスには 2 つのサービス形態がある。クライアントが生成した鍵
を登録する方法とサービス側で生成した鍵で登録する方法である。
クライアントが鍵を生成した場合
クライアントが生成した鍵を登録するには、<Register>要求の<Prototype>
に<ds:KeyInfo>要素に登録すべき公開鍵と所有者名を示し、<AuthInfo>に
PoP（Proof of Possession）を示すための署名を行う。PoP では承認コードを
ハッシュ関数で処理した値 Auth による認証情報を含めている。
サーバーはこの要求を承認し、応答<RegisterResult>を返す。
<RegisterResult>には要求の結果や、電子証明書の格納先（URL 等）等が入
っている。

210

本人認証技術の現状に関する調査

サーバーが鍵を生成した場合
サーバー側で鍵を生成する場合、生成した鍵（公開鍵と私有鍵）をセキュア
に正当なユーザーに渡す必要がある。
証明書要求の<Prototype>要素には<KeyInfo>要素の鍵所有者名のみを指定
する。認証情報<AuthInfo>要素に、PoP（Proof of Possession）は必要とせず、
要求者の認証情報として事前に out-of-band で入手した承認コードを用いた
HMAC が与えられる。
サーバー側の応答には、<answer>要素の<KeyInfo>要素にサービス側で生成
した公開鍵と鍵所有者名が返される。そして、<Private>要素に私有鍵を承認
コードから生成した暗号鍵（対称鍵）で暗号化した値が返される。要求者は自
分が所有する秘密の承認コードで生成した暗号鍵（対称鍵）で復号化し安全に
自分の私有鍵を得ることができる。
他にも、鍵失効サービスや、鍵リカバリサービスがある。
鍵失効サービス
鍵登録サービスには、クライアントからの要求ですでに発行した証明書を失
効させるサービスを含めることができる。失効要求の<Prototype>には失効さ
せるべき公開鍵と鍵所有者名を指定する。認証情報として<AuthInfo>には
<Prototype>要素にデジタル署名をして鍵の正当な所有者であることを主張す
る。サービスからの応答には失効が正当に受け付けられたというメッセージが
返される。
鍵リカバリサービス
利用者が所有する私有鍵を紛失したり、私有鍵にアクセスするためのパスワ
ードや PIN を忘れたりすることがある。私有鍵が暗号の復号鍵であった場合、
暗号化されたデータは永久に復号できなくなってしまう。このような事態を解
決するために、サービス側で私有鍵をバックアップしておき、利用者の要求で
鍵のリカバリサービスを行う必要性が生じる。
鍵登録サービスには、このような要求にこたえるために、クライアントから
の要求で私有鍵を回復させるサービスを含めることができる。
鍵リカバリの要求者は、まず管理者に連絡し out-of-band で鍵リカバリ要求
の承認コードを入手する。鍵リカバリ要求は<Prototype>に鍵所有者名を指定
し、<AuthInfo>に要求者の認証のために承認コードを用いた HMAC の値を用
いて私有鍵のリカバリを要求する。
サービスの応答は、要求者を認証した後に私有鍵をリカバリし、承認コード
に関連させた暗号鍵で私有鍵を暗号化して返す。
鍵リカバリサービスを署名用の私有鍵のリカバリに用いることは好ましくな
い。署名鍵は唯一所有者のみが保持すべきでバックアップした場合、否認防止
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の効果が疑われることになるかもしれないからである。署名鍵は紛失した場合
には再発行すべきである。
X-Bulk（XKMS Bulk Operation）は、IC カードの一括発行や大量証明書の
一括発行のためのプロトコルである。
1 つの鍵登録とバルク登録では処理の認証方法が異なるので、W3C ではバル
ク登録のための仕様を別途開発している。
X-Bulk が X-KRSS と異なるところは、要求や応答に<batchHeader>要素で
バッチ番号や日付や登録数などを定義し、その後に個々の登録要求のリストが
並べられる。そしてこのバルク登録要求とバッチ処理応答に対してデジタル署
名を付ける形式をとっている。
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3.8. 本人確認のフレームワークとクライテリア
3.8.1 CP/CPS
「2.2.1 認証における脅威」で述べたように、認証に関わる脅威として代
表的なものに、認証情報登録時におけるなりすまし、及び認証情報の漏えい・
盗難が挙げられる。これらの脅威に対しては、認証技術のみでは対処できず、
認証情報登録時の本人確認の方法や認証情報の管理方法といった、認証システ
ムの運用フェーズでの適切なセキュリティ対策が不可欠である。
PKI 利用の場面では、証明書を発行する際に、CA 又は RA は、発行対象者
の真偽を確認し、更に発行対象者が公開鍵と対応する私有鍵を確かに保有して
いることを確認しなければならない。また、鍵ペアの安全な生成や、秘密鍵の
安全な配布・保管・破棄の方法等も極めて重要な事項であり、その認証ルール
及び運用ルールを明確に定めておく必要がある。これらのルールが CP(証明書
ポリシー）と CPS(認証局実施規程）といわれるものである。
CP とは、認証局（CA)が証明書を発行する際のポリシーを定めるものであ
り、証明書を共通のセキュリティ要件に沿って、特定のコミュニティやアプリ
ケーションに対して適用しようとするものである。CP が何を（What)ポリシ
ーとするのかを規定するのに対し、CPS はどのように（How)ポリシーを適用
するのかの業務手順を示すものである。CPS では、信頼される第三者機関が証
明書を利用する者に対して、信頼性、安全性などを評価できるように、認証局
のセキュリティポリシー、責任や義務などについて詳細を規定する。
CP/CPS は、発行する証明書の種類ごと、又は認証局ごとにポリシーが定
められ作成されるべきものである。この CP/CPS を作成（規定）する際の目安
となる枠組み（フレームワーク）を提供しているのが RFC2527 である[137] 。
RFC2527 では CP/CPS として表 3-36 に示す８章に区分したフレームワーク
を提供している。

表 3‑36
章
1章

RFC2527 の提供するフレームワーク
内容

はじめに
CP/CPS が適用される認証局、証明書の発行対象者及び適用範囲、並びに
CP/CPS の責任主体等について規定する。

2章

一般規定
CA、RA、証明書所有者・検証者それぞれが負う義務、CA の責任、情報の公
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表、準拠性監査等について規定する。
3章

識別と認証
証明書の発行対象、失効対象をどのようにして識別し認証するかを規定す
る。同様に、証明書の更新や失効後の再発行時の識別・認証方法についても
規定する。

4章

運用要件
証明書の発行・失効・一時停止の手続、セキュリティ監査の手順、アーカ
イブ、鍵更新、災害等からの復旧について規定する。

5章

物理面、手続面及び、人事面のセキュリティ管理
建物構造、物理的アクセス、設備、水害・地震・火災対策、媒体管理の他、
認証業務の手続、業務に当たる要員の管理等について規定する。

6章

技術的セキュリティ管理
鍵ペアの生成・有効期間、私有鍵の保護、活性化データ、認証システムの
セキュリティ管理等について規定する。

7章

証明書と CRL/ARL のプロファイル

8章

CP/CPS の管理
CP/CPS の変更、公表・通知、発効のための手続について規定する。

これらはいずれも認証システムの安全性を保つ上で必要な項目であるが、
中でも認証の脅威に直接的な影響を及ぼすのが、
「2 章.一般規定」における証
明書利用者の義務、
「3 章.識別と認証」における本人確認方法、及び「6 章.技
術的セキュリティ管理」における鍵等のクレデンシャル管理方法に関する規定
である。これらのうち、本人認証のセキュリティに直接的に関わると考えられ
る項目を表 3-37 に挙げる。
表 3‑37

本人認証のセキュリティに直接関わる規定

2.1.3 証明書所有者の義務
私有鍵の安全な管理義務、私有鍵が危殆化した場合の通知義務など、証明書所有者が負
うべき義務を規定する。
2.1.4 証明書検証者の義務
証明書検証の際に、証明書の有効性及び認証パスの有効性検証など、証明書検証者が負
うべき義務を規定する。
3.1.7 私有鍵の所有を証明するための方法
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証明書発行対象者の公開鍵がその私有鍵と対をなすものであることを確認する方法を規
定する。
3.1.9 個人の認証
証明書発行対象者が個人の場合に、その識別・認証をどのように行うかを規定する。
3.2 証明書の更新
証明書の更新に当たって、証明書発行対象者をどのようにして識別・認証するかを規定
する。
3.3 証明書失効後の再発行
証明書失効後の再発行に当たって、証明書発行対象者をどのようにして識別・認証する
かを規定する。
3.4 証明書の失効申請
証明書の失効に当たって、証明書失効対象をどのようにして識別・認証するかを規定す
る。
6.1.1 鍵ペア生成
鍵ペアの生成について、生成する装置の技術水準と生成に関わる要員を規定する。
6.1.2 証明書所有者への私有鍵配布
生成した秘密鍵を安全に配付することを規定する。
6.1.4 CA 公開鍵の配付
CA 公開鍵を証明書所有者及び証明書検証者に提供する方法を規定する。
6.1.5 鍵のサイズ
鍵ペアについて、アルゴリズムと鍵長を規定する。
6.2.1 暗号モジュールに関する基準
私有鍵の保護に使用する暗号モジュールの技術基準を規定する。
6.2.4 私有鍵のバックアップ
私有鍵のバックアップ手順及び保管方法について規定する。
6.2.5 私有鍵のアーカイブ
私有鍵のアーカイブを行うか否かを規定する。
6.2.6 暗号モジュールへの私有鍵の格納
私有鍵を暗号モジュールに格納する手順を規定する。
6.2.7、6.2.8 私有鍵の活性化方法・非活性化方法
6.2.9 私有鍵の破棄方法
6.3 公開鍵の履歴保管と鍵ペアの有効期間
公開鍵の保管期間、公開鍵及び秘密鍵の有効期間を規定する。
6.4 活性化データ
秘密鍵の活性化に用いられる活性化データ生成及びインストール方法、並びに活性化デ
ータの保護方法について規定する。
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なお、現在の RFC2527 の置き換えになる CP/CPS フレームワークのイン
ターネットドラフト RFC2527(BIS)が提出され、現在、ワーキンググループで
評価を受けている（Under WG Review）[138] 。従来の RFC2527 のフレーム
ワークで CP/CPS を作っていた CA は、今後、新しいフレームワークへの対応
が必要となる。この原文は以下にある。
インターネット X.509 公開鍵基盤、証明書ポリシーと認証実践の枠組み
（ Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification
Practices Framework）
<http://www.ietf.org/internet‑drafts/draft‑ietf‑pkix‑ipki‑new‑rfc2527‑01.txt>

新しい RFC2527(BIS)は、基本的には従来の RFC2527 で明示された枠組
みのスーパーセットであるが、証明書のライフサイクル管理の観点からまとめ
られ、以下のような表 3-38 RFC2527(BIS)の提供するフレームワークに示す
様な章構成となっている。証明書ライフサイクルの一連の流れに沿ってまとめ
られるため、CPS の読者にとって比較的分かりやすいものになる。ただし、本
人確認基準を記述する 3 章及び、鍵等のクレデンシャル管理方法を記述する 6
章の構成については大きな変更は無い。

表 3‑38

RFC2527(BIS)の提供するフレームワーク

1.概要
2.公表とリポジトリの責任
3.命名規約及び認証手順
4.証明書ライフサイクル運用要件
5.施設設備、マネジメント、オペレーション管理
6.技術的セキュリティ管理
7.証明書、CRL 及び OCSP のプロファイル
8.準拠性監査とその他の評価
9.他ビジネス上、法的事項

いずれにせよ RFC2527 は CP/CPS 作成のためのフレームワークを提供す
るに留まるものであり、特定の証明書ポリシーや認証局実施規程を定めるもの
ではない。認証情報登録におけるなりすましの脅威を排除するためには、本人
確認方法についての基準についても明確に規定しておく事が必要である。共通
の基準に基づいた CP/CPS に依拠して発行される証明書であるからこそ、複数
の PKI ドメイン間での相互認証が可能となる。
今後ますます重要となる、複数の PKI ドメインを跨ぐ相互認証のためには、
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これらの PKI ドメイン間で共通の基準（クライテリア）に基づいた証明書ポリ
シーが必要となる。現状、国内で共通のクライテリアとして認識されているも
のに、電子署名法特定認証業務の認定基準がある。この認定取得が GPKI のブ
リッジ認証局との相互認証の要件となっているからである。
一方、米国の電子政府においては、Federal PKI のブリッジ認証局（以下、
FBCA という）の CP(X.509 Certificate Policy For The Federal Bridge
Certification Authority)で規定される水準が、実質的なクライテリアとなって
いる。その他、ECOM の「認証局運用ガイドライン(V1.0 版)」、及び
AICPA/CICA の WebTrust 基準（WebTrust Program for Certification
Authorities Version 1.0）の中でも、認証局の運用の信頼性・安全性を確保す
るための一定の具体的基準を示している。
そこで、以下では、証明書発行対象者の本人確認及びクレデンシャルの管理
という観点から、各種のクライテリアにおいて具体的に規定されている基準の
内容を概観する。
3.8.2 電子署名法
電子政府における個々の認証ドメインは、GPKI のブリッジ認証局（BCA）
との相互認証を行うことにより、その認証ドメインを広げることができる。こ
のような広域ドメインにおいて、そのセキュリティレベルを維持するためには、
個々の認証ドメインの認証局（CA）の運用業務が一定のセキュリティ基準を満
たすものでなければならない。
現在、GPKI のブリッジ認証局との相互認証が認められるためには、電子署
名法で規定された特定認証業務の認定を受けることが要件となっている。つま
り相互認証を受けようとする民間の認証局は、この認定を取得しなければなら
ないから、この認定水準が実質的なクライテリアとなっている。
このクライテリアの中で、認証局の運用上で特に重要なのが、証明書発行審
査段階において発行対象者（以下、利用申込者ともいう）の真偽の確認（本人
確認）ができている事、及び間違いなく本人に対して正しい鍵や証明書（クレ
デンシャル）が渡される事である。いずれかが欠けても、その認証ドメインで
発行された証明書は信用できないものとなるからである。以下、電子署名法関
連の規定から、利用申込者の本人確認基準、及びクレデンシャルの管理基準に
ついて該当する箇所を概観する。
(1)利用申込者の本人確認のための基準
電子署名法[139] では、第 1 条〜第 3 条までで電子文書及び電子署名の定

