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データ交換可能な多対多マッチングプロトコル
Matching oblivious tranfer: How to exchange valuable data
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あらまし Internet上の商取引の普及により，電子マネーと有料のデジタルコンテンツなど価値ある情
報を直接交換するようなサービスが登場することが想定される．このようなサービスにおいては，利用
者のプライバシを保護し，交換において不正がないことを保証する必要がある．本論文では，価値のあ
る情報と電子マネーを，利用者の交換希望価格を秘匿しながらマッチングを行い，さらに価値のある情
報と電子マネー自体をセキュアに交換するMatching Oblivious Transferプロトコルを提案する．このプ
ロトコルは，利用者が交換の注文を完了すると，その後のマッチングを行うセンタとの相互通信が必要
ないという点で効率的である．
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1 はじめに

背景 Internetの普及により,インターネットバンキン
グや,オンラインオークション,オンライン株取引などの
電子商取引がインターネット上で実現されつつある．と

りわけ,オンライン株取引の規模が急速に拡大している．
これらのサービスでは,システムは 2者間の契約を結ぶ
部分のみをサポートしていて,商品の流通や決済は別の
手段によって実現している．しかし,将来的に電子マネー
や電子株券のような電子化された価値のある情報が普及

すれば,契約を行うだけでなく,電子化された価値のある
情報そのものの交換までをインターネット上で行うよう

になると考えられる．本論文では,これらの電子化され
た価値のある情報を安全に,かつ効率的に交換するため
の方式を提案する．このような取引システム（以下市場

と記述）では,複数の売り手と買い手が同時に存在する．
売り手は電子データと引き換えに電子マネーを得たいと

考え,買い手は電子マネーの代わりに電子データを得た
いと考える．このような市場では,電子マネーと電子株
券,別の通貨の電子マネー,電子チケット,電子会員権,そ
して音楽や映画などのデジタルコンテンツと交換するこ

とが想定される．

このような電子市場を構築する場合,いくつかのセキュ
リティ機能を考慮する必要がある．市場は売り手や買い

手の売買希望価格のプライバシを守る必要がある．また

買い手はマッチした電子情報のみを受け取り,売り手は
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マッチした電子マネーのみを受け取るようにしなければ

ならない．

関連研究 受信者のプライバシを守ったまま，ある特定の

データだけを受信者に送信する場合,紛失通信（Oblivious
Transfer,OT）プロトコルが重要なツールとなる．(1, N)-
OTプロトコルでは,送信者はN 個のデータを送信し,受
信者はそのうちの任意の 1つだけを得ることができる．
ただしそのデータ以外の情報については何も得ることが

できない．また送信者は,受信者がどのデータを受け取っ
たかを知ることができない [4]．OTのバリエーションと
して,データ購入者がどのデータを購入したかというプ
ライバシを守りながら安全にデジタルデータを販売する

プロトコルが提案されている [7]．このプロトコルでは,
購入者は購入したデータ以外のデータを得ることができ

ない．しかし，このプロトコルでは売り手は 1人である．
また,価格に応じたマッチングの機能を持たない．
一方,1人の売り手と複数の買い手におけるプライバシ

を守ったマッチングシステムは Sealed-bid Auction Pro-
tocolとして知られている [13]．しかし,このプロトコル
は複数の売り手を扱うことができない．プライバシを守

りながら複数の売り手と買い手のマッチングを行う最初

のプロトコルは,松尾と森田によって提案されている [1]．
しかし,このプロトコルはマッチングと価格決定は行う
が,データの交換は行わない．また,通信回数が多いため
大規模な市場に使えないという欠点が存在する．

電子的な株式システムについてはMcKenzieらによっ
て電子株券を実現する方式が提案されている [2]．この
方式では,電子株券による株主の権利を保証する方式が



提案されている．また,Crescenzoは,買いと売りの数量
を秘匿する売買プロトコルを提案している [3]．しかし,
この方式には売買希望価格に応じたマッチングの機能は

ない．

このように,安全に複数の売り手と買い手のマッチン
グを行い，かつ電子データの交換まで行うプロトコルは

これまでに提案されていない．

本論文の結果 本論文では，OTの新たなバリエーショ
ンとして，Matching Oblivious Transfer という概念を
提案する．このOTは，複数の売り手と買い手が存在す
る中で，売り手と買い手のプライバシとおよび電子デー

