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あらまし 個人情報の流出問題などのプライバシ問題を防ぐ手法として，グループ署名やブラインド署
名などを用いた多くの匿名認証技術が提案され，様々なサービスへの応用が考案されている．しかし，膨
大な計算量が必要となることや，権利の失効の困難さ，仕組みのわかりにくさなど問題点もある．我々の
研究グループは，ユーザの ID と個人情報を一括に管理する主体を設けることによって，サービスの提供
者には ID のみが提出され，個人情報の移動が最小限に抑えられる認証システムを提案した．本稿では，
認証システムに求められる性質を定義し，グループ署名を用いた認証と ID を用いた認証の特徴を明確に
する．さらに，これらの認証方式を用いた注文システムに注目して，実用の観点からの詳細な比較を行う．
キーワード プライバシ，個人情報保護，匿名認証，ID 管理

1

はじめに

では，利用者を特定する必要がないため，サービス提供
者は個人情報を管理する必要がない．しかし，膨大な計

家庭用コンピュータやブロードバンドネットワークの

算量が必要となることや，権利の失効の困難さ，仕組み

急速な普及により，様々なサービスの授受をコンピュー

のわかりにくさなど問題点もある．

タ上で行う機会が増加している．一般にサービスを提供

我々の研究グループでは前述の個人情報流出問題に対

しようとする主体 (サービス提供者) は，サービスを受

し，各サービス提供者に対して異なる ID を対応させる

けようとする主体 (利用者) を確認するために ID やパス

認証システム (PID システム) を提案した [3]．ここで

ワードを用いて認証を行う．サービス提供者は利用者に

ID とは，利用者とサービス提供者間で共有する秘密情報
とする．以下本稿では，ID はこのような意味で用いる．

サービスを受ける権利を与える際に，個人を特定できる
だけの情報を提出させることが多いため，新たなサービ

このシステムでは，概念的に，各利用者は，長いビット

スを享受しようとする度に，この意味での個人情報が流

列を ID とし，その部分 ID を各サービス提供者と共有

出するリスクも増すことになる．これは利用者にとって

する．ID と個人情報は信頼できる管理者 (発行者) が管

も大きな問題であるが，個人情報保護法の成立した現在

理し，サービス提供者は割り当てられた部分 ID のみを

では，サービス提供者にとっても個人情報の管理コスト

受け取る．サービスの提供に必要な個人情報については

が増大するので好ましい状況ではない．

必要な個人情報だけが管理者からサービス提供者に渡さ

個人情報の流出に加え，購入履歴から趣味嗜好が知ら

れる．

れてしまうようなプライバシ問題を防ぐ手法として，グ

本稿では加藤らの匿名注文システム [4] を例に取り上

ループ署名 [1] などの公開鍵暗号ベースの匿名認証技術

げ，グループ署名を用いたシステムと部分 ID を用いた

に基づいたサービスが考案されている．グループ署名と

システムについて比較・検討を行う．まず，2 つの認証

は，検証者に対し匿名性を有する，特権者にのみ匿名性

システム及びそれらを用いた注文システムについて説明

を剥奪する権利を持つ，という特徴を持つディジタル署

を行う．次に，認証システムを比較するために着目する

名の一種である．グループ署名を用いた匿名認証方式 [2]
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認証の性質を定義する．最後に，定義した性質により 2
つの認証システムの比較を行う．
本稿は以下の構成からなる．2 章で本稿で扱う認証モ
デルと認証方式について述べ，3 章で匿名注文システム
について説明し，部分 ID を用いた注文システムを提案
する．4 章で認証の性質を定義して特徴を明確にし，5

