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知識による認証や指紋や声紋などの本人に固有の生体情報を

アクセスコントロールについて学びます。ネットワーク越しのアクセスコントロールは顔
が見えないため，なりすましがしやすいのが特徴です。識別や認証，権限管理のそれぞ
れのプロセスが何を目的としているのかを意識して学習しましょう。チャレンジレスポン
スはクライアントとサーバ間の通信の流れを理解しましょう。

3.5.1

とそうでないデータを区分けし，アクセスしてはいけないデー

れるかによってディレクト

タにはアクセスできないようにユーザの権限（アクセス権）を

リサーバ認証方式とスタン
ドアロン認証方式に分ける

設定してコントロールすることを指します。ユーザ一人一人に
ついて権限を設定する以外にも，ユーザの所属するグループご

▼表

す。このアクセスコントロールを実装したシステム構成を認証

参照
不正アクセス禁止法

ことができる。ディレクト
リサーバ認証方式では，パ
スワード情報などはディレ
クトリサーバで集中管理さ
れており，ここにアクセス
して認証を行う。スタンド

ます。

アロン認証方式はパソコン
などのクライアントにパス

アクセス権の設定例

ディレクトリ

➡第 7 章 7.3.1

重要
認証は，それがどこで行わ

スコントロールとよびます。アクセスコントロールを行ってい
を決める要素になっているなど，現在では非常に重要な概念で

3

➡第 3 章 3.8.1

権限管理とは，識別されたユーザがアクセスしてよいデータ

ユーザの識別，認証，権限管理（認可）を行うことをアクセ
るかどうかが，不正アクセス禁止法の保護対象になるかどうか

権限管理

とに権限を設定することで効率よく権限管理を行うこともでき

アクセスコントロールと認証システム

参照
バイオメトリクス認証

ユーザ

営業部員

ワード情報があり，ネット

総務部員

管理者

営業部

読，書

権限なし

読，書，消

総務部

権限なし

読，書

読，書，消

社内掲示板

読，書

読，書

読，書，消



ワークのない環境でも認証
を行える。

読＝読込み可，書＝書込み可，消＝消去可

システムといいます。

▲

識別

識別とは，どのユーザがアクセスしようとしているか認識す
ることです。ユーザを識別することによって，そのユーザのシ

用語
UUID（Universally
Unique Identifier）
128 ビ ッ ト の オ ブ ジ ェ ク
ト識別子で，URL や MAC

することができます。通常，ユーザ ID を用いて確認します。

衝突を考慮せずに各組織、

▲

認証

認証とは，ネットワークシステムを利用するユーザが，確か
にその本人であり，正当な利用権限を保持しているか否かを確

列を使って生成する。名前
各個人で UUID を作ること
ができる。

パスワード認証

ユーザ ID とパスワードを組み合わせたパスワード認証は最
も基本的な認証技術です。システムへの実装も簡易なため，多
くのマシン，システムで利用されています。
▲

ステム利用の可否，機能やデータの使用に際しての権限を判断

アドレスなどの一意な文字

3.5.2

クリアテキスト認証（パスワード認証）

古くからあるパスワード認証方法です。ログインする際に
サーバに対して平文でユーザ ID とパスワードを送信します。
PPP における PAP などがこの方式を採用しています。

認するための行為です。それ自体は特に新しい概念ではありま

もともとは，1 台のコンピュータにおいてローカルノード内

せんが，ネットワーク上の認証は相手を確認するための方法に

のプロセス間通信で行われていたモデルをクライアントサーバ

工夫が必要です。

方式に拡張したものです。そのため，ネットワーク上の盗聴に

認証の方法には，ユーザがパスワードなどの本人にしか知り
えない情報を知っているかどうかで本人であることを確認する
284

対しての配慮がありません。
次の図からも分かるように，クリアテキスト認証ではブロー

用語
ログイン
認証を行いシステム資源へ
アクセスする手順。

参照
PPP
➡第 2 章 2.5.2

参照
PAP
➡第 2 章 2.5.3

用語
ローカルノード
通信回線を使用せずにユー
ザのシステムから直接アク
セスできるデバイス，ファ
イル，またはシステム。
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認証①認証システム

もって本人確認するバイオメトリクス認証などがあります。
▲

ここで学ぶこと

3.5

認証①認証システム

第3章
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認証①認証システム

ドキャストドメインの中に存在するノードは，他ユーザのユー
ザ ID とパスワードをスニファすることが可能です。
現在のネットワーク環境下ではセキュリティ強度の低いモデ

