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本論文は、映像・音声などのストリーミングメディアを転送する際に、効率よく電子署名を
付ける方式の提案であるoストリーミングメディアに対する署名の効率化に関しては、現如、
くつかの研究が行われているが、それらは一定量のパケットをグループ化して扱わねばならず、
IP電話のようにリアルタイム性が要求される用途には適していない。本提案の手法では、回
線速度、パケット長、端末の演算性能から適用する署名の初期値を定め、パケット転送遅延の
揺らぎ、パケットのロス率の変化に対して動的に署名間隔や遅延時間を変更し対応する。本提
案は、電子署名のアルゴリズムには非依存であり、一般的なⅦIPで採用されているG.729
やG.723.1を、本捷案の方式の上で使用することも可能である。
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A proposal of digital
signatures
for real-time streaming media is described in this paper.
Some efficient signature
algorithms
for streaming media are studied. But they are not
suitable
for the usage which requires real-time transfer such as IP phone because they
have to manage some amount of packets as a group. In this method, distance between
signatures
and delay of time are dynamically
changed by delay of packet transfer and by
packet loss rate when parameters of signatures are initialized
with network speed, packet
size and calculation
ability
of terminals.
This method is independent
from signature
algorithms,
and G.729 or G.723.1 which are adopted in general VoIP can be used on this
method.

1.はじめに
ブロードバンド時代に突入し、高速な有線もし
くは無線による安価な常按回線が各家庭にも設
置され、ストリーミング形態で映像、音楽の配信
が行えるインフラが整ってきている。
ネットワークにおけるストリーミングメディ
ア転送技術は、その特徴からリアルタイム性に関
して2つに大別できる。映画や音楽の配信などに
用いられるリアルタイム性をほとんど要求しな
い放送型の転送と、インタラクションを有するた
吟にリアルタイム性が要求される転送であるO

中でも、 IP電話はリアルタイム性が厳しく【81、
遅延による影響を極力抑える必要が生じる。
リアルタイムにストリーミングメディアに署
名を適用するには、基本的には全てのパケットに
対して署名を施せばよい。現在、電子署名は紙面
の文書に対して物理的な印鑑で捺印したものと
同等の信頼性を持つことが法的に認められるよ
うになった 2001年4月1日より施行されてい
る「電子署名及び認証業務に関する法律」 【91に
おいて'、電子署名の暗号に求められる安全性は、
次のような性質と定義されている。
・電子署名を行なう符号の署名鍵が解読されないこと
・署名鍵を誤認識せず、正しく特定できること
・署名鍵を解読せずに署名文を偽造できないこと
・署名文の改変が検出できること

現時点で、以上の条件を満たしているとされる電
子署名方式は下記の4方式であると考えられて
いる。
・鍵長が1024bit以上のRSA方式で
・鍵長が1024bit以上のESIGN方式
・鍵長が160bit以上のECDSA方式
・鍵長が1024bit以上のDSA方式
本提案の署名方式では、署名に使用する暗号アル
ゴリズムは特に限定はしないが、強度の高い公開
鍵暗号演算は非常に処理が重く、計算負荷が高い。
そこで、本論文では、強固な公開鍵暗号署名をリ
アルタイム性が必要なストリーミングメディア
に対して適用しながらも、状況に応じて演算負荷
を効率よく減少させることが可能な署名方式を
提案する。本提案は、具体的にはIP電話‑の適
用を想定している。 IP電話の会話内容に公開鍵
署名を施すことができれば、電話での会話を通じ
て信頼のおける取引を行うことも可能となる。現
在、認証のためのサーバを介しての音声記録公証
システム【10】は開発されており、今後、重要な技
術となっていくと考えられる。
2.関連研究
ストリーミングメディアの認証時に効率化を図
る抜術については、現在いくつかの提案がなされ
ている.一般的に認証と呼ばれるセキュリティ技
術は、詳細には以下の3つに区分される。
・認証(Authentication)
ある情報が本物であるかどうかを確かめる手段
・機密性(Confidentiality)
送信データが他人から見えないことの保証
・完全性(Integrity)
送信データが途中で改ざんされてないことの保証
認証に関しては、 Gennaroらの研究【1]が早く
から行われている。 GennaroらのChain方式で
は、各パケットが1つ後ろのパケットのハッシュ
値を持つようになっている。ただし、これでは全
てのパケットが揃わない限り送信側で計算が行
えないため、リアルタイム送信をする際には一定
の範囲でパケットを区切って署名を行っている。
このタイプの方式の欠点として、パケットロスに
対する耐性がないことが挙げられる。通常、スト
リーミングメディア転送はリアルタイム性を重
視するためにUDPを使って送信される。そして、
規定の時間内に到着しなかったパケットは全て
ロスパケットとして扱われる Chain方式では、
パケットロスによって署名が連続しない部分が
出来てしまうと認証が続かなくなってしまう。

