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クラウド ID 管理と関数型暗号を用いた機密ファイル共有システム
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概要：近年，企業組織におけるクラウドストレージサービス(以降，サービス)の利用による業務の効率化が注目され
ている．特に，インターネット上のサービスに機密ファイルを保管して共有することで利便性があがり，企業組織で
は業務の効率化を図ることができる．その際，所属部，課，役職などの属性情報を用いて，機密ファイルのアクセス
制御や暗号化を実施することが求められる．ここでアクセス制御と暗号化の両方の機能を持つ関数型暗号を利用する
場合，属性情報と暗号鍵管理の両方の管理が必須となる．そこで本稿では，複数のサービスの属性情報やアカウント
情報を統合して管理するクラウド ID 管理システムに対し，属性情報に加え，暗号鍵もクラウド ID 管理システムで管
理する方法を検討した．その結果，関数型暗号におけるマスタ鍵およびユーザ秘密鍵を管理する方法が 3 パターンあ
り，用途や目的によって最適な方法を選択できることが分かった．

A Confidential File Sharing System Using
Cloud ID Management and Functional Encryption
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がある．また近年では，属性情報によるアクセス制御機能

1. はじめに
1.1

NORI MATSUDA1

と情報秘匿機能を併せ持つ関数型暗号[2] aを用いることも

背景

考えられている．

インターネット上のクラウドストレージを利用する企業

そこで本稿では，複数のクラウドストレージ間で，属性

が近年増加している．総務省の国内におけるクラウドサー

情報を用いた機密ファイルの安全な共有を実施するため，

ビスの利用状況調査[1]によると，クラウドサービスを利用

分散管理された属性情報を動的に収集する仕組みと，シス

している企業の割合は 38.7%と 4 割に迫り，さらに産業別

テムの用途に合わせた 3 パターンの関数型暗号鍵管理を行

では「金融・保険業」が 6 割近く，資本金規模別では，資

うクラウド ID 管理システムを検討する．

本金 50 億円以上企業では 7 割を超えている．また，利用し
ているサービスをみると，
「ファイル保管・データ共有」が

1.2 関連研究

46.3%と最も高く，インターネット上のクラウドストレー

クラウドストレージサービス(以降 サービス)の安全な

ジに機密ファイルを保管して共有することで利便性があが

利用において暗号化を用いる場合の暗号鍵管理を含めた暗

り，企業組織では業務の効率化を図ることができることは

号システムとして，属性情報の組み合わせで表現された開

明らかである．しかしながら，クラウドサービスを利用し

示先情報ごとにグループ鍵を生成して運用するグループ暗

ない企業の理由として，34.5%が「情報漏洩などセキュリ

号システム[3]がある．このシステムでは，開示先に応じた

ティに不安がある」と回答していることからも，インター

復号用のグループ鍵を動的に生成することで，暗号化とア

ネット上での機密ファイルの保管・利用には情報漏洩のリ

クセス制御を同時に実現する．また，関数型暗号を用いた

スクが伴う．

取り組みとしては，属性ベース暗号を利用し，プロキシサ

その対策として，クラウドストレージの利用者(ユーザ)

ーバやユーザ端末にてファイル暗号化とアクセス権制御を

の所属部，課，役職などの企業組織特有の属性情報を用い

実 施 す る 方 式 が あ る [4] ． こ の 方 式 で は ，

てアクセス制御や，保管するファイルを暗号化して情報秘

CP(Ciphertext-Policy)型の属性ベース暗号(CP については 2

匿を行う．しかし，企業によっては複数のクラウドストレ

章にて説明する)を用いて実現している．ファイルの暗号化

ージを利用する場合や，それらを連携させるニーズもあり，

に加え，ファイル名/ディレクトリ名も暗号化し，運用でき

アクセス制御や暗号化を行うための運用が煩雑になる問題

ることから，高いセキュリティを実現しつつクラウドスト

1 三菱電機株式会社〒247-8501 神奈川県鎌倉市大船 5-1-1.
Mitsubishi Electric Corporation,Information Technology R & D Center,5-1-1
Ofuna Kamakura, Kanagawa, 247-8501, Japan.

a 本稿では文献[2]の CP(Ciphertext-Policy)型の属性ベース暗号を関数型暗
号と呼ぶ．
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レージを利用することができる．

(2)

