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1 はじめに 

 通信事実を確かめることができないネットワーク

では否認が容易である．否認を防ぐためには，送っ

たデータが相手に届けられたことを証明すればよい．

その方法の一つに，受領書によって証明するものが

ある．この方法では，送るデータと受領書の公平な

交換が求められる． 

 これまでにPKIを利用した方式が提案されている

が，PKIでは通信相手の公開鍵を認証するために公開

鍵証明書を取得し管理しておかなければならない．

通信相手が増えると多くの証明書を扱うことになり，

低スペックな送信端末を利用する場合，証明書によ

るデータの増加は望ましくない． 

そこで，本研究では任意のID情報を公開鍵とする

IDベース暗号とIDベース署名を用いた送信端末で証

明書不要な交換方式を提案し，配達証明付きデータ

送信を実現する．提案方式の安全性について，5つの

セキュリティ要件を満たすことを示す． 

2 公平な交換を利用した配達証明 

 公平な交換(Fair Exchange)とは，「互いに目的の

物を手に入れるか，どちらも手に入らない」ことを

保証した交換である[1]．公平な交換を利用した配達

証明は，送るデータと受領書によって実現される．

配達証明のセキュリティ要件を以下に示す(配達証 

明付き電子メールに求められる性質[2])． 

公平性：利用者は自身だけが目的のものを得るよう

にプロトコルを中断または不正することが

できない． 

秘匿性：仲介者を含む第三者がデータの内容を読む

ことができない． 

非拒否性：前に行った行動を取り消すことができな

い． 

完全性：データの内容が不正に書き換えられていな

い． 

認証：通信相手がわかる． 

 

 

 

3 提案方式 

 提案方式では，Boneh，Franklinの IDベース暗号

方式(以下，BF方式)[3]，Cha，CheonのIDベース署

名方式(以下，CC方式)[4]を用いる．BF方式は，ラ

ンダムオラクルモデルにおいて CBDH 仮定のもとで

IND-ID-CCA安全が証明されている．CC方式は，ラン

ダムオラクルモデルにおいて CDH 仮定のもとで

EUF-ID-CMA安全が証明されている． 

 提案方式は，“送信者”，“受信者”，不公平な

状況になった場合に通信に介入する“仲介者”，BF

方式，CC方式のパラメータ生成，秘密鍵発行を行う

“鍵発行機関”で構成される． 

 鍵発行機関が行うアルゴリズムである PKG.Setup，

PKG.Extに加え，暗号化アルゴリズムである CKEnc，

R.Enc，T.Enc，復号アルゴリズムである CKDec，R.Dec，

T.Dec，署名アルゴリズムである S.Sig，R.Sig，検

証アルゴリズムであるS.Ver，R.Verからなる． 

図 1，2に提案方式の通常時とリカバリ時(仲介者が

介入する時)の流れを示す． 

 

図 1 : 通常時の流れ 

 

図 2 : リカバリ時の流れ 
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4 安全性 

2.で示した要件について考える． 

公平性：公平性が崩れるということは，受信者だけ

が目的のものを得る，または送信者だけが目的のも

のを得るということである．公平性を崩す攻撃者は

受信者または送信者であり，ここでは 3つの攻撃モ

デルが考えられる． 

 ・攻撃モデル1:受信者によるT.Encに対しての攻撃． 

 ・攻撃モデル2:受信者によるS.Sigに対しての攻撃． 

 ・攻撃モデル3:送信者によるR.Sigに対しての攻撃． 

  攻撃モデル1については，提案方式の攻撃モデル

１に対する IND-ID-CCA の攻撃者を考えると，攻撃

者は仲介者の秘密鍵を得られない以外は，BF方式の

IND-ID-CCA におけるシミュレータから得られる情

報をもつ攻撃者と同等に考えることができ，BF方式

の安全性に帰着される．攻撃モデル 2 については，

提案方式の攻撃モデル 2 に対する EUF-ID-CMA の攻

撃者を考えると，攻撃者は送信者の秘密鍵を得られ

ない以外は，CC方式の EUF-ID-CMAにおけるシミュ

レータから得られる情報をもつ攻撃者と同等に考

えることができ，CC方式の安全性に帰着される．攻

撃モデル 3 については，攻撃モデル 2 と同様に CC

方式の安全性に帰着される．3 つの攻撃モデルに対

しての安全性が示されたので，公平性は満たされる． 

秘匿性：秘匿性が崩れるということは，仲介人を含

む第三者がメッセージを得ることである．ここでは

1つの攻撃モデルが考えられる． 

・攻撃モデル4:仲介者を含む第三者による R.Encに

対する攻撃． 

攻撃モデル 4については，攻撃モデル 1と同様に

BF方式の安全性に帰着される．攻撃モデル 4につい

ての安全性が示されたので，秘匿性は満たされる． 

非拒否性：送信者の署名は受信者の ID 情報，暗号

文，暗号化されたセッション鍵に対しての署名であ

り，受信者の署名は送信者の署名に対しての署名で

ある．よって，二つの署名が正しいものであれば，

送信事実と受信事実が証明される．攻撃モデル 2，3

より受信者，送信者による提案方式の EUF-ID-CMA

が示されているので，仲介者を含む第三者による提

案方式のEUF-ID-CMAを示す． 

・攻撃モデル5:仲介者を含む第三者による S.Sig，

R.Sigに対する攻撃． 

攻撃モデル 5については，攻撃モデル 2，3と同様

に CC方式の安全性に帰着される． 

以上より，非拒否性は満たされる． 

完全性：送信者の署名は，暗号文に対して署名され

ているので，通信途中で暗号文が不正に改ざんされ

たとしても署名の検証により検知できる． 

認証：送信者，受信者，仲介者は署名の検証により

通信相手の認証ができる． 

5 適用例～スマートグリッドにおける配達証明機

能付きデータ送信～ 

 スマートグリッドでは，サービス・プロバイダと

いう組織が需要家の電力情報(電気の使用量や発電

量)を，通信機能を備えたスマートメータを介してリ

アルタイムに収集し，電力系統の制御や様々なサー

ビス提供に利用することが想定されている． 

 しかし，収集されるデータの改ざんや否認が起こ

ると電力系統が不安定になったり，不当なサービス

提供が行われる．またスマートメータの普及にはコ

ストの低減が課題であり，証明書によるメモリの増

加は望ましくない．本研究で提案する方式を用いる

ことによって，スマートメータで証明書の管理が不

要な配達証明機能付きデータ送信が実現できる． 

6 まとめ 

 本研究では，BF方式とCC方式を用いた送信端末で

公開鍵証明書不要な配達証明付きデータ送信方式を

提案した．BF方式とCC方式の安全性に帰着する提案

方式の安全性は，配達証明のセキュリティ要件を満

たすことを示した． 
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