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TLS サーバ証明書の冗長化技術の提案とそのプロトタイプ
実装
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宏1,a)

岡田

雅之1,2,b)

金岡

晃1,c)

概要：パスワードの入力や金銭のやりとりなど、利用者が情報を入力する Web ページは SSL/TLS による
暗号化通信が推奨されており、トップページやログイン後のページなど、送受信される情報が特に保護さ
れるべきと考えられていない部分については http による平文の場合が多く見られる。しかしながら、今後
は、Web サイトへの接続の扱い方が変わる可能性がある手法が提案されており、現在は表示可能な Web
サイトでも将来は表示不可能になる可能性があると言われている。よって、今後は、世界中の Web サイト
全体を有効な SSL/TLS によって暗号化通信を行われない場合、Web サイトへの接続が停止する恐れが存
在する。Web サイト全体で、SSL/TLS を適用することにより様々な問題が発生する。(1) 認証局が運用
誤りによりサーバ証明書を失効：Web サイトを閲覧しようとしたユーザはサーバ証明書を検証した結果、
検証に失敗し Web サイトの閲覧ができなくなってしまう。(2) 第 3 者による認証局の不正アクセスと偽装
証明書の発行。(3) 第 3 者による認証局の運用ミスを悪用し偽装証明書の発行。Web サイト全体での TLS
利用化による問題対策の手段として、サーバ側でサーバ証明書を複数枚発行を受ける方法がある。そこで
ロードバランサを用いて TLS サーバ証明書の冗長化技術の提案とそのプロトタイプ実装を行う。
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1. はじめに
コンピュータによるシステムの活用が進むにつれその重
要性は高まっており、今日ではシステムの予期せぬ停止は

Akira Kanaoka1,c)

などのハードウェアにおいては、CPU、メモリ、ストレー
ジ、電源など、ネットワークシステムについてはネット
ワークインターフェイスカード (NIC)、接続性などが様々
な手法で冗長化されている。

様々な問題の原因となっている。このように重要となった

社会の様々な場面で活用される Web システムにおいて

システムを継続して稼動し続けるための方策のひとつとし

も耐障害性の向上は様々な手法が用いられている。サー

て、様々な耐障害性の向上策がコンピュータシステムには

バ、ネットワークのトラブルに対応するため、負荷分散や

導入されている。

耐障害性向上の専用機器である負荷分散装置 (Load Bal-

システムの継続稼働を目的にするにあたり、ある 1 箇所

ancer) などを用いて拠点内でのシステム構成要素の冗長

の障害によってシステム全体に影響し停止に至る単一障害

化を行ったり、ある拠点全体のトラブルに備えるため、グ

点 (Single Point Of Failure) は、システムの継続稼動に対

ローバル規模での拠点冗長化である Global Server Load

して問題発生時、システム停止を引き起こし、致命的な問

Balance(GSLB) なども用いられている。GSLB により複

題となることが知られている。SPoF を解消するためにシ

数拠点による拠点冗長化を想定することにより、ある拠点

ステムの構成要素を二重化、三重化するといった冗長化の

内での障害発生時も別拠点でのサービスを継続することに

手法はシステムのあらゆる要素に適用されており、サーバ

より、システムの継続稼動の可能性を高めることが可能と
なっている。
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また、Web システムの重要性が高まるにつれ、従来、Web
システムの情報のやりとりに使われてきた http による接
続自体が Web システムの成りすましや送受信する情報の
盗聴、改ざんに無防備であることから、すべての Web 接
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続に https を用いた SSL/TLS による暗号化すべきといっ