これらのシステムは，高いセキュリティを担保する仕組

複数のクラウドサービス間でファイルを共有するた
めの関数型暗号鍵管理方法

みとして非常に有効である一方，暗号鍵生成に用いる属性
情報を鍵生成サーバに集約する必要がある．その場合，複

本稿では，上記課題に対する解決方法を検討する．

数のサービスを横断して利用しようとすると，属性情報源
と鍵生成サーバで属性情報を 2 重持ちする必要があり，人

1.3 本稿の貢献
本稿では，複数のクラウドストレージ間で，属性情報を

事異動等による属性情報の変更に対する運用が煩雑になる．
また，属性の定義の齟齬から，図 1 のような問題が起こる．

用いた機密ファイルの安全な共有を実施するため，分散管

あるユーザが管理職以上(部長級以上)のユーザと機密フ

理された属性情報と連携した関数型暗号鍵管理を実現する

ァイルの共有を実施したいとする．そこで，ユーザは「職

クラウド ID 管理システムを構成した．

種＝管理職」を宛先条件(復号条件)として関数型暗号でフ

複数のクラウドストレージがそれぞれ管理している属性

ァイルを暗号化する．しかし，
「職種＝管理職」という属性

情報を使って，横断的な機密ファイルのアクセス制御と秘

が，クラウドサービス A では管理職に「課長」を含むが，

匿化(暗号化)を実施する必要がある．

クラウドサービス B では含まないとする場合，クラウドサ

そこで本稿では，(1)属性管理方法，(2)暗号鍵管理方法を

ービス A ではユーザが閲覧を許可したくない「課長」の属

検討した．(1)については，暗号化時は宛先候補となるサー

性を持つユーザでも復号できてしまう．このように，
「管理

ビスすべてから属性情報を収集し，ユーザ秘密鍵生成時は

職」の定義の違いから，意図しない共有が発生してしまう．

必要な属性情報をユーザの所属するサービスから動的に収
集する．(2)については，クラウドストレージごとに関数型
暗号のマスタ鍵管理とユーザ秘密鍵の生成方法を検討し，3

管理職 クラウドサービスA

つの管理パターンを検討した．その結果，既存のシステム

部長レベル
を想定

役職=管理職 に公開

への適用時，新規にサービスを作る場合，システム全体を
部長

課長

シンプルにしたい場合それぞれに適した方法があることが

担当

分かった．
管理職 クラウドサービスB

2. 関数型暗号

ファイル送信者
部長

課長

本章では，本提案システムで用いる関数型暗号について

担当

説明する．関数型暗号は暗号化機能の中にアクセス制御機
能を埋め込むことが可能であり，暗号化時に設定する「復
ファイル受信者

号条件」(例：総務部 AND(部長 OR 課長))を，暗号化デー
タの復号時に使用するユーザ秘密鍵に埋め込まれた「属性

図 1 意図しない共有が発生する問題
この問題の原因は 2 つある．原因の 1 つ目はクラウドサ
ービス A とクラウドサービス B 間の属性の解釈に差がある

情報」(例：総務部，部長)が満たす場合に，復号が可能と
なる点が特徴である．

ことである．これは従来のファイル共有システムの場合，

次に，関数型暗号のアルゴリズムについて説明する．関

属性は一元管理されることが前提であるため，このような

関数型暗号は，属性(例：所属部=経理部，役職=部長)と述

問題は起こらなかった．しかし，多数のクラウドサービス

語 b(例：所属部=総務部 AND 役職=課長)の関係が真の場

が乱立する現在では，それぞれのクラウドサービスが管理

合のみ復号が可能となる．属性は型と値を「=」で結んだ

する属性情報を一元管理することは困難である．原因の 2

表現とする．関数型暗号の方式は，暗号文側に述語を設定

つ目は，暗号鍵の管理の問題である．従来は，異なるクラ

する CP(Ciphertext-Policy)型と，ユーザ秘密鍵側に述語を設

ウドサービス間では同じ復号条件であっても復号できない

定する KP(Key-Policy)型，暗号文とユーザ秘密鍵の双方に

ようにマスタ鍵ペア(詳細 2 章を参照)をクラウドサービス

述語を設定できる UP(Unified-Policy)型の 3 種類の方式が存

毎に分けて運用していた．異なるクラウドサービス間で単

在する[2]．CP 型はファイル共有，KP はコンテンツ配信へ

純にファイル共有を実施したいがために同じマスタ鍵を使

の応用例が多い．本稿ではファイルの保管・共有を考える

用することで，1 つ目の原因と合わせて意図せずに暗号化

ため，CP 型の関数型暗号を用いることにする．文献[2]の

ファイルが復号できる状況が発生する．

CP 型の関数型暗号は以下のように定義される．

そこで本稿では，以下の 2 つを課題に設定する．
(1)

複数のクラウドサービスが各々管理する属性情報を
必要に応じて取得・配信する属性管理方法

b 論理式の形式で表現され，復号するための条件という意味で，本稿では
復号条件と呼ぶ．
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応じて生成・保管・配信する．

𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 �1λ , n
�⃗ = (d: n1 , … , nd )�：



