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• 国立研究開発法人 産業技術総合研究所の技術移転ベンチャー として発足 

• 産総研で研究を行ってきた純国産の認証技術 LR-AKE を製品化  

• 既存のセキュリティ市場には無い、サーバ / クライアント双方からの情報漏えい
に耐性があり、 フィッシング対策も施された二要素認証技術 
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事業のビジョン 

ＩＴ社会の安全・安心を国産セキュリティ技術を利用して守る！ 
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 従来のセキュリティ製品は海外製がほとんど 

 当社製品は国の研究から生まれた純国産である 

 日本のセキュリティは国産技術を使用すべきであり、最終的には「ITにお
ける国防」として、この国産の特許技術が生かされると考えます 

二要素認証システム：特許第 5099771 号 

公開鍵暗号技術におけるドメインパラメータ生成方法：特許第 5578553 号 

複数の端末を用いた改ざん命令実行防止技術：特許第 5120951 号 

ＲＳＡをベースにしたパスワード認証システムとその応用：特許第 5392741号 

短い系列を用いた認証システム、及び方法：特許第 5004086 号 



事業内容 
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認証のプロフェッショナルとして、独自性を持った認証技術を保有しております 

 二要素認証の上を行く、『2 + α』要素認証ソフトの開発販売 

スマホアプ
リ 

PCアプリ 

開発キット 認証サーバ 

ワンタイムパ
スワード 

•Leakage Resilient-
Authentication and Key 
Exchange 

•情報漏えい耐性が強い 

LR-AKE 

•国立研究開発法人産業技術総
合研究所にて開発された技術 技術 

•サーバ側からの情報漏えい耐性
がある点が世界最先端 

•短いパスワードでの運用が可能 
特徴 



製品化の背景 
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第０世代 

• 【～1990年代初頭】 

• 「つながること」「使えること」が重要視された時代 

• 暗号化・改竄検出等は行われず、平文のID・パスワードの確
認程度 

第１世代 

• 【1990年代以降~現在の主流】 

• Web や EC サイトなどが普及 

• SSL/TSL, SSH, IPsec など 

第2世代 
• LR-AKE 

新世代 認証鍵共有方式 

運用上の課題を解決 



製品（LR-AKE）について 
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 二要素認証の上を行く、『2 + α』要素認証 
パスワード（User knows） + クライアント認証情報（
User has） + サーバ認証情報（α） 

 サーバへの攻撃に強く、パスワード情報の漏えいに対する
耐性がある 

 情報漏えいした場合の早期検知が可能 
 サーバ管理者からの防衛 
 短いパスワードで運用できる 
 フィッシング詐欺に強い 

 



7 

• ３つの認証情報を検証する認証プロトコル（『2 + α』要素認証） 

1. パスワード (User knows) 

2. クライアント認証情報 (User has) 

3. サーバ認証情報 (α) 

LR-AKE: 基本技術の解説 

①パスワード 

クライアント 

認証情報を分散管理 
        

③ 
サーバ認証情報 

② 
クライアント認証情報 

LR-AKE 
認証サーバ 

※アクセス毎に更新される
認証情報 

一度使えば 
二度と使えない 
ワンタイム 
認証情報キー 

不正もしくは不注意で漏れたとしても、問題なし 

        

※簡単操作：ユーザはクライアント毎に設
定する短いパスワードのみ入力 
 

※強前方秘匿性暗号通信を用いる 

※アクセス毎に更新される
認証情報 



利用シーン 
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構成例：社内業務 
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構成例：WEB ECサイト等 
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ユーザDB 

iDC 
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導入メリット 
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サーバ側からの情報漏えいに強くなります 

• 既存の Web 認証、ハードウェアトークンなど 
 

 

 

 

 

 

 

• LR-AKE 認証 

12 

1) パスワードを入力 

2) パスワードを送信 (httpsなど) 

ハッシュ値 

3) パスワードを 
    ハッシュ化して保存 
    したものと照合 

Web or 認証サーバ 

中間者攻撃 

1) パスワードを入力 

3) 認証情報を送受信 (LR-AKE) 

   サーバ 
  認証情報 

4) サーバ側認証情報と 
    LR-AKE プロトコルで照合 

LR-AKE 認証サーバ 

情報漏洩対象 

(オフライン解析や 

サーバのなりすましに悪用) 

情報漏洩しても問題なし 

(オフライン解析や 

サーバのなりすましは不可能) 2) パスワードをクライアント側で 
    安全に認証情報に内部変換 

中間者攻撃及び情報漏えいして
も問題なし(オフライン解析や 

サーバのなりすましは不可能) 

オフライン解析や 
サーバのなりすまし

に悪用 



•ログイン先サイトの確認＆検証作業を、LR-AKE サーバとク
ライアントアプリの双方で実施 

•LR-AKE プロトコルの構成上、フィッシングサーバ側の攻撃
者は打ち込まれたパスワードを入手不可能 
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LR-AKEサーバ 

フィッシングサイト 

正規サイト情報 

フィッシング詐欺を防ぐことができます 

 
•IPアドレス 
•LR-AKE連携ソフト 
•サーバ証明書 

 
•正規URLのみアクセス 
•認証チケット 

正規サイト情報を保持 

フィッシングチェック 

LR-AKEクライアント 



パスワード運用が格段に容易になります 

 サーバ側に「パスワード」も「パスワードのハッシュ値」も保存しない上
に、これらを通信上に完全に流さない 

 サーバ側に保存される「サーバ認証情報」も認証毎に書き換わる (サ
ーバのなりすましも不可) 
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LR-AKEは、 

パスワードは定期的に変更する必要もない 

ハッシュ値 

パスワード及びハッシュ値
は保存しない 

第１世代まで 
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当社技術の優位性 

PKI 認証 時刻同期型 
位置情報
(Matrix)型 

LR-AKE 

サーバからの漏えい ○ × × ◎ 

パスワード辞書攻撃 × ○ ○ ○ 

通信路盗聴 ○ ○ ○ ○ 

フィッシング対策 △ × × ○ 

パスワード長 長 短 長 短 

クライアントからの漏洩 × ○ - ◎ 

運用性 
証明書の更新やＣＲ
Ｌの管理が面倒 

Tokenの紛失、破
損時の再発行が
面倒 

認証時のオペレーショ
ンが面倒 ○ 