タの秘匿性を守りつつ注文のマッチングとデータの交換

を行うプロトコルである．本論文では，いくつかの暗号

技術を用いたMatching Oblivious Transferの実現例も
挙げる．提案プロトコルは公平性，電子データの秘匿性

と完全性，プライバシ，そして匿名性を持っている．ま

た，一度売り手，買い手が市場に注文を行ったら，市場

との間の相互通信が必要ない．よって，提案プロトコル

は実用的であると言える．

2 Matching Oblivious Transfer

本章では，市場におけるマッチングとデータの交換を

行うシステムとしてMatching Oblivious Transferとい
う概念を提案する．市場で交換される価値のデジタル情

報としては電子株券，電子チケット，電子会員権，音楽

や動画などのデジタルコンテンツなどが考えられるが，

以降では簡単のため，電子株券の売買の取引に限定する．

また 1つの市場は 1種類の電子株券を扱うとする．

2.1 Matching Oblivious Transferの機能

提案システムには，ある同じ会社の電子株券を，それ

ぞれの売買希望価格で売りたい複数の売り手が存在する．

一方，それぞれの売買希望価格で電子株券を購入したい

複数の買い手が存在する．売り手と買い手をあわせて注

文者と呼ぶ．また注文のマッチングを行うセンタである

市場が存在する．売り手は売却したい電子株券と希望価

格を含む売り注文を作成し，市場に送信する．同様に，

買い手は代金の電子マネーと希望価格を含む買い注文を

作成し，市場に送信する．市場は売り手，買い手から注

文を受け取り，あるルールに基づいてマッチングを行う．

本論文では，一般的な市場で用いられている以下の

マッチングルールを想定する．

1. 同じ希望価格の売り注文と買い注文をマッチング
する．

2. 2つ以上の同じ希望価格の売り注文，あるいは同
じ希望価格の買い注文が存在する場合，先に市場

に届いた注文を優先する，

これらのマッチングに必要な性質を以下に挙げる．

データ交換の正当性: 売り手 US の売り注文 OS と，買

い手 UB の買い注文OB がマッチした場合，US は

OB に含まれる電子マネーを受け取り，UB は OS

に含まれる電子株券を受け取る．

データの秘匿性: 市場は全ての電子マネーと電子株券を

受け取ることができない．また全ての売り手は，

マッチした電子マネー以外の電子マネー，電子株

券を得ることが出来ない．全ての買い手は，マッ

チしたもの以外の電子株券，電子マネーを得るこ

とができない．

希望価格の秘匿性: 全ての注文者，市場ともに，全ての
注文の希望価格と，希望価格毎の注文数を知るこ

とができない．

匿名性: 全ての注文者，市場ともに，マッチした電子マ
ネー，電子株券を誰が受け取ったかを知ることが

できない．

交換データの完全性: 市場は，各注文の中の電子マネー，
電子株券の正当性を検証することができる．また，

市場は無効な注文を送った不正な注文者を追跡す

ることができる．

市場と注文者によって行われるプロトコルが上記の性質

を満たすとき，このプロトコルを Matching Oblivious
Transferプロトコルと呼ぶ．交換データの完全性は交換
データの秘匿性と相反する性質であるが，市場の能力を

複数のサーバに分散することにより，両方の性質を満た

すことが可能である．

さらに以下の性質を持つことが望ましい．

注文者における処理の実用性: 注文者が市場への注文送

信が完了した後は，注文者は市場と相互通信を必

要としない．加えて，注文者が実行するプロトコ

ルは計算量的に軽い．

2.2 通信モデル

本稿では,匿名性の確保と注文後の相互通信の排除の
ため，以下のような通信モデルを使用する．

セットアップ 市場M がシステムパラメータを設定し，

公開する．

売り注文サブプロトコル 売り手USが注文情報OSを作

成し，市場に送信する．OS が正当である場合，M

は OS をデータベースDB に格納し，情報KB を

US に送信する．

買い注文サブプロトコル 買い手 UB が注文情報 OB を

作成し，市場に送信する．OB が正当である場合，



M はOB をデータベースDBに格納し，情報KS

を UB に送信する．

ブロードキャストサブプロトコル MはDBに格納され

た情報をブロードキャストする．各注文者はブロー

ドキャストされた情報を受信し，KBあるいはKS

を使用して，マッチした電子マネーあるいは電子

株券を受け取る．

3 基本的なツール

ここでは提案プロトコルで利用する基本的な暗号ツー

ルについて説明する．

3.1 紛失通信

紛失通信（Oblivious Transfer:OT）は，送信者Alice
が受信者 Bobに複数のメッセージに送り，BobはAlice
が送信したメッセージのうちの 1つのみを受信し，Alice
は Bobがどのメッセージを受信したかを知ることがで
きないという，2パーティープロトコルである．(1, N)-
OT[4]では，Aliceが N 個のメッセージ {m1, . . . , mN}
をBobに送信し，Bobは受信するメッセージのインデッ
クス i ∈ {1, . . . , N}を選ぶ．(1, N)-OTを実行した結果，
Bobはmiのみを受け取り，その他のメッセージについ

