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１．公開鍵暗号方式の基礎１．公開鍵暗号方式の基礎

• 共通鍵暗号方式
• 公開鍵暗号方式
• 提供されるセキュリティサービス

– データの暗号化
– デジタル署名
– ユーザ認証

• 公開鍵証明書の意義
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平文 暗号文

$ .  3  %$c’ 7
¥.  A=7D (#’.  ”
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…

私は、三菱太郎です。
私のカード番号は、
3928-5137-0003-9007
です。

‘04.01.09

暗号化

復号

鍵

★鍵とは？★

ある暗号方式（暗号アルゴリズム）に対して、

かき混ぜ方（暗号化）／戻し方（復号）に関する

パラメータとなるビット列データ

★★鍵鍵とは？とは？★★

ある暗号方式（暗号アルゴリズム）暗号方式（暗号アルゴリズム）に対して、

かき混ぜ方（暗号化）／戻し方（復号）に関する

パラメータパラメータとなるビット列データビット列データ

？？？
かき混ぜられていて
分からない！

（鍵を知らなければ

解読困難）

鍵とは？鍵とは？
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共通鍵暗号方式共通鍵暗号方式

･暗号化の鍵と復号の鍵が同じ同じ（これを共通鍵共通鍵と呼ぶ）

･ 共通鍵は何らかの方法で共有しておく必要がある

平文平文 暗号文暗号文 平文平文

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

A 5A 5？？m 8 m 8 &&

共通鍵暗号
（暗号化）

共通鍵暗号
（復号）

送信者送信者AA 通信路通信路 受信者受信者BB

共通鍵（暗号化鍵）共通鍵（暗号化鍵）

０１１０１１１０１１０１１１
共通鍵（復号鍵）共通鍵（復号鍵）

０１１０１１１０１１０１１１

予め共有予め共有
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相手が複数の場合相手が複数の場合

• Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが相互に暗号通信すると・・・
ＡとＢの鍵の共有 ＢとＣの鍵の共有
ＡとＣの鍵の共有 ＢとＤの鍵の共有
ＡとＤの鍵の共有 ＣとＤの鍵の共有

• 鍵の共有が面倒！
– 参加者 n人の場合、n*(n-1)/2 回の鍵の共有が必要

• 秘密にしなければならない鍵の管理が増える！
• 面識のない相手との安全な通信ができない！

– 事前に鍵を共有できない為

これでは大規模な展開が困難・・・
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公開鍵暗号方式公開鍵暗号方式

