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オンラインストレージサービスに対するクライアント側
暗号化と検索可能暗号のユーザビリティ評価
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概要：近年普及が進んでいるオンラインストレージサービスは通信路や保存の際にサーバ側でデータを暗
号化しているものも多く、第三者からの攻撃に対しては安全になってきているがデータ内容はサービス提
供者に閲覧できる状態にある。問題の解決策としてファイルをアップロードする際に利用者側でデータの
暗号化を行うことが挙げられる。しかし暗号化を行うだけでは検索機能やソート機能等のサービス提供者
側で提供されているサービスが受けられなくなり、利便性の低下が起こってしまう。本研究では低下する
利便性の中でも検索機能に焦点を当て、検索可能暗号を用いた Android アプリケーションとして実装し、
実用性を被験者実験によって評価した。
キーワード：UWS, 検索可能暗号, オンラインストレージサービス, End to End 暗号化, ユーザビリティ
評価

本研究では低下する利便性の中でも検索機能に焦点を当

1. はじめに

て、対称型検索可能暗号（Symmetric Searchable Encryp-

近年普及が進んでいるオンラインストレージサービスは

tion、以後 SSE）を用いた Android アプリケーションとし

通信路や保存の際にサーバ側でデータを暗号化しているも

て実装し、そのユーザビリティを System Usability Scale

のも多く、第三者からの攻撃に対しては安全になってきて

（以後 SUS）と SUS でのアンケート回答に対しての半構造

いるがデータ内容はサービス提供者に閲覧できる状態に

化インタビューを軸とした被験者実験を行い、Grounded

ある。

Theory Approach（以後 GTA）を用いて評価した。実験の

実際にサービス提供者側からのデータ閲覧が可能である

結果、SSE を適用したアプリへの評価は他の比較用のアプ

ことが確認された例として、2016 年 12 月 15 日にオンライ

リへの評価と比較して特筆すべき差異は見られず、SSE の

ンストレージサービスの 1 種である「Evernote」を提供す

適用やファイルに対しての暗号化の適用はユーザビリティ

る Evernote 社が、サービス向上のためという名目で、一部

の面で大きな障害となるものではないことが示された。

社員にユーザーコンテンツへのアクセスを可能とさせるプ
ライバシーポリシーへの変更を発表した。そして実際に、
サービス提供者側からのデータ閲覧が可能であることが確

2. 関連研究
2.1 電子フロンティア財団による「Secure Messaging

認された。また、Evernote 社はプライバシーポリシー変更

Scorecard」

を発表した翌日、多くのユーザからの懸念の声によりプラ

Secure Messaging Scorecard は、電子フロンティア財団

イバシーポリシー変更の見直しを発表した [1]。この記事か

（Electronic Frontier Foundation）によるメッセージング

ら、たとえサービス提供者であろうとデータを閲覧された

ツールのクライアント間での暗号化状況について整理して

くないと考える一般ユーザが多数存在することが伺えた。

公開したものである [2]。37 のツール・サービスが 7 つの

サービス提供者側へのデータ秘匿の方法として、クライ

項目を満たしているかについての調査結果が示されてい

アント側でのデータ暗号化が挙げられる。しかし暗号化を

る。それらの項目は送信時の暗号化や、サービス事業者の

行うことで、オンラインストレージサービス側で提供され

閲覧から保護されているか、といった項目を含んでいる。

ているソーティングや検索のサービスが受けられなくな

7 項目すべてを満たすツール・サービスは 7 あり、サービ

り、利便性の低下を引き起こすことが考えられる。

ス事業者にデータ閲覧がされないような暗号化がさている
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ものは 21 あった。
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2.2 Curtmola らの SSE 手法

