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仮想マシンを用いた階層型認証機構に基づく�����の実現モデルの
提案と実装
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あらまし 
�
�
������
���通信を利用し固定基盤ネットワークに接続できない状況において集まったモバイルノー

ドがその場のみで構築するネットワークのことをモバイルアドホックネットワーク �������と言う．近年�����

への需要が高まっているが，同時にセキュリティ上の脆弱性が問題となっている．固定基盤を持たない�����にお

いて，インフラネットワーク接続時と同等の完全な認証を実現することは原理的に不可能である．しかし全てのノー

ドを等しく「未認証」とするより，完全ではないがある程度の信頼性を持つ仮認証などを行い信頼度に差をつけた方

が望ましい場合が多い．そこで本研究では認証に段階を付け、それぞれのレベルに応じた安全なコンテンツのやり取

りを行うための枠組みを検討する．さらに近年その高い性能やセキュリティ性で注目を浴びている仮想マシンを利用

してより安全性の高い�����の実現モデルを提案する．具体的には仮想マシン ���上の二つの ��に異なる機能

を持たせ，ドメイン０（ホスト��）には認証などのセキュリティを任せて，ドメインＵ（ゲスト ��）はサービスの

やり取りなどの�����の利用に専念させる．���のドメイン間通信は外部とは独立したネットワークを用いて行

い、セキュリティ性が高い．さらにドメインＵで�����のサービスを受けるために ����を動作させ他のノード

と 
�
通信を行った．

キーワード 仮想マシン�セキュリティ�アドホックネットワーク
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�� は じ め に

近年，コンピュータ間通信においてサーバを介さない

����������������� 型通信が広く用いられるようになってき

た．この ���という通信形態を用いて，様々なアプリケーショ

ンが実装され，また 	
�� �� �� のように汎用的な ���プラッ

トフォームの開発も行われている．無線 ���などのモバイル

ネットワークの普及も急速に進んでおり，モバイル向け ���

サービスの実現に対する需要も高まっている．

このようなサービスでは，不正なユーザや機器からの脅威を防

ぐために認証処理が必要不可欠である．しかし�インターネット

に接続されていない環境において一時的に構築されるモバイル

アドホックネットワークでは，���������� ��� ���������������

を始めとする固定的な認証機構が利用できず，一般的な認証シ

ステムを用いることは困難である。ゆえに固定基盤を持たない

無線アドホックネットワークでは実用的な認証システムが実現

されておらず，セキュリティ上の脆弱性が問題となっている．

そこで本研究では，モバイルアドホックネットワーク内にお

けるノード間の階層型認証システムを提案し，公開鍵暗号方式

を用いて実装する．そして近年その高い性能とセキュリティで

注目を集めている仮想マシン上で認証が利用できる ��� �

の実現モデルを提案し，構築する．

�� 研 究 背 景

�� � モバイルアドホックネットワーク

現在インターネットでは多くの場合，クライアント・サーバ

型システムが用いられている．このクライアント・サーバ型シ

ステムではクライアントがサーバに接続して特定のリソースへ

のアクセス権を得る．しかしサービスを提供するための処理の

大部分はサーバで行われるため，クライアントの数が増えるに

つれサーバの負荷が増大してしまい，過負荷になるとシステム

全体がダウンしてしまう可能性がある．

そのような場合には，���型通信システムが有効になる．こ

のシステムでは中央サーバを設けず，ネットワークを構成する

各コンピュータが対等に処理を行う．サービスを提供する責務

をネットワーク上の全てのノードが分担するので，単一障害に

よるサービス停止を回避できる．この ��� 接続を利用し，イ

ンターネットなどの固定基盤ネットワークに接続できない環境

において集まったノードがその場のみで構築するネットワーク

を��� ��モバイルアドホックネットワーク�と呼ぶ! これは

インフラネットワークが存在しない場面では有効であるが，高

度なセキュリティ設定ができないなど機能が限られているとい

う面もある．

�� � 公開鍵暗号方式

公開鍵暗号方式とは公開鍵と秘密鍵という対になる二つの鍵

を使って暗号化・復号を行う方式である．片方の鍵を使って暗号

したものはもう片方の対となる鍵を使わなければ復号できない

という特徴を持つ．例として �が "を認証する場合を考える．

（ �） 　 "が自分の秘密鍵を使ってメッセージを暗号化し，

それを �に送る

（ �） 　 "から送られてきたメッセージを �が "の公開鍵

で復号する

この時 " の公開鍵で復号できれば "だけが持つ秘密鍵で暗号

化されたということが言えるので認証が成立したことになる!

