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電話網の発信者番号通知を利用した本人認証方式
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概要：インターネットバンキングにおいて，ID・パスワードの盗難により，本人に成りすまして不正送金
をする事件が増加している．攻撃方法も高度化しており中間者攻撃やサーバ証明書の不正取得など，従来
のワンタイムパスワードや乱数表では対策困難なものが出現してきている．また従来技術は安全性の課題
以外にも，経済性，利便性の面での改善も望まれている．本論文では，インターネット上での本人認証時
に，あらかじめ登録した電話機から電話し，発信者番号の確認を行うことにより本人認証を行う方式を提
案する．インターネットとは異なりクローズドな電話網を利用することによる安全性や，トークンの運用
管理コストの不要化，電話をかけるだけなので IT リテラシが低い層でも利用できる特性がある．また提
案方式の商用化に向け，新規登録など運用面についても考察した．
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Abstract: Remittance fraud incident by ID and password theft is increasing. Owing to attack techniques are
improved, a new attack is emerging, for example man-in-the-middle attacks and fraudulent procurement of
server certiﬁcates that is diﬃcult to protect for existing technique such onetime password or random number
table. On the other hand, it has been required that former technique’s improvement of cost performance
and usability. In this paper the authors propose an authentication scheme sending caller ID (calling number
notiﬁcation function) previously registered, by calling the authentication server in addition to user authentication over the Internet. This scheme’s good points are safety which using closing telephone network unlike
the Internet, and reduction of operational management costs of token, and usability that allows any level of
IT literacy user to use because of just calling. Also the authors proposed operational management such as
new registration, and this scheme can be applied in real business.
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1. はじめに
インターネットバンキング（以下，ネットバンキング）
1

2

a)
b)
c)

において利用者に成りすましをすることで不正送金する事
件が増加している．たとえば，平成 23 年 3 月末から 11 月
までの不正送金の総額は 56 金融機関で 3 億円にのぼって
いる [1]．
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攻撃手法としては，(1) 偽サイトに導くなどして ID とパ
スワードを盗んで，別の端末・セッションから成りすます
フィッシング攻撃系と，(2) 利用者と銀行の間に入り，セッ
ションをハイジャックし，送金先・送金額を変えてしまう
中間者攻撃系に大別できる．
当初，記憶認証と所有物認証（乱数表やワンタイムパス
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ワードなど）を組み合わせる二要素認証が推奨され [2]，現