• 暗号化鍵と復号鍵が異なる異なる
暗号化鍵・・・公開鍵
復号鍵・・・秘密鍵

• 一対の鍵ペア鍵ペアとして公開鍵と秘密鍵を生成
• 秘密鍵

– 自分だけの秘密秘密
• 公開鍵

– 誰に知られても良い
– 公開鍵から秘密鍵を求めることができない
– 公開場所（リポジトリ）に登録して一般公開一般公開



8

共通鍵暗号共通鍵暗号

平文平文 暗号文暗号文

暗号化

復号

共通鍵共通鍵

暗号化と復号で同じ鍵を使う！

共通鍵で暗号化し
た文は、その共通鍵
だけで復号できる。

（DES, MISTY等）

公開鍵暗号公開鍵暗号

平文平文 暗号文暗号文

復号

鍵ペア鍵ペア

暗号化と復号で 一対の異なる鍵一対の異なる鍵を使う！

暗号化

公開鍵で暗号化し
た文は、もう片方の
秘密鍵だけで復号
できる！

（RSA, 楕円暗号等）

公開鍵公開鍵

秘密鍵秘密鍵
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公開鍵暗号の原理公開鍵暗号の原理

･暗号化の鍵と復号の鍵が異なる（各人がペアで用いる）

･ 暗号化鍵の方は公開しても安全性が保たれる

平文平文 暗号文暗号文 平文平文

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

A 5A 5？？m 8 m 8 &&

公開鍵暗号
（暗号化）

公開鍵暗号
（復号）

送信者Ａ送信者Ａ 公開場所公開場所
（リポジトリ）（リポジトリ） 受信者Ｂ受信者Ｂ

Ｂの公開鍵（暗号化鍵）Ｂの公開鍵（暗号化鍵）

０１１０１１１０１１０１１１
Ｂの秘密鍵（復号鍵）Ｂの秘密鍵（復号鍵）

１１００１１０１１００１１０

Ｂに送ろう！

登録登録入手入手



共通鍵暗号と公開鍵暗号の比較共通鍵暗号と公開鍵暗号の比較

共通鍵暗号共通鍵暗号 公開鍵暗号公開鍵暗号

暗号化鍵 秘密 公開公開

復号鍵 秘密 秘密

鍵配送 困難 容易容易

鍵保持数 通信相手の数 自分の秘密鍵自分の秘密鍵

だけ必要 だけでよいだけでよい

速度 高速高速 低速

秘密鍵暗号と公開鍵暗号は組み合わせて用いられることが多い秘密鍵暗号と公開鍵暗号は組み合わせて用いられることが多い
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公開鍵暗号による提供される公開鍵暗号による提供される
セキュリティサービスセキュリティサービス

• 基本的なセキュリティサービスは３つ

1. Confidentiality（秘匿）
• 通信データの暗号化 → データの盗聴防止

2. Integrity（完全性）
• デジタル署名 → データの改ざん検出

3. Authentication（認証）
• ユーザ認証 → なりすましの防止

• これらを組合わせて、より高度なサービスが提供される。
グリッドの中でもこれらが応用されている。
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公開鍵暗号による通信データの暗号化公開鍵暗号による通信データの暗号化

暗号化された暗号化された
共通鍵共通鍵

3 B3 B&2&2 u7u7

公開鍵暗号
（暗号化）

公開鍵暗号
（復号）

送信者Ａ送信者Ａ 公開場所公開場所
（リポジトリ）（リポジトリ） 受信者Ｂ受信者Ｂ

ＢのＢの
公開鍵公開鍵

ＢのＢの
秘密鍵秘密鍵

Ｂに送ろう！

登録登録入手入手

暗号文暗号文平文平文

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

A 5A 5？？m 8 m 8 &&
共通鍵暗号
（暗号化）

平文平文

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

共通鍵共通鍵 共通鍵共通鍵

共通鍵暗号
（復号）

共通鍵を
公開鍵
で暗号化

共通鍵を
秘密鍵
で復号

共通鍵を
ランダム
に生成
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◆一対の鍵として生成

秘密鍵秘密鍵

公開鍵公開鍵 Pair!Pair!

公開鍵暗号方式の特質公開鍵暗号方式の特質

◆公開鍵公開鍵から、対応する秘密鍵秘密鍵は分からない

平文平文 暗号文暗号文 平文平文暗号化 復号

公開鍵公開鍵 秘密鍵秘密鍵

◆◆公開鍵公開鍵で暗号化した文は、対応する秘密鍵秘密鍵だけで復号できる

◆ 秘密鍵秘密鍵で暗号化した文は、対応する公開鍵公開鍵だけで復号できる

平文平文 暗号文暗号文 平文平文暗号化

秘密鍵秘密鍵

復号

公開鍵公開鍵
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・ 署名を生成できるのは秘密鍵を持っている送信者A だけ。

・ だれもが送信者 Aの公開鍵を利用して
送信者A の署名の正当性を確認することができる。

デジタル署名デジタル署名

比較比較
検証検証

OK / NGOK / NG

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
署名署名

A 5A 5？？m 8 m 8 &&
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ署名
（暗号化）

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ署名
（復号）

署名者署名者 ＡＡ 検証者検証者 ＢＢ

確かに
Aの署名だ！

公開場所公開場所
（リポジトリ）（リポジトリ）

登録登録 入手入手

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

ＡのＡの
公開鍵公開鍵

ＡのＡの
秘密鍵秘密鍵

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・
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デジタル署名デジタル署名（ハッシュ関数と連携）（ハッシュ関数と連携）