この逆の手順も行うと，� と " が互いに認証し合うことがで

きる．

�� � ����

	
��はサン・マイクロシステム社が開発した ���型のシス

テムを構築するための代表的なプロトコル及びツール群である．

	
��論理レイヤの下位層である 	
��コアや 	
��サービ

スが ��� の基本的枠組みを提供しているため，その詳細な知

識を持っていなくても上位層である 	
��アプリケーションで

���アプリケーションを開発することができる．

	
��ピアにはピア同士の出会いの場を提供するランダブー

ピアや，メッセージの中継や受け渡しなどを行うリレーピアが

ある．	
��においてある共通なサービスについて合意してい

るピアの集合をピアグループと言う．また 	
��ピアは，メッ

セージを他のピアに送信するために 	
��パイプサービスを

使用する．パイプはサービスのコミュニケーションのために使

用される非同期かつ単方向のメッセージ転送機構である．受信

点である入力パイプと送信点である出力パイプをエンドポイン

トとして，メッセージを送受信する際にピアのエンドポイント

と動的にバインドする．

�� � 仮想マシン	�
�

仮想マシンは仮想的なコンピュータ環境を構築するメカニズ

ムであり，一つの �#の中に複数の仮想的な �#を構築するこ

とができる．
�� は専用の仮想マシンモニタを動作させ，そ

の上で動作する $%環境を制御する．このようにほぼ実ハード

ウェア上で動作するため，従来の仮想マシンと比べ高い性能を

持っている．近年，�# の処理速度の向上により，そのリソー

スを有効に活用できるアプリケーションとしてニーズが高まっ

ている．
��は安価にネットワークコンピューティング環境を

構築でき，複数のサービスを安全に提供することができる．


��において個々のマシンは独立しているので，仮に特定の

サービスの不具合によって攻撃されたとしても影響はそのサー

ビスが稼動している仮想マシン内に限られるというように高い

セキュリティ特性をもつ．図 �のように 
��内には仮想的なイ

ンタフェースが存在し，それを利用すると様々なネットワーク

形態を構築でき，工夫すればセキュリティ性の高いネットワー

ク構成とすることが可能である．外部とドメインＵとの通信は

ドメイン０の仮想的なインタフェースを介して行われるため，

ドメイン０の安全性を確保すれば他のドメインの $%も安全で

あるということができる．

Xen

eth0

eth0

eth0 vif0.0 vif1.0 eth0

図 � ��� のネットワーク構成



�� 研 究 目 的

近年 ��� � への需要が高まっているが，それと同時にセ

キュリティ上の脆弱性が問題となっている．固定基盤を持たな

い ��� � において，インフラネットワーク接続時と同等の

完全な認証を実現することは原理的に不可能である．しかし全

てのノードを等しく「未認証」とするより，完全ではないがあ

る程度の信頼性を持つ仮認証などを行い信頼度に差をつけた方

が望ましい場合が多い．

我々はこれまでこれまで ��� � において認証に段階を付

けて信頼度に応じた安全なコンテンツのやり取りを行うため

に，階層型認証機構のモデルを提案し，検討してきた &� '� (�!