認技術に分類できる．ネットバンキングの場合，より多く

在も多くの銀行が採用しているが，乱数をすべて入力させ

のハードウェア・OS・ブラウザ，インターネット接続環境

るフィッシング攻撃事例が発生したり [3]，二要素認証は

から利用できたり，ネットカフェなど他人所有端末からの

中間者攻撃に防御力がないことの指摘 [4] があり，安全性

アクセスができたりすることが，預金者獲得の観点で重要

が十分であるとはいえない．さらに，認証サービスごとに

である．よって，本論文では端末確認技術ではなく本人確

トークンデバイスが必要になるので，運用管理コストや利

認技術をメインに議論を進める．

便性の課題も存在する．

次に，本人確認技術は，記憶認証，所有物認証（読取装

これに対し，近年，二要素認証の発展系として，携帯電

置不要型，読取装置必要型），生体認証，暗号利用に分類

話にワンタイムパスワードを送信する二経路認証が実用化

できる．生体認証および所有物認証（読取装置必要型）は

されてきている．これらは SMS を利用する方式 [5], [6]，

読取装置が必要なため，USB ポートが必要であったり，ド

音声通話を利用する方式 [7], [8], [9], [10]，JAVA アプリを

ライバが必要であったりし，端末を限定する．よって先述

利用する方式 [11], [12] に分類でき，主に海外のネットバ

の端末確認技術と同様，ネットバンキングのビジネスモデ

ンキングや facebook，Amazon，Google などで利用されて

ルにそぐわない．よって本論文では生体認証，所有物認証

いる．これらは，二要素認証の課題であった，経済性，利
便性，および安全性のうちフィッシング攻撃系の課題を解

（読取装置必要型）は議論から除外する．
本論文では，所有物認証（読取装置不要型）を，インター

決するが，依然として，中間者攻撃は防御不可能である．

ネットのみで完結する一経路認証と，インターネットと電

また，音声通話を利用する方式は，通話の転送設定のパス

話網を併用する二経路認証に分類する（表 2）．一経路認

ワードを不正取得して，認証サーバからの通話を攻撃者に

証は従来の乱数表，ハードウェア型ワンタイムパスワード

転送させ成りすます攻撃事例が発生している [13]．

などが含まれ，本論文では HW トークンと定義する．二経

本論文では，インターネットの認証時に，利用者が電話
して発信者番号を通知することによる二経路認証技術を

路認証は電話網上のプロトコルに応じて分類でき，音声通
話を使う TEL トークン，SMS を利用する SMS トークン，

提案する．発信者番号は日本国内においては安全に利用で

ブラウザフォン・スマートフォンの JAVA アプリなどを利

き，本論文ではこれを前提条件とする．

用するアプリトークンに分類する．また TEL トークンは

本方式は，フィッシング攻撃系は当然ながら，従来技術

通話の向きで，発信型と着信型に分類可能である．提案方

では解決困難であった中間者攻撃系の防御が可能となる．

式は TEL トークン（着信型）に分類される．この分野は

また類似技術で課題であった転送による成りすましも防御

ネットバンキングの本人認証として実際に利用されている

できる．同時に他の二経路認証と同じく高い経済性と利便

分野である．以下，これらの類似課題の分析と，これから

性を実現可能である．

導かれる要求条件について述べる．

なお本方式は，すでに製品化されており [14], [15], [16]，
商用サービスとして利用されている [17], [18]．
以下，2 章では従来技術と要求条件について，3 章では
提案方式について，4 章では考察についてそれぞれ述べる．

2. 従来技術
ネットバンキングの不正送金対策技術は，ネットバンキ

2.1 従来技術の課題と要求条件
2.1.1 安全性の要求条件
トークン自体の安全性

TEL トークン（発信型）の場合，多くの電話会社の電話
の転送設定は，インターネットもしくは任意の電話から転
送設定サーバにアクセスして，対象となる電話番号，PIN，

ング利用者が行う対策 [19] と，ネットバンキングサービス

転送先の電話番号を入力すれば，だれでも変更すること

提供者が行う対策 [20] に分類可能である（表 1）．ネット

ができる [23]．攻撃者がフィッシングやソーシャル・エン

バンキングは，企業のシステムと異なり，利用者へ情報セ

ジニアリングなど，何らかの方法で，ユーザの電話番号と

キュリティ教育を強制したりすることは困難であり，また

PIN を入手できれば，ユーザの電話の転送設定をリモート

IT リテラシの低い層も利用者に含まれる．さらにサーバ

から変更し，攻撃者の電話機に通話を転送すれば，成りす

証明書の不正取得 [21] などを考慮すると，IT リテラシが

ますことが可能である（図 1）
．システム全体の安全性は，

高い層であっても，最善の注意義務を果たしたとしても騙

その最も低いところと一致するならば，この技術は所有物

される可能性がある．よって，利用者が行う対策のみでは

認証ではなく記憶認証レベルということもできる．ここで

不十分で，ネットバンキングサービス提供者が行う対策が

電話会社が，転送設定通知を，ショートメールでオリジナ

不可欠となる．

ルの携帯電話に送るようにすれば，本攻撃を察知すること

ネットバンキングサービス提供者が行う対策は，正当な
利用者であるかどうかを判別する本人確認技術と，アクセ
ス元の端末が正当な端末であるかどうかを判別する端末確
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ができる．ただし攻撃が即座に行われた場合，成りすまし
を防げない．
次に，アプリトークンについてであるが，これは携帯電話
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表 1 ネットバンキングの本人認証技術の分類

Table 1 Classification of control technology of remittance fraud of internet banking.

a

本例ではダイヤルアップ時の電話番号確認を示す．
表 2 所有物認証（読取装置型）の分類

Table 2 Classification of possession certification (Reading device-free model).

