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� はじめに

企業活動の多くがインターネットを介して行われ
ている現在，企業間取引におけるセキュリティは最
も重要な問題の一つである．トランスポートレベル
のセキュリティについては ���が広く用いられてい
るが，これだけでは非否認性 �������	
�������の保
証 �しらばくれ防止�を保証することができず，電子
署名技術を用いる必要がある．

法律的な観点から見てみてみると，����年 �月 �

日に、米国に続き日本でも「電子署名認証業務に関
する法律」�����電子署名法�が施行され、適正な電子
署名が付されている電子文書が印鑑の押された文書
と同等の効力を持つようになった．署名された文書
は，紙の文書と同様に保存され，監査を受ける．ト
ランスポートレベルでの暗号や署名ではなく，�保存
された�文書そのものに対する電子署名の重要性が
高まっている．

一方，���は ���システムにおけるデータ記述
および交換のためのフォーマットとして現在急速に普
及しつつある．����文書と比較して，複雑なデー
タ構造を持つビジネスデータ �例� 注文書�を記述す
ることができる．しかし，���文書はテキスト形式
であるので，文書交換時になんらかのセキュリティ
機能が提供されなければならない．

このような背景から，���文書に対する電子署
名の重要性が現在注目されている．もちろん，どの
ようなアルゴリズムを使ってどのような形式で署名

を行うかについては，標準技術として規定されるべ
きであり，現在，���文書に対する電子署名の標準
化活動が���および  !�"で行われている．本論
文執筆時ではまもなく���勧告となる予定 ���であ
る � !�" からはすでに #"� ��$%として公開され
ている）．

例えば，���形式でビジネスデータを交換するシ
ステムを考えてみよう �図 ��．このシステムは，&��	'

経由で注文書 ���を受け取ると，バックエンドア
プリケーションで処理を行い，確認書���を返す．

このシステムに ���電子署名機能を付与する必
要が生じたとしよう．典型的な手法は，確認書���

を生成する際に署名ライブラリを呼び出し署名をす

る方法である．しかし，これでは既存システムを変
更する必要があるし，変更部分がセキュリティホー
ルとなる危険性も高い．いかに既存のシステムを変
更することなく，セキュリティ機能を分離した形で
システムを構築できるかが特に現実的なシステムで
は重要となる．

本論文では，既存のアプリケーションに全く手を
入れずに ���文書に署名するシステムについて述
べる．このシステムは，署名プロキシと署名サーバ
で構成される．署名プロキシは，���文書を交換す
るアプリケーションの間に置かれ，ネットワーク上
を流れる���文書を監視する．���文書は内容に
応じて署名および検証サーバに送信し署名や検証を
行うことができる．署名検証処理をプロキシ部分で
行うことにより，両端のアプリケーションは電子署
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図 �( 既存の ���システム

名に感知せず ��� 文書を処理することができる．

そのほかの機能として，署名時には，文書の内容
と選択規則に応じて署名鍵を使い分けることができ
る．また，署名された文書はデータベースに格納さ
れ，文書の要素単位でのアクセスコントロールが付
与される．

近年，ソフトウエアコンポーネントを，���を
インターフェイスとし，疎 �)��'�)* +�
	)���でかつ
動的な結合を行う��, サービスのモデルが注目を
集めている．��� 形式のメッセージを送受信する
軽量な #-�を実現するための仕様である �./-���

を用いることで，これまでの/- 中心の結合ではな
く，アプリケーションやプラットフォームに依存し
ないアプリケーション連携が可能になる．

本論文では，署名および検証機能を��,サービス
���, ���0�+�'���� %�として定義する．メッセージの
形式として用いられる �./-は，トランスポート層
に依存しないので，メッセージングをを &��	�'� で
行ったり��''1� 2
�
� を使って実現することが容
易にできる．

第 �章では，著者らが開発したシステムの全体構
成について述べ，第３章では署名プロキシの，第４

章では署名サーバの詳細について述べる．

� システム構成

本システムの構成を図 �に示す．アプリケーショ
ンの間に署名プロキシを置き，これがアプリケーショ
ン間で交換される���文書を認識し，内容に応じて
署名および検証を行うサーバを通じてセキュリティ
サービスを呼び出す．例えば，企業/のアプリから
企業 �のアプリへ注文書を送ったと仮定し，どのよ
うに ��� 文書が処理されるかを見てみよう �署名
サーバと検証サーバは同一コンポーネントとして動