さらに，仮想マシンの高いセキュリティ性を利用して安全性を

より向上させることが有効であると考え，階層型認証機構を含

めた ��� � の実現モデルを，仮想マシンを利用して提案し

た )�．本稿では��� �の実現モデルを改良し，��� �に

おけるノード間でより安全かつ効率の良いコンテンツのやり取

りを可能にしたい．

�� 仮想マシンを用いた����	の実現モデル

�� � ����の実現モデルの概要

本研究では，仮想マシンを用いて安全にコンテンツのやり

取りを行える ��� �の実現モデルを構築することを目標と

している．
��のネットワークでは，�!& 節で述べたようにド

メイン０のセキュリティを確実に保てばドメインＵも安全と言

うことができる．この特徴を利用すると，ドメイン０にセキュ

リティの管理をしっかりさせれば，他の仮想マシンの $%はセ

キュリティの管理を気にせず他の処理に専念することができ，

複数のサービスを安全に提供することができる．

そこで，図 �のようにドメイン０に認証を含むセキュリティ

の管理を任せ，ドメインＵにはネットワークサービスを享受

させるなど ��� � の利用に専念させる．環境としては複数

の �#に 
��をインストールし，その上で 	
��を動作させ

���通信を行う．

��� � の実現モデルの手順を図 * を用いて説明する．

��� � 内の他のメンバにコンテンツを要求されたら，ま

ずドメイン０間で認証を行う．認証が成功したら 	
��パイプ

サービスを用いてコンテンツをドメインＵ間で送受信する．こ

の時ドメイン０上のピアが外部への経路を確保しコンテンツを

転送する．
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 ����	の実現モデルの手順

�� � 実現モデルのネットワーク構成

�#に 
��を利用してドメイン０とドメインＵの二つの $%

を動作させる．この時のネットワーク構成は図 &のようになる．

ノード間はドメイン０同士で無線通信を行う．そしてマシン内

のドメイン０とドメインＵ間はそれとは独立した 
��の仮想

ネットワークを用いて 	
��上で行う．具体的にはドメイン０

の仮想インタフェースである +���!,とドメインＵの論理インタ

フェースである ��-, との間で通信を行う．このようなネット

ワーク構成をとることにより，例え悪意のある者に侵入されて

しまったとしても直接的な被害をドメイン０内に留めることが

できる．ドメイン間で外部と独立したネットワーク構成をとる

ことにより，仮想マシン内の安全性を高めることができる．

さらに，ドメインＵが ��� � のサービスを受けることが

できるようにするために，図 ' のように 	
�� のリレーサー

ビスを利用して外部からドメインＵへの経路を確保しコンテン

ツを転送する．

次節より，ドメイン０が司る認証処理の手法について説明す

る．本論文で提案する認証機構自体は 
��に特化したもので

はなく，
��意外の計算機でも動作可能である．しかし，
��

を利用してよりセキュアな環境を生成することが有効であると

考え，仮想マシンと認証機構を組み合わせた．
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� ����	における認証手法

�� � 前 提 条 件

前節で述べたような複数の $%を持つ仮想マシンが一時的に



集まって ��� � を形成し，コンテンツをやり取りする場面

を考える．図 (のように認証はドメイン０間でノード単位に行

い，サービスはドメインＵ上で受ける．

��� � 内ではそれぞれのノードに属するピアが集まって

ピアグループを形成し，その中でコンテンツをやり取りして

いる．ピアは自分の �.を申告しあうことにより図 )のように

��� �内でピアグループを形成し，通信を始める．ただし，

会員サービスが存在し，それに属する場合には会員サービス固

有の �.を申告して同じ会員サービスに属するピアグループに

参加する場合もある．

この時次の様々な場面が存在する．��� �において個々の

ノードが認証に関する何らかの情報（他のメンバの公開鍵な

ど）をあらかじめ保持している場合もある．自発的に集まった

グループ内でその認証に関する情報を格納する認証データベー

スが存在し，アクセスポイントなどでアクセスできる場面も考

えられる．

また，モバイルユーザが列車に乗り合わせた場合など，

��� � 自体が移動している場面では、断続的にアクセス

ポイントでインフラネットワークに接続できる可能性もある．

コンテンツを提供する会員サービスのプロバイダが存在し，会

員に証明書を発行して認証局の役割を果たす場面もある．この

場合会員同士で会員サービスが提供するコンテンツをやり取り

することができる．

以下の議論においては，正しい公開鍵で認証されたノードは

��� �内の他のメンバに対して不正を行わず，正しい情報の

やり取りを行うものとする．また，データの改ざんを防ぐため，

公開鍵暗号方式を用いて通信自体も暗号化する．
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図  ����	における認証の前提条件
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図 � 会員サービスへの参加