Wongら【4】の方式では、署名をstar型もしく
はtree型の構造にし、ハッシュ計算を多用する
ことで署名の効率を上げている。これらの方式は
非常に効率よく署名を行うことができるが、送信
時にバッファリングしなくてはならない時間が
長くなってしまう。
Golleら【3】の方式は、パケットのバーストロス
耐性の効率化を図る手法であるが、ランダムロス
に対応していないのが弱点といえる。
Perrigら【2】の方式は、メッセージ罪証子MAC
を用いて認証を行うが、これはパケットの完全性
を保証するものであり、第三者による改寛の有無
は検出できるが、受信者が送信者のメッセージの
正当性を第三者に対して証明する用途には使用
できない。
最新のものではKDDIの田中ら【5】の署名方式
もあるが、これらは全て、パケットを一定数バッ
ファリングして処理することで効率化を図るこ
とを前提としており、 1パケットに含まれる音声
や映像の時間が長い場合は全体の遅延を短くす
るのが困難となる。
そこで、本研究では、上記をふまえて、リアル
タイム性を重視し、遅延時間の許容範囲内で署名
演算負荷の効率化を図れる署名方式を提案する。
3.蝣;アルタイム性の維持に適した署名方式の提案
本研究では、 IP電話などの音声通話に使用す
るための、リアルタイム性を重視したストリーミ
ングメディアの署名方式を提案する。
3.1署名方式
本方式では、以下のようにストリーミングメデ
ィアの各パケットに対して、図1の方法で署名を
施す。
Pはパケットを表す P(i)はi番目のパケット
であることを示す。 Ⅴは、各パケットに含まれる
音声データ部である V(i)はi番目のパケットに
含まれる音声データであることを示す。Ⅴのハッ
シュを計算したものがHvである Hv(i)ならば
V(i)のハッシュということになる。
Hv(i) = Hash仰在リ
Haは、音声データⅤと音声データのハッシュ値
Hvを含んだデータを合わせてハッシュ計算を
行った値である。例えば、図1でV(i)にはHv(i+1)、
Hv(i+2)、 Hv(i+3)の3つのHvが付随していると
する。このとき、 Ha(i)は、これら3つのHvを
連結(concatenation)した値のハ・ツシュ値であ
り、

Hv署名数は∂・1、 Ha署名数は∂となる。よっ
て、署名Sigは以下の式で表される。

Sig(i) ‑ Enc(Ks, Hash(∑j‑^ HaU)))
ここで、
Endムユ'Y. DA TA ∫

は、 KEYの鍵を使ってDATAに暗号化処理を施
すことを示す。 Ksは、公開鍵暗号の秘密鍵であ
る Enc(Ks, DATA)で、いわゆる公開鍵署名を表
すこととする。 3.1節でも述べたが、本提案では
署名に使用する公開鍵暗号アルゴリズム、鍵長は
特定せず、実装によるものとする。

