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Abstract

   The ATN(Aeronautical Telecommunication Network) is designed to present a global internetworking 

infrastructure for future aeronautical telecommunications. This report presents the development of the ATN 

security functions conducted by ENRI(Electrocin Navigation Research Institute) and the interoperability tests 

between ENRI and STNA(Service Technique de la Navigation Aérienne). The ATN security utilizes the Elliptic 

Curve Cryptography. This report first describes the outline of ATN security. And then it describes individual 

exchange procedures of security items between BIS(Boundary Intermediate System)s and CM(Context 

Management) applications, and shows the implementations of ATN security functions on the protocol stack of 

experimental simulation system called EAST(Enri ATN Simulation Test bed). To evaluate the performance of the 

ATN security, we conducted a laboratory experiment with EAST. The results of this experiment are also described 

in this report. And we also conducted interoerability experiments of CM applications and CM security functions 

between ENRI and STNA, to validate ATN Air/Ground and security SARPs(Standards And Recommended 

Practices). The outline and the results of the experiments are also described in this report.
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１．まえがき

　ATN（Aeronautical Telecommunication Network:

航空通信網）は，従来個別に行われていた航空における

データ通信を OSI（Open System Interconnection: 開

放型システム相互接続）を用いたビット指向型のデータ

通信に統一し，航空通信用のインターネットを構築して

行くものである。

　ATN の標準化は ICAO（International Civil Aviation 

Organization：国際民間航空機関）によって行われ，そ

の SARPs（Standards and Recommended Practices:

標準化及び勧告方式）はコアパート（第10付属書の改定

部分）と Doc.9705と呼ばれる技術書で構成されている。

　Doc.9705はたびたび改訂され，第３版からはセキュ

リティなどが導入された。筆者らは，SARPs 改訂と近

年増加傾向にあるテロなどへの対策のため，ATN のセ

キュリティ機能を開発した。また，SARPs の検証と相

互運用性・互換性の確認のため海外の試験機関と接続実

験を行った。本報告では開発したセキュリティ機能と，

接続実験結果について述べる。なお，本報告で用いる３

層や４層などの語句は，OSI 参照モデルの第３層および

第４層を表す。

２．ATNのセキュリティについて

　インターネットなどでは下記の脅威に対してセキュリ

ティ対応が必要となる。

　①メッセージのアドレス情報や内容の変更（改竄）

　②なりすまし

　③ネットワークのルーティング情報の変更

　④通信媒体の傍受

　⑤ネットワークや特定の伝送媒体の妨害や殺到

　ATN セキュリティサービスでは，①，②，③をセキュ

リティ対象とする。項番④は，軍事や警察の通信などに

対しては脅威であるが，航空通信では歴史的に通信媒体

の傍受を認めており，また単に傍受するだけなら問題は

ないのでセキュリティ対象外とする。また，項番⑤のよ

うな物理的なセキュリティはソフトウェア的にどうこう

できるものではなく，各国のネットワーク構築のポリ

シーによって実装されるべきことなので対象外とする。

　図１は空 / 地の通信の概念を示す。航空管制での空 /

地の通信は，ATS（Air Traffic Service: 航空管制業務）

ドメインの ES（End System: エンドシステム）と航空

機ドメインの機上 ES 間で行われる。ATN ではドメイン

間の通信は必ず BIS（Boundary Intermediate System:

境界型中間システム）と呼ばれる特殊な IS を介して行

われる。

　偽の管制官や偽のパイロットを排除すると言うこと

は，偽の航空機ドメインや偽の ATS ドメインを排除す

ることに他ならない。BIS が相互にリンクを確立する際

にはルーティング情報などの交換を行う。従って，これ

らの情報交換の際に電子認証を用いて互いに相手を認証

することで，偽のドメインを排除することが可能になる

と考えられ , 項番②の対策になる。また，ルーティング

情報の交換に電子署名などを用いることで情報や内容の

改竄が防げ，項番③の対策になる（データ完全性）。

　同様に，アプリケーション間の通信にも項番②の対策

のため電子認証を用いる。また，エンド - エンド間でや

り取りされるメッセージにも電子署名などを用いること

でデータ完全性が保証され，項番①の対策になる。以上

の方法が ATN でのセキュリティ対策の基本的な考え方

であり，電子認証の仕組みにインターネットなどでも利

用されている PKI（Public Key Infrastructure：公開鍵

基盤）［1］を用いる。また，電子署名には公開鍵暗号が用

いられ，暗号化や復号に時間がかかりリアルタイムの通

信には不向きとされるので，代わりに MAC（Message 

Authentication Code: メッセージ認証コード）を用いる。

なお，このセキュリティ対策が適用されるのは無線が使

用される空 / 地リンクに限られる。

３．電子署名と暗号

　現在コンピュータ上で用いられている暗号方式には，

共通鍵暗号と公開鍵暗号の２種類の方式がある。共通鍵

暗号は暗号化と復号に同一の鍵を利用し暗号化鍵を公開

しない。このため，通信相手毎に個別の共通鍵が必要で，

図１　空／地の通信の概念



25ENRI Papers No.118 2007

共通鍵の受け渡しがありその管理が困難である。一方，

公開鍵暗号は暗号化鍵と復号鍵が異なり，暗号化鍵を公

開し復号鍵を秘密にしておく暗号方式である。復号鍵を

受け渡す必要が無く，共通鍵方式のような問題は発生し

ない［2］。しかし，暗号化・復号に時間がかかりリアルタ

イムの通信には向かないとされる。一般に共通鍵暗号は

公開鍵暗号に比べて文献３などによれば1000倍程度高速

に暗号化・復号が可能とされる。このため，データ部分

の暗号化には共通鍵暗号を用い，その鍵を安全に配送す

る手段として公開鍵暗号を組み合わせる場合が多い。

　電子署名は書類の改竄などを防ぐために用いられ，暗

号方式としては公開鍵暗号が用いられる。電子署名には

元の書類のダイジェスト（書類を一方向性ハッシュ関

数脚注でハッシュ化したもの）が含まれ，このダイジェ

ストは秘密鍵で暗号化されている。従って，書類が改竄

されたかどうかを検証するには，書類のダイジェストと

署名に含まれるダイジェストを公開鍵で復号したものを

比較すればよい。暗号の場合，公開鍵で暗号化して秘密

鍵で復号するが，署名の場合，秘密鍵で暗号化し公開鍵

で復号するので鍵の使い方が逆になる。

　MAC も第三者からの書類の改竄などを防ぐために用

いられ，電子署名と同様の原理を用いているが，電子署

名との相違は共通鍵暗号を用いる点である。共通鍵暗号

を用いるため，高速な通信に使用でき ATN セキュリ

ティにも使用される。但し，通信者間で共通鍵を安全に

共有する必要があるので，ATN では公開鍵暗号を用い

て共通鍵を共有する。また，電子署名を用いた場合，秘

密鍵は本人以外所持していないので，その書類が本人に

より作成されたことを否定できない（否認性）。これに

対して，MAC では，共通鍵の所有者が二人はいるので，

否認の防止にはならない。このため，MAC は商取引な

どには使えない。

　