�� � 認証手法の提案

階層型認証機構を議論するにあたり，まず初めにインフラ

ネットワーク接続時同等の完全な認証や ��� � 内で有効で

ある仮認証といったレベルの異なる認証手法をそれぞれ提案

する．

�� �� � 認証手法 �

公開鍵を互いに知っていたメンバが ��� � 内に居合わせ

る場面を考える．� が元から知っていた " の公開鍵を使って

�!� 節で述べた方式を用いて " の認証を行う．この様子を図 /

に示す．

この認証では，��� �を形成する前から知っていた公開鍵

を使って認証を行ったので，基本的に不正行為はできずセキュ

リティレベルは高い．しかし，個々のノードが全員の公開鍵一

覧のデータベースを持ち歩く必要があり，全ての通信相手に適

用しようとすることは現実的ではない．認証手法１は小規模な

グループ内でしか利用できないなど，適用できる場面が限ら

れる．

A B

B
A

図 � 認証手法１

�� �� � 認証手法 �

個々のノードが公開鍵一覧のデータベースを持ち歩かなけれ

ばならないという認証手法１の短所を解決するべく，次に互い

の公開鍵を知らないメンバが ��� �内に居合わせる場合を

考える．�は " の公開鍵を知らなかったので，��� �内で

"の公開鍵を知る第三者ノード �を探す．

認証手法 �では �は �の公開鍵を知らなかったものとする!

�は �から " の公開鍵を受け取り，" の認証を行う．この様

子を図 0に示す．

（ �） 　 �が �から "の公開鍵を受け取る

（ �） 　 " は自分の秘密鍵でメッセージを暗号化して �に

送る

（ *） 　 �が "から送られてきたメッセージを "の公開鍵

で復号する
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図 � 認証手法 �

認証手法 �では，あらかじめ個々のノードが互いの公開鍵も

�の公開鍵も知らなかったためそれが本物であるという確証が

得られず，次のような場面が考えられる．

�����1 �が偽の場合

�が偽の場合，�は �に本物の公開鍵を渡さないため "の

認証を行うことができない!