Had) ‑ Hash (Hv(i+l) + Hv(i+2) + Hv(i+3))
となる。各パケットに付随するHvの数とHaの
数は一定ではなく、署名間隔に応じて動的に変化
する。署名間隔の変化については後述する Sig
は、パケットの電子署名である0本研究では安全
性の観点から署名には公開鍵暗号を用いること
を想定しているが、本方式においては署名アルゴ
リズムについて限定されることはないSigti)は、
具体的にはi番目のパケットに付随するHaの署
名である。例えば、図1でV(i)にはHa(i)、Ha(i‑1)、
Ha(i‑2)の3つのHaが付随しているとする。こ
のとき、 Sigti)は、これら3つのHaを連結
(concatenation)した以下に示すハッシュ値で
あり、
Hash(Ha (i) + Ha (i‑1) + Ha (i‑2))
これを公開鍵暗号の秘密鍵で暗号化したものと
なるoなお、図1において、 P(i+1)中のSigは、
i+1番目のものではなくi番目のものとなってい
るが、これはP(i)のパケット中にあるSig(i)を複
写したものである。全てのパケットで署名の計算
を行わずに、演算の効率化を図るのが本研究の
目的であり、署名間隔のアルゴリズムについては
後述する。以上のⅤ、 Hv、 Ha、 Sigをまとめて、
ひとつのパケットPの中に格納する。実際はこ
れに、 TCPなどの‑ツダがついた状態のパケッ
トがネットワーク内を流れることとなる。

3.2署名間隔と遅延
本提案の方式では、図1のSigで表される署名
間隔は、端末の演算負荷を軽減するために動的に
変化する。
署名間隔を∂パケットとおくと、本方式では

図2は、各音声データに具体的にハッシュ値と
署名を付加し、パケット単位でまとめたものであ
る。図をわかりやすくするため便宜的にパケット
には具体的な番号を記している。図2では、署名
間隔∂=4の場合であり、よって各パケットにHv
は∂‑1で3個、Haは6で4個付随している。図
は8番目までの音声データⅤが生成された送信
側の状態を示しており、 6番目のパケットに
Hv(9)などが存在しないのは、 V(9)が未生成で
Hash(V(9))がこの時点では計算できないためで
ある。つまり、送信側では音声データⅤが生成
されても、それより先のⅤの‑ツシュ値Hvが
計算されるのを得たねばパケットを送出するこ
とが出来ない。これを送信側遅延Dsとおく。 Ds
は付随するHvの数だけ待つため、
Ds= d‑1 (sヾケy.
となるO ここで、許容可能遅延をDaとおく.
Daは、暗号化や音声の圧縮、セル化などの遅延、
またネットワーク通過時の遅延を除き、パケット
の送受信タイミングを送らせることのできる限

界の時間であるo もちろん、 Daが0の状態が‑
番リアルタイム性に優れた通話品質となる。この
とき、受信側遅延をDrとすると、
Da >‑Ds +Dr
でなければならない。
3.3署名確認とパケットロス
本提案の方式は、公開鍵暗号を用いて電子署名
の確認を行うことを前提としている。これにより、
セキュリティレベルの高い認証を行うことがで
き、公開鍵暗号署名を用いない方式と比較して改
寛に対する耐性が非常に高くなる。
本提案の方式では、音声データの認証方法は2
通り存在する。
1つ目はHvによる認証である。図2で、 1番
目のパケットP(l)に着目する。1番目のパケット
に付随するSig(l)は、 Ha(‑2)、 Ha(‑1)、 Ha(O)、
Had)を連結した値に対する公開鍵署名である。
ここで、 Had)はv(D、 Hv(2)、 Hv(3)、 Hv(4)を
連結した値のハッシュ値であるので、V(l)が正し
いことはむろん、 Hv(2)、 Hv(3)、 Hv(4)の元とな
るV(2)、 V(3)、 V(4)に関しては、受信時にそのハ
ッシュ値を計算するだけで、正当性の有無が
Sig(l)の公開鍵署名によって検証される。このよ
うに、送信側でパケットを遅延させることによっ
て、受信時にハッシュ値から音声データの正当性
が確認できる。
2つ目の方法は、 Haによる認証である。図2
で、 4番目のパケットP(4)に着目する P(4)の音
声データV(4)(ま、 p(l)、 P(2)、 P(3)が持つHv(4)
によっても認証可能であるが、これらのパケット
が受信時に失われていた場合にも、 P(5)が持つ
Ha(4)によって正当性の確認を行うことが出来
る。 P(5)ではHa(4)に対してSig(5)の公開鍵署名
が付随しているため、確認時の暗号強度は公開鍵
暗号のものとなる。ただし、 P(5)を待ってV(4)
を確認するた糾こは、受信側で1パケット余計に
待つ必要が生じる。これが、 3.2節で述べた受信
側遅延Drである。
以上のように、本提案では各パケット中の音声
データⅤは、送信側遅延Dsを許すことによって
付随されたHv、もしくは受信側遅延Drを許す
ことによって確認されるHaのいずれかによっ
て公開鍵暗号による署名を常に確認できるもの
としている。そのため、署名間隔を∂とすると、
各パケットはHv、 Haのいずれかによって署名
の検証が行われなくてはならないため、
d <=Ds+Dr
となるOこの説明をふまえた本方式の署名検証に

