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概要

今どきはID管理のマネージドサービスを⽤いたり、SNSとOpenID
Connectを使⽤してログイン機能を作成できますが、アプリケーショ
ンでID管理も⾏い、ログイン画⾯を作ることだってあります。

Spring Securityを使えばユーザー名とパスワードで認証するのはもち
ろんのこと、パスワードやアカウントに有効期限を持たせたり規定回

数認証に失敗したら⼀定期間アカウントをロックするといった機能を

持つログイン画⾯をそこそこ簡単に作れます。

本セッションではそういったログイン画⾯を作る⽅法を説明します。



本⽇のゴール

UserDetailsServiceを implementsして次の仕様を持つログイン機能を

実装する⽅法を理解する。

ユーザー名・パスワードでログインする

パスワードはハッシュ値を保持

無効なアカウントはログインさせない

アカウント・パスワードに有効期限を持たせる

⼀定回数ログイン失敗するとロックする

ビュー（HTML）をカスタマイズ



本⽇話さないこと

Spring Securityの詳細な解説

認証以外の機能についてもほぼ話さない

UserDetailsServiceを implementsする以外のログイン機能実装⽅法



⾃⼰紹介(1/3)

名前：うらがみ

Twitter、GitHubのID：backpaper0

所属：TIS株式会社



⾃⼰紹介(2/3)

ここ2年ぐらいのSpringとの関わり、プライベート編。

「JSUG勉強会 2021年その2 Spring GraphQLをとことん語る⼣べ」
で発表

https://jsug.doorkeeper.jp/events/124798

素振り⽤リポジトリをちまちま育ててる(8年ぐらい継続)
https://github.com/backpaper0/spring-boot-sandbox

https://jsug.doorkeeper.jp/events/124798
https://github.com/backpaper0/spring-boot-sandbox


⾃⼰紹介(3/3)

ここ2年ぐらいのSpringとの関わり、仕事編。

サーバーレスでSpring Bootを使う技術検証

Spring BootでSaga、Transactional Outboxの技術検証

⾃社開発案件の基盤整備・標準化しつつ、全社向けの標準・サンプ

ルを作成して fintan.jp で公開





話の前提

Spring Boot 3、Java 17（前述の全社向けコンテンツはSpring Boot
2.7、Java 11）

Spring Web MVC、Thymeleafを使⽤したトラディショナルなMPA

DBアクセスライブラリは敢えて⾔及しない（今回のテーマの本質で
はないため）

同様にRDBMSが何か、についても⾔及しない



Spring Securityの導⼊(1/4)

pom.xmlへ spring-boot-starter-securityを追加する。

<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>



Spring Securityの導⼊(2/4)

テストのために spring-security-testも追加する。

@WithMockUserなどが使える。

<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
</dependency>



Spring Securityの導⼊(3/4)

Thymeleafを使っている場合は thymeleaf-extras-springsecurity6も追

加する。

sec:authorize属性などが使える。

<dependency>
    <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
    <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>
</dependency>

※Spring Boot 2.7の場合は thymeleaf-extras-springsecurity5



Spring Securityの導⼊(4/4)

Spring Initializrを使うといい感じにやってくれる。



認証を追加(1/6)

spring-boot-starter-securityを追加したら次のことを勝⼿に⾏ってく

れる。

すべてのエンドポイントを保護。アクセスするには認証済みでなけ

ればいけない

ログイン画⾯・ログアウト画⾯を追加

ユーザー名・パスワードによる認証を追加

ログイン可能なユーザーを1名追加。インメモリーで管理

（他にもCSRF対策、クリックジャッキング対策、など）



認証を追加(2/6)

⾃動で追加されるログイン画⾯。



認証を追加(3/6)

⾃動で追加されるログアウト画⾯。



認証を追加(4/6)

⾃動で追加されるログイン可能なユーザーのユーザー名は user。

パスワードはアプリケーション起動時に⽣成され、 WARNログで書き出

される。

2023-03-12T06:49:28.170+09:00  WARN 87692 --- [  restartedMain] .s.s.UserDetailsServiceAutoConfiguration : 

Using generated security password: c4f9dc09-1e75-49a7-a940-84ebe5d2f8de

This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running your application in production.



