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インベントリ証明書によるアクセス制御システムの設計と実装
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端末が ICA に保証された形で記録されるため，現在の端末の状

1. はじめに

態だけでなくこれまでどのように運用管理されてきたかという

クラウドの導入により，企業情報システムが端末や場所を問

過程を元にアクセスできることと，アクセス制御時には確認し

わずインターネット経由で利用できるようになっている[1]．こ

なかったインベントリも後から追加で確認できることが挙げら

の流れを受けて私用端末の業務利用を認める BYOC という考え

れる．

方が現れているが[2]，私用端末での利用はキュリティリスクを
高めるため，企業は利用する端末に関するポリシーを定めてア

3. TPM 公開鍵管理システム
CSR が私用端末である場合，認証と署名を行うときに必要な

クセス制御を行うべきである．
我々はインベントリの証明書を用いたアクセス制御モデルを

秘密鍵をどのように保管するかが問題となる．そこで我々は

論文[3]で提案している．ここでのインベントリは端末のハード

TPM（Trusted Platform Module）[5]というハードウェアに鍵を保

ウェア・ソフトウェアとその設定情報を意味する．このモデル

管して認証や署名を行うことを検討した．TPM は TCG（Trusted

では端末で認証と署名を行う必要があり，我々は私用端末でも

Computing Group）[6]が仕様を策定しているセキュリティチップ

秘密鍵を安全に管理して認証と署名を行える TPM の公開鍵を管

であり，端末のセキュリティを高める機能を持っている．その

理するシステム TKMS を開発した[4]．本稿では TKMS を利用し

機能の 1 つに鍵を保管する機能があり，鍵を TPM 外部に取り出

たインベントリ証明書によるアクセス制御システム IB-ACS の設

すことなく暗号化や復号が可能である．
TCG はプライバシーの保護を重要視しており，TCG の定めた

計と実装を行う．

仕様通りに実装するだけでは，公開鍵に対応する秘密鍵をどの

2. インベントリ証明書によるアクセス制御

TPM が保管しているか知ることができない．しかし，企業情報

論文[3]で提案しているアクセス制御モデルを図に示す．この

システムでは端末や所有者が特定できないと困る場合がある．

モデルは 3 つのエンティティで構成される．

そこで企業の情報管理担当者が端末に ID を割り振り，TPM

企業情報システム利用端末（CSR，Corporate System Requester）

の公開鍵をその ID と関連づけて管理する TPM 公開鍵管理シス

企業情報システムを利用する端末．なお，CSR の収集す

テム TKMS（TPM Key Management System） を開発した[4]．

るインベントリは正しいものとする．

TKMS の概要は図 2 のようになっており，公開鍵管理サーバが

端 末 構 成 保 証 局 （ ICA ， Inventory Credential Authority ）

公開鍵を管理する．TPM の秘密鍵で生成された署名や認証情報

CSR のインベントリに対してインベントリ証明書（以降，

を検証する場合は公開鍵管理サーバに端末 ID と署名，および署

証明書という）を発行する信頼できる第三者機関．

名対象のダイジェストを送り，公開鍵管理サーバが検証を行う．

企業情報システム提供者（CSP，Corporate System Provider）
CSR に企業情報システムを提供する企業など．CSR の提

4. TKMS を利用した IB-ACS の設計
TKMS を利用して端末認証やインベントリの署名検証を行う

示した証明書に従い，システム利用の可否を決定する．
本モデルの利点はインベントリが証明書という日時，内容，

IB-ACS の構成を図 3 に示す．本システムのアクセス制御の流れ
は以下の順に行う．なお，ACL とは Access Control List のことで

端末構成保証局
（ICA）

あり，アクセス制御の具体的なルールが記されたリストである．
証明書の発行

(1) インベントリを提出

企業情報システム
利用端末（CSR）

(2) インベントリ
証明書の発行
(3) インベントリ証明書の提示
(5) サービスの提供

1.

(4) インベントリ証明書
の検証

インベントリ収集部はインベントリを収集し，TPM の秘
密鍵で署名する

2.