図 2 HW トークン（一経路認証）の中間者攻撃に対する脆弱性
図 1 TEL トークン（発信型）の脆弱性

Fig. 1 Vulnerability of TEL token (Outbound model).

Fig. 2 Vulnerability of HW token (One-pass authentication)
against man-in-the-middle attacks.

の個体識別情報を用いて認証を行う [24]．個体識別情報は

るため，多くの場合，盗難に気がつくのが次回の送金操作

HTTP リクエストのヘッダで送信されているにすぎず，容

時になるため，被害を即座に知覚できず，被害の拡大など

易に個体識別情報を書き換えられるという課題がある [25]．

を招くという課題があった．

また乱数表はコピーされる危険性，使いすぎると推測さ

中間者攻撃系に対する安全性

れる課題も存在する．
フィッシング攻撃系に対する安全性
所有物認証ならば必ずフィッシング攻撃を防げるとは限

中間者攻撃系とは，中間者攻撃，DNS ポイゾニング，
セッション・ハイジャック，サーバ証明書偽造などをさす．

HW トークン（一経路認証）では，これらが防御できない

らない．近年，フィッシングサイトに誘導し，すべての乱

ことが指摘されている．たとえば図 2 のように，利用者が

数を入力させる攻撃が発生しており [3]，乱数表は本要件を

自分の PC から，送金先，送金額，ワンタイムパスワード

満たせない．

を送信したとする．攻撃者は，このメッセージを途中で書

また本攻撃の類型として，HW トークンを物理的に窃盗

き換え，送金先と送金額を書き換え，ワンタイムパスワー

する手法も含める．HW トークンは認証専用デバイスであ

ドは素通りさせてしまえば，不正送金が可能である．さら

c 2013 Information Processing Society of Japan
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に送金結果画面も書き換えてしまえば，利用者は攻撃を検
知することさえできない．
他のサイバー攻撃への悪用困難性

新規・再配布コスト
個々のネットバンキング・ネットサービスごとに，トー
クンを郵送していては，社会コストの大きな無駄となる．

TEL トークン（発信型）は，不正取得した ID・パスワー

また HW トークンの場合，さらに，トークンの紛失・故

ドの入力により，迷惑電話を発生させることが可能である．

障・盗難・ワンタイムパスワード発行器の電池切れなどに

これは大量の迷惑電話を発生させる新たなサイバーテロや，

より，定期的に再発行する処理が発生し，ネットバンキン

電話回線輻輳による DOS 攻撃（Denial of Service attack）

グ側の運営コストを増大させる．二経路認証技術では，こ

の元凶となるというリスクがある．

の問題は軽減されるが，アプリトークンの場合，機種変す

SMS トークンは新たなフィッシング詐欺を助長するお
それがある．利用者は SMS で重要な情報が送信されてく
るという習慣がつくと SMS でのフィッシング攻撃に騙さ