４．BISのセキュリティ対策

　本節では証明書や公開鍵および後述する Tag などの

セキュリティ・アイテムの具体的な使用例を説明する。

　また，ATN ではデータ伝送速度が限られる空 / 地リ

ンクでのデータ量を減らすため，公開鍵暗号としては鍵

長を短くできる楕円曲線暗号を用いた PKI が用いられ

る。

　図２は BIS におけるセキュリティ・アイテムの使用例

を示す。この例では、機上 BIS と空 / 地 BIS は相互認証

し，地上側は航空機の証明書を CA（Certification 

Authority: 認証局）/RA（Registration Authority: 登録局）

から受け取り，航空機側は空 / 地 BIS から直接証明書を

入手する場合の手順を示す。認証が必要かどうか，証明

書が必要かどうか，BIS が ATN セキュリティに対応し

ているかどうかは，最初の ISH（中間システムハロー：

ISO9542 ES-IS プロトコルが使用する構成メッセージ）

-PDU（Protocol Data Unit: プロトコル・データ・ユニッ

ト）の交換により判明する。どちらかの BIS が ATN セ

キュリティに対応していない場合は無論認証は行われな

い。図2ではどちらの BIS も ATN セキュリティに対応

しかつ相互認証が必要なことを，また，航空機 BIS は証

明書が必要なことを，空 / 地 BIS は証明書が必要でない

ことを ISH-PDU により相手に通知する。

　ISH-PDU の 交 換 後，BIS は OPEN-PDU（ISO10747 

IDRP｛インター・ドメイン・ルーティング・プロトコル｝

が使用するメッセージの一つ）の交換を行う。空 / 地

BIS は証明書を要求されたので OPEN-PDU に自分の証

明書を付けて送付する。各 BIS は入手した証明書から相

手の公開鍵を抽出し，自分の秘密鍵とで共通鍵となる

SessionKey(MacKey とも呼ばれる ) を作成する。この

作業が OPEN-PDU の交換までに行われる。

　通信者間で，他者に知られず秘密裏に共通鍵を共有す

る鍵交換の仕組みはいろいろ考えられる。ATN では，

Diffie － Hellman の鍵交換［4］（付録１参照）を用いる。

この方法では，相手の公開鍵と自分の秘密鍵から

SessionKey を作成するので，SessionKey の送付を伴わ

ず，SessionKey が傍受者に見られる恐れがない。また，

何よりも通信手順を簡略化でき，データ伝送速度が限ら

れる空 / 地の通信に向いているので採用された。

　しかし，このままだと同じ利用者のペアでは一意的に

SessionKey が定まり，安全性から見て好ましくない。

このため，SessionKey にランダム性を持たせるため，

実際には OPEN-PDU の交換の際にお互いに乱数を発生

して相手に送付する。この乱数のペアから共有情報が得

られる。相手の公開鍵と自分の秘密鍵から秘密共有数を

求め，共有情報と秘密共有数から同じ SessionKey を生

成する方法が採られる（付録1参照）。従って，定期便が

脚注）　ハッシュ関数は可変長の文字列（プリイメージと呼

ぶ）を入力すると固定長の出力文字列（ハッシュ値と呼ぶ）

に変換する関数である。一方向性ハッシュ関数はその中でも

プリイメージからハッシュ値を計算するのは簡単だがその逆

は困難な関数であり，暗号処理などでは頻繁に用いられる。

SHA，MD5 などがある。また，ハッシュ値は署名などでは

ダイジェストと呼ばれるが，使われ方しだいで様々な呼ばれ

方をする。
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運航しているとしても，その航空機との通信に使われる

SessionKey は毎回異なるものになる。

　OPEN-PDU の 交 換 以 後 の 通 信 で は， 送 信 側 が

SessionKey で作成した Tag（MacTag とも呼ばれる）

を IDRP 情報に付加し，受信側は同じ SessionKey で受

信した Tag を検証する。この Tag は MAC により通信

文のハッシュ値を SessionKey で暗号化して作成する。

受信者は受信した通信文をハッシュ化し，Tag を

SessionKey で復号したものと比較することで偽造や改

竄の痕がないかを判断できる。

　

５．CM のセキュリティ対策

　CM（Context Management: コンテキスト・マネジメ

ント ) アプリケーションは，航空機や管制機関がセキュ

リティの有無を含めてどのような ATN アプリケーショ

ンに対応しているか，また，そのアプリケーションの宛

先アドレスを相互に通知するのために用いられる。従っ

て，データリンク・アプリケーションとしては，通信の

最初に用いられるので，当所では優先してセキュリティ

機能の開発を行った。

　図３に CM のセキュリティ・アイテムの使用例を示

す。CM では航空機側からログオンするので，機上 CM

サーバはログオン要求（CM Logon Request) に秘密鍵

#1A（秘密署名鍵）を用いて署名（Signature 1）を付

加し、地上 CM サーバに送信する。地上 CM サーバは

CA/RA を通じて航空機の証明書を手に入れる。この証

明書は2通有り，証明書１から相手の公開鍵 #1A（公開

署名鍵）を抽出して相手の署名（Signature 1）を検証

する。また，証明書２から公開鍵 #1B( 公開鍵合意鍵 )

を抽出して自分の秘密鍵 #2B（秘密鍵合意鍵）とで

SessionKey を作成する。

　ATN では２種類の証明書が用いられる。証明書１は

公 開 署 名 鍵 非 圧 縮 証 明 書（Public Signature-key 

Uncompressed Certificate Path）と呼ばれ，電子署名

用の公開鍵の配布に用いられる。証明書２は公開鍵合意

鍵 非 圧 縮 証 明 書（Public Key-agreement-key 

Uncompressed Certificate Path）と呼ばれ，共通鍵作

成用の公開鍵の配布に用いられる。つまり，ATN では

署名鍵と鍵交換鍵には別個の公開鍵と秘密鍵のペアを用

いる。前節の BIS のセキュリティでは鍵交換鍵だけを用

い，利用する証明書も鍵交換用の証明書２だけを用いて

いる。なお，空 / 地リンクを用いて証明書を相手に送付

する場合は圧縮形で送付する必要がある ( 付録２参照）。

　電子署名を用いたログオンに不正が無ければ，地上

CM サーバは作成した SessionKey を用いて Tag#A を

図２　BISにおけるセキュリティ・アイテムの使用例
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作成し，航空機にログオン応答（CM Logon Response)