217

本人認証技術の現状に関する調査

義と効果について定め、第 4 条以降において特定認証業務の認定のための各種
基準を定めている。そして、この法律を実施するための具体的な基準が、
「電子
署名及び認証業務に関する法律施行規則」[140] に定められている。さらに、
特定認証業務に関する技術的・物理的な基準が、
「電子署名及び認証業務に関す
る法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」[141] に定められている。こ
れらの規程の中から、利用申込者の本人確認のための基準に関する規定を表
3-32 に示す。
表 3‑32

利用申込者の本人確認のための基準に関する規定

電子署名及び認証業務に関する法律（平 電子署名及び認証業務に関する法律施行
規則
成十二年五月三十一日法律第百二号）
（平成１３年総務省、法務省、経済産業省
令第２号）
（認定の基準）
六条

（利用者の真偽の確認の方法）

主務大臣は、第四条第一項の認定

の申請が次の各号のいずれにも適合して
いると認めるときでなければ、その認定
をしてはならない。
一

申請に係る業務の用に供する設備

が主務省令で定める基準に適合するもの
であること。
二

申請に係る業務における利用者の

真偽の確認が主務省令で定める方法によ
り行われるものであること。

第五条 法第六条第一項第二号の主務省令
で定める方法は、認証業務の利用の申込み
をする者（以下「利用申込者」という。）
に対し、住民票の写し、戸籍の謄本若しく
は抄本（現住所の記載がある証明書の提示
又は提出を求める場合に限る。）、外国人登
録法（昭和二十七年法律第百二十五号）第
四条の三に規定する登録原票記載事項証
明書又はこれらに準ずるものの提出を求
め、かつ、当該利用申込者について、次の
各号に掲げる方法のうち いずれか一以上
のものにより行うものとする。ただし、認
証業務の利用の申込み又は第三号に規定
する申込みの 事実の有無を照会する文書
の受け取りを代理人が行うことを認めた
認証業務を実施する場合においては、当該
代理人に対し、その権限を証する利用申込
者本人の署名及び押印（押印した印鑑に係
る印鑑登録証明書が添付されている場合
に限る。）がある委任状（利用申込者本人
が国外に居住する場合においては、これに
準ずるもの）の提出を求め、かつ、当該代
理人について、次の各号に掲げる方法のう
ちいずれか一以上のものにより、真偽の確
認を行うものとする。
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１ 出入国管理及び難民認定法第二条第
五号に規定する旅券、別表に掲げる官公庁
が発行した免許証、許可証若しくは資格証
明書等、外国人登録法第五条に規定する外
国人登録証明書又は官公庁（独立行政法人
及び特殊法人を含む。）がその職員に対し
て発行した身分を証明するに足りる文書
で当該職員の写真をはり付けたもののう
ちいずれか一以上の提示を求める方法
２ 利用の申込書に押印した印鑑に係る
印鑑登録証明書（利用申込者が国外に居住
する場合においては、これに準ずるもの）
の提出を求める方法
３ 郵便規則第百二十条の三十の十に規
定する本人限定受け取郵便又はこれに準
ずるものにより、申込みの事実の有無を照
会する文書を送付し、これに対する返信を
受領する方法
４ 前３号に掲げるものと同等なものとし
て主務大臣が認めるもの

上記の規定をまとめると、認定基準を満たすとされる本人確認方法として、
住民票又は戸籍謄本を添えて申し込みを行う者の真偽確認を以下のいずれかの
方法により行うことが要求されている。
① 対面による申請の場合
(a)申込書に押印した印鑑の印鑑登録証明書を提出する方法
(b)本人の写真を貼付した所定の公的証明書等（※1）を提示する方法
(※1)パスポート、免許証、官公庁等の職員証（写真付き）
② 郵送又はオンラインによる申請の場合
(a)申込書に押印した印鑑の印鑑登録証明書を提出する方法
(b)本人限定受け取郵便等の方法により照会文書を送付し、受け取時に所定
の証明書等(※2)を提示する方法
(※2)パスポート、免許証、官公庁等の職員証（写真付き）のいずれか１点、
若しくは、健康保険証、年金手帳、学生証（写真付き）等のうち２点。
③ その他
上記と同等レベルの方法として主務大臣が認めるもの
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(2) クレデンシャルの管理のための基準
クレデンシャルの管理基準に関する規定を表 3-33 に示す。
表 3‑33

クレデンシャルの管理基準に関する規定

電子署名及び認証業務に

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

関する法律
（認定の基準）

第六条 法第六条第一項第三号の主務省令で定める基準は、
次のとおりとする。
一 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法によ

六条

り、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重
三

前号に掲げるもの

のほか、申請に係る業務
が主務省令で定める基準
に適合する方法により行
われるものであること。

要な事項について説明を行うこと。
二 利用申込者の申込みに係る意思を確認するため、利用申
込者に対し、その署名又は押印のある利用の申込書その他
の書面の提出又は利用の申込みに係る情報（電子証明書に
より確認される電子署名が行われたものに限る。）の送信を
求めること。
三 利用者が電子署名を行うために用いる符号（以下「利用
者署名符号」という。）を認証事業者が作成する場合におい
ては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者に渡す
ことができる方法により送付し、かつ、当該利用者署名符
号及びその複製を直ちに消去すること。
四 電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであるこ
と。
五 電子証明書には、次の事項が記録されていること。
イ 当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号
ロ 当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了日
ハ 当該電子証明書の利用者の氏名
ニ 当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利
用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子
六 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であ
って第二条の基準に適合するものが講じられていること。
第二条 法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署
名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくもので
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あることとする。
一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である千二十四ビッ
ト以上の整数の素因数分解
二 大きさ千二十四ビット以上の有限体の乗法群における
離散対数の計算
三 楕円曲線上の点がなす大きさ百六十ビット以上の群に
おける離散対数の計算
四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものと
して主務大臣が認めるもの

クレデンシャルの受け渡しに関しては、証明書発行対象の公開鍵と対をなす
私有鍵を、利用申込者が保有していることを以下の方法により確認することと
している。
①利用申込者から公開鍵の提出を受ける場合は、対となる私有鍵によって行
われた電子署名を提出された公開鍵を用いて検証すること。
②利用者申込者の私有鍵を認証事業者が生成する場合は、生成された利用者
私有鍵を、安全な媒体に格納し、利用者に手交又は利用者に確実に渡すことが
できる方法により送付し、利用者から受領証を受け取ること。
電子署名法で定める特定認証業務の認定を受けるためには、上記の基準を
満たさなくてはならないが、証明書の発行に際しては、利用申込者の意思を確
認し、厳格に利用者の真偽確認を行い、かつ証明書等の受け渡しや管理に十分
な対策が施されていることが求められている。
電子署名法で定める特定認証業務の認定事業者が発行する証明書は、個人の
実印、企業における社印、官職の公印に相当する用途での使用が想定されてい
る。そのため、認証局における本人確認等については、上記のように極めて高
いレベルの基準での運用が要求されているのである。
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3.8.3 Federal PKI の FBCA
(1)利用申込者の本人確認のための基準
FBCA では、表 3-34 に示すとおり、保障レベルごとに認証要件を規定して
いる。

表 3‑34

利用申込者の本人確認のための基準[142]

保障レベル
初期(Rudimentary)

認証要件
電子メールアドレス等の提示
インターネット等を介して申請する場合があり、電子メールアドレスなど
の基本的な情報を提示するだけでよい。

基本(Basic)

インターネット等を介して申請してもよいが、申請者は、登録機関又は指定
された代理店に対し、自分自身の身分を証明するための十分な情報を提供し
なければならない。一方、登録機関は、その情報を調査して身分を確認する
必要がある（公的証明書の郵送等による）。

中位(Medium)

登録機関、指定する代理店、又は指定する代理人に本人が出向き、身分を適
切に証明するもの(公的機関が発行した写真付き ID など)を提示して申請しな
ければならない。
クレデンシャルの受け渡しの際には、連邦政府機関が発行した写真付き ID
であれば 1 枚、その他の公的機関が発行した写真付き ID(運転免許証等)であ
れば 2 枚の提示が必要である。

高位(High)

登録機関又は指定する代理店に本人が出向き、身分を適切に証明するもの(公
的機関が発行した ID など)を提示して申請しなければならない。
クレデンシャルの受け渡しの際には、連邦政府機関が発行した写真付き ID
であれば 1 枚、その他の公的機関が発行した写真付き ID(運転免許証等)であ
れば 2 枚の提示が必要である。

(2)クレデンシャルの管理のための基準
① 鍵ペアの生成に関する基準
(a)FBCA 及び CA の鍵ペア生成
FBCA の鍵ペアは、FIPS140 レベル３以上の HSM で生成されなければな
らない。接続する CA の鍵ペアは、発行する証明書の保障レベルに従い、
FIPS140 レベル１（初期レベル）
、レベル２（基本又は中位レベル）、レベル３
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（高位レベル）以上で生成されなければならない。
(b)発行対象者への私有鍵の受け渡し
署名用鍵の場合には、発行対象者自身が鍵ペアを生成するため、秘密鍵の
受け渡しを行う必要はない。一方、暗号化鍵の場合には、適用する CP/CPS に
したがって安全に受け渡されることとしている。
(c)証明書発行元への公開鍵の受け渡し
公開鍵は、CA の CP/CPS に明示されている方法で安全に受け渡されなけ
ればならない。通常、証明書要求メッセージを介して行われるが、オフライン
の方法による場合は、対応する私有鍵の所有が確実に保証されるものでなけれ
ばならない。
(d)鍵のサイズ、公開鍵パラメータ生成、パラメータ品質チェック
いずれも FIPS186 にしたがって行われることとしている。
② 私有鍵の保護に関する基準
(a) 暗号化モジュールは FIPS140 レベルに合致するものとして保証されて
いる。
(b) 証明書所有者の私有鍵（署名用）のバックアップ、エスクロー、コピー
は行われない。
(c) 証明書所有者の私有鍵を起動するために、パスフレーズ、PIN、又はバイ
オメトリクス情報によって利用者を認証する。
(d) 鍵ペア管理のその他の側面
技術的には署名用途及び暗号用途に対して同一の鍵ペアを使用することは
可能である。しかし、本 CP では、全ての保障レベルにおいて、同一の鍵ペア
を両方の用途で使用することは禁止している。つまり、証明書所有者は２つの
別個の鍵ペア（署名用、暗号用）を使用しなければならない。なお、署名用鍵
ペアのエスクロー、履歴取得、バックアップは行われない。
上記のように、米国の Federal PKI の CP では、４つの保障レベルの証明
書クラスを定義し、
かつ署名用と暗号用の２種類の用途を規定している。また、
どの保障レベルの証明書に関しても、クレデンシャルが FISP140 レベルの基
準で保護されることを要求している。上位保障レベル(High Assurance level)
については、FIPS140 レベル３の基準を要求しており、これは、日本の GPKI
BCA との相互接続基準と同等のものであると考えられる。
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3.8.4 その他の本人確認基準
その他、認証局の運用基準として参考となるものとして、ECOM(WG8)によ
る認証局運用ガイドライン（V1.0 版）、及び WebTrust 基準（WebTrust Program
for Certification Authorities Version 1.0）を取り上げる。認証局運用ガイドラ
インは、電子商取引・電子決済の分野で認証サービスを提供する認証局が、信
頼性及び安全性を確立するために必要な要件を提示している。
一方、WebTrust は米国公認会計士協会（AICPA）とカナダ公認会計士協会
（CACPA）によって定められた認定制度であり、電子商取引を行う事業者に対
するセキュリティ認定基準として著名である。証明書ポリシー及び認証局実施
規定（CP/CPS）等として開示すべき項目及び完全な認証サービスのための対
策基準を網羅的かつ詳細に規定しており、認定取得のための実用的なフレーム
ワークを提供している。
(1) 利用申込者の本人確認のための基準
① 認証局運用ガイドライン（V1.0 版）(ECOM)
本ガイドラインでは、証明書申請の種類ごとに、本人確認及び真正性確認の
方法を提示している（表 3-35）。
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表 3‑35

証明書新規発行時の本人確認方法[143]

申請方法

認証方法

オンライン申請

認証局所定の申請フォームを画面上に呼び出し、入力フィールド(申請必
要項目）に以下のような情報を複数入力させて認証局に送信する。
・生年月日
・自宅住所
・自宅電話番号
・クレジットカード番号/預金口座番号
・暗証番号(PIN)
・母親旧姓(米国の例)
等々、及びその組み合わせが考えられる。本人確認は、これらの情報を信
頼できる機関(クレジットカード会社、銀行等)の保有する情報、あるいは
自局が保有する情報との突き合わせ、及び審査結果等を簡易書留などで申
請者に郵送することによって行なわれる。

書類送付申請

認証局所定の申請書式に必要事項を記載させるとともに、申請者が本人で
あることを証明する以下のような書類を送付させる。
・印鑑登録証明書(法人・個人)
・戸籍謄本(個人)
・商業登記簿謄本(法人)
等々、及びその組み合わせが考えられる。本人確認は、証明書等の記載事
項及び捺印の確認をもって行われる。