おける少し複雑な例について解説する。図2で5
番目のパケットP(5)が失われたとき、V(4)はp(l)
が持つHv(4)によって確認が取れる。 V(6)はP(6)
が持つSig(5)がHate)、 Ha(3)、 Ha(4)、 Hate)の
署名であり、 Ha(3)、 Ha(4)、 Ha(5)はP(6)が持ち、
Hate)はP(4)が持っているため、 Sig(5)の確認が
行える.これにより、 Ha(4)の正当性が確認され
れば、P(4)中のHv(6)の正当性も検証可能なため、
受信側でシームレスな署名付きの再生が継続可
能となる。
3.4署名の勤的な変化
まず、署名間隔などの初期値を決定するため、
ネットワークの遅延、最大パケットサイズ、端末
の演算性能から最低の署名間隔∂ min、最大の署
名間隔∂max ∂が大きくなるとHv、 Haも増
加するため、パケット分割が起こらない限界値で
∂ maxを決定する)および許容可能遅延Daを決
定する Daは、希望する遅延時間(少ない方が
高品質となる)から、ネットワークによる伝送遅
延時間、音声のセル化による遅延時間、コーデッ
クによる音声圧縮時間、署名などの演算時間を差
し引き、決定する。そしてDaの時間を、 1パケ
ット辺りに格納される音声データの時間で割り、
DsとDrの和が最大何パケットまで許容される
のかを算出する。
次に、任意のnパケット間(n=16‑20が適当)
で、許容可能遅延時間内でのパケットロス状況を
確認する。
パケットロスが全く無いか1個の場合、
Da >‑Ds +Dr
より、 Dsが最大値を取るようにDs、 Drを決定
する。 Dsを大きく取った方が公開鍵署名Sigの
間隔を開けることができ、演算効率が上がるため
である。これにより、 HvはDsと同じ数である
のが最大効率のためHvが決定し、 ∂=Hv+l、
Ha=∂で署名間隔∂とHa署名数が決定する。
nパケット間でのパケットロスが2個以上の場
合、パケットロスが連続して起こる場合と、ラン
ダムに抜ける場合についてわけて考える。ランダ
ムロスが起きるのは、非常に不安定なネットワー
クを使用している場合であり、この場合は署名間
隔∂を小さくして対応する。ロスパケット間の距
離が最も短いものの値に∂を指定するが、 ∂min
および∂maxの範囲を超えない値とする。連続
するパケットロスの場合は、最大何個連続してパ
ケットが抜けたかを調べ、 Drを連続パケットロ
スの値まで引き上げる。このとき、 Dr+Dsは一
定のため、署名間隔∂が小さくなることになる。