を返すときに自分の証明書２と Tag#A を付加する。航

空機 CM サーバは受け取った証明書から公開鍵 #2B を

抽出し自分の秘密鍵 #1B から SessionKey を作成し，

Tag#A を検証する。Tag の作成・検証には MAC を用い，

鍵交換の仕組みも BIS の場合と同様である。以後，送信

側が通信文に Tag を付加し，受信側がその Tag を検証

することで通信文の改竄を防げる。

　　　　

６．ATN実験システムへの実装

　図４に新たに製作した実験システムのプロトコル・ス

タックを示す。筆者らは ATN-OSI プロトコル・スタッ

クの開発を従来から行い，SARPs-edition2までの開発は

終了している［5，6］。本研究では従来のプロトコル・スタッ

ク［7］を改修し，セキュリティ機能を実装する方法をとっ

た。従来のプロトコル・スタックから変更があった部分

は，ES 側 で は ULCS（Upper Layer Communication 

Service：上位層通信サービス）の応用層の部分である。

応用層以外の上位層，トランスポート層以下には機能的

な変更はない。応用層で機能的な変更がある部分は，

ACSE（Association Control Service Element: ア ソ シ

エーション制御サービス要素）と DS（Dialog Service:

ダイアログ・サービス）で，これらは全ての空 / 地アプ

リケーションで共通に用いられる。

　DS はアプリケーションにプロトコル・スタックの論

理的なパスを提供するので，セキュリティ機能の使用時

と未使用時の切り替え機能や，新規の機能である ASO

（Application Service Object: 応用サービス・オブジェ

クト）［8］とのインタフェースが必要になる。ASO は同

じ く 新 規 の 機 能 で あ る SESE（Security Exchange 

Service Element: セキュリティ交換サービス要素）や

SSO（System Security Object: システム・セキュリティ・

オブジェクト）［8］と DS とのインタフェース機能などを

実現するためのものである。

　SESE は SSO で生成・検証される認証情報や署名など

のセキュリティ・アイテムを相手のアプリケーションや

エンティティと交換する機能である。SSO はセキュリ

ティ・アイテムの生成と検証を行うサービスで，前節ま

でに述べた署名や MacTag の作成・検証ならびに

SessionKey の作成もここで実施される。我々は暗号や

電子署名のモジュールを試作した経験は無いので，SSO

の実現には ATN-PKI に適合した市販のモジュール ( 日

立製 Keymate/Crypto) を利用した。

　また，CM 自体も新たに製作された ULCS によって提

供されるセキュリティ機能を使用するため，CM User

と CM ASE（Application Service Element: 応用サービ

ス要素）の改修が必要である。但し，CM アプリケーショ

ン自体はセキュリティの有無に係わらず，ログオン時の

手順や，データ転送の手順がかわる訳でもなく，データ

図３　CM のセキュリティ・アイテムの使用例
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そのものにも変化はない。なぜなら，セキュリティ・ア