比較比較
検証検証

OK / NGOK / NG

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
署名署名

A 5A 5？？m 8 m 8 &&

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ署名
（暗号化） ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ署名

（復号）

署名者署名者 ＡＡ 検証者検証者 ＢＢ

確かに
Aの署名だ！

公開場所公開場所
（リポジトリ）（リポジトリ）

登録登録 入手入手

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

ハッシュ関数

ＡのＡの
公開鍵公開鍵

ＡのＡの
秘密鍵秘密鍵

ダイジェストダイジェスト
（ハッシュ値）（ハッシュ値）

メッセージメッセージ

私のカード私のカード
番号は・・・番号は・・・

ハッシュ関数

ダイジェストダイジェスト
（ハッシュ値）（ハッシュ値）

ダイジェストダイジェスト
（ハッシュ値）（ハッシュ値）

ハッシュ関数により、長いメッセージ
から、固定長の小さなビット列である
ダイジェスト（ハッシュ値）を算出

不定長の入力データを
固定長のダイジェスト
（ハッシュ値）に不可逆
（一方向性）変換。
入力が少しでも

異なれば、ダイジェスト
は大きく異なる。
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公開鍵暗号によるユーザ認証公開鍵暗号によるユーザ認証
・検証者からのチャレンジに対して署名できるユーザは、

秘密鍵を知っている正当なユーザのみであると判断する。

チャレンジチャレンジ

（乱数）（乱数）

比較比較
検証検証

OK / NGOK / NG

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
署名署名

A 5A 5？？m 8 m 8 &&
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ署名
（暗号化）

署名者署名者 ＡＡ 検証者検証者 ＢＢ

確かに
Aだ！

公開場所公開場所
（リポジトリ）（リポジトリ）

登録登録 入手入手

ＡのＡの
公開鍵公開鍵

ＡのＡの
秘密鍵秘密鍵

チャレンジチャレンジ

（乱数）（乱数）

チャレンジチャレンジ

（乱数）（乱数）

チャレンジチャレンジ

（乱数）（乱数）

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ署名
（暗号化）
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公開鍵の信頼性公開鍵の信頼性
•• 問題：公開場所に置かれている公開鍵は本物かどうか？問題：公開場所に置かれている公開鍵は本物かどうか？

–– 原因１：原因１：公開場所での書き換え公開場所での書き換え
• Ｚが自分の公開鍵とＡの公開鍵を入れ替える

–– 原因２：原因２：なりすましての登録なりすましての登録
• Ｚが自分はＡだと名乗り、Ａの公開鍵を登録する

–– 被害１：被害１：Ａに宛てた暗号文がＺに読まれてしまう。
Ａの公開鍵として入手した物が、本当はＺの物だった。

–– 被害２：被害２：Ｚの署名をＡの署名と誤解してしまう。
Ａと名乗るＺの署名は、署名が正しく検証できたとしても
実際の世界でのＡが署名しておらず、Ｚが署名している。

ユーザユーザ ＡＡ

ユーザユーザ ＢＢ

公開場所公開場所
（リポジトリ）（リポジトリ）

登録登録

入手入手

Ａの公開鍵をとってＡの公開鍵をとって
きたつもりが・・・きたつもりが・・・

ユーザＺユーザＺ ＺＺ

ＡＡ
ＡＡ

ＺＺ

ＺＺ

書き換え書き換え
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公開鍵証明書の意義公開鍵証明書の意義

• 対策：
公開鍵に対して、
信頼できる第三者機関(TTP:Trusted Third Party)が
御墨つきとして署名を与える。

• お墨つきとしての署名の意味は、、、
–– 信頼できる機関による公開鍵の完全性の保障信頼できる機関による公開鍵の完全性の保障

• 公開鍵が不正に変更されていない

–– 信頼できる機関による本人性（本人確認）の保障信頼できる機関による本人性（本人確認）の保障
• 公開鍵の持ち主が実世界での本人である
• 対面での確認、公的な身分証明書（免許証）の確認など
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公開鍵証明書の意義公開鍵証明書の意義（続）（続）