出頭申請

申請者本人が出頭し、対面により申請受付を行う。認証局所定の申請書式
に必要事項を記載させるとともに、以下のような書類を提示させる。
・運転免許証
・パスポート
・健康保険証
等々、及びその組み合わせが考えられる。本人確認は、証明書等の写真及
び記載事項の確認をもって行なわれる。
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② WebTrust 基準[144]
この基準では、証明書の利用申し込みに際し、証明書発行要求が正確かつ完
全であり、かつ証明書所有者が適切に識別され認証されることを保証できる運
用を維持することを、CA に対して要求している。具体的な本人確認方法とし
て、以下の対策例を挙げている。
・証明書発行申請に際し、自己の公開鍵、識別名（DN）、CA の要求するそ
の他の情報を CA に対して提出する。
・識別名（DN）は意味のあるものでなければならず、氏名（CN）に仮名を
書き入れることはサポートしない。
・CP に規定されていれば、CA は、発行申請者の属する組織に対して、本人
の身分を確認することができる。
・CA は、証明書発行申請情報の真偽を検証するものとする。
・CP で規定された私有鍵の所有を証明するための方法に従い、証明書発行
対象の公開鍵がその私有鍵と対をなすものであることを確認する。
以上のように、認証局運用ガイドラインでは、本人確認のための書類及び認
証方法についても、その具体的基準を示している。一方、WebTrust 基準では、
本人確認のための手続等の基準は示していないものの、適切な本人確認のため
に必要な対策基準を、具体例を挙げつつ網羅的かつ詳細に規定している。
(1) クレデンシャルの管理のための基準
①認証局運用ガイドライン（V1.0 版）(ECOM)
(a) 認証局の鍵管理に関して、鍵の生成・保管・利用・廃棄は複数人管理の
もとで行うこと、鍵は利用場所から離れた所にバックアップが保管されること、
公開鍵を改竄されないように保存すること等を規定している。
(b) 証明書所有者の鍵管理に関する基準は、特に規定されていない。
(c)証明書の管理(作成及び申請者への受け渡し等)については、表 3-36 の基
準が示されている。

表 3‑36

証明書の管理基準に関する規定[143]

3.3. 認証書管理
認証局が認証書を作成し申請者に送付する際には、不正な生成や改竄、漏洩等が行われな
いようにすることが必要であり、また認証書の登録、管理に際しても、不正なアクセスが
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行われない様に管理する必要がある。
3.3.1. 認証書作成
(1) 認証書作成にあたっては、不正な生成が行なわれないようにする手続きを定める必要
がある。特にオフラインで生成する場合には審査処理を分離するとともに、権限を有する
者以外はアクセスできないシステムが必要である。
3.3.2. 認証書送付
(1) 認証書送付にあたっては、セキュアな手段を講じることが必要である。
(2) 認証書を送付する際、受け取りの確認ができる手段を選択することが望ましい。
3.3.3. 認証書の登録・保管
(1)認証局は作成した認証書の登録・保管において、不正アクセスを防止するためにアクセ
ス管理を行なう必要がある。
(2)登録・保管された認証書は、災害若しくは消失等に備えてバックアップをとっておくこ
とが望ましい。
3.3.4. 認証書の開示
(1) 認証局は登録・保管された認証書の開示若しくは非開示等についてポリシーで明らか
にする必要がある。開示若しくは公開する場合は、以下の様に開示先・開示方法･開示期間
などについても明確にする必要がある。
・開示先：誰に開示するかを、明確に定める必要がある。
・開示方法：開示の方法としては、開示サービスの時間帯等と併せて、アクセス方法、開
示情報フォーマット等も明確にする必要がある。
・開示期間：認証書の開示期間は証明書所有者への認証書発行後、その認証書の有効期限
内は開示する必要がある。
3.3.5. 認証書の保存
(1) 発行した認証書の有効期限が切れた後も、改竄、消去、漏洩等の不正なアクセスがな
されないような対策を講じて、認証局は一定の期間認証書を保存する必要がある。
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②WebTrust 基準[144]
鍵ペアの生成、及び私有鍵の保護に関する基準として以下のものが挙げられ
ている。
・CA 鍵ペアは、ISO 15782-1/FIPS 140-1/ANSI X9.66 等の基準に基づいて
格納され、複数人管理のもとで扱われることとしている。具体例として、CA
の鍵ペアが、FIPS140-1 レベル３の HSM で生成されなければならない旨を挙
げている。
・発行申請者の鍵ペアを CA が生成する場合には、その保護方法を規定する
こととしている。具体例として、署名用鍵ペアは ISO 15782-1/FIPS
140-1/ANSI X9.66 等の基準に基づいてクレデンシャルで生成される旨、発行
申請者に対しクレデンシャルを安全に受け渡す方法を CP/CPS に記述する旨、
生成した私有鍵を CA が所有しない旨、等を挙げている。一方、暗号用鍵の場
合は、RSA アルゴリズムを使用し、鍵長が 1024 ビットであること、暗号用鍵
ペアの生成は CA のシステムによって FIPS140-1 レベル１に準拠して生成され
る旨を挙げている。また、暗号用鍵ペアは CA と発行申請者間の暗号化された
通信によって、安全に受け渡される旨を挙げている。
・発行申請者の私有鍵の保護に関して、私有鍵をバックアップ、エスクロー、
コピー、又は破壊する方法について規定することとしている。具体例として、
暗号用私有鍵が CA で生成された場合には CA のデータベースにてバックアッ
プされるものの、暗号化されマスターキーによって完全に保護される旨を挙げ
ている。また、署名用私有鍵は EE で生成され、CA にはコピーされない旨、
暗号用私有鍵は破壊されない旨、EE の私有鍵のエスクローは行わない旨等を
挙げている。
以上のように、認証局運用ガイドラインでは、あくまで認証局（CA）の運
用に関わる範囲の対策基準を規定しており、証明書所有者自身による私有鍵管
理等については規定していない。CA による証明書の作成、申請者への送付、
登録・管理については、一定のガイドラインが規定されており、上記した通り
である。 一方、WebTrust 基準では、認証局のあらゆる運用に対応できるよ
う、CA による発行申請者の鍵ペア生成・管理、暗号用鍵の扱いについても網
羅的に項目を挙げ、各々に対し一定の対策基準を規定している。
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3.8.5 プライバシー保護の動向
(1) プライバシー保護のための制度
国際的に、プライバシーの保護の考え方が浸透した背景にあるのは、1980
年に経済協力開発機構が採択した「プライバシー保護と個人データの国際流通
についてのガイドラインに関する理事会勧告」
（OECD 勧告）である[145] 。
OECD 勧告は、各国におけるプライバシー保護のための法的規制の拠り所とな
っており、表 3-37 に示す８項目の原則を設けている。
表 3‑37

OECD 勧告における 8 原則[146]

原則

説明

収集制限の原則

個人データの収集には、制限を設けるべきであり、いかなる個人
データも、適法かつ公正な手段によって、かつ適当な場合には、デ
ータ主体に知らしめ又は同意を得た上で、収集されるべきである。

データ内容の原則

個人データは、その利用目的に沿ったものであるべきであり、か
つ利用目的に必要な範囲内で正確、完全であり最新なものに保たれ
なければならない。

目的明確化の原則

個人データの収集目的は、収集時よりも遅くない時点において明
確化されなければならず、その後のデータの利用は、当該収集目的
の達成又は当該収集目的に矛盾しないでかつ、目的の変更毎に明確
化された他の目的の達成に限定されるべきである。

利用制限の原則

個人データは、第 9 条により明確化された目的以外の目的のため
に開示利用その他の使用に供されるべきではないが、次の場合はこ
の限りではない。
1) データ主体の同意がある場合
2) 法律の規定による場合

安全保護の原則

個人データは、その紛失若しくは不当なアクセス・破壊・使用・
修正・開示等の危険に対し、合理的な安全保護措置により保護され
なければならない。

公開の原則

個人データに係る開発、運用及び政策については、一般的な公開
の政策が取られなければならない。個人データの存在、性質及びそ
の主要な利用目的とともにデータ管理者の識別、通常の住所をはっ
きりさせるための手段が容易に利用できなければならない。

個人参加の原則

個人は次の権利を有する。
1) データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かにつ
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いて、データ管理者又はその他の者から確認を得ること。
2) 自己に関するデータを、・合理的な期間内に、・もし必要な
ら、過度にならない費用で、・合理的な方法で、かつ、・自己にわ
かりやすい形で、自己に知らしめられること。
3) 上記 1)及び 2)の要求が拒否された場合には、その理由が与え
られること及びそのような拒否に対して異義を申立てることがで
きること。
4)自己に関するデータに対して異義を申立てること、及びその異
議が認められた場合には、そのデータを消去、修正、完全化、補正
させること。
責任の原則

データ管理者は、上記の諸原則を実施するための措置に従う責任
を有する。

ヨーロッパでは、プライバシー保護のための法制化の姿勢を明確に打ち出し
ており、1995 年「個人データ処理に係る個人情報保護及び当該データの自由な
移動に関する欧州議会及び理事会の指令」
（EC 指令）が出された。EU 各国は
これにしたがってプライバシー保護の立法化を積極的に行っている。
これに対し、アメリカでは、法的規制ではなく業界の自主規制によってプラ
イバシーを保護しようとする動きが活発である。現在、第三者による認定とい
う仕組みが発達している。
日本ではこれまで、公的分野に対しては、OECD 勧告をベースとして 1988
年「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報保護に関する法律」が
制定され、プライバシー保護のための措置がとられてきた。現在、民間を含め
たより包括的な個人情報保護法案の立法化に向け、審議がなされている。
(2) プライバシー保護の具体的方法
前記のようなガイドラインを尊重し、PKI 利用者のプライバシーを保護す
べく、証明書に所有者個人をそのまま特定しうる情報を書き入れない方法が提
案されており、以下紹介する。
①ブラインド署名(blind signature)
これは署名者にデータの中身を知られることなく、署名をしてもらう方法で
ある。ブラインド署名は、電子マネーや電子投票など、自分の匿名性が必要な
場合に利用される方法であるが、今のところ本格的な利用実績は見当たらない。
②匿名証明書（anonymous certificate)
230

本人認証技術の現状に関する調査

全ての証明書発行申請者に対し、その主体名(subject)に”anonymous”（匿
名）を書き入れて発行する証明書である。
所有者の匿名性が確保される一方で、
個人にユニークな名称が書き込まれていないため、その個人を識別する用途で
の利用ができない点が問題である。
③クオリファイド証明書(qualified certificate)
欧州における公的個人認証の必要性から、個人を対象として、法的な効力を
持つ証明書を標準化しようとする提案がなされている。欧州の標準化団体
ETSI により提唱された標準が IETF で採用され、RFC3039 としてクオリファ
イド証明書のプロファイルが規定されている。ここで、証明書所有者の主体者
フィールド(subject)には、本名のほか仮名(pseudonym) を書き入れることが可
能となっている。ただし、高度な確信性かつ法的認知に適したものとするため
に、ネーミング属性は個人を確実に識別できるように制限される。
このように、クオリファイド証明書は PKI 利用者のプライバシーを保護しつ
つ公的個人認証が可能な方法として提案されているが、欧州においても本格的
な導入実績は見当たらず、各国の電子政府における対応も不透明な状況である。
④その他の証明書
韓国やカナダでは PKI 利用者のプライバシーを保護するために、クオリファ
イド証明書に対応しているわけではないが、独自の方式の仮名表記を書き入れ
た証明書を発行する動きがある。実名等の個人を特定できる情報の代わりに仮
名を書き入れる訳だが、この仮名はユニークな値であって認証局は仮名から本
人を特定できるものである。以下、提案されている証明書の内容を紹介する。
(a) 韓国の Subject Identification Method (SIM)
本方式は、韓国情報セキュリティ機関（KISA：Korea Information Security
Agency)によって 2002 年 10 月にされた提案[147] であって、現在、IETF PKIX
WG で評価中であるものの、韓国内では既に使われ始めている。
仮名証明書の発行手順は以下の通りである。
（h()：ハッシュ関数、E：暗号化関数、ID:個人 ID）
・発行申請者側で鍵ペア生成を行う。
・認証局（CA）は、グローバルにユニークな 160 ビットのランダム値（R)
をセキュアに生成する。
・仮名を生成する。
VID ＝ ｈ（ｈ(ID,R)）
・仮名を暗号化する。 EVID ＝ E（VID,R)
・EVID により証明書要求を行う。（PKCS#10 又は CRMF/CMP による)
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・仮名（VID)を、証明書拡張プロファイル(SubjectAltName)に書き入れ、
証明書を発行する。
一方、この証明書の検証手順は以下の通りである。
・証明書所有者の ID,R 値、及び証明書を受け取る。
・証明書から、VID を読み出す。
・ID,R 値から VID'を計算する。
（ VID' ＝ ｈ（ｈ(ID,R)））
・VID が VID と同値であることを検証する。
同一人物に対して異なる用途ごとに複数の証明書を発行する場合があるが、
各々異なる VID が書き込まれるため、各々の証明書の利用場面において、その
証明書所有者が同一人物であることを特定することはできない点でもプライバ
シー保護が図られている。
(b) カナダ Epass の MBUN（Meaningless But Unique Number）[148]
カナダ政府は、公的個人認証のための証明書(Epass)の利用を 2002 年 9 月か
ら開始している。Epass ではプライバシーの保護を重視しており、証明書には
個人情報を書き入れることなく、代わりに個人情報としての意味をなさないが、
ユニークな番号(MBUN)を DN 形式で書き入れることとしている。証明書所有
者が、この同一の MBUN を、複数のアプリケーション利用において共通して
使用するか否かを選択することができる点に特徴がある。他のアプリケーショ
ンにおいて同一の MBUN を使用しない限り、その利用者が同一人物であるこ
とを特定できず、紐付けが困難となる点でもプライバシー保護が図られている。
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4
電子政府における本人認証についての提言
4.1. GPKI における課題についての対策
ここでは、2 章で取り上げた GPKI の課題の対策について記述する。多くは、
電子政府の課題であって、狭義の GPKI の課題ではない。
4.1.1 GPKI の信頼点に起因した課題
(1) 証明書ユーザーではないユーザーの信頼点
プログラムのオフラインの配布を検討すると同時に、色々な手段で信頼点を
セキュアに配布することを検討すべきである。このとき、証明書ユーザーでな
いユーザーの信頼点の扱いが問題になる。近い将来は、公的個人認証基盤の Top
CA などを証明書ユーザーの信頼点とすることなどを検討すべきである。公的
個人認証基盤は、全国民が加入できる認証局なので、信頼点を共有するために
は相応しい。また、住基カードなどに、最初から信頼点を格納することを検討
すべきである。
公的個人認証基盤の認証局の鍵に危殆化などは、あってはならないが、こう
した自体が発生した場合は、信頼点の破棄を国民に通知する必要がある。
(2) 認証局がユーザーに証明書検証手段を提供しているわけではないこと
また、電子政府で使用する証明書検証の整備と行い、民間側の認証局が、鍵
や、信頼点の配布と共に、証明書検証のプログラムの配布できるような枠組み
を検討すべきである。また、GPKI 証明書検証サーバーのようなものが民間側
でも使用できるような枠組みを検討すべきである。更に、民間認証局が、証明
書ユーザーに各種のプログラムをセキュアに配布するようなことも検討すべき
である。民間認証局は、自分の認証局の証明書ユーザーに対して有益なサービ
スを行う必要がある。しかし、現状の電子政府は、共通の証明書検証のフレー
ムワークを提供しているとは言いがたい。
(3) GPKI に関連したプログラムの配布など
国民などにプログラムをセキュアに配布したい要求は頻繁に生じると考えら
れる。オンラインでダウンロードしてきたプログラムを検証する手段を標準的
に提供すべきだと考えられる。この時、セキュアに管理された信頼点をユーザ
ーが保持していることが重要である。信頼点を起点にダウンロードしてきたプ
ログラムを検証するフレームワークの整備を検討すべきである。
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4.1.2 証明書検証関係の課題
(1)
GPKI の証明書検証に関する、テスト環境、クライテイアが存在しな
いこと
GPKI Ready アプリケーションは、GPKI 相互運用性仕様書に記述された証
明書検証を行える必要がある。実際の GPKI は、色々な認証局が相互認証を行
って拡大していくので、そのテストは極めて難しい。今後、LGPKI、公的個人
認証基盤、海外との相互認証を行っていくためには、相互運用性仕様書などの
仕様を提示するだけでは、製品の開発、及び、テストは困難である。GPKＩ、
LGPKI、公的個人認証基盤を含めた電子政府全体で使用できるテスト環境の整
備と、テストクライテリアの整備を行うべきである。
(2) 現在の証明書検証サーバーが、独自のサーバーアクセスプロトコルを採
用していること。
IETF PKIX WG では、GPKI の証明書検証サーバーのような用途のプロト
コルの検討を行ってきた。そして、いくつかのプロトコル案が提示され、投票
が行われた。結果 SCVP というプロトコルが採用されそうな状況にある。現状
の GPKI 証明書検証サーバーは、OCSP を拡張した独自プロトコルが採用され
ている。新しいプロトコルへの移行を検討し、民間側も含め、統一的なプロト
コルで証明書検証が可能な枠組みを考えるべきである。
(3) 民間側での証明書検証（官の署名などに関する証明書検証）に問題が多
いこと
官側は、証明書検証の手段として、証明書検証サーバーが用意されている。
それに対して、民間側は、エンドエンティティが自分で、官職の証明書検証を
行う必要がある。この証明書検証の実装は、GPKI 相互運用性仕様書にその要
求があるだけで、実際の開発、テストを行うことは極めて困難な状況にある。
また、LGPKI などと相互認証した場合、そのままの仕様でよいかなど不明点
が多い。
(4) GPKI から更に LGPKI、公的個人認証基盤、海外との相互認証を見据え
た証明書検証の仕組みが必要なこと
GPKI 相互運用性仕様書、地方公共団体組織認証基盤・技術仕様書などが公
開されているが、今後、必要になるのは、GPKI、LGPKI、公的個人認証基盤
を横断した相互運用性仕様書である。仕様書、テスト環境、テストクライテリ
アなど、電子政府全体を見据えて整備することを検討すべきである。
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4.1.3