イテムの生成や検証は SSO が行い，セキュリティ・ア

イテムの交換も SESE が行う。セキュリティの有無によ

る大きな違いは，セキュリティが有る場合は SESE によ

り送信されるパケットに SETR（SE-transfer：セキュリ

ティ交換転送）-APDU（応用プロトコル・データ・ユニッ

ト）が付加されることである。

　従って，CPDLC（Controller Pilot Data Link 

Communication: 管制官 - パイロット間データリンク通

信）など他の空 / 地アプリケーションも新しいプロトコ

ル・スタック上で開発すれば容易にセキュリティ機能を

使用できる。将来的には，全ての空 / 地アプリケーショ

ンでセキュリティは要求される。

　BIS での変更箇所は３層の IDRP の機能拡張が主にな

り，リンク確立およびルーティング情報の交換時にセ

キュリティ機能を使用できるように機能拡張した。ここ

でも，セキュリティ・アイテム自体の生成や検証は

SSO が行う。また，BIS が ATN セキュリティに対応し

ているかどうか，証明書が必要かどうか等の情報の交換

は，ISH の交換で行われる（図２参照）。ISH は IDRP

ではなく ES-IS(ISO9542: エンドシステム－中間システ

ム）プロトコルが使用するメッセージであるので ES-IS

プロトコルの改修も必要である。

７．動作確認

　本実験システムのセキュリティ機能について，図4に

示すシステム構成で動作確認を行った。通信の手順は

BIS の場合は図5に，CM の場合は図３に示す手順を用

いた。ここで，CA の設置方法や，証明書の入手方法も

現在の SARPs では未定なので，試作した BIS や CM

サーバはともに CA との配布機能には対応していない。

このため，図３で CA から配布される証明書は，予め入

手したものとして実験を行った。

　動作確認の方法は，IDRP や ULCS の通信履歴を解析

することで行った。図６は BIS での OPEN-PDU 交換時

の履歴の16進ダンプを示す。図７は図６のシーケンス

No.00012の OPEN-PDU の内容を示す。図７の赤字で示

す部分から，この通信が相互認証（認証タイプ2）の通

信で，圧縮型の鍵交換用証明書（CompressedUserCertif

icate）が付加されていることが分かる。図８は CM　

Logon シーケンスでの SESE の通信履歴（16進ダンプ）

を示す。図８より CM アプリケーションが発行するロ

グオン要求とログオン応答に SETR-APDU が付加され

て い る こ と が 分 か る。 図９は 図８の シーケ ン ス

No.00005と No.00006の SETR-APDU の内容を示す。

　No.0005の内容から機上 CM サーバの署名データが付

加されていることが分かる。No.00006の内容から地上

図４　セキュリティ機能を実装した ATNのプロトコル・スタック
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図６　IDRP の通信履歴の一部 図７　No00012の OPEN　PDU の内容

図５　BISのセキュリティ確認の手順
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CM サーバの圧縮型の鍵交換用証明書と MAC で作成し