いていてもよい�．

� 注文書が，企業 /のアプリ/から出力される．

� 注文書は，企業/の署名プロキシ �-��3* /�を
通過する際に，署名サーバに送られ署名が施さ
れて，企業 �に送られる．

� 企業 �では，�側の署名プロキシ �-��3* ��が
/の署名付き注文書を検証サーバに送り署名の
検証が行われる．
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� 検証サーバから -��3* �に署名結果が返され，
署名が正しければ署名部分をはぎ取り，アプリ
�に注文書を渡す．

� アプリ � は注文書を受け取り，必要な処理を
行った後で確認書を生成し，/に送り出す．

� 確認書は -��3* �を再び通り，署名サーバに送
られ �の公開鍵で署名され，�の署名付き確認
書として /に送られる．

� /では，-��3* /が�の署名付き確認書を検証
サーバに送り，正しければ署名をはぎとった確
認書がアプリ /に送られる．

このように署名プロキシが，ネットワーク上を流
れる ���メッセージを認識し署名検証作業を行う
ので，アプリ /� アプリ �は署名や検証に関して何
も関知する必要がないし，アプリケーションの修正
も要らない．
これは，次の �つの点で重要である．

� 現実のシステムでは，���文書に対するセキュ
リティの機能が後から追加されることが多い．

� 既存のシステムに安易にセキュリティ機能を追
加するのはセキュリティホールを作る原因とな
る．そのため，ビジネスロジックを実行するア
プリケーションとセキュリティ機能は分離して
設計4 実装することが望ましい

それでは，次章で署名プロキシと署名サーバの詳
細について説明する．

� 署名プロキシ

署名プロキシは，アプリケーション間で交換され
る���文書を監視し，署名4検証サービスを呼び出
すコンポーネントである．�*�� �スイッチのような
ハードウエアを使うことで，プロキシを透過 ����'�

	�����にすることができる．あるいは，サーブレッ
トなどソフトウエアで実装することもできる．図 �

の構成にもしめすように，署名プロキシはいわゆる

&��	 プロキシあるいは逆 ���0��'�� プロキシの役目
を果たす 1��5*として用いられる．

署名プロキシの構成を図 �に示す．署名プロキシ
の動作は，前章で説明した通りであるが，各コンポー
ネントは以下のような動作を行う．

�� ������� �&�+6�� は ���文書を解析し，署名
あるいは検証が必要かを判定する．署名につい
ては，署名が必要な ���文書の 7�7あるい
はルート要素のリストと照合することで行われ
る．また，���4 !�"の仕様に基づいた署名
つき���文書には，��1��
��要素が含まれる
ので，これをトリガーにして検証サービスを呼
び出す．

�� 署名サーバは，��,サービスとして構築されて
おり，�./-形式の���文書を入出力とする．
既存の ���システムが �./-をサポートせず，
単なる���文書をやりとりしている場合には，
署名サーバに送る前に，�./-形式 ����形式
でもある�に変換する ��./- ��		���．署名
サーバから返される �./-形式の文書を単なる
��� 形式に再変換する ��./- 8�5�		���．
そもそも既存のシステムが �./-形式でやりと
りしている場合には，このコンポーネントは不
要である．

�� 署名プロキシと署名サーバ間では，�./-形式
のメッセージが交換される．�構文については次
章参照�．�./-は，もともとは���ベースの
リモート手続き呼び出し �#-�� として開発さ
れたものであるが，送る対象の ���文書をく
るむ封筒 �!�0�)�	��としても考えることができ
る．�./-を用いることで，トランスポートか
ら独立したメッセージのやりとりを定義するこ
とができる．著者らのシステムでは，�./-を
用いたメッセージ交換のためのミドルウエアと
して /	+&� �./-�9� を用いており，&��	'と
 �� ��''1� 2
�
� ��2� をトランスポート
して用いるための拡張を行っている．
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図 �( 署名プロキシと署名サーバ

図 �( 署名プロキシの構成

� 署名検証サーバ

��� 構成

署名検証サーバは，署名プロキシから署名対象あ
るいは検証対象の受け取り，処理を行う��,サービ
スである．�./-形式をインターフェイスとすること
で，さまざまなトランスポートプロトコルを用いて，
サービスを提供することができる．図 �に署名検証
サーバの構成を示す．署名プロキシから送られてき
た �./-形式の署名リクエストに対し，内容に応じ
て署名鍵を選び ����節参照�署名を行う．あるいは署
名つき文書に対する検証要求に対してサービスを行