るたびに個体識別情報を登録し直す手間が発生する．
認証コスト

HW トークンは認証ごとにコストは発生しないが，二経

れやすくなる．たとえば，
「情報流出にともなうセキュリ

路認証の場合は異なる．TEL トークン（発信型）は毎回

ティ強化のため」などの文言でフィッシングサイトへ誘導

通話料金がネットバンキング側に発生し，SMS トークン

して，ID やパスワード，口座番号に加えて，乱数表をすべ

はユーザが通信料を負担しなければならないという課題が

て入力させようとする事件が 2012 年 5 月に大量発生して

ある．

いる [26]．

大震災時の社会コスト

新規・再発行時の安全性

HW トークンの場合，大量に複数のネットバンキングに

完璧な認証技術でも，トークンの新規・再配布で成りす

トークンの再発行処理が発生し窓口がパンクする可能性が

ませては意味がない．たとえば偽造した保健証のコピーを

ある．また利用者には再発行までの間，送金ができないと

郵送し，空き家にトークンなどを郵送させる [27] などの余

いう課題がある．

地を作ってはならない．また，HW トークンをネットから

2.1.3 利便性

申し込めるようにする際も，注意が必要である．ID・パス

導入および利用時の利便性

ワードでログイン後，配送先を入力できるようにすると，

住基 IC カードや PKI は，その初期導入の煩雑さが普及

盗んだ ID・パスワードで，不正な住所を入力すれば，トー

の足かせになっていることが指摘されている [28], [29]．行

クンを不正取得されてしまう．

政システムと異なり，ネットバンキングなら，なおさら利

これに対して，携帯電話を利用したものは，この種の攻
撃に防御力がある．しかし，アプリトークンの場合は異な

便性の高いステムである必要がある．

1 つのトークンで複数の認証に利用できること

り，個体識別情報をどうやって安全に登録するかという課

HW トークンの課題として，そのネットバンキングの本

題が発生する．多くの場合，ID・パスワードを発行し，そ

人認証にしか利用できない認証専用ハードを，つねに持ち

れでログイン後，個体識別情報登録ページに遷移するなど

歩かなければならないという課題がある．またログイン対

の方式がとられるが，この場合も先と同様の問題が発生

象ごとにトークンを持ち歩く問題も存在する．

する．
大震災時の安全性

多くの場合，金庫や引き出しに HW トークンを保管して
しまうので，震災時に，カード類や実印などと一緒に HW

津波など一刻を争って避難しなければならないとき，す

トークンを探して逃げ出す手間や，HW トークン所持し忘

べてのキャッシュカードや，実印，HW トークンを持ち出

れによる送金機会の遺失などの課題がある．二経路認証で

すのは不可能である．これらが津波の瓦礫の中に放置され

は，1 つの携帯で複数のネットバンキングの認証に利用で

たり，放射能汚染で長期間，帰宅できなかったりする場合，

きるため，この問題は解決できる．

盗難にあい不正使用されるリスクが発生する．

安全性と利便性の両立

2.1.2 経済性
普及性

HW トークン，TEL トークン（発信型），SMS トーク
ンなど，ワンタイムパスワード系すべてにおける課題とし

アプリトークンは，3G 携帯電話では利用できたが，一部

て，安全性と利便性がトレードオフになるという課題があ

のスマートフォンでは対応できないなど，安定的・永続的

る．ワンタイムパスワードが長ければ安全性は向上するも

に利用できないという課題がある．SMS トークンは，SMS

のの，入力の手間が増え利便性が下がる．逆に短ければ利

非対応機種や SMS 非契約者，固定電話では利用できず，全

便性は向上するが，安全性が低下するという課題がある．

国民的に利用できるとはいえない．また一部の IC カード

3. 提案方式

のように USB 接続が必要であるとか，Windows XP でな
ければならない，ブラウザは IE6 でなければならないとい
うことにも課題がある．
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この章では我々が提案する，電話網の発信者番号通知機
能を利用した本人認証技術について述べる．
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図 4

電話認証要求画

Fig. 4 Telephone authentication screen.
図 3 基本原理

Fig. 3 Basic principle.

合とほぼ同じ手続であることに注目されたい．ユーザはこ

3.1 システム構成と役割

れを受け取ると，A の電話番号を P のアドレス帳に保存

ユーザの端末 X

する．

一般的な PC などの端末であり，スマートパッドであっ
てもかまわない．また OS もブラウザも任意でよい（図 3）
．
ユーザの電話機 P

3.3 資金移動
［手順 2-1］第 1 認証 X → B

050，090，080，03 など電気通信番号が付与されておれ

第 1 認証とは残高照会など簡易なコマンドのための本人

ば，固定電話・携帯電話・PHS・ビジネスフォンなどすべ

認証である．多くのネットバンキングでは，安全性より利

て利用可能である．ただし Skype など電気通信事業者法に

便性を重視しパスワード認証を採用している．また記憶認

定める電気通信サービス以外のソフトフォンは，発信者番

証と所有物認証の組合せ（多要素認証）が勧められている

号偽造対策が保証されていないため，本論文では対象外と

ことから，本論文でも，記憶認証・所有物認証（読取装置

する．本論文執筆時では，日本国内において Skype からは
発信者番号通知サービスは利用できない [30]．
銀行サーバ B

X とインターネット（HTTPS）を介して接続されてお
り，X からの送金指示を受け，認証サーバ A に本人認証要
求の後，資金移動を行う．このサーバには，預金者の個人
情報が保存されており，ID，パスワード，電話番号，残高