た Tag が付加されていることが分かる。

　このようにして IDRP および ULCS の通信履歴の解析

結果から，BIS 間および CM サーバ間のセキュリティ交

換が正常に行われていることを確認した。

　また，地上 CM サーバがログオン要求を受信してか

らログオン応答を送信するまでの処理時間を測定した。

５回の試行の平均でセキュリティ無しの場合57ms で，

セキュリティ有りの場合は87ms であった。セキュリ

ティの処理のため平均30ms の時間が費やされたことに

なる。使用したプロセッサーは pentium4の2.4GHz で，

オペレーティング・システムは windows　NT4である。

８．暗号強度に対する考察

　付録１に示すように，現在では Diffie-Hellman 問題

が解けるかどうかは，離散対数問題が解けるかどうかと

等価と見なされている［9］。このため，Diffie-Hellman 鍵

交換を用いた公開鍵暗号などの暗号強度は，離散対数問

題を求める計算量から推定される。その結果，長い鍵長

ほど暗号強度は高く，楕円曲線暗号では利用者秘密鍵と

しては160bit 以上が，素因数分解の困難さを利用した

RSA 暗号などでは1024bit 以上が現在では推奨されてい

る。暗号による鍵長の違いは，現在の数学知識では楕円

曲線暗号の離散対数問題の計算の方がより困難なためで

ある［10］。

　SARPs-edition3では利用者秘密鍵としては1024bit の

RSA 暗号などと同等な暗号強度を得るため，160bit の

鍵を想定している。このため，楕円曲線暗号のパラメタ

（付録3参照）としては SEC(Standards for Efficient 

Cryptgraphy)-sect163r2［11］を用いる。また，利用者が多

く攻撃もされやすい CA 秘密鍵については SEC-

sect233r1（RSA 鍵2240bit 相当）を用いる。ただし，コ

ンピュータの進歩状況から将来もっと長い鍵が使われる

可能性が高い。

　また，SessionKey については160bit の鍵が用いられ

る。これはインターネットなどでも使用されている

SSL3.0（セキュア・ソケット層バージョン3.0）が128bit

の共通鍵を使用しているのに比べても十分長い。文献12

などでは128bit の共通鍵の強度は2000bit 以上の公開鍵

と同等とされている。

　以上のように ATN-SARPs では使用する暗号や現時点

での鍵長などについては十分吟味されているように思わ

れる。また，実験システムで用いた暗号アルゴリズムは

電子政府推奨暗号アルゴリズムで推奨されるものであ

る。電子政府推奨暗号アルゴリズムは，日本政府により

評価かつ推奨され，2003年２月に公表された暗号アルゴ

リズムである［13］。

　ただし，実装面では疑念も残る。図９に示された CM

での MacTag の長さは32bit で固定長である。これは現

図８　CM ログオンシーケンスの通信履歴

CMLogonRequest 

SETR-APDU

CMSecureLogonResponse 

SETR-APDU



31ENRI Papers No.118 2007

在では短すぎる数値に思われる。短すぎる MAC やハッ

シュ値は攻撃の対象になりやすい。極端な話1bit の

MAC では，とりえる値は０か１の２つしかない。攻撃

者は MAC の値が０か１になるかの規則性を見つけるだ

けで，面倒な計算を行なって SessionKey を回復する必

要もなく電文の改竄やなりすましを行なえる。BIS の場

合 MacTag の長さは80bit 固定であり，これに比べても

短い。この理由としては，ATN では BIS 間とエンド -

エンド間で二重のセキュリティが用いられることなどが

考えられる。しかし，CM での MacTag の長さを BIS な

みの80bit に変更しても6バイト通信量が増えるだけであ

るので，変更するのが望ましいと思われる。

９．相互接続実験

　試作した CM のセキュリティ機能を検証すること，

ならびに互換性を確認することを目的としてフランスの

試験研究機関である STNA（Service Technique de la 

Navigation Aérienne：現 DSNA）と平成16年度下半期

に相互接続実験を行った。これは，独立した２つの試験

研究機関が，ATN-SARPs に基づきそれぞれ独自に開発

した CM（ENRI は沖電気製作，STNA は Sofréavia 社

製の CHARME）のセキュリティ機能の最初の相互接続

実験例である。

　図10に実験の構成図を示す。ENRI と STNA 間の通信

は公衆パケット網（INS-P,VENUS-P, TRANSPAC）を

用いた。ENRI が航空機側，STNA が地上側の構成と

ENRI が地上側，STNA が航空機側の二通りの構成で実

験を行った。なお，STNA では BIS のセキュリティ機能

は未実装であるので，CM のセキュリティ機能のみ用い

た。また，空 / 地サブネットワークを用いる場合は機上

BIS と空 / 地 BIS が必要であるが，実験を公衆網で行っ

図９　No00005と No00006の SETR-APDU の内容
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たので地対地（G/G）BIS を用いた。

　実 験 に 先 立 ち，PICS（Protocol Implementation 

Conformance Statements：プロトコル実装コンフォー

マンス試験）に基づいた調査を行った。PICS 調査によ

り接続性に問題がないことが確認できたので，実験は次

の2段階にわけて実施した。

　ステップ１：セキュリティ機能無しでの CM の互換

性・相互接続性の検証

　ステップ２：セキュリティ機能を用いた場合の CM

の互換性・相互接続性の検証

9.1　ステップ１の実験結果

　ステップ１では，まず BIS 間での ATN 下位層の基本

的なプロトコルシーケンスによる各 PDU の送受信確認

及び，それに伴ったルーティング情報の反映など動作の

妥当性を確認した。実験結果は良好で，特に問題は発生

しなかった。

　CM アプリケーション間では，ATN セキュリティを

使用しない CM アプリケーションの各種サービスを実

施して ATN 上位層（ULCS）及び CM アプリケーショ

ンの接続性を確認した。実験では27項目におよぶシーケ

ンスで試験を実施し，途中２箇所の不具合が発生したが，

最終的には全ての項目で実験結果は良好であり，互換性・

相互接続性に問題がないことを確認した。

　なお，不具合箇所の１つは TRANSPAC 上で発生した

もので，実験システム上の問題ではない。また，残る１

つの不具合も STNA 側のソフトウェアの改修で解決し

た。

9.2　ステップ２の実験結果

　ATN セキュリティを使用した CM アプリケーション

の各種サービスを実施して ATN 上位層（ULCS）及び

CM アプリケーションの接続性を確認した。実験では38

項目のシーケンスを試験する予定であったが，実験開始

当初から不具合が多発し，その解析と対処に多くの時間

を費やした。その結果，時間不足のため接続性及び基本

機能確認ができたものは，表１に示す９シーケンスに留

まった。また，計19件の問題が実験中に発生した。

　しかし，CM ログオンから CM エンドまでの正常系で

の一連のシーケンスは成功しているので，次の一連のセ

キュリティ処理は成功しているのが確認できた。

１ ）電子署名および証明書を用いた認証（CM ログオン）

２ ）Diffie-Hellman 鍵交換による SessionKey の作成

（CM ログオン）

３ ）SessionKey を用いた MacTag の作成と検証（CM

アップデート，CM エンド）

　また，発生した問題の分類を表2に示す。問題の傾向

としては，セキュリティ・アイテム作成方法や PER

表１　ステップ２で接続性が確認できた試験項目

図10　接続実験の構成図
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（Packed Encoding Rules：ATN で用いるエンコード