λ

セキュリティパラメータ1 と属性ベクトルのフォーマ

ット

�⃗ = (d: n1 , … , nd )，d:最大属性数 を入力として，
n

マスタ公開鍵 pk とマスタ秘密鍵 sk を出力する．
𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊�pk, sk, Γ ≔ �(t, x���⃗)|x
t ���⃗t ∈

n
𝔽𝔽qt , 1

≤ t ≤ d��：

マスタ公開鍵 pk，マスタ秘密鍵 sk，属性
n

所謂インターネット上のクラウドサービスのうち，関数型
暗号を使って暗号化・復号を実施するクラウドストレージ
サービスを想定する．
3.2 本提案システムの基本動作

t
Γ ≔ �(t, x���⃗)|x
t ���⃗t ∈ 𝔽𝔽q , 1 ≤ t ≤ d�を入力とし，秘密鍵sk Γ を

出力する．

クラウドサービス

𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄�pk, 𝑚𝑚, 𝕊𝕊 ∶= (M, 𝜌𝜌)�：

公開パラメータ pk，アクセス構造𝕊𝕊 ∶= (M, 𝜌𝜌)，メッセー

本節では，提案システムの基本動作について説明する．
本提案システムは，４つの基本処理から構成される．以下
ではそれぞれの処理について説明する．

ジ空間 msg から選んだ平文 m を入力とし，暗号文ct 𝕊𝕊

3.2.1 連携クラウドサービスの登録

を出力する．アクセス構造𝕊𝕊は，述語の表現方法のひと

はじめに，ID 管理システムに対し，クラウドサービスの

つで，スパンプログラム(Span Program)によって論理式

情報を，連携先クラウドサービス管理機能を使い登録する．

を行列の形で表現する．

このとき，ID 管理システムはクラウドサービス 1 つにつき

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃(pk, sk Γ , ct 𝕊𝕊 )：

1 つのドメインを作成する．登録されたクラウドサービス

公開パラメータ pk，秘密鍵sk Γ ，暗号文ct 𝕊𝕊 を入力とし，
平文 m か⊥を出力する．

が管理する属性情報にアクセスするため，ドメイン情報に
は，例えば表 1 のように属性管理サーバ(LDAP サーバ等)
の URL を含むものとする．

3. 提案システム

表 1 ドメイン情報の構成例

本章では，分散管理された属性情報と連携した関数型暗

ドメイン情報

属性情報ソース

号鍵管理を実現するクラウド ID 管理システムの構成を説

(ドメイン ID)

(ディレクトリサーバの URL)

Domain_1

ldap://ldap.samplecloud.com

Domain_2

ldaps://securecloudservice.com:636

明する．
3.1 提案システムモデル
図 2 に本提案システムの構成を示す．本提案システムは
ID 管理システムとそれに接続する複数のクラウドサービ
スから構成される．

クラウドサービスA

提案ID管理システム
属性連携

鍵DB

生成し，ドメイン情報と紐づけて鍵 DB に保管する．
3.2.2 ユーザ登録
ID 管理システムに対してユーザの情報を登録する処理

属性情報収集

属性DB(A)

属性情報配信

クラウドサービスB

属性・暗号化鍵
配信判定

属性DB(B)

である．必要に応じてユーザの属性情報の収集や関数型暗
号のユーザ秘密鍵の生成を行う．

クラウドサービスC

暗号化鍵・復号鍵
配信

鍵管理パターンに従い，マスタ公開鍵，マスタ秘密鍵を

属性DB(C)

クラウドサービスの管理者はユーザの識別子と所属する
ドメイン名を，ユーザ管理機能を用いて ID 管理システム
に登録する．ID 管理システムは，ユーザの所属するドメイ

連携先クラウド
サービス管理

復号鍵生成
ユーザ管理

連携先登録

ユーザ登録

管理者

凡例

ンと，3.2.1 節で登録された属性情報ソースから，属性情報

暗号鍵管理関連機能
ID管理 既存機能

収集機能を使い，ユーザの属性情報を収集し，属性連携機

ID管理システムからの出力
ID管理システムへの入力
ID管理機能内部フロー

能によってユーザ秘密鍵生成時の入力パラメータとする．
後述する暗号鍵の管理パターンに応じて，復号鍵生成機能
を使ってユーザ秘密鍵の生成し，暗号化鍵・復号鍵配信機

図2

提案システムモデル

能を使い，ユーザ秘密鍵の配信を行う．

本提案システムのエンティティは以下の通りである．


3.2.3 暗号化処理

ID 管理システム

暗号化処理は，後述する暗号鍵の管理パターンによって，

属性情報を管理するクラウドサービスから必要に応じて属

処理が異なるが，基本的な処理の流れは次の通りである．

性情報を収集・配信する．また，関数型暗号の
𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒，𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊アルゴリズムを用いて暗号鍵類を必要に