図 �( 署名検証サーバの構成

う．コアとなる���電子署名ライブラリとして田村
が開発した ��� ��+
���* �
��� :�� ;0 �3''�<��$�

を用いている．署名された ���文書はデータベー
スに書き込まれ ����節参照�，署名プロキシに戻る．

図 %に，署名サービスの入力例を示す．この���

メッセージのルート要素は !�0�)�	�要素である．接
頭辞 �./-�!=> は，現在���に提出されている
仕様に基づく �./-の名前空間を表す．!�0�)�	�要
素は，�����要素 �図 %では出現しない�と���*要
素からなる．メッセージの宛先やメッセージ送達の
途中で実行されるインターメディアリによって解釈
される様々な情報が格納されるのが �����要素で，
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最終目的地である端点アプリに渡すデータが格納さ
れているのが���*要素である．���*要素の子供要
素である ��1�要素が，署名サービスへの実質的なリ
クエストを表現する．署名リクエストでは以下に示
す情報を設定する．

� 署名対象の���メッセージの指定．��1��要
素の子供要素としてリクエストに含めるか，8# 

属性で署名対象の8# を指定する．メッセージ
の一部を署名対象にすることもできる．

� 署名結果の形式指定� ��?	)��要素の子供要素
としてリクエストに含めるか，8# 属性で署名
対象の 8# を指定する．

署名文書の形式は，サービスの要求者によって変
わり得る．署名ブロックは，��1��
��要素で表され
るが，例えば，あるアプリケーションでは，署名ブ
ロックは，注文書 ���文書の一部として現れるか
もしれないし，別のアプリケーションでは，署名ブ
ロックの中に署名対象の文書が含まれるかもしれな
い．このような要求に柔軟に対応するために，テン
プレートを用いてサービス要求者が署名結果の形式
を指定することができる．図 9にテンプレートファ
イルの例を示す．この例は，署名ブロックの中に署
名対象文書が含まれる ���0�)�	��� 署名文書形式を
示している．署名サービスは，このテンプレートを
受け取ると内部を解析し，使用する正規化および署
名のアルゴリズムを検出する．署名リクエスト �図 %�

によって指定された署名対象に対して署名を行いそ
の結果は，��1��
��>)
�要素中に格納される（テ
ンプレートでは空要素になっている�．さらに，テン
プレート中の 0)
�.:��1��要素をマクロとして認
識し，署名対象文書と置き換える．テンプレート中
で使えるマクロには以下のものがある．

� 0)
�.:��1�� 署名対象の要素で置き換えられ
る．

� 0)
�.:��?�'�?	署名された時間を表すタイ
ムスタンプで置き換えられる．

� 0)
�.:=��+� 署名サービスによって付けられ
る一意の番号で置き換えられる．

��� 内容に応じた鍵選択

署名検証サーバでは，複数の鍵を管理し署名対象
メッセージの内容に応じて適切な署名鍵を選択するこ
とができる．これは以下のような場合に有効である．

� /社むけの注文書と �社向けの注文書で署名を
使い分けたい．

� 取引金額が ���万円以上であれば課長の署名，
そうでなければ担当者の署名が必要である．

� 毎日 @時から %時までは正規の鍵で，それ以外
は別の鍵で署名したい．

著者らが開発したシステムでは，;0�の鍵スト
アに格納された複数の署名鍵 �公開鍵�を���文書
の内容に応じて変更することができる．図 $に，鍵
選択設定ファイルの例を示す．設定ファイルは，鍵
情報を表現する 6�*'要素と鍵選択規則集合からなる
�
)�'要素からなる．6�*要素は，一つの鍵に関する
情報 �鍵エイリアス名，6�*'����のパスワードなど�

を表現し，�
)�要素は一つの鍵選択規則を示す．さ
らに �
)�要素は，選択条件 �+����'���� 要素�と条件
にマッチしたときの動作 �+���� 要素� からなる．選
択条件としていくつかの組み込み述語からなる論理
式を指定する．表 � に組み込み述語の一覧を示す．