方法の一つでデータを圧縮できるとされる）の問題が14

件，セキュリティ機能のロジック問題が3件，コンフィ

グ設定誤りが1件，その他1件である。また，STNA 側で

16件，ENRI で3件といった内訳になった。

　セキュリティ・アイテム作成方法や PER における問

題が一番多く，全て STNA 側で発生した。ATN-SARPs

ではセキュリティ・アイテム作成方法については述べて

いるが，具体的な例は示されていない。しかし，ガイダ

ンス・マテリアルにはサンプルが示されているので，こ

のサンプルと比較検証を行えば STNA 側でも大部分の

問題の確認が前もって可能であったと思われる。従って，

ガイダンス・マテリアルのサンプルと比較検証を行うこ

とがセキュリティ機能の開発では重要であると考えられ

る。ENRI でのソフトウェアの開発では，これらを実施

済みであったため，セキュリティ・アイテム作成での不

具合は発生しなかった。

　今回の実験では38項目のうち9項目のシーケンスしか

接続性及び基本機能の確認ができなかったが，残りの

シーケンスの殆どは鍵不正などの異常系での処理であ

る。また，前述したように一連のセキュリティ処理は成

功しているので，現時点では SARPs に関わる不具合は

ないと考えられる。

10．まとめ

　本報告では ATN セキュリティの製作と相互接続実験

ついて述べた。本文では，BIS および CM のセキュリティ

の概要を述べた。また，ATN-OSI プロトコル・スタッ

ク上でのセキュリティ機能の実装方法について述べ，動

作確認方法について述べた。さらに，STNA との CM お

よび CM セキュリティ機能の相互接続実験について述

べた。

　製作した ATN セキュリティ機能は，所内での動作確

認実験では正常に動作した。また，STNA との接続実験

では，実験中に不具合は多発したが，正常系での一連の

シーケンスは成功し，セキュリティ処理は正常に動作す

ることを確認できた。

　なお，本研究で製作した ATN セキュリティはセキュ

リティ・アイテムの生成，交換および検証を行なう機能

までで，CA との配布機能には対応していない。CA は

PKI には必須なもので証明書や証明書失効リストの入手

方法も定められねばならない。

　しかし，CA に証明書を発行してもらうことは航空会

社にとっては経済的なデメリットが大きい。このため，

航空会社自ら公開鍵・秘密鍵の作成・管理を行う動向が

あり，ICAO の航空通信パネルでも検討が開始された。

今後は，擬似的な CA を設置して残された課題を解決す

ることと，これらの動向にも対応していきたい。
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付録１　Diffie-Hellman 鍵交換