オンラインストレージサービスでは、サービスの利用者

Curtmola らは、2006 年に共通鍵暗号の利用をベースに

とサービスの事業者、そしてサービスに関係のない第 3 者

した対称型の検索可能暗号方式を提案した。対称型検索

の 3 つのプレーヤーを想定する。そして、利用者の意図し

可能暗号は Curtmola らの提案後多くの研究が行われてお

ない情報漏えいの発生として、以下の 2 つを情報漏えいの

り、現在では基点となっている手法であると言える。

脅威と考える。

• 第 3 者に対する情報の漏えい（第 3 者による意図的な

Curtmola の SSE は以下の４つのアルゴリズムからなるシ

情報詐取を含む）

ステムである。

• サービス事業者に対する情報の漏えい（サービス事業

• Keygen(1 )：ユーザが、セキュリティパラメータ k を
k

者による意図的な情報取得を含む）

入力として受け取り、鍵 K を生成するアルゴリズム。

• BuildIndex(K, D, ∆)：ユーザが、Keygen で生成さ

第 3 者に対する情報の漏えいとしては、サービス事業者

れた鍵 K とドキュメント群 D 及び辞書 ∆ を入力とし

とサービス利用者間の通信路における情報の保護と、サー

て受け取り、インデックス I を生成するアルゴリズム。

ビス事業者側によるデータの保護の 2 種類で対応が可能で

生成された I は、暗号化ドキュメント群 C と共にユー

ある。

ザからサーバへ渡され、サーバは I, C を保管する。

サービス事業者に対する情報の漏えいについては、サー

• Trapdoor(K, w)：ユーザが、Keygen で生成された

ビス事業者側によるデータの保護だけでは対応できず、サー

鍵 K と検索キーワード w を入力として受け取り、w

ビス利用者側での保護機能利用を行わなければならない。

に対する検索クエリ Tw を生成するアルゴリズム。

• Search(I, Tw )：サーバが、BuildIndex で生成され

4. 既存オンラインストレージサービスの調査

たインデックス I と Trapdoor で生成された検索ク

4.1 調査対象となるオンラインストレージサービスの選定

エリ Tw を入力として受け取り、検索結果 D(w) を出

既存サービスの調査として、調査対象となるオンライ
ンストレージサービスの選定を行った。オンラインスト

力するアルゴリズム。

Curtmola らは、非適応的攻撃に対して安全な方式である

レージサービスには、日本語に対応しているサービスだ

Eﬃcient SSE Construction（SSE1）と適応的攻撃に対して

けでも Dropbox（Dropbox）
、Google ドライブ（Google）
、

安全な方式である Adaptive Secure Construction（SSE2）

OneDrive（Microsoft）など、複数の種類のサービスが存在

の２つの SSE 方式を提案している [3]。

する。

2.3 尾形らによる改良方式

化対応が明言されていることに加え API を提供している

その中で、Dropbox は後述するようにサーバ側での暗号
尾形らは Curtmola らの方式をベースとして Simple-SSE
を提案した [4]。Simple-SSE は、安全性を考慮していない

ことから、本研究では Dropbox を評価の土台として採用
した。

検索方式から直接的に導出できる SSE 方式であり、暗号化

Google ドライブ、OneDrive については、事業者が提供

していない通常のインデクス内のキーワードをランダムな

する情報からはその暗号化の有無を含めた詳細は得られな

文字列に置き換えたものを秘匿処理されたインデクスとす

かったため、今回の評価には採用しなかった。

る。また、Curtmola らと同様に、Keygen、BuildIndex、

Trapdoor、Search の 4 つのアルゴリズムにより構成さ

4.2 Dropbox の暗号化状況
Dropbox では通信路の保護とサーバ側のファイル暗号化

れる。

については以下の方式が採用されている [6]。

• ファイル保存には 256 ビット鍵の AES を利用

2.4 緑川らによる暗号化とユーザビリティに関する研究

• サーバとクライアント間の通信には TLS を利用し、

の調査

128 ビット以上の鍵サイズを持つ AES で保護されて

緑川らの論文 [5] は、暗号化とユーザビリティの研究を

いる

テーマとした論文について、計 52 本をまとめ、その動向
や将来を議論したものである。この論文では、エンド間で

なお、ファイル暗号化の実施と暗号鍵の管理はサービス

の通信を行う際に通信路の暗号化だけでは不十分であると

提供者である Dropbox 社が保持しており、Dropbox 社は

述べている。

利用者のデータの閲覧が可能な状態となっている。3 章で

3. オンラインストレージサービスにおける脅
威のモデル

イブ、OneDrive は「サービス事業者に対する情報の漏え

本研究では、利用者の意図しない情報漏えいに焦点を当

ものではなく、安価なオンラインストレージサービス利用

ててオンラインストレージサービスの脅威を検討する。
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示した脅威モデルと比較した場合、Dropbox、Google ドラ
い」が発生している状況となる。しかしこれは悪意のある
における対価の 1 つとして利用者が合意したものであるこ
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とに注意が必要である。