的とする Internet

た手法が提唱されている。

ジェクトとしてインターネットの様々な分野での啓発を

https(SSL/TLS) を活用するには、PKI に基づく認証局

Society（ISOC）は、Deploy 360 プロ

行っている。このような Deploy 360 プロジェクトにおい

が発行したサーバ証明書をサーバに設定し、接続するクラ

て、2014 年に、Google がそのメールサービスのトランス

イアントが取得したサーバ証明書の有効性を確認し、有

ポートをすべて暗号化することとその意義について [1] 取

効であればサーバ証明書を活用した SSL/TLS 通信を開始

り上げられた。Deploy360 にて取り上げられた内容として

する。

は、 Gmail サーバとあなたの間では誰も盗み見ることは

SSL/TLS 通信を期待するクライアントがサーバ証明書

できない といったことが強く強調され、メールシステム

の有効性を確認する手法としては取得したサーバ証明書の

の常時 SSL 化（Always On SSL/AOSSL) が提唱され、そ

有効期限や認証局の失効リストを照会することによって確

のほかのアプリケーションへの拡大が予想されるとして

認されている。

いた。

過去には、サーバ証明書の有効性が完全に確認できない

サーバ証明書の重要性が増大していることを示す具体例

状態であっても、ブラウザはその問題点を前提に接続を進

としては、2016 年 10 月の Google によって Chrome ブラ

めることができたが、最近ではサーバ証明書が有効でない

ウザは http をセキュアでない接続と見なす [2]、と言った

場合は Web を閲覧することができなくなるブラウザ実装

世の中への周知が行われた。Chrome ブラウザは 2017 年 1

が出現しており、サーバ証明書の有効性確認は Web への

月の Chrome56 より、パスワードやクレジットカード番号

接続という観点から致命的な問題を引き起こす重要な要素

の入力を要求するページが http である場合、セキュアで

となっている。

ないページと警告し、状況によってはアクセスを遮断する

このように重要なサーバ証明書は認証局の運用ポリシー

とされる。またこの周知では、長期的には、すべての http

である証明書ポリシー (Certificate Policy)、認証局運用規

のページについてセキュアでないと警告する方向であるこ

定 (Certificate Practice Statement) により厳格に運用が定

とも言及されている。

められ通常、利用者の想定外の証明書の失効は発生しない

2016 年には Online Trust Alliance(OTA) にて AOSSL

ことになっている。しかしながら、サーバ運用者、クライ

について共有がされ [3]OTA の調査によるとすでに Web

アント利用者の想定しないサーバ証明書の失効が知られて

トラフィック全体の 30%は AOSSL 化に対応済みであり、

おり、このように重要なサーバ証明書が予期せず失効する

よく知られている Web サービス事業者である、Google,

ことを想定すると、Web システムに新たな SPoF が存在す

Microsoft, PayPal, Symantec, Face book and Twitter は

るとも言える。

すでに AOSSL に対応済みであることが明確であると結論

本研究では、このような新たなサーバ証明書の予期せ

付けられた。

ぬ失効を SPoF と捉え、予期せぬ失効という障害からの耐

一方で、http から https へ接続の切り替えを促す仕組みと

障害性向上を目的とする。研究では、複数の認証局から

して HTTP Strict Transport Security(HSTS/RFC6797)[4]

サーバ証明書を取得することを想定し、サーバ側・クライ

が標準化されている。HSTS はサーバ管理者があらかじめ、

アント側にて複数証明書を設定・検証すること、サーバ側

https での接続を期待していることを前提として、利便性の

で複数証明書を何らかの手法で切り替えることなどを検

ため http で接続してきたエンドユーザに対し、強制的にブ

討し、サーバ側にてロードバランサによってサーバ証明

ラウザによって https によって再接続させる仕組みである。

書を切り替えること (Server Certificate Revocation Fault

従来このような場合には一般的に http リダイレクト、ま

Tralance/SCRF T) を提案する。

たは URL Rewrite によって再接続をクライアントに提案

概要としては、SCRFT を Linux/LVS にて実装し、Apache

していたが、接続開始が http であるため中間者攻撃 (Man

ベンチマークなどでスループットを測定し、サーバ失効時

In The Middle・MITM) など、不正サイトへの誘導が可能

にはリアルタイムで接続を切り替え、スループットの低下

であることが懸案とされていた。HSTS では http で接続

も見られないことを報告する。最後に、ひとつの Web シ

のユーザに強制的に https で誘導先 URI を送付するため

ステムに対して複数認証局のサーバ証明書が存在すること

安全性が考慮され MITM 攻撃などへの耐性を高めること

の懸念、複数認証局のサーバ証明書が存在する時にある証

が期待される。また、AOSSL によりサーバ管理者は https

明書が失効している場合、その Web サイトは有効である

のみの接続を提供することに対し、従来通りエンドユーザ

のか？といった場合の検討を行い、実環境に適用する際の

は http による接続を期待している場合があり、AOSSL 化

準備とした。

普及までの過渡期の技術として有効 [5] と言われている。

2. 関連研究
インターネットの安定とその発展に貢献することを主目
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

Web 以外の SSL/TLS 化の展望については、Ralph ら [6]
により、SMTPS/IMAPS/IRC over TLS などの対応率も
個々のプロトコル全体ごとに 30%から 60%に達しており、
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Web だけであくメールやチャットのプロトコルにおいても