• お墨つきとして署名を与えられた公開鍵署名を与えられた公開鍵が
公開鍵証明書（証明書）公開鍵証明書（証明書）
– イメージとして、実世界での印鑑証明に近い

• お墨つきとして署名を与える機関は、
集団（グループ、団体、社会）の大部分もしくは全体から
信頼されている必要がある。

• このようなお墨つきとして署名を与える機関署名を与える機関を
認証局認証局(CA:Certification Authority)(CA:Certification Authority)と呼ぶ。

• 公開鍵証明書にお墨つきとして署名を与える行為が
公開鍵証明書の発行となる。
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１．公開鍵暗号方式の基礎
~ まとめ ~

•• 公開鍵暗号方式公開鍵暗号方式
– 秘密鍵・・・厳重に管理する
– 公開鍵・・・一般に公開可能
秘密鍵暗号方式より鍵管理、鍵配布が容易

•• 提供されるセキュリティサービス提供されるセキュリティサービス
– データの暗号化 ・・・データの盗聴防止
– デジタル署名 ・・・データの改ざん検出
– ユーザ認証 ・・・なりすましの防止

•• 公開鍵の信頼性確保公開鍵の信頼性確保
– 公開鍵が不正に変更されていないことの保障
– 公開鍵の持ち主が実世界での本人であることの保障

•• 公開鍵証明書（証明書）公開鍵証明書（証明書）
– 信頼できる機関（認証局：CA）に保障され、
お墨付きとしての署名を与えられた公開鍵



21

2.ＰＫＩ概要

• PKIとは
• PKI構成要素
• 基本となる信頼モデル
• 公開鍵証明書（証明書）

– 名前のDN表現
– X.509 v3 フォーマット
– X.509 v3 拡張領域
– 証明書のプロファイル

• 複数の認証局（CA）による信頼モデル
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PKIとは
• PKI とは Public Key Infrastructure の略であり、
「公開鍵基盤」と訳される。

• これは「公開鍵」暗号方式を利用した、
セキュリティの「基盤」を指す。
別の言い方をすれば、
公開鍵証明書を実現、利用する為の基盤
（インフラ、フレームワーク）

• PKIの確立により、公開鍵暗号に基づく
通信データの暗号化、デジタル署名、ユーザ認証などの
セキュリティサービスが提供される。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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証明書所有者
（ユーザ、エンドエンティティ）

• 公開鍵と、対応する秘密鍵を所有し、
証明書を発行されるユーザ。

• 証明書の発行を登録局(RA)に依頼する。
• 証明書および対応する秘密鍵を用いて、
暗号化、署名、認証のサービスを利用する。

• 証明書に対応する秘密鍵は
ユーザのセキュリティの要であるので、
これを安全に保持する。

• 必要に応じて、PKIトークン（ICカード）などのデ
バイスに秘密鍵を保管する。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書

証明書証明書

証明書証明書



27

公開鍵証明書（証明書）

• 公開鍵と、
対応する秘密鍵の所有者との結びつきを
認証局(CA)により保障され、
その証しとして CA の署名付きで
発行された情報。

• CA の署名のついた
証明書所有者（ユーザ）の公開鍵。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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証明書発行要求

• 証明書所有者（ユーザ）は、
自分の公開鍵と自分の署名を含む
証明書発行要求により、
証明書の発行を登録局(RA)に依頼する。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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登録局(RA)

• RA:Registration Authority

• 証明書所有者からの証明書発行要求を受け、
本人性の確認を行う。

• そして、証明書の発行の為に、
本人性の確認の済んだユーザかの
証明書発行要求を認証局(CA)に送る。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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認証局(CA)