ケーションの基本性能を表 1 に示す。

5. クライアント側暗号化を行うオンラインス
トレージのシステムモデルと研究の目的
後者のサービス事業者に対する情報漏えいを防ぐために
は、クライアント側での情報保護が必要となる。本研究で

OS

Android 4.3

対応 CPU

インテル Atom プロセッサー Z2560 1.6 GHz

対応メモリ

1GB

ストレージ機能
eMMC：16GB
表 1 本実験で使用する Android 端末の基本性能

はオンラインストレージアプリケーションによる暗号化と
復号で実現する。

作成したアプリケーションの基本的な動きを示す。アプ

サービス事業者にデータをアップロードするときに拡張

リを開くとファイルの一覧と検索窓が表示される。ファイ

子を含むファイル名とファイルのデータを暗号化して送

ル名は暗号化されているため表示する際に復号している。

信し、暗号化されたファイル名とファイルデータをダウン

そしてアプリ利用者がファイル一覧からファイルのアイ

ロードしてクライアント側アプリケーションで復号をして

コンをタップすることで Dropbox からファイルがダウン

表示を行うことで、サービス事業者に対する情報漏えいか

ロードされる。ダウンロードされた暗号化ファイルを端末

ら守る。ファイル名とファイル内容の暗号化をここでは 1

側で復号し、ファイルを開く仕様となっている。検索窓の

つにまとめて「コンテンツ暗号化」と呼ぶとする。

動きとしては、検索キーワードを入力し検索ボタンを押す

単純にコンテンツ暗号化をした場合、オンラインスト

と SSE1 の Trapdoor を作成し、インデクスを使用して検索

レージとしてのいくつかの機能が暗号化データを考慮した

を行う。検索結果に対応するファイル ID を取得し、ファ

ものでなければならなくなる。利用者は多くのファイルの

イル ID に対応した暗号化されたファイル名で Dropbox に

中から求めたファイルを見つけるために、ファイル名や更

対して検索を行う。検索結果を受け取り、ファイル名の復

新日時、ファイルタイプでのソーティングや、コンテンツ

号の処理を行って検索結果を表示するという流れとなって

に含まれる文字列を検索する。

いる。

検索の手法としては、利用者が検索を行うたびに全文を

アプリケーションの基本性能として、ファイル表示に必

文字列検索する逐次検索と、あらかじめコンテンツが持っ

要な時間と検索待ち時間を測定した。ファイル表示はユー

ている情報を検索用に準備するインデクス型の検索とに大

ザによりファイル選択された時点から、ダウンロードと復

別される。インデクス型検索はあらかじめ検索用語と結果

号を経て表示されるまでの時間を測定し、検索待ち時間は

を保持しているため効率が良い一方で、保護される対象で

検索開始のボタンを押下された時点から検索結果が返って

あるコンテンツの情報がインデクス内に解析可能な形で保

くるまでの時間を測定した。その結果、ファイル表示は平

存される可能性がある。オープンソースの検索エンジンと

均で 1096.68ms、検索待ち時間は平均 1974.33ms となった。

して代表的な Apache Lucene では、インデクスのデータ
フォーマットの仕様が公開されており、キーワードやその
検索結果が平文のまま保管されており、インデクス情報か