月から正式サービスとして提供が開始された。既に世界中

AOSSL 化の障壁は下がりつつあるといわれている。

で 200 万件の証明書を発行済みである。

国内では、インターネット大手ポータルサイトの Ya-

hoo!JAPAN[7] が AOSSL 対応を 2016 年 4 月から 2017 年
3 月までの間に行うと予告され国内での普及も始まってい

3.2 Web サイト全体で TLS を利用することの問題
Web サイト全体で、SSL/TLS を適用することにより様々

る。このように普及しつつある AOSSL 化ではあるが、そ

な問題が発生する。

の SSL/TLS で参照されるサーバ証明書の意図しない失効

( 1 ) 認証局が運用誤りによりサーバ証明書を失効：Web サ

による影響については深く議論されている状態は見受けら

イトを閲覧しようとしたユーザはサーバ証明書を検証

れず本章以後、AOSSL 化による意図しない失効の影響と

した結果、検証に失敗し Web サイトの閲覧ができな

その対策について検討し改善策を提案する。

くなってしまう

3. Web サイト全体での TLS 利用
パスワードの入力や金銭のやりとりなど、利用者が情報
を入力する Web ページは SSL/TLS による暗号化通信が推
奨されており、トップページやログイン後のページなど、
送受信される情報が特に保護されるべきと考えられていな
い部分については http による平文の場合が多く見られる。

( 2 ) 第 3 者による認証局の不正アクセスと偽装証明書の
発行

( 3 ) 第 3 者による認証局の運用ミスを悪用し偽装証明書の
発行

3.2.1 認証局が運用を誤りサーバ証明書を失効してしまう
発行を受けていたサーバ証明書が意図せずに失効されて
しまった事件 [8] がある。

しかしながら、今後は、Web サイトへの接続の扱い方が

意図せず失効された組織の説明では、当時想定された規

変わる可能性がある手法が提案されており、現在は表示可

定では、新しいサーバ証明書を取得した場合、今までで利

能な Web サイトでも将来は表示不可能になる可能性があ

用していたサーバ証明書を失効する期間について連絡する

ると言われている。よって、今後は、世界中の Web サイ

とされている。しかし、本来あるべき失効に関する連絡が

ト全体を有効な SSL/TLS によって暗号化通信を行われな

行われないまま以前から利用中であったサーバ証明書が失

い場合、Web サイトへの接続が停止する恐れが存在する。

効されてしまった。そして、Web サイトが一時的に閲覧不
可となる事象が発生した。

3.1 Let’s Encrypt プロジェクト

今回のケースは認証局が運用を誤った確証が必ずしもな

Web サイトを SSL/TLS によって暗号化通信するために

い事件ではあるものの、両社の食い違いによりサーバ証明

はサーバ証明書が必要である。しかし、サーバ証明書の作成

書が失効されることを示した重要な事件であると言える。

には CSR の作成の手間や認証局 (Certification Authority)

3.2.2 第 3 者による認証局の不正アクセスと偽装証明書

へ支払うコストが掛かかるので世界中の Web サイト全体

の発行

を SSL/TLS によって暗号化通信を行うことは困難とされ

第 3 者が、実際にオランダの認証局「DigiNotar」に不

てきた。そこで、Web サイト全体での SSL/TLS 利用を促

正アクセスを行い偽装証明書を発行を行ったケースが存在

進する手段の１つとして Let’s Encrypt プロジェクトが注

する。2011 年 9 月 5 日に「ComodoHacker」と名乗る人物

目されている。Let’s Encrypt プロジェクトは、認証局と

が、不正侵入の犯行声明を Web 上で発表した [9]。

してサーバ証明書を無料で発行しており、次の特長が挙げ
られている。
表 1 Let’s Encrypt プロジェクトの特徴
・誰でも自由に使える

攻撃者は認証局サーバにおける管理者特権を取得し、
サーバ証明書を発行するための情報を盗みだすことで偽装
サーバ証明書の発行が可能になったとされる。事件の原因
は、不正アクセスを許した認証局のセキュリティ対策や設

・即時にサーバ証明書の取得と更新

備などの脆弱性にあったと報告されている。被害を受けた

・期限は 90 日

DigiNotar 社は 2011 年 9 月 20 日にオランダのハーレム地

・サーバ証明書の発行まで自動的に行う

方裁判所へ破産申し立てを行い、破産宣告を受けている。
このケースでは、認証局のセキュリティ対策や設備など

Let’s Encrypt は、非営利団体の ISRG(Internet Security

に脆弱性があると悪意のある第 3 者が攻撃し、偽装サーバ

Research Group) が運営しており、シスコシステムズ (Cisco

証明書を発行された。偽装サーバ証明書の発行により、正

Systems)、Akamai、電子フロンティア財団 (Electronic Fron-

規に発行されていた既存の証明書も影響を受け認証局とし

tier Foundation)、モジラ財団 (Mozilla Foundation) など

ての信頼を失い、認証局が失われたケースであった。

の大手企業・非営利団体が、ISRG の支援者として Let’s

3.2.3 第 3 者による認証局の運用ミスを悪用し偽装証明

Encrypt プロジェクトが運営されている。かつてはベータ
版としてのトライアルサービス提供であったが、2016 年 4
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