1

章で 2 つの認証システム及び注文システムを比較し，6
章でまとめる．

本節では，我々の研究グループが提案した，部分 ID
を用いた認証システム [3] について概要を説明する．部

認証方式

2

部分 ID を用いた認証

2.3

分 ID を用いた認証は以下のように行う．

本章では，本稿で取り上げる認証モデル，及び認証方

準備: 証明者は管理者に個人情報を提出し，証明情報

式について説明する．本稿では，証明者・管理者・検証

として検証者ごとに異なる ID 群を得る．管理者は

者の三者についての認証モデルを考える．

2.1

渡した ID 群と受け取った個人情報を紐付けする．
検証者は管理者から，自らに割り当てられた部分

認証モデル

ID リストを得る．

認証とは，二者の間のある手続きの結果，片方の者が
ある人物であることを，もう一方の者が信じることであ

検証: 証明者は検証者に対応した部分 ID から認証子を

る．本稿では，上の認証のための手続きを，ある文字列

作成し，認証子を検証者に提出する．検証者は認

を保持していることの証明とする．これによって，便宜

証子を元に，部分 ID リストに受け取った部分 ID

上，認証される者を証明者，認証する者を検証者と呼ぶ．

があるか検索する．

また，この文字列をこの証明者の証明情報と呼ぶ．
特定: 検証者は受け取った部分 ID を管理者に提出する．
個人情報: 個人情報とは，証明者が，証明情報を得る

管理者は一致した部分 ID が属する ID 群に紐付け

ために提出する情報とする．

された個人情報を得る．

認証子: 認証子とは，証明者が，証明情報を保持してい

我々の研究グループは，ハッシュ関数を利用した，部

ることを検証者に信じさせるための文字列である．

分 ID を用いた認証システムを提案した [5]．システムの
概要を図 1 に示す．

証明者: 証明者は，管理者に個人情報を提出すること
により証明情報を得る．さらに検証者に対し，認

管理者

リスト

ID

証子を提出することで証明情報を保持することを

③部分IDリスト発行要求

①個人情報を渡し
てID発行要求

証明する．

利用者

管理者: 管理者は，証明者から個人情報を受け取り証
明情報を発行する．

ID

②部分ID発行
④部分IDリスト発行
⑤認証→サービス提供

サービス提供者
部分IDリスト

検証者: 検証者は，証明者の提出した認証子から証明
図 1: 部分 ID を用いた認証システムの構成

情報を保持するかどうかを検証する．

2.2

従来の ID を用いた認証

このシステムでは，証明者は，検証者に個人情報を提

従来の ID を用いた認証は，管理者と検証者は同じ主

出することなく権利を証明できる．

体が行う．ここではこの主体を検証者と呼ぶことにする．
グループ署名を用いた匿名認証

2.4
準備: 証明者は検証者に個人情報を提出し，証明情報

本節では，加藤らの提案した，グループ署名，及びグ

として ID を得る．検証者は渡した ID と受け取っ

ループ署名を用いた匿名認証システム [2] について説明

た個人情報を紐付けする．

する．

検証: 証明者は ID から認証子を作成し，認証子を検証

2.4.1

者に提出する．検証者は認証子を元に，ID リスト

グループ署名

Chaum ら [1] により提案されたグループ署名方式で

に受け取った ID があるか検索する．

は，グループのメンバは管理者が生成したメンバ証明書
特定: 検証者は一致した ID に紐付けされた個人情報を

を用いて，検証者に対し

得る．

• グループからの有効な署名であることを証明でき

証明者は，ID を検証者から受け取る際に，個人情報

る．

を提出する必要があるので，証明者は検証者の数だけ個

• グループ内のどのメンバであるか特定できない．

人情報を提出する必要がある．

といった性質を持つグループ署名を生成する．

2

公開鍵・グループ 管理者
証明書リスト
①個人情報を渡して
秘密鍵、グループ証
明書発行要求
②秘密鍵、
グループ証
利用者
明書発行

加藤らの採用した，Ateniese らによって提案されたグ
ループ署名方式 [6] の満たす安全性要件として以下のよ
うなものがある．

Correctness: グループのメンバのみが管理者の発行

※問題発生時：匿名剥奪要請

サービス提供者

秘密鍵 グループ証明書 ③認証→サービス提供

したディジタル署名を用いて，グループ公開鍵で
検証可能なグループ署名を生成することができる．

図 2: 匿名認証の概要

Unforgeability: 管理者の発行したディジタル署名を
知らなければ，検証できるグループ署名が生成で
きない．

注文システム

3

Anonymity: グループ署名から署名を作成したメンバ
を特定することはできない．
Unlinkability: 二つの異なるグループ署名から，グ

本章では，匿名認証システムを応用した注文システム
[4] を説明し，部分 ID を用いた認証システムを応用した
注文システムを提案する．本稿で議論する注文システム