鍵選択ルーチンでは，�
)�要素中の選択条件を上
から順に評価し，最初に真であった条件に対応する
動作を行う．実際には，+����要素には，6�*'要素
で定義されている鍵情報へのリンクが記述されてお
り，これをもとに適切な署名鍵を選択する．すべて
の条件にマッチしない場合はデフォルト規則にマッ
チし鍵が選択される．

��� 署名付き文書の保存とアクセス制御

署名サーバによって署名された文書，検証サーバ
によって検証された文書はデータベースに保管され
る．電子署名法の施行により電子的に署名された文
書が従来の紙ベースの署名と同じ効力を持つことが
保証されることで，取引文書をすべて電子的に持つ
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図 %( 署名サービスへの入力

表 �( 組み込み述語
述語名 説明 例
����� ある要素名が署名対象

文書中にあれば真
������	
�� �
����������
��
�
����� �������
�����注文書���
�
������
�������	
���

���
� ある要素の内容がある
文字列と一致すれば真

������	
�� �
������
���
��
�
����� �������
�����注文書������
�
������
��
�
����� �������������������
�
������
�������	
���

������ 署名する時間がある時
区間にあれば真

������	
�� �
���������� �
��
�
����� ����������������������
�
������
��
�
����� ����������������������
�
������
�������	
���

���
�� 署名する時間がある日
区間にあれば真

������	
�� �
������
����
��
�
����� ������
��������������������������
�
������
��
�
����� ������
��������������������������
�
������
�������	
���

���
�����
� ある要素の内容が一定
数より大きければ真

������	
�� �
������
�����
���
��
�
����� �������
������物件総金額���
�
������
��
�
����� ������������������
�
������
�������	
���

������
� ある要素の内容が一定
数より小さければ真

������	
�� �
���������
���
��
�
����� �������
������物件総金額���
�
������
��
�
����� ������������������
�
������
�������	
���

�� 
���!	���
 文書全体がある ���
あるいはスキーマに対
し "
��� であれば真

������	
�� �
����� 
���!	���
��
��
�
����� �������������#�����������$%������
�
������
�������	
���
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ことが可能になるが，文書の保管や取り扱いに関し
ては，適切な管理が要求される．また，紙文書と同
じようにさまざまな監査の対象となる．
著者らが開発したシステムでは，署名された文書

あるいは検証対象の文書 �とその検証結果�は，自動
的にデータベースに格納される．データベースには
関係データベース � �� 7�� 87�� が用いられて
おり，文書全体を ��.�データとして格納すると共
に，テキスト内容とその�-�&の値の組を表に格納
することで，内容による検索を可能にしている．
さらに，格納された���文書に対し，工藤らが開

発した ��� /++�'' ������) ��1
1� ��/����A�

を用いて要素レベルのアクセス制御が提供される．
�/�� が提供するアクセスポリシーを用いて，例
えば，

� 部長以上の役職を持つユーザだけが，�������円
以上の �取引価格�要素の内容を読むことがで
きる．

� 事業部に属すユーザは，�取引先�用の内容を
読むことができる．

という制約を記述することができる．役職や部署と
いったユーザに関する役割 �ロール�は，��0�)� -�)�+*

7���+���のようなシステムを用いて一元的に管理す
ることもできるし，システム固有の機能を用いるこ
ともできる．著者らは，�/��によるアクセス制御
機能つきの格納文書照会B8 を開発した．ユーザの
ログイン時に対応するロールが付与され �ユーザ名
とロールの対応は照会システムが行う），���文書
の閲覧時に許された部分だけが表示される．

� おわりに

本論文では，既存のアプリケーションを修正する
ことなしに適用可能な ���電子署名システムにつ
いて述べた．本システムは，��, ���0�+� として署
名検証機能を実装することにより様々なネットワー
ク環境に柔軟に適用可能である．また，複数の署名
鍵を内容に応じて選択する機能，文書の保管と細粒
度のアクセス制御を行う機能を説明した．

��� 文書に対する電子署名技術は，技術の標準
化，関連法案の施行に伴い今後さらに重要な技術と
なる．今後の課題としては，既存の-C �-
,)�+ C�*

 �:�'��
+�
��� 技術との組み合わせることで強固な
セキュリティ基盤を提供すること，��, ���0�+�'技
術と組み合わせることで，さまざまなアプリケーショ
ン，ネットワーク環境に柔軟に適用する点があげら
れる．
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図 9( 署名テンプレートの例
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図 $( 鍵選択ファイルの例
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