書の発行
中国最大級の認証局「沃通 (WoSign)」が、
「偽装証明書」

3

Vol.2017-CSEC-78 No.28
Vol.2017-SPT-24 No.28
2017/7/14

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

を大量に発行したケース [10] がこのケースにあたる。

認証局が現れ問題となっている。3.3 で解説した CT は、問

WoSign では、あるドメインのサブドメイン管理権しかな

題解消の手法として推奨されているが、CT 自体の運用が

い状態でも、ベースドメインの証明書を発行してもらえる

複雑で誤運用を誘発させる危険性も含んでいる。そのため

状態になっていた。そして、Web ブラウザの 1 つ Firefox

現状では簡単には問題解消はできないと考えられる。認証

が WoSign の証明書をブロックする方針を固めた。

局での対策と比較してクライアント側やサーバ側での対策

今回のケースでは、認証局自身が気が付かないミスが偶

がより現実的であると考えられる。

然に発見された。悪意のある第 3 者が悪用し偽装サーバ証
明書が大量に発行されていた可能性が考えられたケースで

4.2 サーバ側
複数の信用のおけるサーバ証明書の中から１つ選び使用

あった。

することにより、失効されたサーバ証明書や偽装サーバ証

3.3 証明書の透明性 (Certificate Transparency)
3.2 のような問題が起きるため、失効されたサーバ証明

明書を使わないようにできる。しかし、サーバ側は複数枚
発行を受け同時に使う技術が必要である。

と偽装サーバ証明書をいち早く見つけるために Google 社
が CT(Certificate Transparency) の仕組みを提唱した。

3.3.1 CT の概要

4.3 クライアント側
複数の信用のおけるサーバ証明所の中から１つ選び使用

CT とは、誰でも確認できる環境において証明書の発行ロ

することにより、失効されたサーバ証明書や偽装サーバ証

グの監視と監査を可能にするものである。2013 年に「RFC

明書を使わないようにできる。しかし、クライアント側は

6962(Experimental)」として規格化され、証明書の誤発行

複数枚発行を同時に使う技術が必要である。

を防ぐ新たな技術として注目されている。

CT の基本的な仕組みは、証明書を第 3 者である CT

4.4 サーバ側で対策の実現に向けた課題

ログに登録する。証明書が CT ログに登録されると、登

サーバ側で複数のサーバ証明書を受け同時に利用するた

録された時間情報であるタイムスタンプを返す。これを

めの課題は、技術的な面と制度的な面の 2 つが存在する。

SCT(Signed Certificate Timestamp) と言う。

ここでは、それらについてそれぞれ解説する。

ドメイン管理者は、自ドメインの証明書が勝手に発行さ
れてないか CT ログの監視を行う。一般ユーザは、証明書

4.4.1 制度的
1 つのサイトが複数の認証局からサーバ証明書を発行さ

と SCT を使って、CT ログの中にその証明書のデータが登

れている場合、そのうちの 1 つの証明書が失効された場合

録されているかどうかを確認を行う。複数の視点で CT ロ

に、他の証明書の信頼をどう考えるかという点に関して、

グを監視可能であることから、不正な証明書発行の発見が

著者らの知る限り議論はされていない。ある認証局は信頼

迅速に可能になる仕組みである。しかし CT 自身は証明書

に足るものではないとしてそのポリシに従い失効したもの

の誤発行を防ぐ仕組みというわけではない。

の、他の認証局ではその点はポリシ違反にはならず失効と

3.3.2 本研究における CT の問題

はならないケースは十分に考えられる。

CT にも問題があり、発見のあとの対応までフォローし
ていないことや

CT 自体の運用が複雑でミスが発生する

土壌になることが問題として挙げられる。

4. Web 全体での SSL/TLS 化問題対策の手法

1 つのサイトが 1 つの認証局からサーバ証明書の発行を
受け運用をしている場合は、サーバ側で設定する証明書を
変更することにより、失効された証明書を利用せずに運用
することが可能である。その場合、クライアント側は信頼
の起点として用いる認証局を変えて証明書検証等を行うこ