まず，復号条件の作成に必要な属性情報を属性収集機能
により収集し，属性連携機能を通じて，暗号化を実施する
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クラウドサービス(のユーザ)に属性情報配信機能により配
信する．このとき，属性・暗号化鍵配信判定機能により，

まず，属性情報を保持するクラウドサービスを ID 管理

配信する属性を制限し，不必要な属性情報の開示を防止し

システムに登録する．このとき，登録したクラウドサービ

てもよい．次にユーザは復号条件を作成し，その情報をも

ス毎にドメインを作成し，属性情報源をディレクトリサー

とに暗号化に必要なマスタ公開鍵を ID 管理システムに要

バの URL 等と対応づけて保管する(表 1 のような形式)．な

求する．ID 管理システムは，属性・暗号化鍵配信判定機能

お，以降では属性情報源を「ソース」と呼ぶことにする．

により暗号化に必要なマスタ公開鍵を判定し，暗号化鍵・

次に，暗号化時の場合について説明する．はじめに，関

復号鍵配信機能によりユーザに配信する．最後に，ユーザ

数型暗号で暗号化する際の復号条件を作るための属性情報

は取得したマスタ公開鍵と復号条件を入力として関数型暗

を得るため，ID 管理システムは復号条件に含まれる可能性

号による暗号化を実施する．各鍵管理パターンにごとの暗

のあるすべての属性情報を全ソースから取得する．ID 管理

号化処理の詳細は 3.4 節にて説明する．

システムは収集した属性情報を，暗号化を実施するユーザ
に配信する．次に，暗号化を実施するユーザは，ＩＤ管理
システムから取得した属性情報を組み合わせて復号条件を

3.2.4 復号処理
復号処理は，復号処理を実施するユーザがクラウドサー
ビスにログインしているものとする．まず，ユーザは復号

作成する．最後に，ユーザは，作成した復号条件を使って
暗号化を実施する．

対象の暗号化ファイルを用意する．次に，ユーザは，自身

次に，復号の場合について説明する．はじめに，ID 管理

のログイン情報(ID/パスワード，生体認証等)を ID 管理シ

システムは，ユーザ秘密鍵の作成対象のユーザが所属する

ステムに送付し，ID 管理システムは暗号化鍵・復号鍵配信

ソースから属性情報を取得する．具体的な属性の取得の方

機能を用いて，ユーザに紐づくユーザ秘密鍵を鍵 DB から

法は暗号化時の場合と同様である．次に，ID 管理システム

取り出し，ユーザに配信する．なお，このユーザ秘密鍵の

は，取得した属性情報を用いてユーザ秘密鍵を生成する．

取得方法は 3.4 節の鍵管理パターンにより異なる．ユーザ

このように，必要に応じて分散管理された属性情報を参

は ID 管理システムから取得したユーザ秘密鍵を使い，暗

照して関数型暗号の暗号鍵を生成する．

号化ファイルを復号する．
3.4 暗号鍵の管理方法
本節では，提案システムにおける ID 管理システム内で

以降では，本提案システムの特徴である，属性情報の取
得方法と暗号鍵の管理方法を詳細に説明する．

の関数型暗号鍵の管理方法について説明する．

3.3 属性情報の取得方法

とユーザ秘密鍵の大きく 2 種類の鍵が存在する．それらの

関数型暗号には，マスタ鍵(マスタ公開鍵，マスタ秘密鍵)
本節では，提案システムにおける属性情報の取得・配信

鍵の管理方法の組み合わせパターンを表 2 に示す．以降で

方法について説明する．図 3 は 3.2 節で説明した基本動作

は，このパターンごとの鍵管理方法を説明する．なお，3.1

のうち属性情報の取得・配信のみに着目した処理フローで

節では鍵を保管する DB が「鍵 DB」と単一にしたが，本

ある．

節では説明のため，マスタ鍵 DB とユーザ鍵 DB と分けて
属性情報の取得開始

説明する．

ドメイン登録時：
属性取得ソースを登録
暗号化時

復号鍵生成時

全ソースから属性情報を
取得・配信

ユーザが所属するソース
から属性情報を取得

取得した属性情報を
組み合わせて復号条件を作成

表 2 提案方式における暗号鍵管理パターン
パターン 1

パターン 2

パターン 3

クラウドサ

クラウドサ

システム全

ービスごと

ービスごと

体で１組

に変える

に変える

ユーザ

予め生成(静

復号時に動

静的/動的ど

秘密鍵

的)