不要型）
・暗号利用の併用案を採用する．
［手順 2-2］資金移動内容の送信 X → B
本例では，Y（Y1 銀行 Y2 支店 口座番号 Y3）に対し
て Z 円送金する．フォームにこの内容を入力し OK ボタン
を押す．まだこの段階では資金移動は実行されない．
［手順 2-3］第 2 認証要求画面の表示 B → X
電話認証を要求するメッセージを表示する．たとえば端

などが保存されている．

末 X に「登録した電話から，60 秒以内に，認証サーバに電

認証サーバ A

話して，音声ガイダンスで送金内容を確認後，確認番号を

VPN（Virtual Private Network）もしくは SSL-VPN な
ど安全な経路を介して B と接続されており，B からの認証

入力してください」といった内容が表示される（図 4）．
［手順 2-4］電話認証代行要求 B → A

依頼を受け付け，結果を返す．A は電話網にも接続されて

B は A に対して，以下を含む認証代行要求メッセージ

おり，P からの通話を受け付け，発信者番号の検知と，音

を，安全な通信路を介して送信する．ただし確認番号は，

声ガイダンスによるセッション番号の送出を行う．本質的

Y1，Y2，Y3，Z の文字列を連結させたものに，毎回変わ

には B と一体化してもよいが，本論文では複数の銀行サー

る乱数を連結させ，ハッシュをかけ 4 桁程度にしたものと

バで共有可能な認証 ASP（Application Service Provider）

する．

を想定して記述する．認証サーバ A の電話番号は，あらか

• P の電話番号

じめユーザに伝えられているものとする．

• 資金移動内容：Y の情報（Y1 銀行 Y2 支店 口座番号

3.2 初期登録

• 確認番号 S

Y3），送金額 Z
［手順 1-1］電話番号を記入した申込書の送付
登録の仕方としては，通常の商習慣と同様に，住民票の

［手順 2-5］通話開始・発信者番号送信 P → A
電話帳 P から A の電話番号を選び，通話開始．電話網

コピーなど本人確認書類および，届出印が押印された口座

を通じて P から安全に発信者番号が送信され，A は着信応

開設申込書に，P の電話番号を記入して郵送する．ただし

答を行う．

登録可能な電話番号は国内の電話番号（0 から始まる番号）
のみとする．
［手順 1-2］ID・パスワード・認証サーバの電話番号を本
人限定受取郵便で送付

ID・パスワード・A の電話番号が，本人限定受取 [31] で
郵送されてくる．このフェーズもパスワード認証のみの場

c 2013 Information Processing Society of Japan


［手順 2-6］確認ガイダンス送出 A → P
合成ガイダンス「Y1 銀行，Y2 支店，口座番号 Y3 に，Z
円を送金実行します．よろしければ確認番号 5873 を端末
に入力してください」
（図 5）
［手順 2-7］電話認証結果の送信 A → B
認証成功/タイムアウトなどが送信される．
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を用いたりする [35] などして 3G 携帯電話と同等の安全性
を実現することが可能である．
図 5 音声ガイダンス

Fig. 5 Audio guidance.

よって，たとえ攻撃者が発信者番号を知ることができた
としても，成りすましはできない．
日本国内においては総務省令 [36], [37], [38] および TCA
ガイドライン [39], [40] によって，各電話会社が対策の実施
をしている [41], [42]．
海外では発信者番号をユーザが書き換えられる国や電話

図 6 通話履歴

Fig. 6 Telephone call history.