�����1 "が偽の場合

"が偽である場合，�は �から " の正しい公開鍵をもらっ

て復号しようとした際に "が偽であることが分かる

����*1 "も �も偽である場合

このケースでは，偽の " と偽の � が共謀して不正を行うこ

とが可能である．偽の "は自分の秘密鍵を使ってメッセージを

暗号化し，�は �から送られてきた "の偽の公開鍵を使って

復号すると，認証が成立してしまう．

この認証手法 � では，� と " が共謀すれば不正を行うことが

できてしまう．従ってそれはセキュリティレベルの低い仮認証

とみなし，価値の低いコンテンツ（例えば天気情報，道路や店

舗の混雑状況など）のやりとりに限定することが適切といえ

る．このセキュリティレベルの低さを解決する方法としては，

��� � がインフラネットワークに接続できた時にノード �

や " の公開鍵が正しいかどうか判断するなどの対策が考えら

れる．

�� �� � 認証手法 *

認証手法 �ではあらかじめ個々のノードが �の公開鍵を知ら

なかったため，セキュリティレベルの低い認証しか行えなかっ

た．認証手法 *では，��� �内に "の公開鍵を知る �が存

在し，�があらかじめ � の公開鍵を知っていた場面を考える．

�が，あらかじめ知っていた �の公開鍵を用いて �を認証す

る所から始める．この様子を図 �,に示す．

（ �） 　 �は �より �の秘密鍵で暗号化されたメッセージ

を受け取り，�の公開鍵で復号して �の認証を行う

（ �） 　 �は �から "の公開鍵を受け取る

（ *） 　 "は自分の秘密鍵でメッセージを暗号化して �に

送る

（ &） 　 �が "から送られてきたメッセージを "の公開鍵

で復号する
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図 �� 認証手法 


この認証手法 *では認証手法 �と違い，メンバ全員の膨大な

データベースを持ち歩く必要はない．さらに，�が正しいかど

うかを確認できてから "の認証を行うため，基本的にどのノー

ドも不正を行うことはできず，セキュリティレベルが高い．

�� � 認証手法 �

信頼できる会員サービスのプロバイダ（�）が存在し，会員

に証明書を発行している場合を考える．会員は � の公開鍵を

知っており，�が会員に発行する証明書を用いてお互いを認証

する．�はサービスプロバイダ �の公開鍵で "の証明書を検

証し，"が正しいことを確認する．この様子を図 ��に示す．

（ �） 　 "が �に自分の証明書を送る

（ �） 　 �は �の公開鍵で "の証明書を検証

（ *） 　 " は自分の秘密鍵でメッセージを暗号化して �に

送る

（ &） 　 �が " から送られてきたメッセージを証明書に記

載された "の公開鍵で復号する

この時 �の公開鍵で証明書の署名を検証できれば，�だけが

持つ秘密鍵で証明書が暗号化されたということが言えるので "

の証明書が正しいことが分かる．そしてメッセージが正しく復

号できたら，"が証明書の正統な所有者であると認定できる．

この認証手法 &ではあらかじめ知っていた �の公開鍵を使っ

て認証するためセキュリティレベルが高い．知っておくことが

必要なのは � の公開鍵だけであり，��� �内ではお互いの

証明書を交換するだけで簡単に認証できる．ただし，信頼でき

る会員サービスのプロバイダの証明書が必要になる．認証でき

た場合には会員サービスが提供するコンテンツを会員同士でや

り取りすることができる．
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�� 認証手法の階層型認証機構への適用

�� � 階層型認証機構の基本的枠組み

本研究では前節で述べた認証手法を利用し，次のような階層

型認証機構を提案する．この階層型認証機構を含んだセキュリ

ティの管理は 
��上のドメイン０で行われるので，例え悪意の

ある者が侵入してきたとしてもドメインＵへの直接的な被害を

防ぐことができる!

個々のノードは ��� � を形成する前から他のメンバの公

開鍵を知っている場合があり，それはドメイン０上の公開鍵リ

ストに格納される．ノードはインフラネットワークに接続した

状態で認証データベースなどにアクセスし，適当なメンバとそ

の公開鍵をこの公開鍵リストに入れることができる場合もある．

メンバが信頼できる会員サービスに属しており，それが発行す

る証明書を保持している場合もあるものとする．

階層型認証機構の概要を図 �� に示す．個々のノードは他の

メンバをセキュリティレベルで格付けし，ピアグループ内でそ

のメンバと公開鍵に関する情報を保有する! これをセキュリ

ティテーブルと呼ぶ．これはメンバそれぞれによって異なる相

対的なものであり，ピアグループにジョインする度に生成され

る．このセキュリティテーブルは高，中，低の三段階のセキュ

リティレベルを持ち，それは格納されているノードの信頼性は

どの程度であるかを示す．あるノードが他のメンバを認証する

際に，信用できる公開鍵によって認証が成立した場合には相手



とその公開鍵を高レベルに，そうでない場合は中レベルに相手

を追加する．この時，信用できる公開鍵とは公開鍵リスト，も

しくは高レベル層にいるメンバの公開鍵のことを指す．信用で

きるとは言えない公開鍵とはその他全ての公開鍵を指し，公開

鍵リストにはなく，高レベル層にも存在しないメンバの公開鍵

のことである．また，公開鍵が分からないため，自己申告した

�.を用いてオープンな認証のみを行った場合にはそのメンバ

の �.を低レベルに追加する．

例えばピアグループ内にジョインしたばかりの �が "を認

証する場合を考える．図 ��が �のドメイン０であると考える

と，"が �.を申告してピアグループに参加してきた際にはま

ず低レベル層に "の �.を追加する  ���．�は "の公開鍵を知

らなかったが，たまたま居合わせた �を用いて認証手法２を行

うことができたら中レベル層に "とその公開鍵を追加し，"の

セキュリティレベルを上げる  ���．さらにインフラネットワー

クに接続して �もしくは "の公開鍵が正しいと確認できたら�

認証手法３や認証手法 �を行ったことになり高レベル層まで "