的に生成

ちらでも可

マスタ鍵

取得した属性情報から
復号鍵を作成

作成した復号条件で
ファイルを暗号化

次に，想定するユーザのモデルを図 4 に示す．ユーザは
クラウドサービスに属しており，そのクラウドサービスご
とに「ドメイン」が割り当てられているものとする．ユー
ザには属性として識別子を表す「UID」と所属プロジェク

終了

トを表す「PJ」を持つものとする．

図 3 属性情報の取得方法
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定する復号条件中に含まれる属性を管理するドメインの公

クラウドサービスA

ドメインA
ユーザα

開鍵すべてを使い，暗号化データを作成する．暗号化デー

ユーザβ

タの復号の際は，復号を実施するユーザが所属するドメイ
ンのマスタ秘密鍵から生成されたユーザ秘密鍵を用いる．

UID=200,
PJ=Proj2

UID=100,
PJ=Proj1

クラウドサービスB

ドメインB
ユーザγ

ユーザθ

ユーザα

UID=400,
PJ=Proj1

UID=100,
PJ=Proj4

ﾄﾞﾒｲﾝA MPK
ﾄﾞﾒｲﾝB MPK ﾄﾞﾒｲﾝC MPK

UID=300,
PJ=Proj1

PJ=Proj1
の人と共有

暗号化
UID=100,
PJ=Proj1

クラウドサービスB

UID=300,
PJ=Proj1

ユーザγ

復号
UID=300,
PJ=Proj1

ドメインC

図4

ユーザα

ﾄﾞﾒｲﾝB MPK ﾄﾞﾒｲﾝC MPK

PJ=Proj1

ログイン：ユーザγ
ユーザγのユーザ鍵
を送付

クラウドサービスA

ﾄﾞﾒｲﾝA MPK

ドメインB

UID=100,
PJ=Proj3

クラウドサービスC

ドメインC

宛先：PJ=Proj1

PJ=Proj1はドメインA,B,C
に存在
→ドメインA,B,Cの
MPKを送付

ユーザα

UID=300,
PJ=Proj1

ドメインA

ID管理システム

ログイン：ユーザθ
ユーザθのユーザ鍵
を送付

想定ユーザモデル

UID=400,
PJ=Proj1

クラウドサービスC

UID=400,
PJ=Proj1

復号

以降では，鍵管理のパターンごとに説明する．

ユーザθ

UID=400,
PJ=Proj1

図 6 パターン 1 の動作

3.4.1 パターン 1

具体的には，PJ=Proj1 という属性のユーザが復号できる

クラウドストレージごとにマスタ鍵を割り当て，各クラ

ように暗号化する場合，暗号化を行うユーザは，ID 管理シ

ウドストレージのユーザは割り当てられたマスタ鍵を用い

ステムから PJ=Proj1 という属性を使用しているクラウドサ

てユーザ秘密鍵を割り当てるモデルである(図 5)．

ービス A，クラウドサービス B，クラウドサービス C のド

ID管理システム

メインのマスタ公開鍵を取得し，𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄により 3 つの暗号化

マスタ鍵DB

復号を実施するユーザが自身の識別子を ID 管理システム

ﾄﾞﾒｲﾝA MPK

ﾄﾞﾒｲﾝB MPK

ﾄﾞﾒｲﾝC MPK

ﾄﾞﾒｲﾝA MSK

ﾄﾞﾒｲﾝB MSK

ﾄﾞﾒｲﾝC MSK

データを作成する．作成した暗号化データを復号する際は，
に提示し，ID 管理システムはそのユーザに対応するユーザ
秘密鍵をユーザ鍵 DB から取り出し，ユーザに返却する．
ユーザは取得したユーザ秘密鍵を使い，𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃により暗号化

ユーザ鍵DB

データを復号する．

UID=100,
PJ=Proj1

UID=300,
PJ=Proj1

UID=400,
PJ=Proj1

UID=200,
PJ=Proj2

UID=100,
PJ=Proj3

UID=100,
PJ=Proj4

3.4.2 パターン 2
パターン 1 と同様にクラウドストレージごとにマスタ鍵
を割り当て，ユーザ秘密鍵は暗号化時に用いたマスタ公開
鍵に対応するマスタ秘密鍵を用いてファイル復号時に ID
管理システムで動的に生成するモデルである(図 7)．

図5

パターン 1 の鍵管理

まず，クラウドサービスごとにドメインを割り当て，ド
メインごとにマスタ公開鍵，マスタ秘密鍵のペアを𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒
により生成し，マスタ鍵 DB に保管する．次に ID 管理シス
テムにユーザが登録された際に，そのユーザが所属するク
ラウドサービスからユーザの属性情報を収集し，そのクラ
ウドサービス(ドメイン)に対応したマスタ秘密鍵と，収集
した属性情報から𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊によりユーザ秘密鍵を生成し，
ユーザ鍵 DB に保管する．
この管理方法における暗号化と復号の動作を図 6 に示す．
この鍵管理パターンでは，関数型暗号で暗号化する際に設
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図 7 パターン 2 の鍵管理