会社が存在するため，本技術は世界共通で利用することは
できない．ただし，その国で発信者番号を書き換え，国際
通話を用いて，日本国内のサーバに不正ログインしよう

[手順 2-8] セッション番号の入力 X → B
利用者は，X に確認番号を入力し OK ボタンを押す．こ

とした場合，発信者番号は “0” 以外から始まる番号とな
り [43]，成りすましを判別することができる．よって日本

のとき，入力された確認番号は FORM の password 属性に

国内においては，本条件を満たすといえる．

より非表示化されるものとする．

フィッシング攻撃系に対する安全性

［手順 2-9］資金移動・資金移動成功画面表示 B → X

B は A から認証成功，および X からの確認番号が正し

本方式の場合，攻撃者が ID・パスワードを盗んだとして
も，
［手順 2-1］第 1 認証 X → B は突破できるが，
［手順 2-5］

ければ，資金移動を実行し，X に結果を表示する．また携

通話開始・発信者番号送信 P → A を突破できず，フィッシ

帯電話には図 6 のように通話履歴が残る．

ング攻撃による不正送金を防ぐことができる．ここで，攻

［手順 3-1］電話番号変更
申込書に新しいユーザ ID，電話番号を書いて，
［手順 1-1］
で登録した印鑑を押印のうえ，郵送する．

4. 考察
この章では，3 章で提案したシステムに関して，安全性・
経済性・利便性の観点から考察を加える．

撃者が P の発信者番号まで盗んだとしても，トークンの安
全性で述べたとおり，成りすますことができず不正送金を
防ぐことができる．
ショルダバック攻撃の場合，これは同じタイミングで攻
撃者が別セッションでログインしようとするものであるが，
本方式では攻撃者は音声ガイダンスで伝えられる確認番号
を知ることができず，この攻撃を防御することができる．
万が一，利用者がスピーカモードなどで利用しており，確

4.1 安全性

認番号が攻撃者に分かったとしても，
［手順 2-4］電話認証

トークン自体の安全性

代行要求 B → A により，異なる送金先には利用できない確

発信者番号の偽造に対する安全性について以下で考察
する．

認番号なので，ショルダバック攻撃は防がれる．
次に，携帯電話の物理的盗難（紛失・貸与，もしくはス

構成要素として，交換機網，交換機と電話端末をつなぐ

マートフォンのマルウェア感染などを含む）により，攻撃

アクセス網，電話端末の 3 つに分けられる．交換器網は物

者が電話を発信できる場合について考察する．本攻撃が行

理的に保護されている，もしくは暗号化されている閉域網

われても［手順 2-1］第 1 認証 X → B を突破できないので，

であり，発信者番号の偽造は困難である．アクセス網と電

不正送金は防ぐことができる．機種変更の場合は，旧携帯

話端末の安全性については，サービスごとに異なる．

電話から SIM チップが抜かれており，P の発信者番号で

3G 携帯電話については，アクセス網は AKA（Authen-

通話することができないので，成りすましができない．な

tication and Key Agreement）[32] で暗号化されている．

お，携帯電話は認証以外に通話やメールやスケジュール確

AKA は今日まで脆弱性が見つかっておらず，その安全性

認などにも利用するので，盗難にあうと即座に知覚・利用

は評価されている [33]．電話端末について，AKA の鍵を

停止などすることができる．また，固定電話の場合は，家

格納する SIM チップは耐タンパであり，不正読み取りは

宅侵入して固定電話を不正利用する必要があり，非常に心

困難である．

理的障壁が高く，他の方式に対する優位性がある．

固定電話（加入電話や光 IP 電話）の場合，電話端末を識

中間者攻撃系に対する安全性

別するのでなく，アクセス回線ごとに，発信者番号が割り

本方式において，X と B の間で中間者攻撃が行われ，送

振られているので，異なる回線からの成りすましはできな

金内容が書き換えられたとしても，
［手順 2-6］確認ガイダ

い．当該回線のワイヤタップは電線や屋内配線へのアクセ

ンス送出 A → P で，利用者が検知可能であり，不正送金を

スを必要とするため物理的に困難である．また，光 IP 電

防止できる．たとえサーバ証明書が偽造されていても，音

話の場合は，電話端末を SIM 挿入可能としたり [34]，AKA

声ガイダンスで確認という，IT リテラシが低い層でも分か
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りやすい方法で阻止できるという特長がある．