とその公開鍵をレベルアップさせる  ���．ただし，"がまだ低

レベル層にいた段階でセキュリティレベルの高い認証手法 �や

認証手法 *を行うことができた場合には飛び越えて一気に最高

レベルまで上げる．"が信頼できる会員サービスに属しており

その証明書を持っている場合も認証手法 &を行い一気にレベル

をアップさせる  ���．
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図 �� 階層型認証機構の提案モデル

個々のメンバがそれぞれ前節で述べたセキュリティテーブル

を保有し，それを参照し合うことによってより多くのメンバと

コンテンツのやり取りが可能になる．信頼できる公開鍵によっ

て認証した相手を高レベルに追加した際には，その相手が持つ

セキュリティテーブルを参照して自分のものを更新する．この

際には次のルールに従う．

� 相手のテーブルのみに存在するノードとその公開鍵を

追加

� 自分と相手両方のテーブルに存在するノードには，より

高いレベルを適用

このように信用できる相手のテーブルを参照することにより更

新されたデータも，自分が認証して得たデータと同様に扱う．

従って，相手のセキュリティテーブルを参照することによって

高レベル層に追加されたメンバ情報も認証を行う際に信用で

きるものとして利用される．中レベル層に追加された情報は高

レベル層のものよりセキュリティレベルが低く，低レベル層に

追加された情報はさらに低い．このような過程を経ると，会員

サービスのメンバは直接コンタクトを取った数より多くのメン

バのセキュリティレベルを知ることになり，信頼の輪が広がっ

ていく．

�� � 動作アルゴリズム

前節で述べた内容に基づき，本研究で提案した階層型認証シ

ステムは次のようなアルゴリズムに沿って実行される．まず，

ピアグループ内にいる他のメンバを認証する際のアルゴリズム

を図 �*に示す．
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図 �
 認証とセキュリティレベル更新に関するアルゴリズム

次に他のメンバのセキュリティテーブルを参照する際のアル

ゴリズムを図 �&に示す．�が"を認証し，自分のセキュリティ

テーブルに加えた後，そのレベルによって "のテーブルを参照

するかどうか判断するところから始まる．

図 �� セキュリティテーブル参照と更新のアルゴリズム

個々のノードは公開鍵で暗号化したコンテンツをピアグルー



プ内でやり取りする．その際には，自分のセキュリティレベル

に応じたサービスを受けることができる．例えば図 �' のよう

に ��%による車車間通信を例にあげると，"が低レベル層にい

る時には他の車の位置情報しか受け取ることはできない．しか

し，中レベルに上がると周辺の道路情報や天気情報などのコン

テンツの一部分を受け取ることができる．さらに，最高レベル

では  �#を利用した決済サービスなど全てのコンテンツを利

用できるようになる．このように認証レベルが上がるごとに受

けることのできるサービスは拡大され，セキュリティレベルに

応じたサービスを受けることができる．
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図 �� サービス実現例

�� � 階層型認証機構の適用例

この階層型テーブルを利用した認証システムがどのように動

作するか具体例を図 �(に示す．

��まず初めに "が�に認証要求を出したとする! "がセキュ

リティテーブルにも公開鍵リストにも存在せず証明書も持って

いなかったため，�は "の信用できる公開鍵を知っているノー

ドを探す．.が "の公開鍵を知っていると報告したので，.に

それを教えてもらうことによって認証手法 �を "に実行する．

"が確認できたら中レベルにアップさせる．

��次に # が �に認証要求を出したとする．�は自分が持っ

ている公開鍵のリストの中に #の公開鍵を見つけたのでそれを

利用して認証手法１を #に適用する．#が正しいと判明したら

高レベルに追加する．

��この時，高レベルにいる # は信頼できると言えるので #

のセキュリティテーブルを参照して �のテーブルを更新する．

�のテーブルには存在しなかった  と .が新たに追加される．

#と �のテーブルを比較すると，"に対して #は �よりも高

度な認証を行うことができたことが言えるため，�のテーブル

にある "の公開鍵が #のテーブルにある "の公開鍵と等しい

ことを確認して，�は "のレベルを上げる．

このセキュリティテーブルの情報を利用することにより，そ

れぞれのメンバは自分のセキュリティレベルに応じたサービス

を受けることができる．この時点では低レベルにいる .は少し

のサービスしか受けられない．中レベルにいる  はコンテンツ

の一部を受け取ることができる．さらに高レベルの # と "は

全てのコンテンツを �から利用できる．
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図 � 提案モデルの動作の具体例