7. 被験者実験
7.1 実験目的

らコンテンツの内容が類推できる仕様となっている。本研

本研究では 5 章で示したオンラインストレージシステム

究ではインデクス保護を実現可能かつ検索効率のよい対称

のモデルのユーザビリティ評価を行うことを目的としてい

型検索可能暗号を採用し、そのユーザビリティを測ること

る。そのため、実験では 5 章で示したオンラインストレー

を目的とした。

ジシステムを含めて複数のアプリケーション実装し比較を

6. 検索可能暗号を適用したアプリケーション
の実装概要

することでそのユーザビリティを議論する。

7.2 実験に使用するアプリケーション

6.1 アプリケーションの概要

本実験では、機能の異なる 4 つの Android アプリケー

本実験で使用するために作成したアプリケーションは、

ションを用意し、それぞれのユーザビリティを測定し、機

クライアント側でファイルの暗号化を行い Dropbox と連携

能の違いによるユーザビリティ変化かを観測する。4 つの

し、SSE によって検索インデクスの暗号化を行った Android

Android アプリケーションの外観については、検索機能の

アプリケーションである。

有無に従い検索窓の有無が異なるが、他の部分の外観は同

ファイルの暗号化には AES を利用し、SSE では Curtmola
らが提案した SSE を利用する。

一である。実験に使用する 4 種類の Android アプリケー
ションについての情報を表 2 にまとめた。以後それぞれの
アプリケーションを参照する際はアプリ ID を参照する。

6.2 基本的な処理性能とアプリの動き

app1「Normal」については、現在 Dropbox 社が提供して

本実験で使用する Android 端末および作成したアプリ
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いる Dropbox のアプリケーションを意識し、機能面におい
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アプリ ID

アプリ
名称

検索
機能

ファイル
暗号化

験者に本人確認を以下の手順で行ってもらう。1. 本

インデクス
暗号化

Normal
〇
×
E2E 暗号化
app2
(検索なし)
×
〇
E2E 暗号化
app3
(逐次復号+検索)
〇
〇
E2E 暗号化
app4
(SSE 利用)
〇
〇
表 2 実験に使用するアプリケーションについて
app1