ては何も得ない．また，Aliceは iについては何も得な

い．効率的な (1, N)-OTプロトコルはNaorとPinkasに
よって提案されている [5, 6]．

3.2 検証可能な秘密分散

秘密分散（Secret Sharing: SS）では，ディーラーが秘
密 sを持ち，その秘密に対する n個のシェアを作成する．

そして，ディーラーは各シェアを n人のプレーヤーに配

布する．各プレーヤーは，自分に配られたシェアからは

秘密 sを知ることができないが，ある定められたプレー

ヤーの集合が協力することによって sを復元することが

できる．(k, n)しきい値 SSは，k − 1人のプレーヤーの
協力では sは復元できないが，k人以上のプレーヤーの

協力により sを復元することができるしきい値 SSであ
り，Shamirによって提案された方式 [8]がある．
検証可能な秘密分散（Verifiable Secret Sharing: VSS）

は，各プレーヤーが，自分に配付されたシェアが sから

正しく計算されていることを検証できる SSである．VSS
としては Ben-orらが提案した方式 [9]が有名である．
多くの SSは準同型性を持っている．すなわち，{S1,1,

S1,2, . . . , S1,n}を秘密 s1のシェア，{S2,1, S2,2, . . . , S2,n}
を秘密 s2のシェアとすると，s1+s2は，{S1,1+S2,1, S1,2

+S2,2, . . . , S1,n + S2,n}から復元することができる．準
同型性を利用すると,分散されたシェアが 0または 1の
シェアであることを証明する効率の良いプロトコルを作

ることができる [12]．

3.3 マルチパーティープロトコル

マルチパーティープロトコルは，複数のパーティーが

それぞれ秘密に保持している値を秘匿しながら，それら

の値を使って関数の値を計算する暗号プロトコルである．

任意の関数について，t人に不正なパーティーがいたと

しても安全に計算を行うことができるマルチパーティー

プロトコルがいくつか提案されている．これらには，OT
と組み合わせ回路に基づくもの [10]，VSSとゼロ知識証
明によるもの，SSと組み合わせ回路によるもの [11]，そ
して VSSと組み合わせ回路によるものなどがある．

3.4 暗号文の正当性証明

ある 1つの平文 pを持っている proverと，複数の暗
号文 c1, . . . , cn を持っている verifierがいると仮定する．
この状況で，pが c1, . . . , cn のいずれかの平文であるこ

とを，該当する暗号文のインデックスを秘匿したまま証

明することを考える．この証明は，ゼロ知識証明を用い

ることにより実現可能である．

4 提案プロトコル

4.1 システムモデル

市場M のモデルとして以下を考える．電子株券の価

格 iは 1 ≤ i ≤ l の範囲内にあるとする．M は以下のカ

ウンタ，データベースを保持する．

CS
i , CB

i : 価格 iについての売り手用，買い手用のカウン

タ．同じ iについてはそれぞれの初期値は同じで

ある．

DBS , DBB: 売却用の電子株券，購入用の電子マネーを

収めるデータベース．

DBS に収められる電子株券は，それぞれの売買希望

価格 iについて CS
i の値 cから一意に計算される共通鍵

KS
i,cで暗号化される．同様に，DBB に収められる電子

マネーはKB
i,cで暗号化される．これらの鍵は cによって

一意に計算され，ある鍵から別の鍵が類推できてはいけ

ない．このような鍵は RSA暗号の暗号化関数 Enc，M

の公開鍵 PkM を用いて以下のように生成できる．ここ

で，a||bはデータ aと bの結合である．

KS
i,c = Enc < PkM > {i||c||0}

KB
i,c = Enc < PkM > {i||c||1}

売り手が価格 PS の売り注文を出したときは，売り注文

サブプロトコルの結果，共通鍵KB
PS,cを受け取る．後の

ブロードキャストサブプロトコルでKB
PS,cを使うことで

マッチした電子マネーを受け取ることができる．同様に，

買い手は買い注文サブプロトコルで共通鍵KS
PB ,cを受け

取り，ブロードキャストサブプロトコルでマッチした電

子株券を受け取る．



4.2 基本プロトコル

ここでは，M が信頼できる機関であると仮定したプ

ロトコルを考える．つまり，M は全てのプライベートな

情報を公開しないと仮定する．

セットアップ M は全てのカウンタを初期化する．す

なわち，M は乱数 ri を生成し，以下のようにカウンタ

をセットする．

CB
i = CS

i = ri (i = 1, . . . , l)