認証を追加(5/6)

パスワードを固定したりユーザー名を変更したい場合、

application.propertiesで次のプロパティを設定すると良い。

spring.security.user.password

spring.security.user.name



認証を追加(6/6)

開発のなるべく早い段階で spring-boot-starter-securityを追加し

ておくことをオススメする

アプリケーションが⼤体出来上がってから追加すると⾮同期HTTP
リクエスト（ fetch）がCSRF対策に阻まれてしまったり...



DBでユーザー管理(1/6)

ここから UserDetailsServiceを実装していく。

例として次のようなテーブルでユーザーを管理することを考える。



DBでユーザー管理(2/6)

やること。

UserDetailsServiceを実装したクラスを作る

loadUserByUsernameメソッドでDBから取得したユーザー情報を返す

PasswordEncoderをコンポーネント定義する



DBでユーザー管理(3/6)

UserDetailsServiceを実装したクラスを作る。

@Component
@Transactional
public class UserDetailsServiceImpl implements UserDetailsService {

    private final AccountRepository accountRepository;

    // コンストラクタは省略

    @Override
    public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
        // あとで実装する
    }
}



DBでユーザー管理(4/6)

loadUserByUsernameメソッドでDBから取得したユーザー情報を返す。

@Override
public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    Account account = accountRepository.findById(username)
            .orElseThrow(() -> new UsernameNotFoundException(username));

    return User.withUsername(account.username())
            .password(account.password())
            .roles("USER")
            .build();
}



DBでユーザー管理(5/6)

PasswordEncoderをコンポーネント定義する。

@Configuration
public class WebSecurityConfig {

    @Bean
    PasswordEncoder passwordEncoder() {
        Pbkdf2PasswordEncoder passwordEncoder =
                Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
        passwordEncoder.setEncodeHashAsBase64(true);
        return passwordEncoder;
    }
}



DBでユーザー管理(6/6)

accountsテーブルのテストデータ。

username password

demo apQeltQxWGEhtpV6xk6m1CCDMftFtD...

※パスワードはPBKDF2アルゴリズムでハッシュ化したもの。⻑くて
画⾯外に出ちゃうので省略



ゴールまでの進捗(1/5)

ユーザー名・パスワードでログインする

パスワードはハッシュ値を保持

無効なアカウントはログインさせない

アカウント・パスワードに有効期限を持たせる

⼀定回数ログイン失敗するとロックする

ビュー（HTML）をカスタマイズ



無効なアカウントはログインさせない(1/4)

やること。

accountsテーブルへ有効・無効を表す列を追加する

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへアカウン

トの有効・無効を表す boolean値を設定する



無効なアカウントはログインさせない(2/4)

accountsテーブルへ有効・無効を表す列を追加する。



無効なアカウントはログインさせない(3/4)

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへアカウント

の有効・無効を表す boolean値を設定する。

@Override
public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
    // DBアクセスのコードは特に変更がないため省略

    return User.withUsername(account.username())
                .password(account.password())
                .roles("USER")
                .disabled(!account.enabled()) // 追加
                .build();
}



無効なアカウントはログインさせない(4/4)

無効なアカウントでログインしようとした際のエラーメッセージ。



ゴールまでの進捗(2/5)

ユーザー名・パスワードでログインする

パスワードはハッシュ値を保持

無効なアカウントはログインさせない

アカウント・パスワードに有効期限を持たせる

⼀定回数ログイン失敗するとロックする

ビュー（HTML）をカスタマイズ



アカウントに有効期限を持たせる(1/4)