証明書ポリシー、及び、ポリシーマッピング関係の課題

(1) 複数の保障レベルの証明書ポリシー、及び、ブリッジ認証局を中心とし
たポリシーマッピングに対応した規約の整備
基本的には、米国の Federal PKI と同様の保障レベルを持った証明書ポリシ
ーの定義を行うことを検討すべきである。そして、現在の否認防止の署名以外
の利用ができるように拡大して行くことを検討すべきである。ブリッジ認証局
は、現在の電子署名法の特定認証局よりも低い保障レベルの相互認証を、別の
証明書ポリシーを使ってマッピングすることにより、より広範囲なセキュリテ
ィに対応した認証基盤を目指すことを検討すべきである。
(2) 証明書ポリシーを使い分することによる広くセキュリティを確保するた
めのフレームワーク作り
複数の証明書ポリシーを使い分けることにより、否認防止の署名だけでなく、
民間とのセキュアメールの利用や、色々な認証に利用することなどを検討すべ
きである。
4.1.4

証明書プロファイルに関する課題
(1) 否認防止用証明書以外の EE 証明書のプロファイルの定義

認証用途や、暗号用途の証明書プロファイルの検討を行うべきである。現状
のプロファルでは、認証用途や、暗号用途には使用できない。これは、Web の
クライアント認証などには GPKI に適合した証明書は使用できないこと意味す
る。また、ひとつの証明書を使って、否認防止の署名と、その他の用途の署名
を共用することは絶対に避けるべきである。一人の証明書ユーザーに複数の証
明書を配布することは、米国でも欧州でも、一般的になりつつあり、公的個人
認証基盤などでも、同じようなことを検討すべきである。
(2) QC に対応した否認防止用証明書プロファイル
現在の GPKI のエンドエンティティ証明書は、RFC3280 などに基づいたも
のになっている。RFC3280 は、人だけでなくいろいろなエンティティを対象
とした証明書のプロファイルとなっているのに対して、各国の法制度にしたが
って発行する自然人に対する電子証明書のプロファイルとして、Qualified
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Certificate Profile が RFC3039 (Proposed Standard) として発行されている。
GPKI、LGPKI､公的個人認証基盤においても、この RFC3039 に基づいた証明
書プロファイルを検討すべきである。この RFC はいずれにしても欧米の著者
によるものなので、われわれはこの QC プロファイルが日本の法制度に適合す
るものかどうかを検討し、もし適用できるなら、この QC プロファイルから、
日本の法制度に適合するクオリファイドプロフィル
（QC）を策定すべきである。
4.1.5

署名環境の課題

(1) 証明書ポリシーの保障レベルに応じた署名環境のセキュリティ基準・認
定の整備
米国の Federal PKI では、その証明書の保障レベル毎に署名環境のクレデン
シャルのセキュリティレベルを規定しており、保障レベル FIPS140 のレベル
をマッピングしている。現状の電子政府は、この署名環境の規定が全くない。
また、多くの電子政府アプリケーションは署名環境と一体化されている。これ
では、高いセキュリティレベルの署名環境を提供することは難しい。セキュリ
ティレベルの高いものと低いものが入り混じると、結局のところ全体のセキュ
リティレベルとしては、低いものになってしまう。
(2)