まず，パターン 1 と同様にクラウドサービスごとにドメ

意図せずファイルが共有されてしまうことを防ぐ．

インを割り当て，ドメインごとにマスタ公開鍵，マスタ秘
密鍵のペアを𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒により生成し，マスタ鍵 DB に保管す

ID管理システム

る．ユーザ秘密鍵はユーザ登録時には作成せず，暗号化デ

マスタ鍵DB

ータを復号するときに，復号を実施するユーザが所属する

システムMPK

クラウドサービスからユーザの属性情報を収集し，そのク

システムMSK

ラウドサービス(ドメイン)に対応したマスタ秘密鍵と，収
集した属性情報から𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊によりユーザ秘密鍵を生成し

ユーザ鍵DB

てユーザに送付する．
この管理方法における暗号化と復号の動作を図 8 に示す．
この鍵管理パターンでは，暗号化を行うユーザが所属する
ドメインの公開鍵を使い，暗号化データを作成する．復号

ドメインA

ドメインB

ドメインC

UID=100,
PJ=Proj1

UID=300,
PJ=Proj1

UID=400,
PJ=Proj1

UID=200,
PJ=Proj2

UID=100,
PJ=Proj3

UID=100,
PJ=Proj4

の際は，暗号化を実施したユーザのドメインのマスタ秘密
鍵から生成されたユーザ秘密鍵を用いる．
具体的には，PJ=Proj1 という属性のユーザが復号できる
ように暗号化する場合，暗号化を行うユーザは，自身の所

図 9 パターン 3 の鍵管理

属するドメインのマスタ公開鍵を ID 管理システムから取
得し，𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄により暗号化データを作成する．作成した暗号