本研究では、Web 全体での SSL/TLS 化問題対策のアプ

ととなる。EV 証明書を除き、クライアント側においては

ローチとして、認証局側、サーバ側、クライアント側で対

認証局の信頼度についての差異は存在しておらず、証明書

策を最初に考える。その中でもサーバとクライアント側で

を変更してもユーザへのインタフェースでは同じ信頼表示

の対応指針は複数の認証局からそれぞれ複数枚発行を受

がされることとなる。

け、それを同時に運用することにより、サーバ証明書の冗
長化を行うことを目標にする。

1 つのサイトが複数の認証局からサーバ証明書の発行を
受け、失効をされていないものをクライアントに提示する
ようにサーバ側で対応がされている場合、複数の認証局か

4.1 認証局側

らは何らかの問題により失効がされているものの一部の認

認証局の運用は、運用ポリシとして証明書ポリシ、認証

証局では失効されていないために、クライアント側はその

局運用規定があり、それに従った厳格な運用が求められて

サイトが正常な状態で TLS 通信ができていると表示され

いる。しかし、認証局の増加に伴い運用を厳格に行わない

る。この状態を信頼がされた TLS 通信がされているとす
ることが可能かについてはより深く議論がされなければな
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をサーバ側が送信し、クライアント側がそれを受けて

らないだろう。

利用する証明書を選択することは、標準技術を外れた

一方で、サーバ側の立場に立つと、ネットワークやホス
トやコンテンツに対しては冗長化がさまざまな方策で行わ

プロトコルとなるために、社会展開の困難性も高い。

れている一方で、問題のある証明書を持つサイトの表示に

一方で、動的な対応がソフトウェアで行われるために

対してブラウザがコンテンツを表示させないようになっ

SPoF の改善度合いは高い。

た現代では、証明書がサービスの単一障害点になっている

(3)

サーバ単体でのサーバ証明書の切り替え：サーバソ

点が否定できない。証明書についても冗長化を求めること

フトウェアとしては 1 サイトに対して 1 枚の証明書と

は、現在のブラウザの状況を考えると不自然なことではな

いう性質のまま、証明書の管理と失効の監視を行うプ

いであろう。

ログラムを並列で動作させて失効確認を行い、失効が

4.4.2 技術的

確認された場合にはサーバソフトウェアを停止し、証

現在の代表的なサーバソフトウェアである Apache や

明書設定を変更し失効されていない証明書を設定し、

Nginx、Microsoft IIS では、1 サイトに対し 1 枚のサーバ

サーバソフトウェアを再起動させる。証明書管理機能

証明書だけが設定できる。1 サイトの設定として複数枚の

と失効監視、さらに設定変更機能を持つプログラムと

サーバ証明書を同時に設定でき、同時に利用できるように

なるため、開発の難易度はやや高い。一方で、通信プ

サーバソフトウェアを変更しサーバ証明書の冗長化が必要

ロトコルの面では現状の TLS 仕様に外れた挙動はし

である。

ないこととサーバソフトウェアの改良は必要とされな

5. 提案手法

いために、社会展開の困難性は低い。SPoF の改善に
関しては、サーバソフトウェアの再起動を必要とする

本研究では、サーバ側とクライアント側でサーバ証明書

ため、停止から再起動終了までのタイムラグが生じる

の複数枚対応を行うための技術的な解決方法として 4 つの

手法となり、一時的なサイトダウンが発生することが

方法を挙げる。そしてその 4 つについて開発の困難性、運用

避けられないため、高いとは言えない。

と社会展開の困難性、SPoF 改善性について評価を行った。

( 4 ) DNS ラウンドロビンを使用して失効サーバ証明書の
自動切り替え：異なる認証局からサーバ証明書発行を

5.1 技術的な課題の解決手法

受けたサーバを複数台用意し、DNS ラウンドロビン

( 1 ) ロードバランサによる失効サーバ証明書の自動排除：

を利用することで、クライアントが接続するサーバを

ロードバランサにより、サーバ証明書の冗長化を図

切り替える。失効された証明書を持つサーバにアクセ

る。ロードバランサから転送が行われるサーバ群では

スが行くことは避けられないものの、クライアントが

それぞれ別の認証局から発行された証明書を設定す

再び接続を試行することで接続先が変更されることが

る。ロードバランサの分散機能としては既存機能を修

期待される。既存の DNS ラウンドロビン機能が利用

正する必要がなく容易に実現が可能である。ロードバ

可能であり、サーバソフトウェアの改良も不要である

ランサが書くサーバが持つ証明書の失効を定期的に確

ことから、開発難易度は低い。また既存の手法を利用

認し、失効した証明書を持つサーバには転送を停止す

することから社会的な展開の困難性も低い。いっぽう

る対応を取ることにより証明書の冗長化を実現する。

で、DNS ラウンドロビンだけでは失効した証明書を持

ロードバランサの失効確認によって、証明書の SPoF

つサーバへのアクセスは避けられないため、SPoF の

は大幅に改善される。

解消はされず一部クライアントは常にアクセス不能に

(2)