• CA: Certification Authority
• RAにて本人確認の済んだ証明書発行要求を受け、
自らの秘密鍵を用いて署名した証明書を、

証明書所有者に発行する。

• また、発行した証明書の信頼性が失われた場合に、
証明書失効リストを発行する。

• リポジトリに証明書や証明書失効リスト(CRL)を登
録する。

• CAは自分自身に証明書を発行することも可能。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書



35

HSM

• ハードウェア・セキュリティ・モジュール。

• 耐タンパ性の有る鍵管理装置。

• PKIの要である CA の秘密鍵を
保護・管理する。

• CAの秘密鍵はユーザの秘密鍵以上に重要。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書

CRLCRL

CRLCRL
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CRL

• CRL:Certificate Revocation List
失効証明書リスト

• 証明書の有効期限以前に無効となった
証明書のリスト。

• 無効となる例
– 秘密鍵が誰かに知られてしまった場合。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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リポジトリ

• CAにより発行された
証明書および証明書失効リストを保管する。

• 証明書および証明書失効リストを公開し、
証明書利用者（ユーザ）に取得可能にする。
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PKI構成要素

ＡＡ

リポジトリ

ＡＡ

ＡＡ ＡＡ

登録局登録局(RA)(RA) 認証局認証局(CA)(CA)

証明書証明書
発行要求発行要求

ＡＡ

証明書証明書

ZZ
RR

CRLCRL

ZZ
RR

証明書発行証明書発行

証明書証明書
登録登録

PKIPKIトークントークン
(IC(ICカードカード)) ＡＡ

秘密鍵秘密鍵

CACA秘密鍵秘密鍵
ハードウェア・ハードウェア・
セキュリティ・モジュールセキュリティ・モジュール
HSMHSM

証明書、ＣＲＬ取得証明書、ＣＲＬ取得

暗号化、暗号化、
署名、署名、
認証認証

ZZ
RR

証明書利用者証明書利用者

証明書所有者証明書所有者

ＡＡ

証明書証明書
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証明書利用者

• リポジトリから証明書所有者の証明書を取得し、
暗号化、署名、認証のサービスを利用する。

• リポジトリからCRLを取得し、
証明書の有効性を確認する。
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基本となる信頼モデル

主体者名：CA

発行者名： CA

主体者名：三菱太郎

CAの署名

認証局認証局(CA)(CA)

ユーザの公開鍵

CAの公開鍵

• 前提：

– ある CA と
加入者(Subscriber)であるユーザが存在し、
ユーザはその CA を信頼している。

– これは、信頼するCAが発行者であり、
CAの署名がついた証明書に対して、
ユーザが以下の２点を信じるということ。

• CA により証明書に含まれる公開鍵の完全
性が保障されている。

• CA により証明書に含まれる公開鍵の持ち
主の本人性（本人確認）が保障されている。

なお、CA の発行した証明書の正当性は、
CA の署名を検証することで確認できる。
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基本となる信頼モデル（続）

主体者名：CA

発行者名： CA

主体者名：三菱太郎

CAの署名

認証局認証局(CA)(CA)

ユーザの公開鍵

CAの公開鍵

発行者名：CA

CAの署名

• このようなモデルでは、CA の証明書は、
CA 自身により署名され、発行される。
このような証明書はセルフサイン証明書セルフサイン証明書と呼ば
れる。

• また、この CA ような信頼の拠り所は信頼点信頼点
（（Trust Anchor)Trust Anchor)と呼ばれる。

• なお、ユーザが CA を信頼するかどうかの判断
材料としては、
CA がどのようなセキュリティのポリシーに基づ
いて運用されているのかを記述した
認証局運用規定（認証局運用規定（CPS:Certificate Practice CPS:Certificate Practice 
Statement)Statement)が利用できる。
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公開鍵証明書（証明書）