ループの同一メンバが署名したのかどうか判別す

は，いわゆるオンラインショッピングシステムを想定し

ることはできない．

ており，利用者が，販売店に実際に訪れることなく注文，
配送，決済を行うことを目的にしている．一般的には，

Exculpability: メンバも管理者もグループの他のメ
ンバになりすますことのできるグループ署名を作
成することはできない．

利用者は購入の際，名前・住所・クレジットカード番号
などを販売店に提出するが，個人情報保護の観点からは，
流出のリスクが増大するので好ましくない．

Traceability: 管理者の秘密鍵により，グループ署名
から署名を作成したグループのメンバを追跡する

3.1

匿名注文システム

匿名注文システムでは，証明者は利用者，管理者は運

ことができる．

送業者，検証者は販売店である．利用者はまず運送業者

Coalition-Resistance: 複数のメンバが結託しても結
託したメンバ以外になりすますことのできるグルー

にユーザ登録を行う．利用者は運送業者を信頼し，個人
情報を提出する．利用者は販売店から商品を購入する際

プ署名を作成することはできない．

2.4.2

にグループ証明書により作成したグループ証明書により，
個人情報を提出することなく注文することができる．運

匿名認証

送業者はグループ署名から利用者を特定し，商品を配送

上記のような性質を持つグループ署名を用いることに

すると共に商品の代金を販売店に代わって決済する．ま

より匿名認証を実現することができる．

た，個人のプライバシにかかわらない程度の商品情報を
販売店から受け取り，マーケット情報を分析して販売店

準備: 証明者は管理者に個人情報を提出し，証明情報

に渡す．図 3 に匿名注文システムの概要を示す．

としてグループ証明書を得る．管理者は渡したグ
ループ証明書と受け取った個人情報を紐付けする．
検証者は管理者から，グループ公開鍵を得る．

クレジット番号
住所
配送業者
⑤決済

•
•

認証にグループ署名を用いるため、
販売店には同一の利用者が行った
取引であるかどうかまで秘匿できる
(リンク不能性を持つ)

検証: 証明者は，検証者にグループ証明書から作成し
たグループ署名を提出する．検証者は，受け取っ
たグループ署名とグループ公開鍵から検証する．

利用者

特定: 検証者は受け取ったグループ署名を管理者に提出

①利用登録

④配送
②匿名注文情報、
グループ署名

する．管理者はグループ署名と秘密鍵からグルー

クレジット番号

•

決済機関
③商品、グループ署名、
決済情報等
販売店
も持たない

ID

プ証明書を特定し，グループ証明書に紐付けされ
た個人情報を得る．

図 3: 匿名注文システムの概要

匿名認証の概要を図 2 に示す．

3.2

部分 ID を用いた注文システム

本節では加藤らの手法をそのまま適用し，注文システ
ムへの応用を考える．すなわち，証明者を利用者，管理

3

匿名性: 検証者は，証明者の提出した認証子から，

者を運送業者，検証者を販売店とする．以下に注文シス
テムの手順を示す．

認証子を作成した証明者を特定することはで
きない．

STEP1:利用者は運送業者に個人情報を提出し利用者
登録を行い，ID を受け取る．

リンク不能性: 検証者は，二つの異なる認証子か
ら，同じ証明者が認証子を作成したのかどう

STEP2:販売店は運送業者に販売店登録を行い，販売
店に割り当てられた部分 ID のリストを受け取る．

か判別することはできない．
匿名認証については，完全性，健全性については Cor-

STEP3:利用者が販売店から商品を購入する際，利用
ことで，運送業者に登録した利用者であることを

rectness，Unforgerbility，Exculpabillity，Coalition Resistance，より満たすことが明らかである．匿名性，リン
ク不能性についてもそれぞれ Anonymity，Unlinkability