売り注文サブプロトコル 売り手 US が電子株券の売り

注文を希望価格 PS でM に送信するとする．ここで dS

を発行者による電子署名がついた電子株券とする．

Step1. US は価格情報 O = {o1, o2, . . . , ol} :

oi =

{
1 i = PS の場合

0 その他
(i = 1, 2, . . . , l)

を作成する．US はOと dS に電子署名を付与した

ものを注文情報 OS としてM に送信する．

Step2. M は OS の正当性を検証する．最初に dS に付

与された発行者の電子署名を検証する．続いてM

は oi(1 ≤ i ≤ l)のうちの 1つだけが 1で，その他
が 0であることを検証する．

Step3. M は dS を暗号化するための鍵KS
PS ,cと，マッ

チする電子マネー mB を復号するための鍵 KB
PS,c

を作成する．ここで，cはカウンタ CS
PS
の現在値

とする．

Step4. M は，dS をKS
PS ,cで暗号化する．

EC = EKS
PS,c

(dS)

ここで，EKS
PS,c

(dS)は，dS を鍵 KS
PS ,c を用いて

暗号化した結果を表す．

Step5. M はKB
PS,cを US に送信し，EC をDBS に格

納する．

Step6. M はカウンタ CS
PS
の値を変更する．

CS
i := CS

i + oi (i = 1, . . . , l)

買い注文サブプロトコル 買い手 UB が電子株券の買い

注文を希望価格 PBでM に送信するとする．ここでmB

を発行者による電子署名がついた電子マネーとする．

Step1. UB は価格情報 O = {o1, o2, . . . , ol} :

oi =

{
1 i = PB の場合

0 その他
(i = 1, 2, . . . , l).

を作成する．UB は OとmB に電子署名を付与し

たものを注文情報 OB としてM に送信する．

Step2. M は，OB の正当性を検証する．M は mB の

電子署名を検証するとともに，mB の額面と Oと

の整合性を検証する．また，Oの正当性を売り注

文サブプロトコルと同様に検証する．

Step3. M は鍵 KB
PB ,c，KS

PB ,cを生成する．ただし cは

現在の CB
PB
の値．

Step4. M はmB を鍵KB
PB ,cで暗号化する．

EP = EKB
PB ,c

(mB)

Step5. M はKS
PB ,cを UB に送信し，EP をDBB に格

納する．

Step6. M はカウンタ CB
i の値を変更する．

CB
i := CB

i + oi (i = 1, . . . , l)

ブロードキャストサブプロトコル ブロードキャストサ

ブプロトコルは定期的に実行される．

Step1. M は DBS，DBB の全てのコンテンツを全注

文者にブロードキャストする．

Step2-S. US は DBB 内の全ての暗号化された電子マ

ネーを KB
i,c を用いて復号化し，得られた電子マ

ネーの正当性を検証する．もし，マッチした電子

マネーがあれば，USはその電子マネーmBを受け

取る．

Step2-B. 同様に UB はDBS 内の全ての暗号化された

電子株券をKS
i,cを用いて復号しその正当性を検証

する．

ここで，鍵はすべて異なるので，DBS 内の全ての暗号

化された電子株券 EC について以下が成り立つ．

DKS
i,c

(EC) =

{
dS ECがマッチする場合
random その他

すなわち，KS
i,cを持つ UB はマッチした dS のみを受け

取り，同様にKB
i,cを持つ US はマッチしたmBのみを受

け取る．

もし UB の注文にマッチする電子株券が注文の時点で

M に存在しないとしても，将来マッチする電子株券が

DBSに格納された場合，将来のブロードキャストでマッ

チした電子株券を得ることができる．同様に，US の注

文にマッチする電子マネーが注文の時点でM に存在し

ないとしても，将来のブロードキャストでマッチした電

子マネーを受け取ることができる．

4.3 市場サーバを分散させたプロトコル

M に対する秘匿性は，M の機能を n台のサーバM1,

. . . , Mnに分散させることによって実現できる．ここで

は，n台中の k − 1台のサーバの不正に耐えるプロトコ
ルについて基本プロトコルからの変更点を示す．



カウンタの加算 カウンタ値を準同型性を持った (k, n)
しきい値 VSSを用いて nサーバに分割する．カウンタ

のシェアを CS
i,j , C

B
i,j(j = 1, . . . , n)とする．また，注文

者は O を n台のサーバに同じ VSSを用いて分散する．
oi のシェアを oi,j(j = 1, . . . , n)とする．カウンタの加
算は VSSの準同型性を用いて実行する．