• 証明書に含まれる情報
– 主体者（持ち主）や発行者(CA)の情報
– 主体者（持ち主）の公開鍵
– 発行者(CA)の与えた署名

• フォーマットとしては X.509 v3形式が一般的
– ITU-T（国際電気通信連合電気通信標準化部門）の

X.509 勧告で定められた公開鍵認証書の形式
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証明書における名前の DN 表現

• X.509 証明書では、証明書の主体者（持ち主）や発行者( CA )の名
前を、DN( Distinguished Name )と呼ばれる形式で表現する。
DN は世界で一意の名前をつけるために考案されたもの。

• DN では、属性型(Attribute Type)と属性値(Attribute Value)を
イコール(＝)で結び、更にカンマ(，)でつなげて表現する。

– 属性型の例
• c・・・国(Country)
• o・・・組織(Organization)
• ou・・・組織単位(Organization Unit)
• cn・・・一般名(common name)

– DN表現された名前の例
c=JP,o=melco.co.jp,ou=Information Security,cn=Tarou Mitsubishi
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Ｘ．５０９ v３ フォーマット
• X.509 v3 の構造は以下の通り。
署名前証明書、署名アルゴリズム、署名値から構成される。

• ●署名前証明書
– 証明書のバージョン v3の場合は0
– 証明書のシリアル番号 一意に識別可能に発行者が割り当て
– 署名アルゴリズムの識別子 発行者が署名に利用したアルゴリズム
– 発行者（CA）の名前 DN 表現された発行者の名前
– 有効期間 証明書の有効期間

• 開始時刻
• 終了時刻

– 主体者（証明書の持ち主）の名前 DN 表現された主体者の名前
– 公開鍵情報

• アルゴリズム 公開鍵暗号のアルゴリズム(RSAなど）
• 公開鍵 公開鍵

– 発行者ユニーク識別子 省略可能
– 主体者ユニーク識別子 省略可能
– 拡張領域 v3にて追加された領域。別途説明

• ●署名アルゴリズム 署名前署名書の署名アルゴリズムと同じ
• ●署名値 発行者(CA)による署名
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X.509 v3 拡張領域

• X.509 v3 にて拡張領域(extensions）が追加可
能となった。この領域を目的に応じて追加する。

• 拡張領域は３つのフィールドから構成される。

1. 識別子(extnID) ・・・拡張領域の種別

2. 重要度(critical) ・・・拡張領域の重要度を示す。
真(True)か偽(False)

3. 拡張値(extnValue) ・・・拡張領域のデータ
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主な拡張領域
• basicConstraints・・・基本制約

– この証明書が CA の証明書かどうかを表す。
– ユーザ（ｴﾝﾄﾞｴﾝﾃｨﾃｨ）に発行した証明書がCA の証明書として使われることを防ぐ。

• issuerAltName・・・発行者別名
– 発行者(CA)の別名を指定する。

• subjectAltName・・・主体者別名
– 主体者（持ち主）の別名（メールアドレス等）を指定する。
– 基本領域の主体者の名前が空の場合、このフィールドは必須となる。
その際、重要度フラグが真にセットされる。

• keyUsage ・・・鍵使用目的
– 証明書に含まれる公開鍵の使用目的を示す。
– 暗号用の鍵と署名検証用の鍵を区別するなどのために使用する。
– 使用目的は複数組み合わせることが可能。

– digitalSignature ・・・デジタル署名の検証
– nonRepudiation ・・・否認防止目的のデジタル署名の検証
– keyEnciperment ・・・鍵配送の為の共通鍵の暗号化
– dataEncipherment ・・・データの暗号化
– keyAgreement ・・・ＤＨアルゴリズムなどによる鍵共有
– keyCertSign ・・・証明書の署名検証。CA 証明書のみ有効
– cRLSign ・・・CRLの署名の検証
– encipherOnly ・・・データの暗号化のみ(keyAgreementと併用)
– decipherOnly ・・・データの復号のみ(keyAgreementと併用)
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証明書のプロファイル