　利用者グループで大きな素数ｎとｇが共有されている

とする。このとき1から n-1の全てのｈについて gx ≡ｈ

(mod n) を満たすｘが存在するように n とｇを選ぶ。

　A と B が秘密の整数の一つを共有したいと望んでい

るとする。この整数は対称アルゴリズムで共通鍵として

利用できる。共有の際には秘匿を保てないチャネル上で，

情報を明らかにすることなく合意できなければならな

い。利用者グループの中で共有できる項目は，ｎとｇだ

けである。

1.A はランダムで大きな正の整数ｘを選び以下を B に送

る

　　　　　　　　X=gx mod n

2.B はランダムで大きな正の整数ｙを選び以下を B に送

る

　　　　　　　　Y=gy mod n

3.A は以下を計算する

　　　　　　　　k=Yx mod n =gxy mod n

4.B は以下を計算する

　　　　　　　　k'=Xy mod n =gxy mod n=k

　攻撃者 E が知ることのできる情報は n,g,X および Y

だけである。E がこの情報から k =gxy mod n を計算で

きるならば，E は Diffie-Hellman 問題を解くことが可

能という。E が離散対数問題（ここでは，ある値ｈが与

えられた時 gx ≡ｈ (mod n) を満たす最小のｘを与える

こと）を解いてｘかｙを回復できれば，E が Diffie-

Hellman 問題を解くことができるのは明らかである。

このため，暗号に使われるほとんどの群において Diffie-

Hellman 問題と離散対数問題は計算量の理論の意味に

おいて等価と考えられている。

　Diffie-Hellman 問題を解くのが困難な場合，A と B

は k を共通鍵として使用できる。これがなぜ楕円曲線

に拡張できるのかは群論の助けが必要になり，本報告の

範囲を超えるので他の専門書を参考にされたい。暗号に

用いられるのは楕円曲線上の点の作る加法群である。文

献10では乗法的な有限アーベル巡回群で Diffie-Hellman

鍵交換が成り立つことから始まり，楕円曲線上の群の加

法的な記述に展開している。本報告で述べているプロト

コルでは，A と B はそれぞれｘとｙを秘密鍵，X と Y

を公開鍵として登録するもので，通信を行なう際，予め

お互いの証明書を入手しておけば一切の鍵交換に伴う通

信手順が不要になる。

　但し，このままでは A と B のペアでは共通鍵は一意

的にｋになる。MAC を用いる場合は，毎回ランダムな

共通鍵を用いるのが望ましいので不適切である。このた

め，k を秘密共有数とし，BIS の場合 OPEN-PDU の交

換の際，ランダムな整数αとβを互いに送る。αとβは

BIS 間で共有されるので，これから共有情報を作成し，

一方向性ハッシュ関数を用いて共有情報と k から

SessionKey を作成する。

付録２　圧縮型の証明書

　ATN では非圧縮と圧縮型の証明書の区別がある［14］。

これは ATN ではエンド - エンドでの空 / 地の通信が全

て圧縮型で行なわれることに起因する［7］。空 / 地の通信

では OSI6層のエンコード法により7層以上のデータは全

て圧縮される。これは全ての ES に実装される機能であ

り，証明書を送付する際も自動的に圧縮されるが，この

とき不用な項目は一部削除して送付する。

　また，SARPs の規定では，BIS が用いる証明書もこれ

に準じて圧縮型で送付されねばならない。しかし，BIS

は本来3層までしか実装されていない。試作した BIS で

は圧縮型の自身の証明書を別途用意し，必要な場合はこ

れを送付する。また，受信した圧縮型の証明書をデコー

ドする機能を付加した。

付録３　楕円曲線暗号のパラメタ

　楕円曲線暗号は有限体上の楕円曲線のアーベル群演算

則に基づくが，実用上暗号に用いられるのは大きな素数

体上のものと標数2の有限体 Fq（ただし q=2m) に限ら
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れる。これらの有限体を楕円曲線の定義体と呼ぶ。また

m を拡大次数と呼ぶ。

　楕円曲線の表現は定義体により異なるが，標数２の場

合，楕円曲線 E は次式で表される。

     E:   y2+xy=x3+ax2+b

　楕円曲線暗号では E 上の点 G を生成元とする加法群

が用いられる。G のｄスカラー倍を [ ｄ ]G と表す。    

Q=[ ｄ ]G とするときｄと G から Q を求めるのは容易

であるが，G と Q からｄを求めるのは困難である（楕

円曲線の離散対数問題）。ｄが秘密鍵，Q が公開鍵とな

るのは付録1の例からも明らかであろう。楕円曲線上の

有理点の個数は有限であるので，[n]G が無限遠点とな

るｎが存在する。[n]G が無限遠点となる最小のｎを G

の位数という。

　ATN では現在は標数2の有限体上の楕円曲線が用いら

れているので，楕円曲線暗号のパラメタは拡大次数ｍ，

体多項式［10］，係数 a と b，G と G の位数ｎならびに係

数 a とｂを決定する際に用いる乱数ｓである。

　また，E の位数を＃ E とすると＃ E の大きさは

　    q+1-2q1/2 　≦ #E ≦　q+1+2q1/2 

が成り立つことが知られている (Hasse の定理）。従って

定義体を大きくすれば #E も大きくなるが，G の選びか

たによってはｎが小さい場合があるので，ｎができるだ

け大きくなるように G を選ぶことが望ましい。しかし，

専門家でなければこれは困難なので，ATN では SEC で

推奨されたパラメタを用いている。付表に SEC-

sect163r2のパラメタ値を示す。

付表　楕円曲線ドメイン・パラメタ（ATN装置間で使用：sect163r2と同様）

extension degree m of the binary field F2m m 361=
polynomial basis representation F2163 f (x) = x163 + x7 + x6 + x3 1+
curve E y2 + xy = x3 + ax2 + b Note1
coefficient a a = 
coefficient b b = 
base point G G =   Note2
order n of G n = 
Note1 - E was chosen verifiably at random from the seed : S = 
Note2 - G is expressed as G=03||x where 03 indicates that point compression is being used. 