企業情報システム
提供者（CSP）

証明書管理部はインベントリと署名，端末 ID，端末認証
公開鍵を登録する
・ 端末ID
・ TPMの公開鍵証明書

図 1 インベントリ証明書によるアクセス制御モデル
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図 2 TPM 公開鍵管理システム TKMS の概要

3-159

Copyright 2012 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 74 回全国大会

表 1 利用したソフトウェア，機器とバージョン

TKMS
公開鍵の登録
企業情報システム利用端末
TPM
秘密鍵

端末構成保証局
端末認証部

公開鍵
証明書

証明書発行部
ID

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ検証部

端末ID

インベントリ
＋署名
インベントリ
証明書
（端末IDを含む）

証明書管理部

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ収集部

JDK/JRE
Web コンテナ
HTTP ライブラリ
データベース
JDBC
TPM
TCG Software Stack

公開鍵管理サーバ

企業情報システム提供者
証明書認証部

端末認証部

ACL更新部

ﾎﾟﾘｼｰ管理部

かるとサービス全体が遅延することになる．そこでクライアン
トからサービスにリクエストを送り，レスポンスが返送される
までの応答時間を測定する実験を行った．
アクセス制御部では ACL に基づいてアクセス制御するため，

認証サーバ

ACL

サービス利用
クライアント

ｱｸｾｽ制御部

ポリシー

ACL のサイズが大きくなるとルールを検索するコストが増えて
処理時間が増加すると思われる．実験では ACL に記載されたル

各種サービス

制御サーバ

ール数を 10000 として，アクセス制御部の処理に要する時間を
クライアントが Core i5 M560 @2.67GHz，4GB RAM の計算機，

図 3 TKMS を利用したインベントリ証明書による

サーバが Core2 Duo P8700 @2.53GHz，3GB RAM の計算機で測

アクセス制御システム

定した．100 回の試行を行い平均を算出したところ 5600 マイク

に必要な情報を証明書発行部に送る
3.

証明書発行部は端末認証部，インベントリ検証部と連携し
て端末認証とインベントリの署名検証を行う．なお，署名

ロ秒で処理が行えるという結果が得られた．

6. おわりに

検証自体は TKMS に依頼する
4.

JDK 1.7.0[7]
GlassFish Server 3.1[8]
HttpClient 4.1.2[9]
MySQL Ver. 14.14[10]
MySQL Connector/J 5.1.28[11]
IFX 製 Ver. 1.2[12]
jTSS 0.7[13]

本稿ではインベントリの証明書を発行し，証明書によるアク

証明書発行部はインベントリ証明書を発行する．証明書に

セス制御を行うシステム IB-ACS を TPM の公開鍵管理システム

は端末 ID を含める

TKMS を利用して設計と実装を行った．IB-ACS では，インベン

証明書の提出

トリに対して証明書が発行されることで最新のインベントリだ

1.

証明書管理部はインベントリ証明書と端末認証に必要な情

けでなく，過去のインベントリを検証することができ，その端

報を証明書検証部に送る

末がどのように運用・管理されてきたかという過程をもとにア

証明書認証部はインベントリ証明書が正当な端末構成保証

クセス制御できる．端末で署名や端末認証を行う必要があり，

局から発行されたものか検証する

私用の端末では秘密鍵が複製される恐れがあるが，TPM で鍵を

証明書認証部は端末 ID を証明書から取り出し，端末認証

管理することでこれを防ぐことができる．

2.
3.

部と連携して端末認証する

実装によりアクセス制御の処理に要する時間を測定したとこ

4.

証明書認証部は ACL 更新部に更新を依頼する

ろ，ルール数が 10000 の場合に 5600 マイクロ秒で行えることを

5.

ACL 更新部はポリシー管理部と連携して，端末のインベ

確認した．これは十分実用可能な値であると考える．
IB-ACS を既存のユーザ認証などと組み合わせることによりき

ントリとポリシーからその端末のアクセス制御のルールを
生成する
6.

め細かいアクセス制御が可能となる．

ACL 更新部は生成されたルールを ACL に反映させ，アク
セス制御部に ACL 更新を通知する

7.

アクセス制御部は ACL を再読み込みする

サービスの利用
1.

サービス利用クライアントはアクセス制御部経由でサービ
スにアクセスを試みる

2.

アクセス制御部は ACL にもとづいてアクセスを制御する．
アクセスを許可するのであれば，各種サービスにデータを
転送する
このようにインベントリに署名をして端末認証をすることで

インベントリの改ざんやなりすましを防ぐことができる．また，
インベントリ証明書に端末 ID を含めて，その端末 ID で端末認
証することで，不正なインベントリ証明書の提出を防ぐことが
できる．

5. 実装と評価
TKMS を利用した IB-ACS を Java で実装した．使用したライ
ブラリなどを表 1 に示す．実装により TPM で署名と認証を行っ
て不正なインベントリやインベントリ証明書の提出を防ぐこと
ができ，端末のインベントリによりアクセス制御を行えること
を確認した．
設計した IB-ACS ではすべてのサービスへのリクエストはアク
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セス制御部を経由するので，アクセス制御部の処理に時間がか
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