• 汎用性のある X.509 v3 形式の証明書に対して、使用方法やポリシーに沿った各
領域の使用，不使用，必須などをまとめてプロファイルを作成する。

• プロファイルにそって利用することで、
アプリケーションでの実装や利用を容易にすることができる。

• インターネットでの利用を目的とした X.509 証明書のプロファイルは、
IETF(The Internet Engineering Task Force) により RFC3280 として公開されている。

– “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List 
(CRL) Profile“、http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt

• 更に GridGridで利用する Proxy CertificateProxy Certificateに関しては、
ProxyCertInfo ProxyCertInfo を拡張領域に追加を拡張領域に追加することなどを含めたインターネットドラフトインターネットドラフトが
IETF の PKIX-WG に提出されている。

– “Internet X.509 Public Key Infrastructure Proxy Certificate Profile“、
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-proxy-10.txtdraft-ietf-pkix-proxy-10.txt
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証明書の発行

• 証明書発行要求による依頼
– ユーザが秘密鍵と公開鍵を生成
– 公開鍵に自分の署名をつける
– 署名と公開鍵を証明書発行要求としてRAに送付

• 本人確認
– ＲＡにて発行要求をしてきた証明書所有者の本人性を確認

• 組織内では人事部門が相当
• 対面確認、または免許証などを利用した確認

– 本人性が確認されればＣＡに証明書の発行を依頼

• 証明書発行
– 証明書発行要求の署名を検証
– ユーザの公開鍵にＣＡの秘密鍵にて署名
– ユーザの公開鍵、ＣＡの署名、有効期限などの情報を含めて
ユーザの証明書を発行

• 証明書の登録
– リポジトリへ証明書を登録
– 証明書を証明書所有者へ送付
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基本となる信頼モデルの拡張

発行者名：CA

主体者名：CA

発行者名：CA

主体者名：サブCA

発行者名：サブCA

主体者名：三菱太郎

CA
の署名

CA
の署名

サブCA

の署名

①
• 単独の CA と
ユーザとの間の信頼モデルを
ベースとして、
階層型の信頼モデルに拡張できる。
– 信頼している CA が
下位のCA（サブCA)の証明書を発行。

– 更に、下位のCA（サブCA)により、
ユーザの証明書を発行。

②

③
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基本となる信頼モデルの拡張

• このユーザの証明書の正当性は、
– まず、ユーザの証明書の正当性を
下位のCA（サブCA)の署名を検証することで確認。

– 更に、下位のCA（サブCA）の証明書の正当性を
信頼している CA が与えた署名を検証することで確認。

• このように、検証したい証明書から信頼関係を順にたどり、
信頼点（Trust Anchor)である CA まで署名の検証が成功
すれば、信頼の連鎖が成り立つ。

• 信頼の連鎖となる信頼関係を認証パス(Certification Path)
を呼ぶ。
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• ご静聴、ありがとうございました。
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耐タンパーセキュアボードMISTYKEYPER
セキュアアプリケーション

認証サーバ
＜CERTMANAGER＞

認証ライブラリ
＜CertMISTY＞

・ RSA 公開鍵対の生成
・ RSA 秘密鍵の保管
・ RSA 秘密鍵演算処理
・ タンパーの検出／鍵の消去

公開鍵暗号の標準となっている
RSA の秘密鍵格納媒体として
MISTYKEYPER を使用

平文／暗号化データ

MISTYKEYPER

PKCS#11準拠
アプリケーション

★兄弟製品として、TURBOMISTYもあります。
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［耐タンパーセキュアボードMISTYKEYPERの特長］
• 耐タンパーセキュアボード

– RSA公開鍵暗号方式における秘密鍵情報を内蔵
– 秘密鍵情報を装置外に出さずに演算（暗号化・復号）
– NIST FIPS140-1 Level 3相当の耐タンパー機能
（不正アクセス検知＋鍵情報自動消去）