人確認を行うための 4 つの単語が画面に表示される

×

2. Dropbox 内のファイル群の中から、与えられた

−

単語が含まれているファイルの数を求める

3. 与えられた単語が含まれるファイル数を順に並べ

−

て出来上がった 4 桁の数値をパスワードリマインダ

〇

情報として入力する

( 3 ) 本来の実験目的の説明
( 4 ) 本来の実験目的で実験結果を利用することに対しての

てほぼ同等のアプリケーションとなっている。app2「E2E

同意取得。同意が得られない場合は、録画した映像の

暗号化（検索なし）」については、コンテンツ暗号化・復

消去など実験で得られたものの破棄を行い、参加報酬
を渡す。

号のみを行い検索機能がないアプリケーションとなってい
る。app3「E2E 暗号化（逐次復号＋検索）
」では検索機能が

( 5 ) SUS アンケートへの回答と、インタビューの実施

与えられているがインデクスを使用しておらず、Dropbox

( 6 ) 被験者からの実験についての質問・感想を伺う

内の暗号化ファイルを全てダウンロードし、全ファイルに

インタビューでは、SUS 項目の各回答の理由を問い、ま

対して復号の処理を行った後に、全文の文字列一致により

たアプリ利用におけるストレスの実感と要因、検索の効率、

検索を行うものとなっている。app4「E2E 暗号化（SSE 利

オンラインサービス利用におけるセキュリティの意識をヒ

用）
」はコンテンツ暗号化に加え検索機能を SSE1 で提供す

アリングした。
実験で利用する検索対象のファイルには、被験者がファ

るアプリケーションとなっている。

イルの中身を見た際に目視で単語を見つけ出すことが難し
くなるような文章にするために、[7] で紹介されていた 10

7.3 実験と分析の概要
本研究では、検索可能暗号を採用した暗号化オンライ

種類の英語の童話を用意した。
また、本人確認を行う際の与えられた 4 つの単語につい

ンストレージサービスのユーザビリティ評価のために、

System Usability Scale（SUS）と SUS でのアンケート回

ては、一般的な用語であり、選出した童話にも少なからず

答に対しての半構造化インタビューを軸とした被験者実験

出現する可能性を考慮して、色についての単語を選択し、

を行う。SUS の回答をスコアリングすることで実験結果を

その中から 4 種類を選出した。

量的に分析し、実験中の行動を動画撮影しインタビュー内

7.3.1 被験者について

容と動画内容からグラウンデッド・セオリー・アプローチ

被験者の募集は、2017 年 6 月 5 日〜2017 年 8 月 25 日に

（Grounded Theory Approach、GTA）を行うことで質的

大学の履修システムと学内掲示板にて行った。今回の実験

な分析を行う。SUS の質問項目、SUS の原文の 10 項目を

において集まった被験者の情報は表 3 に記載した。なお、

和訳したものを使用した。

表 3 には後述する SUS のスコアも付記している。

本来の研究目的を伝えることで偏ったユーザ行動が観

いくつかの被験者実験を行っている論文を見る限り、米

察されてしまうことを避けるために、本来の研究目的と

国の論文では報酬が 1 時間当たり 10 ドル程度であった

は異なる仮の実験目的を立て、被験者の意識を実験用の

が [8]、米国では最低賃金が 15 ドルへ引き上げられた [9] 後

Android アプリケーションそのものから逸らせることとし

から 15〜20 ドルへと変化しており [10], [11], [12]、その国

た。今回の実験では、実施母体である研究室が実施して違

の 1 時間当たりの最低賃金を基準とした報酬額であること

和感がなく、またオンラインストレージを利用することが

が見て取れた。そのため、千葉県の最低賃金が時間給 842

目的に沿うように「新しいパスワードリマインダ機能の有

円であり [13]、実験予定時間が 30 分であったため、最低賃

効性調査」として仮の目的を立てた。

金の時間給の半分に近い 500 円が妥当であると考え、500
円分の図書カードを報酬とした。

実験の手順は以下の通りである。

( 1 ) 仮の実験目的の説明
( 2 ) 被験者による作業内容の説明を行い、被験者に実際に

7.4 生命倫理審査委員会の承認
本実験を行うにあたり学内の生命倫理審査委員会に承認

作成した Android アプリケーションを利用してもらう
作業内容は以下の通りである。
「利用者の方がパスワードによってロックをかけた
フォルダが存在するが、利用者の方がそのパスワー
ドを忘れてしまったので、本人確認を行うために 4

を得て実験を行った。

8. 実験結果
8.1 SUS スコアの集計結果
各被験者から得られたスコアは表 3 に示されている。本

桁の数値を入力しなければならない」と仮定し、被
c 2017 Information Processing Society of Japan
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被験者 ID