やること。

accountsテーブルへ有効期限を表す列を追加する

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへアカウン

トが有効期限切れか否かを表す boolean値を設定する



アカウントに有効期限を持たせる(2/4)

accountsテーブルへ有効期限を表す列を追加する。



アカウントに有効期限を持たせる(3/4)

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへアカウント

が有効期限切れか否かを表す boolean値を設定する。

LocalDate today = LocalDate.now();

return User.withUsername(account.username())
        .password(account.password())
        .roles("USER")
        .disabled(!account.enabled())
        .accountExpired(account.expiration().isBefore(today)) // 追加
        .build();



アカウントに有効期限を持たせる(4/4)

有効期限切れのアカウントでログインしようとした際のエラーメッセ

ージ。



パスワードに有効期限を持たせる(1/4)

やること。

accountsテーブルへパスワードの有効期限を表す列を追加する

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへパスワー

ドが有効期限切れか否かを表す boolean値を設定する



パスワードに有効期限を持たせる(2/4)

accountsテーブルへパスワードの有効期限を表す列を追加する。



パスワードに有効期限を持たせる(3/4)

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへパスワードが

有効期限切れか否かを表す boolean値を設定する。

LocalDate today = LocalDate.now();

return User.withUsername(account.username())
        .password(account.password())
        .roles("USER")
        .disabled(!account.enabled())
        .accountExpired(account.expiration().isBefore(today))
        .credentialsExpired(account.passwordExpiration().isBefore(today)) // 追加
        .build();



パスワードに有効期限を持たせる(4/4)

有効期限切れのパスワードでログインしようとした際のエラーメッセ

ージ。



ゴールまでの進捗(3/5)

ユーザー名・パスワードでログインする

パスワードはハッシュ値を保持

無効なアカウントはログインさせない

アカウント・パスワードに有効期限を持たせる

⼀定回数ログイン失敗するとロックする

ビュー（HTML）をカスタマイズ



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(1/8)

やること。

accountsテーブルへログイン失敗回数を表す列を追加する

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへアカウン

トがロックされているか否かを表す boolean値を設定する

ログイン失敗時にログイン失敗回数をインクリメントする

ログイン成功時にログイン失敗回数を0にする



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(2/8)

accountsテーブルへログイン失敗回数を表す列を追加する。



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(3/8)

loadUserByUsernameメソッドで返している UserDetailsへアカウント

がロックされているか否かを表す boolean値を設定する。

int lockingBoundaries = 3;

return User.withUsername(account.username())
        .password(account.password())
        .roles("USER")
        .disabled(!account.enabled())
        .accountExpired(account.expiration().isBefore(today))
        .credentialsExpired(account.passwordExpiration().isBefore(today))
        .accountLocked(account.loginFailureCount() >= lockingBoundaries) // 追加
        .build();



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(4/8)

ログイン失敗時にログイン失敗回数をインクリメントする。

accountsテーブルを表現している Accountにメソッドを追加。

public record Account(/* 省略 */) {

    public Account incrementLoginFailureCount() {
        return new Account(username, expiration, loginFailureCount + 1, enabled);
    }
}



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(5/8)

UserDetailsServiceImplへ AuthenticationFailureBadCredentialsEvent

をハンドリングするメソッドを追加して、 accountsテーブルを更新。

public class UserDetailsServiceImpl implements UserDetailsService {
    // 他のフィールド、メソッドは省略

    @EventListener
    public void handle(AuthenticationFailureBadCredentialsEvent event) {
        String username = event.getAuthentication().getName();
        accountRepository.findById(username).ifPresent(account -> {
            accountRepository.save(account.incrementLoginFailureCount());
        });
    }
}



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(6/8)

ログイン成功時にログイン失敗回数を0にする。
accountsテーブルを表現している Accountにメソッドを追加。

public record Account(/* 省略 */) {

    public Account resetLoginFailureCount() {
        return new Account(username, expiration, 0, enabled);
    }
}



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(7/8)