ここで∂が∂minよりも小さくなる場合は、初期
値で設定した通信遅延品質ではシームレスな署
名が不可能であるため、通信遅延品質を落として
署名を継続させるか、署名不能として諦める。
以上の手法を繰り返すことにより、本提案の署
名方式では、動的に署名に対する演算負荷を軽減
することが可能となるo動的に変化させるタイミ
ングは、受信側からの応答を待つため、最短で、
生成された音声データが署名間隔∂分の受信を
終えるまでの間隔となる。
本提案は、パケットロスが少ない場合には公開
鍵署名を可能な限り減らすことにより端末の処
理負荷を下げ、パケットロスの増加に伴い動的に
公開鍵署名頻度を増加させ、シームレスな署名付
きストリーミングメディアの再生を可能とする0

4.評価
使用するアルゴリズムにもよるが、ハッシュ計
算は公開鍵署名の演算に比べて、遥かに高速に処
理できるO また、ハッシュ計算は、 MD5で16
バイト、 SHA‑1で20バイトと、ハッシュ値をパ
ケットに付加した際のオーバー‑ツドも小さい。
本提案の方式は、表1に示すように、署名数や
ハッシュの数は他のどの提案方式よりも多く、署
名のためのオーバー‑ツドも他の提案方式より
も特によいとは言えないが、送信時にパケットを
バッファリングする時間を短くすることが可能
なため、リアルタイム性d)維持が必要不可欠なス
トリーミングメディアに適用するには非常に優
れていると評価できる。

を例にとった場合30ミリ秒毎(秒間33パケッ
ト)にパケットが送出されるとき、 16パケット
の遅延は480ミリ秒となる。 IP電話の品質クラ
スは、 ITU‑T、 ETSIのTIPHONE及びTIAに
おけるIP電話の品質クラスおよび現行の規定を
踏まえ、クラスAでは100ミリ秒以内、クラス
Bでは150ミリ秒以内、最低のクラスCでも400
ミリ秒以内と定められている【8】ため、認証だけ
で480ミリ秒もの遅延が生じることは致命的と
言える。
現在、標準化されている主なVoIPの圧縮率は
以下の通りである。
G.711 :64Kbps (非圧縮)
G.726 :32Kbpsに圧締
G,728 : 16Kに圧縮
G.729 :8Kbpsに圧縮
G.723.1 : 6.3/5.3Kbpsに圧縮
本提案の署名方式では、 G.711のような無圧縮
の音声ストリームだけでなく、一般的なVoIPの
G.723.1やG.729などで秒間20‑100パケット
が送出される場合に対しても、 IP電話の品質を
保ちながら署名付きの音声ストリームをシーム
レスに再生することが可能であり、その上で署名
回数を適切に減少させ端末の演算負荷を下げる
ことができる。
また、ADSLなどのパケット長が比較的長いネ
ットワーク環境で、ハッシュ値や署名によるオー
バーヘッドが増えた場合でもパケット長になお
余裕があれば、受信側遅延Drの数だけ音声デー
タⅤを冗長的に各パケットに持たせることも可
能となる。これにより、パケットが欠落しても受
信側で再生するまでの遅延時間内に冗長データ
によって失われた音声データが回復できれば、そ
の間の音声も途切れにくくなる。
5.緒論

表1で、 Sender packet buffer sizeの値だけ見
るとChains方式やKDDIの方式も少なく見える
が、これらの方式では署名を確認するために受侶
側で16パケット分得たねばならず、結果として
大きな遅延を招いている。具体的には、 G.723.1

本論文では、主にIP電話に使用することを想
定し、リアルタイム性を重視したストリーミング
メディアの転送時にシームレスに検証可能な電
子署名を効率よく施す手法を提案した。これによ
り、 IP電話を用いてお互いの会話内容を公開鍵
署名が施された信頼度で認証し合うことが可能
となり、電話での商品注文などの利用に役立つと
思われる。将来的にIP電話が広く普及すれば、
IP電話を行う端末は低消費電力で演算性能の低
い専用端末となったり、有線ほど通信品質が安定
しない無線の回線を使用したユビキタスなもの
となるだろうと推測されるO

本提案は、通信品質に応じて動的に署名演算の
負荷を変更することが可能なため、様々な状況に
対応できる署名方式であると考えられる。