まず，パターン 1 と同様にクラウドサービスごとにドメ

化データを復号する際は，復号を実施するユーザが自身の

インを割り当てる．マスタ公開鍵，マスタ秘密鍵のペアは

識別子と，復号対象の暗号化ファイルを暗号化した際に使

𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒により提案システム内で 1 組のみ生成し，マスタ鍵

用したマスタ公開鍵のドメイン(暗号化ファイルのメタデ

DB に保管する．ユーザ秘密鍵はユーザ登録時もしくは暗

ータに含める等で管理)を ID 管理システムに提示する．ID

号化データ復号時に作成する．ユーザ秘密鍵は他のパター

管理システムは提示されたユーザ識別子からそのユーザが

ンと同じくユーザのドメインから収集し，システムで唯一

所属するドメインを特定し，そのユーザの属性情報を収集

のマスタ秘密鍵と収集した属性情報から𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊によりユ

する．次に，提示されたドメインに対応するマスタ秘密鍵

ーザ秘密鍵を生成してユーザに送付する．

と，収集した属性情報から𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊によりユーザ秘密鍵を

この管理方法における暗号化と復号の動作を図 10 に示

生成し，ユーザに返却する．ユーザは取得したユーザ秘密

す．この鍵管理パターンでは，暗号化にはシステム内唯一

鍵を使い，𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃により暗号化データを復号する．

の公開鍵を使い，暗号化データを作成する．復号の際は，

ID管理システム
クラウドサービスAの利
用者なので、ドメインAの
MPKを送付

ユーザα
ﾄﾞﾒｲﾝA MPK

ﾄﾞﾒｲﾝA MPK

ドメインB
ログイン：ユーザγ
暗号化ファイル：ドメインA

UID=300,
PJ=Proj1

PJ=Proj1
の人と共有

鍵を用いる．

暗号化
PJ=Proj1

ユーザγの属性で、
ドメインAのMSKを用いて
ユーザ鍵生成

システム内唯一のマスタ秘密鍵から生成されたユーザ秘密

クラウドサービスA
クラウドサービスA

ID管理システム

UID=100,
PJ=Proj1

暗号化に使う
マスタ公開鍵は1つだけ

クラウドサービスB

UID=300,
PJ=Proj1

ログイン：ユーザθ
暗号化ファイル：ドメインA

UID=400,
PJ=Proj1

システムMPK

復号

暗号化

ドメインB
ログイン：ユーザγ
ユーザγのユーザ鍵
を送付

クラウドサービスC

UID=400,
PJ=Proj1

ユーザα

PJ=Proj1

復号

ドメインC

クラウドサービスA

システムMPK

ユーザγ

UID=300,
PJ=Proj1

ユーザθの属性で、
ドメインAのMSKを用いて
ユーザ鍵生成

ドメインA
宛先：PJ=Proj1

ユーザθ

UID=300,
PJ=Proj1

PJ=Proj1
の人と共有

UID=100,
PJ=Proj1

クラウドサービスB

UID=300,
PJ=Proj1

ユーザγ

復号
UID=300,
PJ=Proj1

ドメインC

UID=400,
PJ=Proj1

ログイン：ユーザθ
ユーザθのユーザ鍵
を送付

図 8 パターン 2 の動作

UID=400,
PJ=Proj1

クラウドサービスC

UID=400,
PJ=Proj1

復号

3.4.3 パターン 3
マスタ鍵はシステムで 1 つだけ管理し，ユーザ秘密鍵は

ユーザθ

UID=400,
PJ=Proj1

図 10 パターン 3 の動作

ファイルの復号時に動的に生成するモデルである(図 9)．こ
具体的には，PJ=Proj1 という属性のユーザが復号できる

のパターンでは，クラウドストレージ間で同一名称の属性
を ID 管理システム側で一意になるように管理することで，

ように暗号化する場合，暗号化を行うユーザは，システム
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内唯一のマスタ公開鍵を ID 管理システムから取得し，𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄

送信 PC

ID 管理システム

受信 PC

データ保管サーバ

により暗号化データを作成する．作成した暗号化データを

復号する際は，復号を実施するユーザが自身の識別子を ID

ファイル
の送信

管理システムに提示し，ID 管理システムは提示されたユー

宛先候補の属性情報を要求

ザ識別子からそのユーザが所属するドメインを特定し，そ
のユーザの属性情報を収集する．次に，システム内唯一の

属性情報をクラウド
サービスから収集

属性情報一覧

マスタ秘密鍵と，収集した属性情報から𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊によりユ

宛先(復号条件)を指定

ーザ秘密鍵を生成し，ユーザに返却する．ユーザは取得し
マスタ公開鍵を要求

たユーザ秘密鍵で，𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃により暗号化データを復号する．

マスタ公開鍵
関数型暗号で暗号化

4. 提案システムを用いた応用例

暗号化ファイルのアップロード

本節では，本提案システムを用いた応用例として，機密

暗号化ファイルの URL

ファイルの共有を安全に行う例を説明する．

暗号化ファイルの URL を通知(メール等)

4.1 システム構成

ファイル
の受信

本提案システムを用いたファイルの共有を行うためのシ

暗号化ファイルのダウンロード

ステム構成を図 11 に示した．

暗号化ファイル

ID管理システム

ユーザ秘密鍵の取得
ユーザ認証、
ユーザ属性情報を
クラウドサービス
から収集、
ユーザ秘密鍵の
生成

データ保管
サーバ

クラウドサービス
(属性管理)

機密ファイル転送

送信PC

ユーザ秘密鍵

暗号化ファイルを復号
ファイルを閲覧

受信PC

図 12 提案システムを用いた応用例
図 11 機密ファイルの保管・転送システム構成
本システム構成のエンティティは以下の通りである．

■ファイルの送信

 ID 管理システム

送信 PC は，送信するファイルの宛先(ファイルの共有先)

3.1 節の定義と同様．

を指定するため，ID 管理装置に属性情報の一覧を要求する．

 クラウドサービス

ID 管理システムは，登録されているクラウドサービスから

3.1 節の定義と同様．

宛先(復号条件)となり得る属性情報を収集し，一覧化した

 データ保管サーバ

上で送信 PC に返却する．送信 PC は，受信した属性情報一

暗号化されたファイルを保管するファイルサーバで

覧から宛先を作成し，関数型暗号の暗号化時に必要なマス

ある．保管されるファイルは，WWW(World Wide Web)

タ公開鍵を ID 管理システムに要求する．ID 管理システム

でアップロード，ダウンロードが可能な装置とする．

は，3.4 節に示した暗号鍵の管理パターンに応じてマスタ

なお，このサーバはファイルの内容を閲覧することは

公開鍵を選定して送信 PC に返却する．送信 PC は，受信し

許可されていない

たマスタ公開鍵と宛先(復号条件)を用いて関数型暗号でフ

 送信 PC，受信 PC

ァイルを暗号化する．続けて，暗号化したファイルをデー

ファイルを送受信する操作を行う PC である．関数型

タ保管サーバにアップロードする．最後に，送信 PC は受

暗号による暗号化と復号を実施する．

信 PC に対して暗号化したファイルの URL をメール等の手
段で通知する．

4.2 ファイルの共有の流れ
次に，本システム構成におけるファイルの共有(送受信)

■ファイルの受信

の流れを説明する．図 12 にファイルの送受信のシーケンス
を示す．

受信 PC はまず，送信 PC から受信した暗号化ファイルの
URL をもとに，データ保管サーバから暗号化ファイルをダ
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ウンロードする．続いて，暗号化ファイルを復号するため