UserDetailsServiceImplへ AuthenticationSuccessEventをハンドリング

するメソッドを追加して、 accountsテーブルを更新。

public class UserDetailsServiceImpl implements UserDetailsService {
    // 他のフィールド、メソッドは省略

    @EventListener
    public void handle(AuthenticationSuccessEvent event) {
        String username = event.getAuthentication().getName();
        accountRepository.findById(username).ifPresent(account -> {
            accountRepository.save(account.resetLoginFailureCount());
        });
    }
}



⼀定回数ログイン失敗するとロックする(8/8)

ロックされたアカウントでログインしようとした際のエラーメッセー

ジ。



ゴールまでの進捗(4/5)

ユーザー名・パスワードでログインする

パスワードはハッシュ値を保持

無効なアカウントはログインさせない

アカウント・パスワードに有効期限を持たせる

⼀定回数ログイン失敗するとロックする

ビュー（HTML）をカスタマイズ



ビュー（HTML）をカスタマイズ(1/6)

やること。

ログイン画⾯のコントローラーを追加する

ログイン画⾯のHTMLを追加する

ログアウト画⾯のコントローラーを追加する

ログアウト画⾯のHTMLを追加する

SecurityFilterChainを定義する



ビュー（HTML）をカスタマイズ(2/6)

ログイン画⾯のコントローラーを追加する。

@Controller
@RequestMapping(path = "/login")
public class LoginController {

    @GetMapping
    public String index() {
        return "login";
    }
}



ビュー（HTML）をカスタマイズ(3/6)

ログイン画⾯のHTMLを追加する。
html要素や body要素は省略し、 form要素とその内容のみ例⽰。

<form th:action="@{/login}" action="index.html" method="POST">
  <p th:if="${param.error != null and session.containsKey('SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION')}"
    th:text="${session.SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION.message}"></p>

  <p><label>ユーザー名：<input name="username" type="text" autofocus></label></p>

  <p><label>パスワード：<input name="password" type="password"></label></p>

  <p><button>ログイン</button></p>
</form>



ビュー（HTML）をカスタマイズ(4/6)

ログアウト画⾯のコントローラーを追加する。

@Controller
@RequestMapping(path = "/logout")
public class LogoutController {

    @GetMapping
    public String index() {
        return "logout";
    }
}



ビュー（HTML）をカスタマイズ(5/6)

ログアウト画⾯のHTMLを追加する。

<form th:action="@{/logout}" action="login.html" method="POST">
  <p><button>ログアウト</button></p>
</form>



ビュー（HTML）をカスタマイズ(6/6)

SecurityFilterChainを定義する。

@Bean
SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    return http
            .authorizeHttpRequests(authorize -> authorize
                    .requestMatchers("/login").permitAll()
                    .anyRequest().authenticated())
            .formLogin(formLogin -> formLogin.loginPage("/login"))
            .build();
}



ゴールまでの進捗(5/5)

ユーザー名・パスワードでログインする

パスワードはハッシュ値を保持

無効なアカウントはログインさせない

アカウント・パスワードに有効期限を持たせる

⼀定回数ログイン失敗するとロックする

ビュー（HTML）をカスタマイズ



今後話をしてみたいテーマ

APIトークンによる認証の実装例

2要素認証の実装例

パスワードリセットの実装例





参考資料

Password Storage :: Spring Security

Form Login :: Spring Security

UserDetailsService :: Spring Security

Authentication Events :: Spring Security

使⽤ツール

スライド： https://marp.app/

ER図： https://github.com/BurntSushi/erd

https://start.spring.io/#!type=maven-project

https://docs.spring.io/spring-security/reference/features/authentication/password-storage.html
https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/passwords/form.html
https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/passwords/user-details-service.html#servlet-authentication-userdetailsservice
https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/events.html
https://marp.app/
https://github.com/BurntSushi/erd
https://start.spring.io/#!type=maven-project