署名環境とアプリケーションを分離するためのフレームワークの明確

化
現状の電子政府は、証明書のプロファイルなどが決まっているだけで、何の
署名のフレームワークも規定していない。そのため、署名環境と電子政府アプ
リケーションが一体化してしまっている。これは、署名環境を切り出してその
セキュリティレベルを規定することや、ひとつの証明書で色々な電子政府アプ
リケーションを使うことを困難にしている。また、電子政府アプリケーション
の流通も阻害している。
米国の GSC-IS のような、電子政府全体で共通に使える署名環境の仕様を整
備すべきである。
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4.2. 広域ドメインにおけるシングルサインオンの課題についての対策
4.2.1 電子政府のワンストップサービスとシングルサインオンの実現
電子政府における行政サービスのオンライン化が整備されてきているが、電
子申請や届出が縦割りによる個別のサービスであっては市民や企業にとって利
便性がそがれる。電子政府の実現の視点は、行政内部の合理化だけではなく市
民にとっての利便性の向上にあることを明記すべきである。したがって電子政
府の窓口は政府全体で一本化すべきである。
2 章、3 章でシングルサインオンの技術の標準化の動向を見てきたが、この
技術は市民サービスとして政府の Web ポータル配下の各部門の分散 Web サー
バー間をシングルサインオン（SSO）で連携できる。またこれらの標準技術は
セキュリティとプライバシの強化を図っており、個人情報は必要な部門以外に
共有させる必要がない。
またこれらの SSO 技術は、電子入札業者や利用者を限定した特定の比較的
クローズしたサービスに用いることでそのメリットがより発揮される。ワンス
トップサービスとして、一旦認証が行われた後に、各省庁や地方自治体のサー
ビスへの SSO は利用者に多大な利便性をもたらす。このような利用者認証は
GPKI に接続した民間の認証業務で発行した PKI の証明書や公的個人認証証明
書が利用出来る。
ここで政府内の省庁や地方自治体が固定パスワードのサービスである Web
のベーシック認証を個別に用いることは絶対に避けるべきである。PKI などの
強い認証をサポートしなければならない。
4.2.2 電子政府内部の電子政府連携業務
電子政府の内部のアプリケーションや各省庁や地方政府との連携の場面には
セキュリティを強化した Web サービスを積極的に用いるべきである。Web サ
ービスはサーバー間の連携で電子政府で用いる XML 文書や XML デジタル署
名と極めて相性が良い。SAML や Liberty の SSO の技術は、これらの Web サ
ービスを用い、マルチベンダーをサポートするセキュリティやプライバシを強
化した標準技術に基づくものである。今後これらの技術を搭載した各社の製品
が利用出来るようになる。アドホックな Cookie を使った SSO は前にも見てき
たようにセキュリティ上の問題を孕んでいる。電子政府が利用する SSO は、
標準技術に基づいたセキュリティやプライバシを強化した製品でなければなら
ない。
以上をまとめると今後電子政府のアプリケーションとして以下の技術の採用
が強く求められる。
・セキュリティやプライバシを強化した Web サービスの利用
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・SAML や Liberty など標準技術を採用した SSO による分散システムの連
携
・XML 文書と XML デジタル署名の利用
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4.3. 本人確認のポリシーの課題についての対策
(1) 証明書ポリシー（CP）と認証局実施規程（CPS）との分離
PKI 利用において重要なのは、認証局（CA）によって証明書が不正に発行
されないということである。権限のない者に認証局をアクセスされたり、認証
局の私有鍵を盗まれたり、と、その PKI ドメインは全く信用されないものとな
る。認証局の鍵が盗まれると CA 証明書を再配布したり、ユーザー証明書の再
発行したりしなければならない事態となるからである。こうならないためにも、
CP/CPS は厳格に決めておき、また PKI 利用者に対して提示しておくべきであ
る。CP/CPS は、PKI 利用者にとって、認証局のセキュリティの度合いを知る
ことができ、かつ、その認証局を利用すべきかどうかの判断の拠りどころとな
るものである。
ところで、CPS は認証局ごとに規定するのに対して、CP は複数の認証局で
共通で利用しても良いし、一つの認証局で複数の CP を規定しても良い。発行
される各証明書には、どの CP に依拠しているかを記述することができる。
ところが、政府認証基盤（GPKI)における府省認証局 CP/CPS では、いずれ
においても「CP」及び「CPS」はそれぞれ独立したものとせず、
「CP」及び「CPS」
を一体化した形で規定している。また昨今、民間の認証局でも一体化した
CP/CPS を規定する傾向にある。
確かに、CP と CPS の記述構成はいずれも RFC2527 に基づくから、重複し
て記述せざるを得ない項目が多く存在する。例えば、証明書にかかわる当事者
（認証局、証明書所有者、証明書検証者）各々の責任についての記述である。
したがって CP/CPS を一体化した方が効率よく記述でき、PKI 利用者も理解し
やすいものとなることが多い。特に府省認証局の CP/CPS のように、発行する
証明書の種類が固定的であり（府省 CA 相互認証証明書及び官職証明書）、かつ
証明書の適用範囲や認証局の運用体制についても固定的である場合には、一体
型での記述で問題はない。
しかし本来、CP と CPS はその目的は異なり、別々の観点から書かれるべき
ものである。先に述べたように、CPS は認証局の運用の観点から認証局ごとに
規定するのに対し、CP は証明書の取り扱いの観点から規定する。CP と CPS
を独立して記述していれば、認証局の設備、システム、運用等に依存する内容
については CPS にのみ記述し、証明書の扱いに関わる規則やプロファイルに
ついては CP にのみ記述すればよい。このような構成をとるメリットとして、
以下のものがある。認証局の運用に変更が生じた際には CPS のみを改定すれ
ばよく、CP を改定する必要がない。また、新しい用途の証明書の CP を作成
すれば、この CP を、証明書を扱う複数の認証局で共通して利用することがで
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きる。これに対し、一体型の CP/CPS では、こうはいかないから、認証サービ
ス拡張上の柔軟性に欠ける場合がある。
今後、電子政府において、多くの認証局（民間の認証局を含む）が相互接続
され、様々な用途、かつ様々な保障レベルの証明書が流通する環境を実現して
ゆくためには、必ずしも CP/CPS を一体型のものとするのではなく、それぞれ
を独立に策定し、認証システムに柔軟性・拡張性・発展性を持たせることも必
要であろう。
(2) CP/CPS における認証レベル（本人確認レベル）の明示の必要性
「3.8.2 電子署名法」「3.8.4 その他の本人確認基準」において、証明書を新
規に発行する際の本人確認基準を概観した。この他、いくつかの基準があり、
それなりの基準を示しているものの、認証レベルの整合性が取れているわけで
は無い。現状、国内では、電子署名法の特定認証業務の認定取得のための基準
が、最も明確な認証レベルを規定している。そして、この基準が実質的に民間
認証局の共通のクライテリアとなっている。ただ、この認定を取得している認
証局は、まだまだ少数である。PKI ドメインごとに認証レベルが異なり、証明
書ポリシーが異なる状況では、複数 PKI ドメイン間で互いの証明書ポリシーを
マッピングし、相互認証を実現することは困難である。
また、先の電子署名法の特定認証業務においては、認証レベルは統一されて
いるものの、極めて厳格な本人確認に基づいて発行された証明書１種類のみが
発行されるだけである。これは、個人で言えば実印を扱うのに相当するが、こ
のレベルのセキュリティが必要とされるケースは多くはない。普段は逆に、三
文判程度の、より手軽なセキュリティが必要とされる。
一方、「3.8.3 Federal PKI の FBCA」で述べたように、米国の Federal PKI
では、4 つのレベルの証明書クラスを定義しており、手軽な各種セキュリティ
の証明書をも発行し、かつこれらのポリシーマッピングを行っている。
今後、GPKI のブリッジ認証局（BCA)の CP/CSP は、電子政府全体の認証
局に対するクライテリアとなると考えられる。日本の GPKI においても、多様
な認証ニーズに応え、かつ広域ドメインでの認証を実現するには、相互認証の
拠点となる GPKI の BCA 自体が幾つかの認証基準（例えば FBCA と同様の４
レベル）を持ち、それを CP/CPS によって明確に示すことが必要となろう。そ
うすれば、GPKI BCA とつながりうる CA(民間 CA を含む）も、この基準に準
じた CP/CPS にしたがって CA を運用し、結果として互いの認証レベルが合致
し、スムーズな相互認証が可能となる。
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4.4. プライバシーの課題についての対策
(1)証明書における仮名利用の検討
今後、地方公共団体による公的個人認証サービスが開始され、行政手続のオ
ンライン申請が本格的にできるようになると、証明書のプライバシー保護が課
題となることを「2.9 プライバシーの現状と課題」で述べた。本サービスで発
行される証明書には、利用者の基本 4 情報がそのまま書き入れられ、この情報
が漏れると、プライバシーを脅かすからである。
しかし、本当に利用者の基本４情報を、証明書に書き入れなければならない
のかについては議論の残る所である。認証は、利用者と正当な権利とが証明書
によって結びついていればよく、必ずしも氏名等の個人情報と結びつく必要が
ないからである。そこで例えば、証明書発行申請時の登録は実名で行い、証明
書上には仮名表記を許してプライバシーを保護しようという考え方がある。実
際に海外では、仮名を書き入れた証明書を積極的に利用しようとする事例があ
る。「3.8.5 プライバシー保護の動向」で述べた韓国の SIM(Subject
Identification Method)及びカナダ Epass の MBUN の例である。
仮名を使うといっても、あくまで認証局は実名を把握しており、仮名証明書
が悪用された際には、法執行機関は認証局から実名を入手可能とすることで、
利用者への責任追及性を確保することができる。この際、ドイツにおいては、
仮名での証明書利用を認めているものの、認証局に対して犯罪行為等の訴追に
必要な範囲で証明書所有者本人の個人情報を通知すべき旨を規定している。日
本でも、仮名での証明書利用を認める場合には、ドイツの例のように、認証局
に対する情報提供責任を正当化する規定が必要である。以上のように、責任追
及性ある仮名の利用を検討すべきである。
(2) 利用者による個人情報流通のコントロール
今後、電子認証制度を実用的に発展させるには、上記のように、PKI 利用者
の責任追及性を確保しつつ、プライバシーを保護できる仕組みを作ることが必
要である。具体的には、公的個人認証に適したクオリファイド証明書(qualified
certificate)の標準プロファイルに対応させた上で、主体者名(subject)として本
名のほか、仮名の書き込みを許す方法が挙げられる。証明書所有者の意思によ
り、仮名の利用を許すことも検討すべきである。
証明書に一旦書き込まれた個人情報の漏洩も課題である。少額の電子取引に
もかかわらず、電子店舗側が電子署名を要求するといった運用がなされると、
証明書記載事項から必要以上の個人情報が漏洩したり、名簿屋などへの売買に
悪用されたりする危険がある。酒類の購入を目的として年齢だけを証明する場
合には、年齢（生年月）だけが検証者に渡るようなコントロールが必要である。
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プライバシーに対する考え方は人それぞれ異なる。証明書記載の個人情報の
流通に対するプライバシーについての意識も同様である。今後、プライバシー
侵害を懸念することで証明書の使用を躊躇するケースも想定される。
証明書利用による安全な認証の普及とプライバシー保護の両立のためには、
証明書への個人情報の書き込みを強制するのではなく、各証明書所有者の意思
によりその書き込みを制限でき、かつ認証に必要な情報のみが検証者に渡る仕
組みが必要である。証明書所有者の意思によって自己の個人情報の流通範囲を
コントロールできることが考慮されるべきである。
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4.5. 署名環境についての提言
現在の電子政府の大きな課題のひとつに、電子政府に使用する署名環境の規
約がないことがある。また、電子政府アプリケーションと署名環境が一体化し
ていることがあるが、これは、電子政府アプリケーションの流通や、署名環境
のセキュリティの確保に大きな問題が生じることになる。
署名環境とアプリケーションの分離、API の明確化
署名環境のセキュリティ基準の明確化
ハードウェアトークンのクレデンシャルフォーマットの標準化
複数の鍵と証明書
バイオメトリクス認証の考慮
クレデンシャルローミングなどの検討
署名フレームワークの確立
(1) 署名環境とアプリケーションの分離、API の明確化
電子政府アプリケーションと署名環境を分離する必要がある。具体的には、
米国の GSC-IS に見られるような、政府で使用する暗号クレデンシャルの相互
運用性が確保できる API を規定することが必要である。
この API は、PKCS#11
のような標準のサブセットを、明確に決めるか、又は、GSC-IS の基本サービ
ス・インタフェース(BSI)のようなものを規定することが必要になる。暗号クレ
デンシャルを扱う API を明確にすることは、結果として、電子政府で、色々な
暗号クレデンシャルの媒体の可能性を広げることになる。
(2) 署名環境のセキュリティ基準の明確化
電子政府で使用する署名環境は、その証明書ポリシー（保障レベル）に応じ
て、明確なセキュリティ基準を設けるべきである。一体化した電子政府アプリ
ケーションがユーザーのクレデンシャルを管理している場合が多く、現状の署
名側のクレデンシャルのセキュリティは、この電子政府アプリケーション自身
に依存していることが多い。否認防止のための署名は、EU では、SSCD が要
求され、そして、北米では、FIPS140 レベル 2 の認定製品での署名を要求して
いると考えられる。官職の署名環境にしても、調達仕様において FIPS140 レ
ベル相当の IC カードとしているだけであり、私有鍵の扱いについて曖昧な点
が多い。
署名環境を、アプリケーションから切り離すために、そのインターフェース
を明確にして、署名環境自体のセキュリティ基準を明確にするべきである。
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(3) ハードウェアトークンのクレデンシャルフォーマットの標準化
広く配布される IC カードなどでは、ハードウェアトークンのクレデンシャ
ルフォーマットの標準化を考慮に入れるべきである。こうしたクレデンシャル
フォーマットの標準化には、PKCS#15 ないし、7816-15 がある。現在多くの
ハードウェアトークンと、そのハードウェアトークンを扱うドライバーの実装
は、独自のクレデンシャルフォーマットを行う。独自のクレデンシャルフォー
マットを行った場合、そのハードウェアトークンの使用は、この特定のドライ
バーのみ可能ということになる。これは、企業内の使用目的などの場合には大
きな問題にはならない。しかし、公的な目的で、広いプラットホーム上で使用
されるためには問題になる。電子政府で使用されるハードウェアトークンには、
クレデンシャルフォーマットを公開すると共に、そのフォーマットの標準化、
そして、汎用的なクレデンシャルフォーマットとしての PKCS#15（7816-15）
などの採用を検討すべきである。
(4) 複数の鍵と証明書
GPKI で要求されているクレデンシャルは、基本的には、否認防止用の鍵を
証明書である。しかし、電子政府としては、認証や暗号の要求もあると考えら
れる。したがって、署名環境としても、否認防止用の鍵を証明書以外の証明書
を扱えるように仕組みがあるべきである。否認防止用の鍵は、認証には使用で
きないことを明確にすると共に、より汎用的な、認証用途などの鍵と証明書を
扱うための署名環境を規定すべきである。
(5) バイオメトリクス認証の考慮
現在多くのハードウェアトークンでは、そのハードウェアトークンが保有者
の認証に PIN が使用されている。しかし、この PIN に代わりバイオメトリク
ス認証も使用可能な状況になりつつある。今後、電子政府においても、用途に
よってはバイオメトリクス認証が要求される局面が想定される。こうしたこと
を想定して、電子政府で使用する署名環境の標準化のひとつのとしてバイオメ
トリクス認証を考慮すべきである。米国や、欧州において、バイオメトリクス
情報を IC カード上で比較する MOC（Match-On-Card）を採用することによ
りバイオメトリクス情報を漏洩する危険性を回避する方法が検討されている。
(6) クレデンシャルローミング（ソフトウェアトークン）などの検討
安価な証明書発行手段としてソフトウェアトークンが考えられる。ハードウ
ェアトークンだけでなく、証明書ポリシーによってはソフトウェアトークンの
採用も検討すべきである。
ハードウェアトークンは、その自体の価格だけでなく、PIN 忘れに対応する
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ためのコストも相当かかると予想される。カナダ政府の ePass Canada では、
証明書を使用することによる個人の統計情報が蓄積されることを避けるため、
仮名証明書で、かつ、何度でもこのソフトウェアトークンの証明書を発行する
ことを許している。
(7) 署名フレームワークの確立
欧州では、署名のフレームワーク全体の中で、PKI､スマートカード、バイオ
メトリクスが検討されている。日本でも、これらの動向を個々の団体が別々の
視点でウォッチしている。しかし、これらの団体の連携は少なく、日本におい
ての署名のフレームワークの全体像を網羅したドキュメントもほとんど存在し
ない。
電子署名、PKI､IC カードなどのハードウェアトークン、バイオメトリクス
などの技術をを横断して電子政府の技術仕様を検討していく組織を検討するべ
きである。
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4.6. バイオメトリクス認証技術採用についての提言
(1) 電子政府内部における省庁職員の本人認証への採用
電子政府アプリケーションの普及に伴い、省庁内、省庁間さらには地方政府
との連携における情報管理はより厳格さが要求されるようになる。そのための
対策の 1 つとして、バイオメトリクス認証技術を用いた省庁職員の本人認証を
採用すべきである。
DoD が兵役従事者や職員全員に配布する Common Access Card(CAC)でも
バイオメトリクス認証によるカード所有者認証が検討されており、PKI 連携を
含め、本採用にあたり参考にすべき事例である。CAC でのバイオメトリクス認
証の詳細方式は確定していないが、原理的にはバイオメトリクス情報をカード
上に保持し、認証をカード上で実施することも可能である。指紋押捺制度が無
くプライバシーに敏感な日本においては、このような方式の採用が望ましい。
(2) パスポートや運転免許証との連携
パスポートや運転免許証が IC カード化された際にはバイオメトリクス導入
は確実である。公的な広域認証にバイオメトリクス認証を採用するには課題が
多いが、これらとの連携を検討すべきである。
ここで言う連携とは、登録／再登録時の本人確認の際にパスポートや運転免
許証に含まれるバイオメトリクス情報を用いて所有者認証するといったルーズ
な連携から、カード統合といった密な連携まで様々なものが考えられる。
(3) 希望者に対する利便性確保のための採用
公的な広域認証にバイオメトリクス認証を採用するとなると、プライバシー
に敏感な国民による反発が予想される。国民全員に登録を義務化するのではな
く、希望者のみが、利便性が向上するような使い方ができる場面での採用が現
実的である。具体的には、4.2.1 節で述べたような電子政府のワンストップサー
ビスにおけるシングルサインオンへの適用が有望であろう。
ただし、この場合もプライバシー問題などに留意し必要に応じて法整備を施
した上で、希望した国民が安心して利用できる環境作りが不可欠である。
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4.7. 電子政府における認証技術の標準化についての提言
2 章、3 章で認証技術の現状と課題や標準及び動向を概観した。そしてイン
ターネットの中で「強い認証技術」の採用を必須の要件であることと、これら
の標準技術が成熟したものととして普及しているものと、これらの標準を新し
い環境に適用させる努力が続いていることを見てきた。また「2.11 電子政府の
実装方式の課題」の節では認証技術に関連する課題について検討した。
ここではこれらの動向を踏まえて日本の電子政府で用いるべき認証技術の標
準化について述べる。
4.7.1 実装方式の課題についての対策
（１）電子政府で用いる PKI アプリケーション標準
電子政府での重複したアプリケーション開発の非効率を避けるため PKI 利
用に関する電子政府としての API を明確にすべきである。署名システム、署名
検証システムのための API を整備すべきである。図 4-1 電子政府の API に示
すように個別のアプリケーションと共通のアプリケーションの API の環境を
整備すべきである。
また、XML 署名を用いる電子申請アプリケーションのために標準に基づい
た共通で用いることの出来る Web サービスを含めた開発ガイドラインを整備
しなければ互いに相互運用性のないシステムを個別に開発管理しなければなら
なくなってしまう。
セキュリティを強化した Web サービスはこれからのアプリケーションを開
発する強力なツールになる。アプリケーションの標準として利用ガイドを整備
すべきである。
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証明書のプロファイル以外の規定がなく、APL
間の互換性、APL同士の連携がとれない。

電子政府＆GPKIに依存した部分のPKIAを明確にして、アプリケーションの
流通ははかる。

A省
電子申請
APL
A省
電子申請
APL

B省
電子申請APL
仕様書

A省
電子入札
APL

Ｂ省
電子入札
APL

共通API
署名環境・証明書検証

(Midleware)

アプリケーションをクレデンシャ
ルが一体化している。クレデン
シャルのセキュリティ基準に問
題が多い。アプリケーションの
流通を阻害する。

電子政府アプリケーションで共通に使用し、
セキュリティの基準を明確にする。目的に
合った複数のクレデンシャル。クレデンシャ
ルのフォーマットの標準化化などをはかる。

GPKI
相互運用性仕様書
ICカード
相互運用性仕様書

GPKI、
LGPKI､公的
個人認証基
盤で共通な
相互運用性
仕様書を作
成する。
また、仕様
書だけでな
く、テスト環
境、テスト
ケースなど
を提供す
る。