CS
i,j := CS

i,j + oi,j(1 ≤ i ≤ l, 1 ≤ j ≤ n)

カウンタ値が秘密分散されているため，M 内の k− 1台
以下のサーバの結託では，カウンタの現在値やどのカウ

ンタが更新されたかを知ることができない．

注文情報の正当性の検証 分散された価格情報Oの正当

性，つまり oiのうちの 1つだけが 1で残りが 0であるこ
とを検証するためには以下を行えばよい．まず各サーバは

配付されたシェア oi,jの総和
∑l

i=1 oi,jを計算する．続い

てそれらの総和から，元の秘密の総和
∑l

i=1 oiを復元し，

復元した結果が 1であるかを検証する．その後，サーバと
注文者の間で，全ての iについてシェア oi,j(1 ≤ j ≤ n)
が 0か 1のシェアであることをゼロ知識証明を用いて証
明する．

電子株券・電子マネーの正当性の検証 dS , mB とその

署名は市場の複数のサーバに分散されているため，電子

株券・電子マネーの正当性を検証するには，分散された

署名の検証を行うマルチパーティープロトコルを市場の

サーバの間のみで実行する．さらに電子マネーの場合に

は，注文情報に含まれる注文希望価格と，電子マネーの

額面が一致していることを検証する必要がある．仮に，

電子マネーの額面を表すデータ構造が価格情報 O と同

一であるとすれば，VSSの準同型性を用いて，分散され
た額面のシェア smB

i,k と Oのシェア oi,j の引き算を行う．

Di,j = oi,j − smB

i,k (1 ≤ i ≤ l, 1 ≤ j ≤ n)

その結果を復元し，復元された結果が全て 0であること
を確認できれば，注文希望価格と電子マネーの額面が一

致していることが確認できる．

鍵の生成とデータの暗号化 個々のサーバは注文者の希

望価格を知ってはいけないので，データベースに格納す

べき暗号化された電子データ，つまり正しい価格の正し

いカウンタで暗号化された情報は，注文者と協力して作

成しなければならない．そこで，全ての価格に対してカ

ウンタの現在値から計算できる鍵を使って暗号文を作成

し，(1, l)-OTを用いて注文価格に相当する暗号文を注文
者に選んでもらうことにより，電子データの暗号化を行

う．具体的には以下の通りに実行する（ここでは売り注

文について説明する）．

サーバ群 (M1, . . . , Mn)は以下のマルチパーティープ
ロトコルを実行する．全ての価格に対してカウンタの現

在値，注文の種類から鍵 KS
i,c を生成し，次に電子株券

dS をKS
i,cを用いて共通鍵暗号で暗号化する．最後にこ

の結果を US の公開鍵 PkUS で暗号化する．この結果，

M は全ての価格 iについて以下を得る．

EEi = Enc < PkUS > {EKS
i,c

(dS)}

ここで，各サーバはKS
i,cとEKS

i,c
(dS)については何も得

ないようなマルチパーティープロトコルを構成する．ま

た，US に送付するKB
i,cについても，同様に全ての価格

について計算する．

鍵の送付と暗号化情報のデータベースへの格納 鍵

KB
PS ,cの送付は (1, l)-OTを用い行う．(1, l)-OTでは，注
文者は配付される鍵のうちの任意の 1つを得られるため
に，不正な注文者は注文情報 OS と異なる価格の鍵を手