サーバ・クライアントによるサーバ証明書複数枚保

なる可能性を持つために改善度合いは高くない

持への改良：サーバソフトウェアとクライアントソフ

複数枚の証明書を同時にサーバ側で扱うようにする技術

トウェアを複数枚保持と失効対応を可能にするように

については、我々の調べたところでこれまで十分な研究が

改良を行う。例えばサーバ側では先述したロードバラ

行われてこなかった。そのため、実現性が高い方式を最初

ンサと同じように失効確認を定期的に行い、失効され

に実現することで、その効果を測ることを最初に行うこと

た証明書が発見されればその設定を変更し失効証明

と考え、ロードバランサによる失効サーバ証明書の自動排

書の利用を停止する。あるいはクライアントに対して

除の方式を選択した。

複数の証明書情報を提供する。クライアントソフトで
は、複数の証明書情報を受け取り、それぞれの検証を

5.2 ロードバランサを使用して実現する方法

行った結果 1 つでも検証されれば TLS のセッション

ここではロードバランサを使用して実現する方法につい

を開始させる。いずれもサーバソフトウェアとクライ

ての流れを述べる。図 1 と図 2 ではそれぞれの流れを図示

アントソフトウェアという複雑なソフトウェアを更新

している。図中の番号は本文中の番号となっている。

する必要があり、開発困難性は高い。また複数証明書

( 1 ) ロードバランサは各認証局からサーバ証明書の発行を
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ロードバランサはサーバ 1 に振り分けを行わない。

表 2 技術的な課題の解決手法
開発の

運用と社

SPoF

困難性

会展開の

改善性

困難性合

本章では、5 章で挙げた実現可能性を測る。

(1) ロードバランサによる
失効サーバ証明書の自動

◎低

◎低

6. 提案手法の実装

◎高

6.1 実験の環境

排除

提案手法の実装を行うにあたって、認証局を２つ、クラ

(2) サーバ・クライアント
によるサーバ証明書複数枚

×高

×高

◎高

保持への改良

サーバ 2 台の環境を用意した。VMware ESXi サーバ上に

(3) サーバ単体でのサーバ
証明書の切り替え

△少し高い

◎低

△少し低い

◎低

◎低

×低

(4) DNS ラウンドロビン
を使用しての失効サーバ

イアント、ロードバランサ、Web コンテンツを提供する
仮想マシンを作成することで認証局、クライアント、ロー
ドバランサ、サーバを立ち上げた。各環境の詳細を表 3 に
示す。

証明書の自動切り替え
表 3 各認証局・サーバ・LVS の仕様
Linux(Ubuntu 16.04 LTS)

OS
CPU

1vCPU

RAM

1024MB

ディスクプロビジョニングのタイプ

シックプロビジョニング

(Lazy zeroed)
プロビジョニング済みサイズ

20GB

6.2 失効監視と設定変更プログラムの定期実行
図 1

ロードバランサを使用しての流れ (1)」

5.2 章の (３)、(４) で示したロードバランサによる失効
監視とロードバランサ設定の変更を行うプログラムとし

受ける

て、シェルスクリプトにより作成を行い、それを Cron を

( 2 ) ロードバランサは認証局 1 から受け取ったサーバ証明
書をサーバ 1 に、認証局 2 から受け取ったサーバ証明
書をサーバ 2 に渡し、各サーバでサーバ証明書の登録
設定を行う。クライアントは、https でロードバラン
サにアクセスし、各サーバに接続できる

用いて定期実行させた。

7. 評価
Apache Bench を用いて、ロードバランサと各サーバの
１秒間に処理出来るリクエスト数である「Requests per

second」を計測し、提案手法の適用による負荷の違いを評
価する。
評価にあたり、提案手法の優位性確認のために 3 つの環
境を用意して負荷評価を行った。

Apache Bench の実施にあたり、リクエスト総数は 1000、
同時接続ユーザ数は 1 から 100 に変化させて実施した。

( 1 ) 提案システム未適用 LVS 環境：クライアントから提案
システムにおける失効監視プログラムが稼働していな
いロードバランサに向けて Apache Bench を実施
図 2

ロードバランサを使用しての流れ (2)