米国のGSC-ISの様な、電子政府アプリ
ケーションで共通に使用するICカードの相
互運用性仕様書を作成する。クレデンシャ
ルをアクセスするAPIを含む。

図 4‑1 電子政府の API
（２）電子政府アプリケーション開発環境のオープン化
GPKI や LGPKI などの大規模な環境で PKI アプリケーションの開発する場
合、認証パスの検証を含めて開発者はテスト環境を自前で整備することが困難
である。政府がこれらの開発テスト環境を、インターネットを使って利用出来
るようにオープン化すべきである。
（３）政府職員のセキュリティ強化
GPKI や LGPKI が整備されてきているので、この認証基盤を行政手続ばか
りでなく、政府職員のセキュリティ強化のために使っていくべきである。GPKI
の有効活用とセキュリティに関する職員のリテラシ向上に繋がる。また電子署
名を使うことで重要書類などのペーパーレス化が図れる。
暗号用証明書の利用
こんごプライバシの問題に関連し暗号による情報保護の必要性が増えてくる。
PKI の署名利用に加えて暗号用証明書の利用についても検討すべきである。
・異なる証明書ポリシーの導入
業務のセキュリティレベルの要求度合いに応じた柔軟性のあるセキュリティ
レベルを利用出来る証明書ポリシーの策定をすべきである。
・署名環境の整備
暗号クレデンシャルに関連して IC カードなどのハードウェアトークンやロ
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ーミングを可能にするソフトウェアトークンの利用に付いても証明書ポリシー
に応じて利用出来るガイドラインを整備すべきである。
（４）認証方式の標準化
Web 環境で広く普及した TLS を用いたサーバー認証は、利用者に Web サー
バーの真正性を確認させる手段として有用な認証方式である。また TLS サーバ
ー認証はクライアントとサーバー間のチャネルを暗号化することで盗聴を防ぎ、
WEｂアプリケーションにセキュアなチャンネルを提供する。電子政府アプリ
ケーションのベースとして積極的に活用すべきである。ただし、Web サーバー
証明書の信頼点管理を明確にしておかなければならない。
また、TLS クライアント認証もサーバーの利用者を認証する標準的な手段と
して活用できる。Web アプリケーションで利用者認証を行うときに安易なパス
ワードベースの Basic 認証はできるだけ避けるべきである。
電子政府アプリケーションでは TLS のような Web 環境に標準的に実装さ
れている認証手段を用いるのではなく、アプリケーション自身がクライアント
を認証する用途もある。TLS はクライアントとサーバー間のピア・ツー・ピア
のセキュアチャンネルを提供するだけである。アプリケーションとエンドユー
ザー間のエンド・エンドの認証を行う場合は、3.1 節で述べたようなセキュア
な認証プロトコルを用いるべきである。3.1 節で述べた認証プロトコルとして
PKI ベースの SPKM や ISO9798-3 ベースの SASL メカニズムを用いることを
推奨する。
（５）署名フォーマットの標準化
電子政府で電子署名を用いたアプリケーションでは標準的な署名フォーマッ
トを用いるべきである。署名者の属性情報などを含まないプリミティブ署名を
用いるべきではない。利用する標準署名フォーマットとしては 3.4 節で述べた
CMS SigedData 又は XML 署名フォーマットを用いるべきである。しかし、こ
れらの標準は自由度が高いために互換性に懸念がある。電子政府での利用に当
って、署名利用ガイドラインなどで、電子署名のプロファイルを規定すべきで
ある。
（６）長期署名保存とタイムスタンプ利用
公文書や電子申請、電子入札などの関わる電子署名文書については長期保存
の問題を検討する必要がある。署名が何時生成されたのかを証明するタイムス
タンプの利用は署名の重要な要件になるだろう。ECOM のガイドラインにそっ
てタイムスタンプと長期署名保存の検討を行うべきである。
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（７）上記課題に対する対策として電子政府で用いられる標準に準拠したガ
イドラインや仕様書の改定や策定が必要である。オープンな場において共通に
用いることができる仕様書やガイドラインの策定が図られるべきである。
また、このような活動を推進することができる民間とも連携した省庁横断的
な電子政府推進母体の設置が望まれる。
4.7.2 電子政府全体のフレームワークについて
電子政府を推進していくためには、オープンで相互運用性のはかれるマルチ
ベンダの環境が必要である。そのためには標準技術に基づき、強固なセキュリ
ティとプライバシの保護を図れるものでなければならない。
PKI はこのようなセキュリティの基盤として重要なインフラストラクチャで
ある。その中心を電子署名に据え、各種のアプリケーションが安心して使える
のもでなければならない。欧州の EESSI は電子署名法（EU Directive）に従
い包括的な技術と運用に関する標準やガイドラインを整備してきた。このよう
な活動を参考に日本の電子政府の技術や運用に関するフレームワークを図示す
ると以下のようなものになろう。それぞれの領域において参照すべき標準が対
応する。
ブロードバンドも急速に普及し、電子政府の通信インフラストラクチャもイ
ンターネットの上に構築される。ここでは Web サーバー、ブラウザが中心的役
割を果たし、サーバー間の連携がセキュリティを強化した Web サービスの上で
実現する。電子政府のアプリケーションは電子署名を中心とした署名と署名検
証の基盤の上に実現される。
今後電子政府を推進して行くためには以下のようなフレームワークの技術上
にこれを支える推進体制を整備していく必要がある。
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電子政府アプリケーション
電子申請、電子入札、バックオフィスシステム
TLS、認証システム、Web サービス
XML、HTTP、SOAP、XKMS、SSO(SAML、Liberty)

署名検証環境

署名者環境
暗号クレデンシャル
バイオメトリック

タイムスタンプ

信頼点の管理
認証パス検証
XKMS-XKISS
電子署名フォーマット
XML 署名、XML 暗号
長期署名保存フォー
マット

認証機関のポリシー
CP/CPS
利用基準、
設備施設基準

証明書プロファイル
X.509v3、RFC3280
QC

図 4-2 電子政府のフレームワーク
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4.8. 標準化への参加についての提言
電子政府において必要になる本人認証技術の標準は、世界的な課題である。
広域な認証は、そのまま、世界規模の認証へとつながる。こうした技術を制す
ることは、サイバー時代の勝者になることも意味する。こうした中で、本人認
証技術に関する、日本からの標準化への参加ということに関しては、非常に心
細い状況にある。標準化への参加も、デファクトスタンダードを見極めるため
という受身の参加であることが多い。
PKI、IC カード、バイオメトリクスなどの技術分野において、世界をリード
するためには以下のようなことを検討する必要がある。
政策的な判断ができる人間の標準化への参加
日本からの積極的な国際標準作業項目の提案

技術分野を横断した標準化の整合
(1) 政策的な判断ができる人間の標準化への参加
デファクトスタンダードを勝ち取るためには、国際的な議論の場で、日本と
しての対応を即決できる人材の参加が必要である。また、電子政府で必要にな
るような広域な本人認証技術は、非常に幅広い技術が要求されるだけではなく、
法制度面との関係を無視することはできない。官民一体の体制で臨む必要があ
る。
(2) 日本からの積極的な国際標準作業項目の提案
前述のような受身の国際標準対応ではなく、標準化が必要な技術や項目を短
時間で日本標準化し、その日本標準を Fast Track で国際標準に提案する等、積
極的な国際標準に取り組みが、世界をリードしていくためには不可欠である。
(3) 技術分野を横断した標準化の整合
実際の電子政府アプリケーションでは複数の技術が組み合わされて利用され
るが、IC カードとバイオメトリクス認証の組み合わせの場合の例など、より効
率的な技術利用のためには既存の標準の拡張が必要となる場合もある(3.6.2.1
節)。このような標準間の整合検討、及び具体的なアプリケーション分野を想定
したプロファイルの標準化を推進する必要がある。
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5. 付録
5.1 標準化団体
5.1.1 ISO／IEC JTC1
URL: http://www.jtc1.org/
ISO と IEC が情報技術に関する標準化を行うために設立した合同技術委員
会。
本人認証技術に関連した標準化は下記 SC にて審議が進められている。
SC

これまでに策定した IS

分野

17

カードと個人識別

ISO/IEC 7816

27

情報セキュリティ技術

ISO/IEC 9798 、 ISO/IEC 15408 、 ISO/IEC
17779

37

バイオメトリクス

(2002 年 12 月〜)

5.1.2 IETF
URL: http://ietf.org
ISOC（インターネット協会）のもとで一般的な幅広いインターネットの標
準の RFC を作成する機関。
また、PKIX ワーキンググループでは証明書を使用した通信プロトコルなど
の標準化を進めている。

5.1.3 W3C
URL: http://www.w3.org
WWW で使用されるさまざまな技術標準を定める非営利団体。
HTML、HTTP、XML などの標準を策定している。
XML 署名フォーマット標準は W3C と IETF の共同の WG で策定された。

5.1.4 BioAPI Consortium
URL: http://www.bioapi.org/
バイオメトリクス認証ベンダーが API 仕様を統一するために設立したコン
ソーシアム。米国に本拠を置く。2002 年 2 月現在、124 社が加盟している。
2000/3 に Ver1.0 を、2001/3 に Ver1.1 をリリースした。Ver1.1 は 2002/2 ANSI
規格となった。ホームページ上では、現在 11 社より準拠製品がリリースされ
ている。
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5.1.5 OASIS
URL: http://www.oasis-open.org
XML に関連する応用標準を定める団体で、ボストンに本部をおく。
XCBF Technical Committee 委員会がある。W3C が XML や HTML のよう
な Web に関する基礎技術を扱い、OASIS はその上位のアプリケーションより
の標準化を扱う。

5.1.6 X9
URL: http://www.x9.org/
米国の金融業界向け国内標準(ANSI)の審議機関。
金融システムにおいてバイオメトリクスを取り扱う際のセキュリティ要件を
規定している ANSI X9.84 を策定した。

5.1.7 INCITS/M1
URL: http://www.incits.org/tc_home/m1.htm
米 ANSI 認定の標準案策定組織である INCITS(InterNational Committee
for Information Technology Standards)内においてバイオメトリクス標準化を
担当している技術委員会。
これまでに BioAPI Ver1.1 を ANSI 化(ANSI/INCITS 358)した他、米国の
NB として、ISO/IEC JTC1 SC37 に積極的な提案を行なっている。

5.1.8 NIST
URL: http://www.nist.gov/
NIST(National Institute of Standards and Technology)は、各種工業製品の
標準化を行う連邦政府機関である。
本書に関連した標準としては、連邦政府情報処理規格である FIPS(Federal
Information Processing Standards)と、バイオメトリクス情報を格納する際の
データフォーマットである CBEFF(Common Biometric Exchange File
Format)がある。
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5.1.9 CESG/BWG
URL: http://www.cesg.gov.uk/technology/biometrics/
英国政府機関として公的使用を目的とした情報保証のポリシーやガイドライ
ン策定を行う CESG(Communications Electronics Security Group)内に設置
されたバイオメトリクス関連のワーキンググループ。
これまでにバイオメトリクスの認証精度評価方法のガイドラインである
BestPractice、バイオメトリクス認証装置の Protection Profile の策定を行って
いる。

5.1.10 JSA/INSTAC
URL: http://www.jsa.or.jp/domestic/instac/index.htm
日本規格協会(JSA)の内部組織として、情報技術分野における各種の標準化
調査研究を行う機関。正式名称は「情報技術標準化研究センター」(Information
Technology Research and Standardization Center)。
これまでに指紋認証の精度評価方法(TR X0053)、虹彩認証の精度評価方法
(TR X0072)を策定した。

5.1.11 TCPA（Trusted Computing Platform Alliance）
URL: http://www.trustedcomputing.org/
コンピュータのセキュリティ強化をターゲットに活動する業界団体。米
Compaq 社、米 HP 社、米 Intel 社、米 Microsoft 社が運営委員。セキュリテ
ィーチップを含めたハードウェアと、ソフトウェアでセキュリティを実現する
TCPA 仕様の策定と普及を推進する。

5.1.12 EESSI(European Electronic Signature Standardization Initiative)
URL: http://www. ictsb.org/eessi/EESSI-homepage.htm
法的に有効な電子署名をサポートするための標準化活動を行う団体。EU の
電子署名法の基準である EU Directive に沿って設立された。
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5.1.13 ETSI （European Telecommunications Standards Institute）
URL: http://www.etsi.org/
欧州通信規格協会。ヨーロッパにおける通信関係の標準化機関。通信関係の
EN(欧州規格)や ETS(欧州通信規格)を制定している。

5.1.14 CEN European Committee for Standardization
URL: http://www.cenorm.be/
CEN は欧州の標準化団体。ヨーロッパ 22 ヶ国が加盟し、電気分野担当の
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization、
http://www.cenelec.org) 及び通信分野担当の ETSI (European
Telecommunications Standards Institute、 http://www.etsi.org)と協調して欧
州規格(EN)の制定にあたる。1961 年設立、本部はベルギー。
5.1.15 CEN/ISSS （CEN Information Society Standardization System）
URL: http://www.cenorm.be/isss/
情報通信技術を専門に扱うことを目的として 1999 年に設置された CEN の一
部門。
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5.2. 用語
用語
A

解説

米国内の工業製品の規格を策定する団体。1918 年に
ANSI
American
National 設立された。日本の JIS にあたる。米国規格の作成
は ANSI 自身では原則として行わず、関連団体や委
Standard Institute
員会が作成した原案を、所定の手続きを経て、ANSI
規格として承認する。ISO や IEC の米国代表・出資
メンバーの位置づけにあり、国際標準化機構の中で
重要な役割を果たしている。現在、約 1000 の会社、
組織、政府系機関、学会と国際メンバーから構成さ
れている。http://www.ansi.org/
APDU
Application
Data Unit
API
Application
Interface
ASN.1
Abstract
Notation One

ISO/IEC7816-4 に規定されるカードとリーダ間のメ
Protocol ッセージ単位。カードに対して送られるコマンドメ
ッセージと、それに対してカードが返すレスポンス
メッセージをまとめて呼ぶ。
あるプラットフォーム(OS やミドルウェア)向けのソ
Program フトウェアを開発する際に使用できる命令や関数の
集合。また、それらを利用するためのプログラム上
の手続きを定めた規約の集合。
データの構造を定義する言語の一つで、主にコンピ
Syntax ュータ間の通信プロトコルを規定するために使われ
る。ASN.1 自体はプロトコルの「ひな型」にあたり、
ASN.1 を利用して定義されているプロトコルの例と
して、SNMP、S/MIME、SSL、Kerberos などがあ
る。ASN.1 を規定している規格書は ISO 8824。