• バッテリ内蔵PCIボードタイプ
– PCやUNIXサーバに目立たずに装着可能、電源OFF時鍵情
報を保持

• 業界標準インタフェース準拠
- PKCS#11, PKCS#8準拠（ICカードとの互換性）

• シークレットシェアリング
秘密鍵のバックアップを複数人管理可能。
シークレットシェアをICカードにバックアップ可能。

• 認証サーバ<CERTMANAGER>，
認証ライブラリ<CertMISTY>と組み合わせて使用可能。
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ＣＥＲＴＭＡＮＡＧＥＲ

セキュアWebアクセス
ＴＲＵＳＴＷＥＢ
クライアント

セキュア
メ－ル
CryptoSign

イントラネット／
エクストラネット

鍵管理装置
MISTYKEYPER

企業内クライアント
CALS/EC
クライアント

証明書

証明書 証明書

ICカード等

国際標準X.509
準拠の証明書

ＣＥＲＴＭＡＮＡＧＥＲ
および他社認証サーバ相互認証の実現

ICカード、耐タンパ
ボードによるハイレベ
ルセキュリティの実現

耐タンパボードや
ICカードによる高レベル
なセキュリティの実現

LDAP対応
ディレクトリサーバ
(Netscape, Novell)
OCSPレスポンダ

・企業向け機能の充実
- 一括代行申請機能
- キーアーカイブ機能

・リモート管理機能
・日本語対応
・充実したサポート

証明書

認証サーバ
MistyGuard<ＣＥＲＴＭＡＮＡＧＥＲ>
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各種業界標準に準拠
・証明書の形式：国際標準 ITU-T  X .５０９ に準拠
・PKCS, SSL, LDAP, CMPに準拠
・公開鍵暗号アルゴリズム RSA：512/1024/2048bit
・署名アルゴリズム
md5WithRSAEncryption：128bit              （MD5)
sha1WithRSAEncryption(RSA）：160bit   （RSA_SHA_1）
・証明書及びCRL （Certificate Revocation List）をLDAP準拠及びX.500準拠の
ディレクトリサ－バへ登録可能（オンラインLDAP、オフラインLDIFインタフェース）
・相互認証：相互認証証明書の発行、相互認証証明書対の生成
・リンク証明書

日本語対応
名称などに日本語を使用できる、日本語対応の証明書を発行可能。

証明書の一括処理
一括発行要求、一括発行、ICカードプリンタを用いたICカードへの一括印刷発行
一括失効、SSL証明書の一括代行発行（PKCS#11準拠ICカード又はPKCS#12
形式ファイルの形で）

＜ ＣＥＲＴＭＡＮＡＧＥＲの特長＞
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ハイレベル・セキュリティ（ＩＣカード及びHSMをサポート）
・秘密鍵及び証明書を業界標準PKCS#11準拠のICカードに発行可能。

ICカードプリンタを用いて、ICへの秘密鍵・証明書格納と表面印刷を同時処理可能。
・CAの秘密鍵を業界標準PKCS#11準拠かつFIPS14-1レベル３相当のHSM（耐タンパ
セキュアボードMISTYKEYPER又はTURBOMISTY）に安全保管可能。また、複数人
によるアクセスガ－ドが可能。

・キーアーカイブと再発行：CAが公開鍵対を生成・保管し、必要に応じて鍵・証明書を再発行
可能。この機能により、鍵格納媒体破損、パスワ－ド忘れ、退職などに対してリカバリ－可能。

・署名付き監査ログ
・PKIに基づくオペレータ認証

種々のポリシーに応えるCA構築の自由度
・多階層CA／相互認証
・分散RA-IA構成、リモ－ト管理端末、OCSPレスポンダ連携
・複数論理CA／マシン、複数種類証明書／論理CA
・豊富なカスタマイズ機能
各種Extentionをアドインソフトウエアを開発して組み込むインタフェ－スを提供。
代行申請時の申請項目群を、既定のフルセット申請項目群から選択定義可能。
・鍵・認証書の格納媒体 ： ICカード、FD、HDを選択可能
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