( 2 ) 提案システム適用 LVS 環境：クライアントから提案
システムにおける失効監視プログラムが稼働している

( 3 ) ロードバランサが各認証局から CRL(Certificate Revo-

ロードバランサに向けて Apache Bench を実施

vation List) ファイ ルをダウンロードする。ロードバ

( 3 ) 提案システム未適用直結環境：LVS を介さずクライア

ランサが CRL を見て失効したサーバ証明書のシリア

ントと Web サーバが直結している環境において Web

ルを見る

サーバに向けて Apache Bench を実施

( 4 ) ロードバランサが各サーバのサーバ証明書のシリアル

(1) と (2) の比較により、提案手法の適用における負荷増

を見る。合致していたら、ロードバランサの設定から

加の有無を確認することを目的とし、(3) により LVS によ

外す。サーバ 1 のサーバ証明書が失効されているとき、

る負荷分散性能の状況を確認する。
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の性能を十分に発揮できていることが示されている。

8. 今後考えられる手法と課題
8.1 考えられる対策手法について
本論文ではロードバランサによる証明書切り替えといっ
たクライアント・サーバの両者の変更が少なく軽微な追加
開発によって実現可能な手法を提案した。サーバ証明書の
冗長化という点を考慮すると次のような手法についても有
効と考えられる。

( 1 ) サーバ・クライアントによるサーバ証明書複数枚保持
図3

提案システム未適用 LVS 環境における Apache Behcn の結果

への改良

( 2 ) サーバ単体でのサーバ証明書の切り替え
( 3 ) DNS ラウンドロビンを使用しての失効サーバ証明書
の自動切り替え

(1) については、あらかじめ複数の証明書をサーバ側に
設定し、クライアントに対しても複数証明書を提示する。
サーバ側で失効を検知した証明書を提示しないことも考え
られるが、最悪の場合、クライアント側のみが失効を検知
した場合、クライアントが独自に有効なサーバ証明書を選
択的に活用することができるなどメリットが多いと考えら
れる。しかしながらクライアントである Web ブラウザや
サーバである Apache、Nginx などには複数証明書を設定、
図 4

提案システム適用 LVS 環境における Apache Behcn の結果

提示する仕組みが考慮されていないことからクライアン
ト・サーバの双方で大幅な改変が必要と考えられ実装と普
及の障壁は高いと予測する。

(2) については、サーバ側は常時一つの証明書を設定、ク
ライアントへ提示することになるが常に CRL を監視し、
サーバ証明書の失効時にはサーバ証明書を切り替えること
でサーバ証明書の耐障害性を高める。(1) のサブセットと
もいえる手法であるが、クライアント側の改変が不要であ
ることから (1) と比較し実装容易性の観点から普及の障壁
は低いと考えられる。また、膨大な数のクライアントに比
較して Web サーバの存在数は比較的少数と考えられるこ
図 5

提案システム未適用直結環境における Apache Bench の結果

ともまた利点の一つと考えられる。しかしながら (1) 同様
サーバソフトウェアの改変が必要であり、実装容易性は本

実験の結果を図 4、5、6 に示す。提案システムの稼働有
無を比較した図 4 と図 5 ではグラフの傾向がほぼ同様で

論文の手法と比較し低く今後検討が必要となっている。

(3) の DNS ラウンドロビンを活用する手法については、

あることがわかる。提案システムの稼働がない実験 (1) の

証明書に複数の接続先 IP アドレスホスト名を複数の A レ

ケースでは、同時接続数が 1 の場合に Requests per second

コードや CNAME レコードによりクライアントに提供す

の値は 283.47 であり、実験 (2) のケースでは 242.41 であっ

ることが考えられる。DNS ラウンドロビンにより Web や

た。同時接続数が増加すると Requests per second の値も

クライアントの変更を行わずにサーバ証明書の障害対策を

上昇し、おおよそ同時接続数が 4 以降は変わらない値が続

行うことがメリットと考えられる。一方、DNS ラウンドロ

いている。実験 (1) のケースでは同時接続数 4 以降の平均

ビンによるクライアントの接続先は、クライアントのラン

値は 610.6 であり、実験 (2) では 608.2 となっており、ほ

ダムまたは、Round Trip Time による任意選択となってい

ぼ同様の性能を示していると言える。このことから、提案

るため、リアルタイムで失効サーバへの接続を除外するこ

システムの稼働による負荷は低いものと言える。また実験

とが難しく、DNS キャッシュの TimeToLive(TTL）によっ

(2) と実験 (3) を比較すると、提案システムが稼働している

ては DNS 設定を切り替えても DNS フルリゾルバ、スタブ

環境のほうが良い値となっており、提案システムでは LVS

リゾルバは過去の応答結果を保持しつづけるためリアルタ
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イム性に疑問が残る。上記の検討により本論文ではロード