4.2 経済性

他のサイバー攻撃への悪用困難性

普及性

本方式で，大量に不正取得された ID・パスワードを入

本方式は音声通話および発信者番号通知しか利用してお

力されても，TEL トークン（発信型）のように大量の電話

らず，安定的・永続的に利用できる．またすでに普及して

がかかることはなく，これによる DOS 攻撃の心配もない．

いるすべての電話機（全電話会社，全機種，あらゆる契約

攻撃者の電話から大量の通話を発生させる DOS 攻撃も考

形態）で利用できるので全国民的に利用できる．端末も，

えられるが，これは，各電話会社が提供している迷惑電話

読取装置が不要なので，全端末，全 OS 対応可能となる．

お断りサービスを利用すれば対処可能となる．

新規・再配布コスト

またネットバンキングから電話がかかってこないので，

本方式の特徴として，電話機の初期配布コストおよび，

新たなフィッシング攻撃を助長することもない．

本人審査コストが不要である点があげられる．電話会社も

新規・再発行時の安全性

しくはユーザが，これらのコストを負担しているが，これ

本方式の場合，
［手順 1-1］電話番号を記入した申込書の

は本認証システムのために負担しているのではなく，電話

送付により，安全かつ簡便に電話番号の登録を行う．次に

サービス利用のために負担しており，本方式側ではこれら

［手順 1-2］ID・パスワード・認証サーバの電話番号を本人

を無料で利用できる．

限定受取郵便で送付する．これにより，郵便局員による免

次に，他の二経路認証同様，紛失・故障・盗難時の再配

許証など原本確認のうえ，ID・パスワードの手渡しを行っ

布コストが発生しないという特徴がある．ただし利用者が

ている．さらに電話機は，本方式とは独立に，電話機の販

電話番号を変更した場合は，
［手順 3-1］電話番号変更の

売時，電話会社による本人確認，および電話機の手渡しが

ようにオフライン・コストが発生する．電話番号変更は，

行われている．携帯電話の場合は携帯電話不正利用防止

紛失・盗難・故障に比べても，発生頻度が非常に少なく，

法 [44] より厳格に運用がなされており，また固定電話の場

MNP（携帯電話番号ポータビリティ）などを考慮すると，

合は，該当の住居・オフィスにまで出向いての電話線工事

オフラインを用いても，全体に与える影響は少ない．

が必要となる [45], [46]．さらに電話料金支払いのため，銀

認証コスト

行もしくはクレジットカード会社による本人確認も経てお

本方式のデメリットとして，認証のたびに通話料金が発

り，複数回，複数組織において本人チェックが行われるた

生する課題がある．しかし，本例のように第 2 認証のよう

め，従来方式に比べて，安全性が高いといえる．

に発生回数が少ないものに適用すれば，ビジネスモデルに

次に，機種変更・紛失・盗難・故障時について述べる．同

大きな影響は与えない．また，TEL トークン（発信型）や

じ電話番号を利用する場合は，ネットバンキング側は対応

SMS トークンの課題であった，ネットバンキング側・利

不要となり，再発行処理におけるセキュリティリスクを軽

用者どちらか一方にしか課金されないという問題は，認証

減できる．電話番号変更する場合は，
［手順 3-1］電話番号

サーバ A の電話番号を着信課金番号もしくは発信者課金番

変更のようにオフライン手続きをとる必要がある．通常，

号を使い分けることにより解決可能となる．ネットバンキ

電話番号変更時，元の電話番号は利用停止になっているた

ングの認証技術としては，利用者に通話料金を負担させる

め，電話番号変更をオンラインで行うことができない．こ

不利益変更は好ましくないのでこの特徴は重要である．ま

こで安易に第 1 認証（記憶認証）のみで，電話番号の変更を

た着信課金を用いると，通話料金のボリュームディスカウ

受け付けると，攻撃者の電話番号を登録することが可能と

ントが受けられる可能性も出てくる．

なる．廃止された電話番号が電話会社により他の利用者に

大震災時の社会コスト

再割当てされるが，攻撃者はどの利用者に再割当てされる

本方式ならば，HW トークンのように銀行やクレジット