�� 階層型認証システムの実装

��� �の実現モデルを実装するために，ピアのディスカバ

リサービスのプログラムと認証手法１のプログラムを実装した．

�� � 実 験 環 境

図 �) のように � 台のノート �# に 
��*!, を利用して $%

として ����2 +������ �!(!�/ を二つインストールした．その上

に 	
��+�������!*!* を動作させ、これらを �   /,�!��3 無

線 ���で接続し，���通信を行った．ネットワーク構成は &!�

節で述べたような構成になっており，ドメインＵは外部ネット

ワークとは独立して 	
��を用い，ドメイン０を介して通信を

行っている．
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�� � ピアのディスカバリプログラムの概要と実行結果

�台のノートＰＣの &つのドメイン上の 	
��でピアを発見

するプログラムを実装した．まず，	
��上でそれぞれ &つの

ピアを作成し，それぞれが他のピアを発見するための .����+�

���4�5����要求を送る．他のピアが発見され，そのピアから

.����+���4��6����メッセージを受け取ったらピア名を出力す

る．実行結果は図 �/ のようになっており，ドメインＵ上のピ

アが同じノートＰＣのドメイン０上のピアと他のノートＰＣ上

の二つのピアを発見できたことが分かる．

�� � 認証手法のプログラムの概要

本研究で提案した階層型認証機構の一部である認証手法 �の

プログラムをドメイン０上の 	
��間で動作させた．通信は

	
��パイプサービスを利用して行っている．

�! 送信側で署名を生成

（ �） 　公開鍵と秘密鍵のインスタンスを作成
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図 �� ピアのディスカバリ

（ �） 　 3����������������関数を用いて公開鍵と秘密鍵の

ペアを作成

（ *） 　メッセージを秘密鍵で暗号化して署名を生成　

�! メッセージと署名の送受信

まず受信側プログラムは入力パイプを生成しその上でメッ

セージと署名を入力待ちする．一方送信側では出力パイプを生

成し，そこから 	
��パイプサービスを利用してメッセージと

署名を送信する．出力パイプから送信されたメッセージと署名

は入力パイプで受信される．

*! 受信側でメッセージの検証

（ �） 　検証するための関数 7�������を公開鍵を指定して初

期化

（ �） 　署名を復号し元のメッセージと比較，検証

（ *） 　検証の結果を出力

以上の手順を図 �0に示す．
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図 �� メッセージと署名の送受信

�� � 認証手法のプログラムの実行結果

前節で述べた認証手法 �の受信側のプログラムと送信側のプ

ログラムをそれぞれ別のノート �#上のドメイン０で動作させ

た．受信側の実行結果を図 �,に，送信側の実行結果を図 ��に

示す．初めに受信側でパイプサービスのアドバタイズメントを

読み込んで入力パイプを生成しメッセージが届くのを待つ  ���．

次に，送信側のプログラムが公開鍵と秘密鍵のペアを生成し，

署名を作成する  ���．そしてパイプアドバタイズメントを読み

込んで出力パイプを作成し，メッセージを送信する  ���．受信

側がメッセージを受信し終わったら  ���� 送信側が次に署名を

送信する  ���! 署名を受信し終わったら  ���メッセージと署名

を検証しその正否を出力する  ���! 以上により，
��上のドメ

イン０間の ���環境で認証手法 �を構築した．

図 �� 受信側プログラム実行結果

図 �� 送信側プログラム実行結果

� まとめと今後の課題

本研究では ��� �内で有効であると考えられる実現モデ

ルを構築するため，仮想マシンを用いて実現モデルの環境を構

築し，階層型認証機構の一部をその上で実装した．今後の課題

としては，実現モデルのネットワーク構成や階層型認証機構を

検討し，実装したい．そして仮想マシンの特徴を生かしたより

安全で実用的な��� �の実現モデルを提案して実装したい．
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��� 小原奈緒子，小口正人：”モバイルアドホック
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