化による問題を実際の事件を用いて示し、有効でないサー

バランサ方式を提案するに至ったが、手法 (1)、(2)、(3) に

バ証明書の発見と複数証明書を自動で切り替える手法の検

もそれぞれ考慮すべきメリットがあり将来の研究では個別

討を行った。課題解決に向けた取りうる手法として、ロー

に実装を行い、実環境での実験による仮説の検証が必要と

ドバランサを活用、サーバ、クライアントの改造、サーバ

なっている。

単体で切り替え、DNS ラウンドロビンの活用を比較検討
し、ロードバランサで失効確認と設定変更のスクリプトを

8.2 失効からシステム切り離しのタイムラグ
本論文で提案のロードバランサによるサーバ切り替えに

作成し定期実行することで簡易かつ確実に失効されたサー
バ証明書によるサーバを切り離し対策がかのうであること

おいては、CRL 発行、公開、ロードバランサによる CRL

を示した。またロードバランサによる実験実装を通じて、

の取得・解析、サーバーグループからの切り離しの手順が

パフォーマンスの評価を行い、一定の切り替え性能を満た

必要となる。現在の Web システムは数秒、数ミリ秒単位で

すことを確認した。最後に、技術面だけでなく AOSSL 化

の接続断が即時にユーザ影響となるといわれており、ロー

に付随する社会的・制度的な問題の解決に向けた課題整理

ドバランサの CRL 取得タイミングは重要なパラメターと

とアプローチ検討も行った。

考えられる。そのためロードバランサによる CRL 取得タ
イミングを高頻度にすることが考えられるが、本手法の普
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となった。
[2]

8.3 複数証明書を利用することについての課題
従来の Web サイトは一つの Web サイトの Common

[3]

Name(CN) について単一の CA から発行をうけることが前
提となっている。過去の事例においてもある CN に対して

[4]

複数 CA からサーバ証明書が発行されている場合、何らか
の悪意をもった意図しない発行であった場合が複数例報告

[5]

されている。本研究手法では耐障害性のためあらかじめ複

[6]

数 CA から証明書が発行されるため、前述のような従来の
常識では悪意の影響下にある Web サイトと誤解される恐

[7]

れについても考慮しなければならない。また、ある CN に

[8]

対してすべてのサーバ証明書が有効である場合については
問題ないが、ある CN に対する複数のサーバ証明書の一部
でも失効状態にあるとき果たしてその CN が指す Web サ

[9]

イトは有効であるのか？その場合のクライアントの挙動な
どについては議論が始まっておらず今後の研究課題として
今後検討が必要となっている。

[10]

ISOC http://www.internetsociety.org/deploy360/blog/2014/
03/google-now-always-using-tlsssl-for-gmailconnections/ ”Google is Now Always Using TLS/SSL”
Google
Chrome
Root
ca
Policy
https://www.chromium.org/Home/chromiumsecurity/root-ca-policy 特 に”Removal of Trust”に
よりいつ Root CA が失効されるかが懸案。
Google Security Blog Moving towards a more secure
web https://security.googleblog.com/2016/09/movingtowards-more-secure-web.html
Online
Trust
Alliance
https://otalliance.org/resources/always-ssl-aossl
Always On SSL(AOSSL)
HTTP Strict Transport Security (HSTS) RFC6797
https://www.rfc-editor.org/info/rfc6797
Bootstrap
MITM
Vulnerability
https://tools.ietf.org/html/rfc6797#section-14.6
TLS in the wild: an Internet-wide analysis of TLS-based
protocols for electronic communication
Yahoo!JAPAN
AOSSL
対
応
https://about.yahoo.co.jp/info/aossl/index.html
”サ ー バ 証 明 書 が 意 図 せ ず に 失 効 さ れ た こ と に よ
る JPNICWeb の 閲 覧 不 可 に つ い て の ご 報 告”.JPNIC. https://www.nic.ad.jp/ja/topics/2016/2016080401.html, (参照 2016-08-04)
”グ ロ ー バ ル サ イ ン は 本 当 に 安 全 か
”.Joe’s.http://joes.co.jp/2011/09/21/is-globalsignreally-safe-newsletter-2011-09/, (参照 2011-09-21)
”中国最大級の認証局「WoSign」がニセの証明書を発行
”.Gigazine. http://gigazine.net/news/20160928-wosignfirefox-block/, (参照 2016-09-01)

9. まとめ
研究の背景として、Web 全体での常時 SSL/TLS 化 (Al-

ways On SSL/AOSSL) の現状を報告し、AOSSL 化時代の
ブラウザの挙動によってはサーバ証明書事態が Single Point

of

Failure となってしまうことを論じた。次に、AOSSL

化を促進する手段の１つとして Let

s Encrypt をなどの

サーバ証明書を利用するにあたっての障壁が下がっている
こと、AOSSL 化は避けられないことについても関連研究
として示した。また、実例として Web 全体での SSL/TLS
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