販売店に証明する．

より満たす．

者は販売店に割り当てられた部分 ID を提出する

一方で部分 ID を用いた認証では，完全性，健全性は，

STEP4:販売店は利用者の部分 ID と購入した商品を運
送業者に渡す．

部分 ID が衝突しないほど十分に長い前提であれば満た
す．匿名性については検証者が個人情報を持たないこと

STEP5:運送業者は部分 ID から個人を特定し，運送業
務や支払手続きを行う．

から満たすことがわかる．リンク不能性については，検
証者に毎回同じ部分 ID を伝えてしまうので満たさない．
認証される証明者が全員同じ ID(グループ ID) を用いた

部分 ID を用いた注文システムの概要を図 4 に示す．

認証に、販売店に対して一意な
部分IDを用いるため、
販売店には同一の利用者が行った
取引であるかどうかは秘匿できない
(リンク不能性を持たない)
利用者

①利用登録

④配送

場合，ID により証明者が一意に特定できないためリン

リスト
•クレジット番号
クレジット番号
住所
配送業者
⑤決済
決済機関
③商品、部分ID、決済
情報等

ク不能性を持つ．しかしグループ ID を用いた場合，検

販売店

追跡性:管理者は認証子を作成した証明者を認証子によ

•ID
•
•

②部分ID、注文情報

証者も管理者も認証後に証明者を特定することができな
い．匿名認証では，グループ署名の Traceability の性質
により，管理者は認証子から，認証後に証明者の匿名性
を剥奪し追跡できる．この性質を追跡性とする．

り特定できる．

部分IDリスト

計算量に関しては，グループ署名を用いた認証では，

(1) 非対話証明，(2) 匿名性剥奪機能，のために，ID と

図 4: 部分 ID 注文システムの概要

ハッシュ関数を用いた認証に比べて計算コストがかかる．
認証方式と認証の性質を表 1 にまとめる．

しかし，本来の運送業者の業務では，個人情報のうち
クレジットカード番号は必要がないので，より適切なモ

4.2

デルが考えられる．詳細は 4 章で述べる．

本節では，様々な認証システムを用いた注文システム
において，前節で述べた性質からどのようなメリット・

認証に求められる性質

4

認証の性質から生じる特徴の比較

デメリットが生じるかを考察する．完全性・健全性につ

本章では，認証システムを比較するために認証の性質

いては認証システムを成立させるための必須の性質であ

の定義を行い，性質から導かれる認証システムの特徴を

るので省略する．追跡性については，注文システムをへ

整理する．

の応用を考える場合，管理者は個人を特定し課金などを
する必要があるため，必須の性質である．以下ではこれ

4.1

認証の性質

らの性質は持つものとして議論を行う．

まず，認証の要件と匿名認証の要件を挙げる．

認証システムが匿名性を持つ場合，利用者は購入時に
個人情報を入力する手間が省くことができる．販売店は

• 認証の要件

詳細な個人情報を手に入れることができなくなることと

完全性: 管理者が発行した証明情報を持つ証明者

引き換えに，個人情報を管理するコストを削減すること

は必ず認証に成功する．

ができる．
認証システムがリンク不能性を持つ場合，利用者は，

健全性: 管理者の発行した証明情報を持たない証

どのような嗜好を持つ利用者がいるかすら販売店に知ら

明者は，必ず認証に失敗する．

• 匿名認証の要件

れることはなく，高いプライバシ保護を得ることができ
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る．しかし販売店は，利用者が全く見分けがつかないた