数型暗号サービスを導入しているクラウドサービスを含め

のユーザ秘密鍵を ID 管理システムに要求する．このとき，

て運用する場合に向いている．しかし，連携するクラウド

自身の認証情報(ID,パスワードや生体認証情報等)を ID 管

サービスごとにマスタ鍵を管理する必要があり，暗号化時

理システムに提示する．ID 管理システムは，受信 PC の認

に複数のマスタ公開鍵を用いた複数回の暗号化処理が必要

証情報からユーザ認証を実施し，認証が成功したら，受信

となり，他のパターンよりも暗号化ファイルのサイズが増

PC ユーザの属性情報をクラウドサービスから収集する．そ

加する欠点がある．

して，保管しているマスタ秘密鍵と収集したユーザ属性情

パターン 2 では，マスタ鍵がドメインごとに分かれ，ユ

報からユーザ秘密鍵を生成し，受信 PC に返却する．受信

ーザ秘密鍵を動的に生成することで，パターン 1 の欠点を

PC は，ID 管理システムから受信したユーザ秘密鍵を使い，

解決している．ただし，ユーザ秘密鍵の動的生成は処理負

暗号化ファイルを復号し，ファイルの内容を閲覧する．

荷が高いため，復号処理が頻発するユースケースの場合は

このように，提案システムを利用することで，複数のク

ID 管理システムに高い性能が求められる．また暗号化した

ラウドストレージを跨ったファイルの共有が可能となる．

際に使用したドメイン情報も暗号化ファイルに含ませる必
要があるため，既存の関数型暗号サービスと連携するとい
うよりは，新規に関数型暗号サービスを開始する場合に向

5. 考察

いているといえる．

本稿では，(1)属性管理方法，(2)暗号鍵管理方法を検討し
た．本章では，この 2 点についてそれぞれ考察する．

最後に，パターン 3 は最も管理する暗号鍵の数が少なく，
システム構成も単純であるため，本提案システムの開発・

まず(1)については，従来は ID 管理システムにすべての

導入の負荷が低いという利点がある．しかし，連携するク

属性情報を集約し，管理する必要があった．この方法では，

ラウドサービス間で同じマスタ鍵を共有するため，図 1 で

人事異動等による属性情報の変更をすべて ID 管理システ

示した課題に対応するためにユーザ秘密鍵のアクセス制御

ムに反映する必要があり，属性を管理する側に大きな負担

を確実に行う必要がある．また，マスタ鍵の更新が必要と

となる．そこで，本提案システムでは，必要に応じてその

なる場合，システム全体に影響が及ぶことから，連携する

時々の最新の属性情報を収集・利用することにより属性情

クラウドサービスが多い場合には不向きである．

報の管理負荷を低減することが可能となった．しかしなが
ら，実システムに適用する場合は，復号時に利用するユー

以上のように，暗号サービスの導入形態により，適した
鍵の管理パターンがあることが分かった．

ザ秘密鍵をユーザ側でキャッシュすることも考えられ，適
切にユーザ秘密鍵に含まれる属性情報と連携されない可能
性がある．そのため，古くなったユーザ秘密鍵をキャッシ

6. まとめ

ュさせない仕組みが必要である．また，長期に暗号化デー

複数のクラウドストレージ間で，属性情報を用いた機密

タを保管する場合は，暗号化した際の復号条件が，ユーザ

ファイルの共有を実施するため，分散管理された属性情報

の意図と反する可能性があるため，定期的な再暗号化処理

と連携した関数型暗号鍵管理を実現するクラウド ID 管理

(復号条件の見直し)が必要となることも考えられる．

システムを検討した．その結果，マスタ鍵およびユーザ秘

次に(2)について，3 パターンの鍵管理方法を提案した．

て最適な方法を選択できることが分かった．今回は机上で

それぞれに，表 3 のような特徴がある．

の検討となったが，実システム化にあたり，新たな課題が

表 3 鍵管理パターンごとの特徴

発生することも考えられるため，引き続き研究を継続する．

鍵管理パターン

特徴

パターン 1

既存の暗号サービスを追加しやすいが，

パターン 2

暗号化時のオーバーヘッドあり
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号化時・復号時の処理効率が良い
パターン 3

密鍵を管理する方法が 3 パターンあり，用途や目的によっ

システム全体はシンプルだが，ユーザ秘
密鍵のアクセス制御を確実に行うこと
が条件

パターン 1 では，すでに関数型暗号を導入した独自の暗
号サービスを提供しているクラウドサービスと連携する場
合に，既存のマスタ鍵，ユーザ秘密鍵を ID 管理システム
に登録することで連携が可能となる．そのため，既存の関
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