かは不可知であり，また新利用者も，その番号がどのネッ

カード会社ごとに利用停止・再発行処理が不要となり，大

トバンキングの，どの ID・パスワードに対応付けられてい

幅な社会コスト削減が可能となる．

たかは不可知であるので，再割当てによる成りすましは，
考慮不要である（パスワードが偶然に他人と同じであって

4.3 利便性

も，不正利用できないという問題と似ている）
．

導入および利用時の利便性

大震災時の安全性
本方式の場合，携帯電話さえ持って逃げればよく，また

本方式では，読取装置の追加購入やドライバのインス
トールなどいっさい不要であり，携帯電話側も何もインス

置き忘れたとしても，携帯電話のロックや，電話会社に連

トールする必要がないので，IT リテラシが低い層でも簡単

絡して利用停止するなどが可能であり，HW トークンに比

に利用できる．また携帯電話を買い替えても電話帳をバッ

べ安全性が向上している．

クアップ・リストアすれば，A の電話番号を再度，電話帳
に登録しなおす必要もない．ただし，電話番号を変更する
場合は，オフライン手続きの間，一時的に利用できなくな
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表 3

類似技術との相対評価*1

Table 3 Comparison of authentication methods.

るという不利便性がある．しかし実生活において電話番号
の変更は，迷惑電話多発時などに行われるため，発生頻度
が少なく，利便性に与える影響は少ない．

5. おわりに
本論文では，音声通話の発信者番号通知機能を利用した，

認証時の操作も，HW トークンのように認証専用デバイ

ネットバンキング用本人確認技術の提案を行った．考察に

スを探す必要がなく，いつも利用している電話機を利用す

おいては，大震災時を含め，安全性・経済性・利便性の観

ればよい．また毎回，長いワンタイムパスワードを記憶す

点で行った．従来，ワンタイムパスワードや乱数表では防

る面倒さもない．押すボタン数で比較すると，TEL トーク

御できない中間者攻撃は，本方式のような二経路認証技術

ン（発信型）や SMS トークンと，ほぼ同程度といえる．

で防御可能である．しかし本方式以外の二経路認証は，実

なお，本方式の制約としては，インターネット接続に加

質記憶認証レベルであったり，特定の機種でしか使えない

えて電話が必要になる点，震災時に電話回線が不通になっ

などの課題があるが，本方式ではこのような問題はない．

た場合に利用できないという点がある．

また本方式は，従来技術で課題であった，トークンの新規・

1 つのトークンで複数の認証に利用できること

再配布コスト問題を解決し，読取装置が不要なためあらゆ

本方式は，他の二経路認証技術同様，トークンを携帯電

る端末，OS，ブラウザで利用できる．また音声通話しか利

話に集約することができ，トークン・ネックレス問題を解

用しないので，全電話会社の全機種で安定的・永続的に利

決できるとともに，大震災時の瞬時の避難の迅速化にも役

用できる．電話をかけるだけなので，IT リテラシが低い層

に立つ．

も説明書不要で利用できる．

安全性と利便性の両立
本方式でも確認番号の入力はあるが，これはワンタイム
パスワードではない．本方式の場合，利用者が電話をかけ

今後は，発信者番号が保証されていない海外での実現方
法，および本方式の応用について研究・提案していく予定
である．

ることに，認証の本質的な部分があり，確認番号はショル

謝辞 本論文の製品化にご尽力いただいたエヌ・ティ・

ダバック対策のみのものであるため，短くてもさほど安全

ティ・コミュニケーションズ株式会社およびエヌ・ティ・

性に影響を与えない．これに対し，TEL トークン（発信

ティ・ソフトウェア株式会社の方々に謹んで感謝の意を表

型），SMS トークンの場合，着信応答・受信に認証の意味

する．

はなく，不正な ID・パスワードによるものであっても，利
用者は着信応答・受信をしてしまう．認証の本質的な部分
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