表 1: 認証システムの比較
従来の管理者・検証者

一意に証明者が定まる

一意に証明者が定まらない

グループ署名を用いた

一体型認証

部分 ID 認証

グループ ID 認証

匿名認証

完全性

○

○

○

○

健全性

○

○

○

○

匿名性

×

○

○

○

リンク不能性

×

×

○

○

追跡性

○

○

×

○

計算コスト

○

○

○

×

め，利用者に合わせたサービスを提供することができな

析を阻むことができる．

い．これは利用者の利便性を損なう可能性もある．例え

その他の部分 ID を用いる認証のメリットとしては，ま

ば，利用者の嗜好に合わせた推薦サービスなどは全く利

ずハッシュ関数を用いることによる計算コストの少なさ

用できなくなる．また，利用者の権利を失効する場合を

が挙げられる．ハッシュ関数の計算は公開鍵暗号系の処

考えたとき，権利の有無を販売店のみで判断できないこ

理に比べて処理時間が短いのに加えて，回路のコストも

とから，失効が困難になる．

抑えることができるため，IC カード，携帯電話などの携

認証の性質のもたらすメリット・デメリットを表 2 に

帯デバイスに向いていると考えられる．

まとめる．

5.2

部分 ID を用いた注文システムの評価
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今回説明を行った注文システムでは，管理者を運送業
者とし個人情報を管理させていたが，(1) 管理者は認証

部分 ID を用いる認証と匿名認証の差はリンク不能性

の信用を保証する機関となるため，複数存在し信頼のよ

の有無である．リンク不能性の有無により変化する特徴

りどころのない運送業者を管理者にするのは現実的でな

は前章において述べた．本章では，その特徴について詳

い，(2) 管理者の管理する情報には，運送業者の業務には

細に考察する．

5.1

管理者を独立させた注文システム

必要のない情報が含まれる，などの理由から，管理者は
販売店とも運送業者とも独立に存在するべきであると考

評価

本稿で行った整理では，部分 ID を用いる認証が，グ

える．以下に部分 ID を用いた認証を用いた，管理者を

ループ署名を用いる匿名認証に明らかに劣っている部分

独立させた注文システムの手順を示し，概要を図 5 に示

は，どのような嗜好を持つ利用者がいるかを販売店に分

す．なお，管理者を独立させた注文システムは，グルー

析されてしまう点である．各販売店で異なる部分 ID を

プ署名を用いた匿名認証システムを用いても同様に構築

用いるため，複数の店舗が結託しても他の店舗の購入履

できる．

歴との紐付けは困難であるので，結託して広範囲にわた

STEP1:利用者は管理者に個人情報を提出し利用者登
録を行い，ID を受け取る．

る購入情報等のプライバシが侵害される危険性は低いと
考えられるが，同一の販売店で行う購入情報はその販売
この点については，販売者のマーケット情報を得たい

STEP2:販売店は管理者に販売店登録を行い，販売店
に割り当てられた部分 ID のリストを受け取る．

要求とトレードオフの関係になるのは不可避である．匿

STEP3:利用者が販売店から商品を購入する際，利用

名注文システムでは，販売店から配送業者に送られる商

者は販売店に割り当てられた部分 ID を提出する

品情報を，個人のプライバシに関わらない程度に制限す

ことで，管理者に登録した利用者であることを販

ることで解決しようとしているが，十分なマーケット情

売店に証明する．

店に残る．

報が得られるとは考えにくい．社会に受け入れられるた
るため，この点で妥協するのは妥当であると考えられる．

STEP4:販売店は利用者の部分 ID と購入した商品を一
意に決定する商品 ID，決済情報を管理者に渡し，

一つの解決法として，販売店が持つ部分 ID リストを

商品に商品 ID を貼り付けて運送業者に渡す．

めには，利用者・販売店両者の立場を尊重する必要があ

複数用意し，ある一定期間ごとにローテーションしなが

STEP5:管理者は部分 ID から個人を特定し，運送業者

ら使う方法が考えられる．この方法であれば，管理する

に商品 ID と住所を渡し，支払手続きを行う．

ID が多くなるデメリットはあるが，ある程度嗜好の分
5

表 2: 認証システムの比較
匿名性
リンク不能性
利用者

メリット

購入時に個人情報を入力す

購入履歴からどのような嗜

る手間なし

好を持つ利用者がいるかを
販売店に分析されることが
なく安心

デメリット

特になし

利用者に合わせたサービス
享受不可

販売店

メリット
デメリット

個人情報を管理するコスト

購入履歴を管理するコスト

削減

削減

詳細な個人情報入手不可

利用者に合わせたサービス
提供不可，権利の失効の有
無の判断不可
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