Ｂ BDPP
英政府バイオメトリクスワーキンググループが策定
Biometric
Device 中のコモンクライテリアに基づいたバイオメトリク
ス機器に対するプロテクションプロファイル。
Protection Profile
CEM の補完文書として策定中のバイオメトリクス
BEM
Biometric Evaluation 製品評価の評価方法論に関する文書。
Methodology
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データのバイナリフォーマット形式のひとつ。
BER-TLV
Basic
Encoding ASN.1 では、INTEGER などのプリミティブな型を
Rule-Tag Length Value ビ ッ ト 列 に 変 換 す る と き に 用 い る 規 則 と し て
BER(基本符号化規則)を定義し、この規則に基づい
て生成されたバイナリはタグ、長さ、データの順に
(TLV)データが配置される。TLV-BER は BER にし
たがって生成された TLV の意。
BFC
Biometrics
Center

DoD が 2000 年に設立したバイオメトリクス技術の
Fusion 調 査 、 普 及 等 を 行 う 組 織 と し て Biometrics
Management Office(BMO)内の組織で、テスト及び
評価を行う部門。
http://www.c3i.osd.mil/biometrics/

BioAPI

バイオメトリクス技術を利用したアプリケーション
を開発する際の、アプリケーションと認証技術の間
のインターフェース(関数とデータの形式)を定めた
もの。BioAPI コンソーシアムが策定し、現在は
ANSI/INCITS 358-2002 となっている。

Biometric Consortium

米国政府関係機関で利用するバイオメトリクス技術
の標準化を目的に、国防総省が 1992 年に設立。コン
ソーシアムは政府関連組織で構成され、一般企業及
び学術会の有識者がオブサーバーとして参加する。
バイオメトリクス技術の改善、テストセンターの設
立、政府・産業界及び学会間の情報交換、バイオメ
トリクス技術の安全性、法律上及び倫理上の問題へ
の取り組みなど多方面にわたる活動を展開してい
る。
http://www.biometrics.org/

C

BioPrivacy Initiative

バイオメトリクス認証システムのプライバシー問題
に関するリソースとなることを目指し、
IBG(International Biometric Group)が提唱してい
る活動。1)BioPrivacy BestPractice、2)BioPrivacy
Impact Framework、3)BioPrivacy RiskRatings の
3 ツールを提供する。

CA

認証局

Certification Authority
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バイオメトリックデータの形式を定める規格。
CBEFF
Common
Biometric NIST(米標準技術局)が仕様を発行。種々のバイオメ
Exchange File Format トリクスに共通して持つべきヘッダー情報を規定す
る規格で、データ本体の規格を定めるものではない。
暗号化をサポートしている。
CC
Common Criteria

IT セキュリティの国際標準基準 ISO15408 のこと。

CC に基づいて実施されるセキュリティ評価の方法
CEM
Common
Evaluation 論文書。
Methodology
CMP
Certificate
Management Protocol

IETF PKIX WG で定めた電子証明書の発行や管理
に関するプロトコル。
X.509 電子証明書の要求や失効、それらの要求に対
する応答などを行なう際に、どういった形式でメッ
セージを送るべきかが定義する標準 RFC。

IETF S/MIME WG で定めた暗号メッセージ構文。
CMS
Cryptographic Message デジタル署名等の暗号化が適用される全てのデータ
の一般的なシンタックスを記載している標準規格
Syntax
RFC。
Cookie

Web サイトの提供者が、Web ブラウザを通じて訪問
者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保
存させるしくみ。

CP/CPS

CP：証明書ポリシー。
CPS:認証実施規定。

IETF PKIX WG で定めた証明書要求メッセージフ
CRMF
Certificate
Request ォーマットのこと。
CMP のもとに使われる、X.509 による証明書のライ
Message Format
フサイクル管理に関するメッセージで使われる。
CVP
Certificate
Protocol

デジタル証明書の有効性をリアルタイムで確認する
Validation プロトコル。現在 IETF のドラフト。
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D

DET カーブ
Detection
Trade-off curve

横軸に FMR、縦軸に FNMR、又は横軸に FAR、縦
Error 軸に FRR をとったグラフ。バイオメトリクス認証装
置の精度を曲線で示す。ROC（Receiver Operating
Characteristic）カーブとも呼ばれる。ただし、本来
の ROC カーブは、横軸に誤答率（FMR 若しくは
FAR）、縦軸に正答率（1−FNMR 若しくは１−FRR）
をとったグラフを指すため、DET カーブとは区別さ
れる場合もある。

DF
Dedicated File

専用ファイル。ISO/IEC7816-4 に規定される IC カ
ード内部の論理構造の要素で、基礎ファイルや他の
専用ファイルへのポインタを格納している。
Windows のフォルダに対応する。

DoD

米国国防総省。軍事目的の規格策定を行っている。
DoD が 作 成 す る 規 格 に は MIL 規 格 (Military
Specifications and Standards)と MS 規格(Military
Standards)等がある。DoD の下部組織の標準化機関
に DARPA(Defense Advanced Research Project
Agency)があり、DoD の調査・開発の中心的な役割
を果たしている。

Department of Defense

http://www.defenselink.mil/
E

評価保証レベル。製品やシステムが機能要件をどこ
EAL
Evaluation Assurance まで保証しているかを表す尺度として、各保証要件
のサブセットという形で階層的にレベル分けしたも
Level
の。Common Criteria (CC) Part3 には７階層の評価
保証レベルが定義されている。
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ECOM

電子商取引推進協議会。コンピュータネットワーク
を用いて商取引、決済等の活動を行う電子商取引
（EC）の普及・推進団体。現 ECOM（電子商取引
推進協議会）の前身。通産省の EC 推進事業を通じ、
EC 実現のための共通プラットフォームの構築及び
実証実験を進め、企業対消費者間 EC を安全に普及・
推進することを目的とした。2000 年 3 月をもって活
動を終了。現在の ECOM は、業間電子商取引システ
ムの実用化を進める「企業間電子商取引推進機構」
(JECALS)と、電子情報交換システムの標準化を目指
す「産業情報化推進センター」(CII)、旧 ECOM が
合併した組織であり、2000 年 4 月に発足した。
http://www.ecom.or.jp/

EER
Equal Error Rate

等誤り率。他人受入率と本人拒否率が等しくなる値
のこと。

EF
Elementary File

基礎ファイル。ISO/IEC7816-4 に規定される IC カ
ード内部の論理構造の要素で、実際のデータを格納
している。Windows のファイルに対応する。

ESPRIT
European
Strategic
Programme R&D in
Information
Technology

EU における情報技術研究及び技術競争力の向上と
産業育成を目的とし、1994 年〜1998 年に実施され
た研究技術開発フレームワークプログラム。
ESPRIT 出資による BioTest Project では、複数のバ
イオメトリクス製品の精度比較を目的とした評価方
法の検討が行われた。
同プロジェクトでは指紋認証 2
件、掌形１件の評価実績がある。BioTest Project の
元プロジェクトリーダーT. Mansfield は、現在英国
BWG のメンバーとなっており、Best Practice の策
定に携わっている。
http://www.cordis.lu/esprit/home.html

F

FAR
False Accept Rate

誤合致率。本人と他人のテンプレートの全認証に対
し、両者が誤って一致と判定される割合。

FINEID

フィンランドの電子市民カード。希望者に有料で発
行され、印刷された顔写真によって身分証明書代わ
りになるほか、官用及び民用のオンライン取引にお
けるトークン、ヨーロッパ 15 ヶ国域内での地域パス
ポートとしても機能する。1999 年 12 月から運用が
開始されている。
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米商務省連邦情報処理規格。連邦政府の諸部門が用
FIPS
Federal
Information いるコンピュータや通信システムなどのデータ処理
分野について、システムの統一と維持を図るための
Processing Standards
技術標準と運用基準。 NIST がまとめている。特に
FIPS140 は暗号モジュールのセキュリティ要件を規
定 し た 調 達 基 準 と な っ て い る 。
http://csrc.nist.gov/publications/fips/index.html。
FNMR
False Non-Match Rate

誤非合致率。本人同士のテンプレートの全認証に対
し、両者が誤って不一致と判定される割合。

FRR
False Reject Rate

本人拒否率。本人同士の全認証に対し、本人が誤っ
て本人ではないと判定される割合。

米国政府主導で行われている商用利用可能な顔認証
FRVT
Face
Recognition 装置の性能評価テスト。これまでに 2000 年、2002
年の２回にわたって実施されている。
Vendor Test
http://www.frvt.org/ 参照のこと。
G

GlobalPlatform

1999 年、Visa Open Platform (VOP)を母体として設
立された。マルチアプリケーションプラットフォー
ムとしての IC カードに関する仕様の推進を目的と
し、IC チップ製造者からアプリケーションベンダー
まで業界横断的なメンバーで構成されている。
http://www.globalplatform.org/

I

GSSAPI
Generic
Security
Service
Application
Programming Interface

IETF のセキュリティ分野の標準 RFC。身元認証、
メッセージ発生源認証、メッセージ完全性、及びメ
ッセージ機密性を抽象化する一連のプログラミン
グ・インターフェース。

GSC-IS
Government
Smart
Card Interoperability
Specification

米国政府の発行するスマートカードと、スマートカ
ードを使用したアプリケーションの相互運用性を確
保するための仕様書。米国防総省(DoD)の共通アクセ
スカード(CAC)は、GSC-IS 仕様を使った一例であ
る。

IBG
International
Biometric Group

IBG は、バイオメトリクス認証技術のコンサルティ
ング、及び技術的ソリューションを提供する企業で
ある。業務内容に客観性を持たせるためベンダー独
立であり、また技術的に中立な立場を取っている。
http://www.biometricgroup.com/
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1998 年に設立された、バイオメトリクス業界の発展
IBIA
を目的とした業界団体。Iridian Technologies, Inc.、
International
Biometric
Industry Identix, Inc. 、 Precise Biometrics, Inc. 、
Recognition Systems, Inc.、SAFLINK, Inc.を中心
Association
に 23 社が参加している。CBEFF クライアントの認
定機関でもあり、CBEFF クライアントの識別子
(BSMB Format Owner, BSMB Format Type)を割
当てている。
http://www.ibia.org/
バイオメトリクスを含むセキュリティ製品の認定を
ICSA
行う米国企業。現在は社名を TRUSECURE に変更。
International
Computer
Security 自 社 の 評 価 手 順 （ ICSA Commercial Biometric
Certification Program Ver.2.0）を策定し、ベンダー
Association
から依頼された製品の評価を行った。Miros 社（顔
認証）
、MYTEC 社（指紋認証）、iNTELiTRAK 社（音
声）の製品を認定した実績があるが、認定製品を公
開するのみで具体的な精度は非公開であった。
http://www.trusecure.com/
IEC
International
Electrotechnical
Commission

国際電気標準会議。電気、電子、通信、原子力など
の分野で各国の規格・標準の調整を行なう国際機関。
1906 年に設立され、1947 年以降は ISO の電気・電
子部門を担当している。本部はスイスのジュネーブ。
http://www.iec.ch/

INCITS
InterNational
Committee
for
Information
Technology Standards

Information Technology Industry Council (ITI) の
支援により運営される ANSI 認定の標準案策定組
織。1961 年から 1996 年は ANSI ASC(Accredited
Standards Committee) X3 の名称で、1997 年から
2001 年 は NCITS （ National Committee for
Information Technology Standards）の名称で活動
を行ってきた。
http://www.incits.org/

INCITS/B10

米 ANSI 認定の標準案策定組織である INCITS 内の
技術委員会。身分証明書や関連するデバイス技術分
野で米国内／国際標準化の活動を行っている。
http://www.incits.org/tc_home/B10.htm
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ISO
International
Organization
Standardization

J

工業製品の国際標準の策定を目的とする機関。1947
年に設立され、現在約 90 カ国が参加している。本部
for はスイスのジュネーブ。
http://www.iso.ch/

ISO/IEC7816

外部端子付き(いわゆる接触式)IC カードの物理的特
性とインターフェースを定めた国際標準。10 パート
で構成され、パート 1 からパート 3 が物理特性を、
パート 4 からパートが論理特性を規定している。

ISO/IEC10536

外部端子なし(いわゆる非接触式)IC カードのうち、
密着型と呼ばれる通信距離が 2mm 程度以下のもの
に関する物理的特性を定めた国際標準。搬送周波数
は 4.9152MHz。論理特性は ISO/IEC7816 のパート
4 以降を参照している。

ISO/IEC14443

外部端子なし(いわゆる非接触式)IC カードのうち、
近接型と呼ばれる通信距離が 10cm 程度以下のもの
に関する物理的特性を定めた国際標準。搬送周波数
は 13.56MHz。論理特性は ISO/IEC7816 のパート 4
以降を参照している。

ISO/IEC15693

外部端子なし(いわゆる非接触式)IC カードのうち、
近傍型と呼ばれる通信距離が 70cm 程度以下のもの
に関する物理的特性を定めた国際標準。搬送周波数
は 13.56MHz。論理特性は ISO/IEC7816 のパート 4
以降を参照している。

Java Card Forum

米 JaveSoft 社（現在は米サンマイクロシステム社の
IC カード部門）による Java Card API の発表を受け
て、1997 年 4 月、米 Schlumberger 社、ルクセンブ
ルグ Gemplus 社、仏 Bull CP8 社により発足。IC カ
ード用のマルチアプリケーション OS として、Java
Card の普及を推進。
http://www.javacardforum.org/

Java 暗号化拡張機能。Java プラットフォームにお
JCE
Java
Cryptographic いて暗号化、鍵生成、鍵交換、MAC コードアルゴリ
ズムのフレームワークと実装を提供するパッケージ
Extension
である。Java 2 SDK に統合されて供給されている。
http://ava.sun.com/products/jce/
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JIS 標準情報。TR は Technical Report の略。先端技
術分野等の技術進歩の速い分野等で、技術的に未成
熟であるものの将来的に標準化の必要な分野におけ
る関連技術情報や、コンセンサスが得られないなど
の理由により JIS 制定に至らなかった規格案等を、
JIS としてではなく標準情報(TR)として公表したも
の。