ネットワーク上を流れるパ
ケットをキャプチャして内
容を解読すること。特定の

認証システム
GIJUTSU

ハードウェアやソフトウェ
アを指す場合もある。

盗聴できる

PASS ＊＊＊＊＊＊＊

サーバ

ユ ー ザ I Dを送
って 確 認 を 要
求する
送ら れ て き た
チャレンジコー
ドとパスワード
でハッシュ値を
生成する

認証要求
チャレンジ
コード

＋

ユーザID

チャレンジコードを送る

認証システム

GIJUTSU

PASS

XXXXXXX

GIJUTSU HYOHRON

チャレンジコー
ドとパスワード
でハッシュ値を
生成する

＋

ハッシュ処理

パスワード

ハッシュ処理

ハッシュ値を送る
ハッシュ値

CUI
ID
PASS

ID

GIJUTSU

PASS

＊＊＊＊＊＊＊

盗聴できない
ローカルノード内の認証

レスポンス

パスワード
HYOHRON

3

乱数でチャレン
ジコードを作成
する

チャレンジ
コード

パスワード

CUI
ID

ユ ー ザ I Dに対
応 するパスワ
ードを使う

ユーザIDを送る

ハッシュ値

ハッシュ値

ユーザが作成したハッシュと比較して
一致すれば，
ユーザのパスワードが正
しいことになり，
認証される

ネットワーク上の認証

▲ 図 チャレンジレスポンス認証

▲ 図 クリアテキスト認証
▲

チャレンジレスポンスの利点

チャレンジレスポンス認証

この方法ではチャレンジコードとそれによって生成される

用語

パスワード認証がネットワーク上で利用されるようになった

ハッシュ値しかネットワーク上を流れません。チャレンジコー

ゼロ知識証明

のを受けて，クリアテキスト認証の脆弱性を解消したのがチャ

ドは使い捨てにされるため，仮に盗聴されたとしても次回のロ

のように，パスワードその

レンジレスポンス認証です。チャレンジレスポンス認証では，

グイン時にはチャレンジコードが変わり，攻撃者は不正なアク

ものを送信せずに認証を行

次の 3 段階の手順を踏んで認証が行われます。

セスを実行することができません。

う。

チャレンジレスポンス認証

うことをゼロ知識証明とい

最初に登録するパスワードが漏れないように，実際にはチャ
①クライアントがユーザ ID を送信する

レンジコードやハッシュ値を暗号化して送受信することでさら

②サーバはチャレンジコードをクライアントに返信する

にセキュリティ強度を高めて運用します。チャレンジレスポン

③クライアントはハッシュ値をサーバに返信する

この手順中でパスワードがネットワーク上を流れないことに
注意してください。
次の図のように，サーバではチャレンジコードを生成しクラ
イアントに返信します。クライアントとサーバは互いに保存し
ているパスワードとこのチャレンジコードからハッシュ値を生
成し，今度はクライアントがサーバにハッシュ値を返信します。
サーバは自分が計算したハッシュ値と，クライアントから送ら
れたハッシュ値を突き合わせることでユーザ認証を行います。

ス認証を採用した実装技術として CHAP があります。

参照
CHAP
➡第 2 章 2.5.3

用語

ざっくりまとめると

チャレンジコード
使い捨ての乱数。

参考
ハッシュ関数
あるデータをもとに一定長
の擬似乱数を生成する計算

●アクセスコントロールの流れは，識別→認証→権限管理（認可）
●チャレンジレスポンス認証
➡

送受信されるのは，ユーザ ID ，チャレンジコード，ハッシュ値の 3 つ

ュ値，もしくはメッセージ

➡

パスワードはネットワーク上を流れない

ダイジェストという。生成

➡

ハッシュ値の突き合わせで認証を行う

手順。生成した値をハッシ

したハッシュ値からもとの
データを復元できないこと
から，一方向関数ともよば
れる。
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ルであるといえます。

ID

ユーザ

用語
スニファ

第3章

3.6

セキュリティ技術─暗号と認証

理 解 度チェック

➡解答は章末

Q1. アクセスコントロールの一連の流れで，本人確認をするプロセスは？

ここで学ぶこと

過去問で確認
問1

（応用情報 H26 春・午前・問 38）

チャレンジレスポンス認証方式の特徴として，適切なものはどれか。
ア

SSL によって，クライアント側で固定パスワードを暗号化して送信する。

イ

端末のシリアル番号を，クライアント側で秘密鍵を使って暗号化して送信す
る。
トークンという装置が表示する毎回異なったデータを，パスワードとして送

ウ

信する。
利用者が入力したパスワードと，サーバから送られたランダムなデータとを

エ

3.6

クライアント側で演算し，その結果を送信する。

問1
チャンレンジレスポンスの特徴は，パスワード（漏えいしては困るもの）をネッ
トワーク上に送出しないことです。サーバがチャレンジと呼ばれるランダムデー
タを送り，クライアントはチャレンジとパスワードからレスポンスを作り返信し
ます。

す。パスワードのセキュリティ水準を強化する手法としてのワンタイムパスワードについ
て学びます。S/KEY や時刻同期方式など個々の方式の手順も覚えましょう。二要素認証
への実装も増えています。認証の流れを整理してみましょう。

3.6.1

ワンタイムパスワードとは

ワンタイムパスワードとは，ログインするごとにパスワード
を変更する認証方式です。チャレンジレスポンス方式では，使
い捨てのチャレンジコードを利用しましたが，ワンタイムパス
ワードはパスワードそのものを使い捨てにします。
盗聴などにより，パスワードが漏えいした場合でも，そのパ
スワードを使った不正利用ができません。

S/KEY

S/KEY は基本的な手順としてチャレンジレスポンス方式を
応用します。S/KEY方式ではシードとパスフレーズの他にシー
ケンス番号を利用している点に特徴があります。
シーケンス番号の回数だけ，シードとパスフレーズからハッ

解答 問 1 エ

3

パスワードは欠点の多い認証方式ですが，コストの利点でまだまだ使い続けられていま

3.6.2

解説

認証②
ワンタイムパスワード

シュ処理をしてワンタイムパスワードを生成します。
このとき，
クライアント側では（シーケンス番号－ 1）回しか演算せず，
最後の 1 回をサーバ側で行うことでさらに構成を複雑化してセ

参考
シード
Seed。チャレンジレスポ
ンスのチャレンジコードに
相当する使い捨ての乱数。

キュリティ強度を向上させています。また，通信ごとにシーケ
ンス番号を減じてゆき，これが 0 になるとシステムを利用でき
なくなるため，パスフレーズの再登録が必要になり，強制的に
パスフレーズを変更させるという点で優れています。
ただし，最初に登録したパスフレーズがローカルノードや
288
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Q2. チャレンジレスポンス認証でネットワーク上を流れる情報は？

認証②ワンタイムパスワード