にしてしまうことができる．またデータベースに格納す

る暗号文も OS に合った鍵で暗号化されている必要があ

る．そこで，鍵，暗号文，OBの整合性を取るために，M

は以下を行うマルチパーティプロトコルを実行する．

全ての価格 iについて，価格情報 O と同じデータ構

造を持つ価格を表す情報 Oi,∗ = {Oi,∗
1 , . . . , Oi,∗

l }を生成
し，その情報を n個のシェア Oi,∗

k に分散し，それぞれ

を PkUS で暗号化する．また全ての価格 iに対して

KB
i,c = k

B,(1)
i,c + k

B,(2)
i,c

となるようにランダムに鍵を分割し，k
B,(1)
i,c ，k

B,(2)
i,c を

PkUS で暗号化する．EEiと合わせてDKiを作成する．

DKi := {EEi, Enc < PkUS > {oi,∗
1,1}, . . . ,

Enc < PkUS > {oi,∗
l,n}, kB,(1)

i,c }

次に，M は (1, l)-OTを使い DKPS を注文者に送信

する．注文者は受け取った OPS ,∗
k (1 ≤ k ≤ l, 1 ≤ j ≤ n)

と EKS
PS ,c

(dS)をM に送り返す．M は OPS ,∗
k と，価格

情報 Oとの整合性を VSSの準同型性と引き算を用いて
検証する．まず，各サーバが

Dk,j := ok,j − oPS ,∗
k,j

を計算し，Dk,j から秘密 dk を復元し，全ての dK が 0
であることことを確認する．その後，暗号化された電子

データが，EEiのどれかの平文であることを 3.4の方法
を用い，証明する．以上の検証により，利用者が正しい

(1, l)-OTを実行したことが検証でき，不正な注文者が
注文価格でない鍵で電子データを暗号化することを防止

する．

EEi の検証が正しく終了した場合のみ，M は k
B,(2)
i,c

を再び (1, l)-OT を用いて配付する．最後に注文者は，
k

B,(1)
i,c ,kB,(2)

i,c から最終的な復号鍵 kB
i,c を得る．最初の鍵

の受領で正しく振る舞い，もう片方の鍵の受領で注文価

格でない鍵を取得しようとしても，本来の復号鍵を得る

ことはできない．



5 考察

データ交換の正当性: 本プロトコルでの電子データ暗号
化・復号用の鍵はM がユニークに作成する．一方

復号化用の鍵は注文価格，カウンタに応じた鍵が

配付される．鍵の生成，配付が正しく行われてい

ることは，(1, l)-OT，VSS，ゼロ知識証明によっ
て検証可能である．

データの秘匿性: データベース内の電子マネーや電子株

券はサーバによって暗号化されている．暗号化の

鍵は (1, l)-OTを使って配付され，サーバは注文者
が注文価格と同じ価格の鍵を受け取ったことを検

証できる．また，個々の鍵は衝突困難な一方向性

関数を使って生成されている．よって，各注文者

は受け取った鍵から，別の鍵を知ることは困難で

あり，マッチした電子マネーや電子株券以外の情

報を得ることができない．

希望価格の秘匿性: 注文価格はVSSを用いて複数のサー
バに分散されている．また全ての価格についてカ

ウンタも分散されている．よって，サーバはどのカ

ウンタが加算されたかを知ることができない．サー

バは鍵の配付に (1, l)-OTを使っているために，ど
の鍵を受け取ったかを知ることができない．その

ため，サーバは各注文の注文価格を知ることがで

きない．もちろん，各注文者はブロードキャスト

されたデータの注文価格を知ることはできない．

匿名性: 注文者が注文を市場に送信するとき，注文者を

特定する情報は送信データに含まれない．ブロー

ドキャストされるデータにも注文者を特定する情

報が含まれないため，各電子マネーや電子株券を

誰と誰が交換したかを知ることができない．

交換データの完全性: 本論文における電子マネーや電子

株券は発行者によって電子署名を付与されていて，

M がこれらを検証するため，不正な電子マネー，

電子株券を用いた注文を検知することができる．ま

た，全ての市場との通信データには注文者の電子

署名が付与されるため，システムは不正利用者を

特定することができる．

注文者における処理の実用性: 提案プロトコルでは，注
文者は売り注文サブプロトコル，買い注文サブプ

ロトコルを完了した後は，ブロードキャストされ

る情報を受信するだけでよく，相互通信が不要で

ある．

提案プロトコルでは，一般的な関数に対するマル

チパーティープロトコルを使っている．これらのプ

ロトコルは一般的に効率的ではない．しかし，提

案プロトコルにおけるマルチパーティープロトコ

ルは市場のサーバだけで実行されている．そのた

め注文者のプロトコルは効率的である．一般的に

サーバの処理能力は，クライアントの処理能力よ

りもはるかに優れていると仮定できるため，提案

プロトコルは全体として効率的に実行することが

可能である．
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