JIS-TR

JTC
Joint
Committee
K

共同技術委員会。ISO と IEC にまたがる審議事項を
Technical 扱うために設定された委員会。

Kerberos

M MAC
Message
Authentication Code

ケルベロス
共通鍵暗号による認証方式の一つ。MIT で開発され、
RFC となっている。
認証子。データの完全性を確認する際に利用される
値。データ送信前に、ハッシュ関数等で、送信デー
タから求められる値を導きだし、その値を送信デー
タに添付して送信する。データ受信者は、受信デー
タに送信前と同じ方法で値を導きだし、送信中に改
ざんがなかったことが証明される。

MF
Master File

主ファイル。ISO/IEC7816-4 に規定される IC カー
ド内部の論理構造の要素で、すべてのファイルの元
となるファイル。他の専用ファイルや基礎ファイル
へのポインタを格納している。Windows のルートフ
ォルダに対応する。

MOPASS
Mobile Passport

PC や PDA で標準実装されつつあるメモリカードス
トットを利用したハードウェアトークン。SD メモリ
などの仕様をモバイルコマース用に拡張した規格に
準拠する。IC カードなどに比べ、大きなメモリが特
徴となっている。マルチアプリケーション対応カー
ド OS や GlobalPlatform 仕様にも準拠する。
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N

NBTC
National
Test Center

米国 Biometric Consortium の下部組織として、
Biometric 1997 年に San Jose 州立大学内に設立。バイオメト
リクス認証装置の標準的な精度評価方法の開発を目
的とし、2000 年まで活動を行った。フィリピン政府
が 導 入 す る AFIS （ Automatic Fingerprint
Identification System）の性能評価を行った実績が
あり、その成果は公表されている。元センター長の
J. Wayman は、現在英国 BWG のメンバーとなって
お り 、 Best Practice の 策 定 に 携 わ っ て い る 。
http://www.engr.sjsu.edu/biometrics/

NISTIR
NIST
Report

NIST が行った調査研究活動や標準化活動に対する
Interagency 中間報告書や最終報告書のこと。

Nonce
NSA
National
Agency

乱数を意味する。乱数を用いることの主な目的は、
リプレイ攻撃に対する防御である。
米国国家安全保障局。情報収集を目的として 1952
Security 年に設置された政府機関。NSA の下部組織である
NCSC(National Computer Security Center、米国コ
ンピュータセキュリティセンター)は政府調達のコ
ン ピ ュ ー タ 製 品 評 価 基 準 と し て TCSEC(Trusted
Computer Systems Evaluation Criteria)を作成し、
TCSEC は Common Criteria の開発に利用された。
また、暗号化技術の標準化活動を行っている。
http://www.nsa.gov/

O

IETF で開発された証明書の失効をチェックするた
OCSP
Online
Certificate めのプロトコル。
Status Protocol
OECD
Organization
Economic
Co-operation
Development

経済協力開発機構。第２次世界大戦後に欧州復興計
for 画（マーシャルプラン）を推進してきた OEEC（欧
and 州経済協力機構）が前身で、1961 年に OECD とし
and て改組された。1) 経済成長、2) 貿易自由化、3) 途
上国支援を 3 大目的とする。2002 年 3 月現在、加盟
国は 30 カ国。下部機構に、貿易委員会 、経済政策
委員会（EPC） 開発援助委員会（DAC）などがあ
る。

OTP
One Time Password

ワンタイムパスワード。認証のために 1 回しか使え
ない、
「使い捨てパスワード」のこと。
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P

OSCIE
Open
Smart
Infrastructure
Europe

ヨーロッパにおけるマルチアプリケーションスマー
Card トカードの普及に必要な共通規格を定義したもの。
for eEurope Initiative の 外 郭 団 体 で あ る eEurope
Smart Card (eESC) Initiative が制定を行っている。

PKCS
Public
Cryptography
Standards

米 RSA 研究所が作成した仕様で、公開鍵暗号の普及
Key を目的としたものである。1991 年から発行が始ま
り、現在はパート 1 からパート 15 まで 12 パートが
発表されている。PKCS 文書は広く参照され、多く
の標準の一部となっている。

PKIX

IETF のセキュリティ分野の WG 名
X.509 に基づく PKI の各種標準 RFC を定めている。

PP
Protection Profile

セキュリティ製品に汎用的に定めたセキュリティ基
準。セキュリティ製品の定義、セキュリティ環境、
セキュリティ対策方針、セキュリティ要件、根拠を
記述する。

R

RA
Registration Authority

登録局

S

SACRED
Securely
Credentials

IETF のセキュリティ分野の WG で、クレデンシャ
Available ル（暗号鍵や証明書など）の標準フォーマットを策
定している。

OASIS のもとで定められた認証・承認のアサーショ
SAML
Security
Assertion ン(証明)やプロトコル。異なるシステム間における認
証・承認情報の交換を容易にすることによってシン
Markup Language
グルサインオンを実現するもの。
以前の AuthXML と S2ML を統合して新しい機能を
追加したもの。
SAML Assertion

SAML アサーション
SAML オーソリティによって発行され、対象とする
主体の認証や属性あるいは資源に関する認可権限の
証明である。
PKI の公開鍵証明書と違って長期の有効期限をもた
ず、アサーションの有効期間は短期（数時間）で、
問い合わせに対してオーソリティが応答として返す
ものである。
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SAML Authority

SAML オーソリティ
オーソリティ には認証オーソリティ、属性オーソリ
ティ、ポリシー決定点の 3 つがあり、問い合わせに
その正当性を証明する応答（アサーション）を返す
システム･エンティティである。

認証機構を必要とする通信プロトコルのための汎用
SASL
Simple Authentication プログラム。標準 RFC
and Security Layer
SC
Sub Committee

副委員会。JTC や TC の下部委員会。

IETF で策定中のプロトコル。デジタル証明書の有
SCVP
Simple
Certificate 効性をリアルタイムで確認するプロトコル。
Validation Protocol
SOF
Security of Function

ISO15408 における機能のセキュリティ強度のこと。

SPKM

Simple Public-Key Mechanism
公開鍵のデジタル署名を用いた認証メカニズム。標
準 RFC

SSCD
Secure
Signature-Creation
Devices

暗号クレデンシャルを格納して署名を行なう装置。
Type 1 は 私 有 鍵 / 公 開 鍵 (SCD/SVD= Signature
Creation Data/ Signature Validation Data)のペア
を生成するデバイスである。SSCD Type 2 は、SSCD
Type 1 から私有鍵をインポートして署名生成アプリ
ケーション(SCA=Signature Creation Application)
からの署名要求データに電子署名を付けて返すデバ
イスで、鍵ペア生成機能を持たないハードウェアト
ークンを想定している。SSCD Type 3 は、鍵ペア生
成機能と署名生成機能を併せ持つ高機能なハードウ
ェアトークンなどを想定している。

SSO

シングルサインオン（Single Sign On）
ユーザーが一度認証を受けるだけで、許可されてい
るすべての機能を利用できるようになるシステム。

ST
Security Target

セキュリティターゲット。IT 製品やシステムにおけ
るセキュリティ機能に関わる要件と仕様をまとめた
文書。

T

TC
Technical Committee

技術委員会。技術的審議事項を扱うために設置され
た ISO や IEC の内部組織名称。
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TOE
Target of Evaluation
TLS
Transport
Security
TPM
Trusted
Module

X

XML
Extensible
Language

XML 署名

評価対象。ISO15408 において評価の対象となる製
品又はシステムのこと。

インターネット上で情報を暗号化して送受信するプ
Layer ロトコルの一つ。
SSL をベースに RFC2246 として IETF で標準化さ
れている。
PC の主基板に取り付けられるセキュリティ用の IC。
Platform 暗号化・復号化、署名など、セキュリティに関する
処理を行なう。PP も整備されており EAL3+認定製
品が出現するなど、暗号クレデンシャルの格納媒体
としての要件を満たすものとなってきている。
自己拡張が可能なマークアップ言語の 1 つ。標準化
Markup 団体である W3C の XML ワーキンググループによっ
て 1996 年に開発された。
インターネットの普及に伴って、これを利用した電
子商取引（EC）が活発化したことから、EC でやり
取りする標準文書仕様として注目されている。
XML シグネチャ / XML 電子署名
XML 文書に対して、その XML 文書が間違いなく本
人が作成したものなのか、作成後に内容が改ざんさ
れていないか、を証明するための電子署名を行なう
書式を規定する。
XML 文書への電子署名に対する仕様は、2002 年 2
月に W3C で勧告になった「XML-Signature Syntax
and Processing 」を利用する。

XML 鍵管理サービス（XKMS）
。XML で暗号化と電
XKMS
XML Key Management 子署名を実現する方法：XML Signature をサポート
する機能。
Specification
XKMS は､X-KISS(XML Key Information Service
Specification) と X-KRSS(XML Key Registration
Service Specification)から構成される
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鍵情報の有効性検証サービス
X-KISS
XML Key Information XML 署名や XML 暗号を用いるアプリケーションか
ら、鍵情報に関する処理を外部サービスに依頼する
Service Specification
ためのプロトコル。
このサービスには必要な鍵情報の所在を知らせるこ
とや、鍵情報の有効性検証を委任することが含まれ
る。
鍵情報の登録（公開鍵証明書発行）
、失効サービス
X-KRSS
XML Key Registration 公開鍵ペアの所有者の公開鍵を登録し、公開鍵と所
有者の結合（KeyBinding：PKI での公開鍵証明書発
Service Specification
行）を依頼するためのプロトコル。
この登録情報は X-KISS での鍵情報検証や、SAML
などのサービスに用いられる。
X-Bulk
XKMS Bulk Operation

あ 暗号クレデンシャル

鍵情報のバルク登録サービス
X-BULK は、IC カード管理などで大量に暗号鍵の登
録が行なわれるときに使われることを想定してい
る。
Cryptographic credentials
エンドエンティティの識別に用いる、あるいはエン
ドエンティティの通信をセキュアに行なうための情
報のことである。一般に、暗号クレデンシャルには、
私有鍵、信頼点の証明書、エンドエンティティの証
明 書 、 あ る い は PSE （ Personal Security
Environment）の私有部分などから構成される。

1 対 1 認証

被認証者から抽出された認証用テンプレートと被認
証者が申告した登録用テンプレートとの一致／不一
致を判定すること。

1 対 N 認証

被認証者から抽出された認証用テンプレートがどの
登録用テンプレートと一致するかを、全登録テンプ
レートと総当たりマッチングして判定する認証方
式。

か 完全性

Integrity
改竄（改ざん）されていないことを保証すること。

クレデンシャル

鍵群や証明書群

行動的特徴

バイオメトリクス情報のうち、行動的特性に基づく
もの。署名や音声などがある。

誤合致率

FMR の項参照
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誤拒否率

FRR の項参照

誤受入率

FAR の項参照

誤非合致率

FNMR の項参照

コモンクライテリア

CC の項参照。

さ 辞書攻撃

パスワードを解析する手法の 1 つ。
ユーザーがパスワードとして使いそうな文字列（辞
書に載っていそうな単語など）を辞書として用意し
ておき、これらをパスワードとして機械的に次々と
指定し、合致しないかどうかを試行することによっ
てパスワードを解析する。

失効リスト

取り消された証明書のシリアル番号の一覧。
CRL（Certification Revocation List）のこと。

私有鍵

公開鍵暗号方式で使用される一対の鍵ペアのうち、
一般に公開されない鍵。
「秘密鍵」と呼ぶ場合もある。

身体的特徴

バイオメトリクス情報のうち、身体的外観に基づく
もの。指紋や虹彩、顔などがある。

接触型 IC カード

電力供給と通信用の金属端子接点を持つ IC カード。
ISO/IEC7816 で標準化されている。

た 他人受入率

FAR の項参照。

テンプレート

バイオメトリクス情報から抽出した本人認証用の量
子化数値データ。ただし、ISO/IEC7816 ではバイオ
メトリクス情報の付加情報を指す。

登録未対応

テンプレートが生成できず、登録ができないこと。
バイオメトリクス情報提示不能、低品質なバイオメ
トリクス情報の入力等が原因となる。

トークン

本人認証に用いる IC カードなどの携帯型のメディ
ア。例えば、バイオメトリクス情報を格納して使用
する。

な ネガティブ認証

1 対 N 認証で、被認証者の認証用テンプレートが全
ての登録用テンプレートと一致しないことを確認す
る認証方式。

は バイオメトリクス

本人認証のための生体的な個人識別情報であり、身
体的特徴と行動的特徴がある。バイオメトリクス情
報を用いた認証を意味する場合もある。
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ハッシュ

与えられた原文から固定長の疑似乱数を生成する演
算手法をハッシュ関数と呼び、生成した値は「ハッ
シュ値」と呼ばれる。ハッシュ値によりデータが改
竄されていないか調べることができるので、通信の
暗号化の補助や、ユーザー認証やデジタル署名など
に応用されている。

パトロンフォーマット

CBEFF のヘッダー情報に準拠し、承認されたデータ
フォーマットのこと。
2003 年 2 月現在、NISTIR 6529
では BioAPI BIR(Format B)と X9.84 Biometric
Object(FormatC)が該当し、IC カード(Format D)も
策定中で NISTIR 6529-A で追加される予定。

非接触型 IC カード

金属端子接点を持たず、遠隔で電力の供給と通信を
行なう IC カード。通信距離が 2mm 程度以下の密着
型、10cm 程度以下の近接型、70cm 程度以下の近傍
型に分けられる。日本の IC テレホンカードは密着型
であり、JR 東日本の Suica は近接型である。

プ ロテクションプロフ PP の項参照
ァイル
ポジティブ認証

1 対 N 認証で、被認証者の認証用テンプレートと一
致する登録用テンプレートを探索する認証方式。

本人拒否率

FRR の項参照。

ま マルチモーダル認証

指紋と顔等、複数のバイオメトリクス情報を併用す
ることによって本人認証を行なう方式。

ら リプレイアタック

ネットワクークをキャプチャし、そのまま再利用す
ることでそのユーザーになりすます方法

ローミングサーバー

どこにいても自分の暗号クレデンシャルが利用でき
るよう、暗号クレデンシャルを一括して管理するサ
ーバー。クレデンシャルサーバー。
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