学科

性別

利用アプリ番号

SUS 合計点

あろうことが見て取れるが、言及は 1 名のみのため全体の
傾向とは言い切れない。

P1

情報科学科

女性

app1

P2

情報科学科

女性

app2

60

P3

情報科学科

男性

app3

67.5

が自分があまりファイルをいじらないので必要ないと思っ

P4

情報科学科

男性

app2

92.5

た」（P6、app1）
「ファイルの数が増えたときに便利だと

P5

情報科学科

女性

app4

92.5

情報科学科

女性

思った（オンラインストレージ自体が）オンラインスト

P6

app1

87.5

P7

情報科学科

女性

app1

60

P8

情報科学科

女性

app4

72.5

用するかも」
（P11、app2）一方以上のようにオンラインス

P9

情報科学科

男性

app3

77.5

トレージ自体にあまり興味がない、利用しないという被験

P10

化学科

男性

app4

45

者からも便利、使う機会があれば利用するといった肯定的

P11

化学科

男性
app2
表 3 被験者情報

62.5

「そんなに必要ないと思ったので。あれば便利だと思う

レージは普段利用しない。今後、データの共有のために利

な意見が出ている。

82.5

8.2.3 ストレス
P8（app4 利用）以外の被験者の意見が分類された。
多くの回答は「特にストレスは感じなかった」といった

実験で得られた SUS のスコアと各アプリごとに平均を取っ
た結果、app1 は 70、app2 は 78.33、app3 は 72.5、app4 は

回答であり、基本的には 4 種類ともストレスを感じないア

70 となった。

プリになっていることがわかる。

app2 利用の被験者 2 名より「検索ワードのうち「pink」
と「purple」の頭文字の「p」が同じだったので押し間違

8.2 GTA を行ったうえで分類された概念の考察
実験で得られたアンケート回答・実験行動（総数：188

えることがあったので頭文字が別々の方が検索がしやすい

（重複含む））を基に GTA を行い、計 16 の概念に分類を

のかなと思う。検索ワードがシンプルだったので検索は簡

行った。それぞれの概念において特徴的なものを分析した

単だった。ファイル内で検索をすると単語が水色でマーキ

結果を示す。

ングされたので視覚的にも分かりやすかった。ファイルが

8.2.1 矛盾

増えていくと検索を行うのにストレスを感じるかもしれな

4 種類のアプリ全ての利用者が、
「特に矛盾は感じなかっ

い」
（P4、app2）
「10 個のファイルしかなかったのでそんな

た」
「矛盾が良く分からなかった」という意見を出している

に感じなかったけど、ファイルが増えたりするとファイル

ことから、アプリケーションに矛盾を感じていないことが

を開く手間だったりファイルの開き忘れ等があると思う。

見て取れる。

1 つ 1 つ開いて検索ワードを入力しないといけないのが面

8.2.2 使いやすい・便利

倒」（P2、app2）という意見が出ており、ファイル数が増

使いやすかったという意見は全てのアプリ利用者から出
ており、全体を通して使いやすいアプリになっており、検

えると１つ１つ開いて検索ワードを入力することにストレ
スを感じる可能性があることを指摘している。
一方で、
「最初、検索機能を知らなかったのでちょっと感

索の有無や検索手法の違いで使いやすさに強い差異を生じ

じた。説明書を読んで、検索機能を使ってからは特に感じ

させていないことが伺える。
「アプリの検索機能が自分が普段使うときに便利だと思っ

なかった」（P5、app4）と、検索機能を利用したことによ

た。中身がごちゃごちゃになったときに便利そう」（P3、

りストレスを軽減できたということが確認され、検索機能

app3）「効率よく探すことが出来ていたと感じた。アプリ

の有用性が伺える。

内の検索機能でファイルの中身に単語があるかどうかの検

8.2.4 効率が良い
app2 のアプリ利用者以外の全被験者（P1, P3, P5, P6,

索が出来たので便利だった」（P5、app4）「検索をすると
検索結果の件数が表示されるので使いやすかった」（P7、

P7, P8, P9, P10）が分類された。分類された回答は全て実

app1）以上のようにアプリ内の検索機能が便利だったとい

問 2 に対する回答であった。分類された被験者を見るに、

う意見が出ており、アプリ内の検索機能の有用性が見て取

app2 のアプリを利用した被験者は効率が良いと感じてい

れる。

なかったことが伺える。

アプリ内の検索機能が実装されていない app2 のアプリ

8.2.5 面倒ではない

の利用者の意見は、アプリが使いやすかった、暗号化され

4 種類全てのアプリが分類された。検索機能を持たない

ているから便利・使いたい、オンラインストレージ自体が

app2 の被験者においても同様の傾向を示していることが

便利という意見が見られた。P11 からは「そこまで利用す

特徴的である。「特に面倒だと思わなかった。ファイル内

るかはわからないが、暗号化されているので普通の暗号化

検索で引っかかった検索ワードが画面端に表示されていて

されていないものよりかは使いたいと思う」（P4、app2）

見にくかったのがいくつかあったのでそれはちょっと気に

とあり、暗号化されていることで安心感が生まれているで

なった。」
（P11、app2）
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8.2.6 面倒・大変・手間・複雑

「そこまで利用するかはわからないが、暗号化されてい

面倒であることや、それに近い「大変」
「手間」
「複雑」と

るので普通の暗号化されていないものよりかは使いたいと

いうキーワードで回答をしていたものについてもあった。

思う」
（P4、app2）
「あんまり自分がこのアプリを使う姿が

こちらもアプリの種類にかかわらず分類がされていた。

想像できない。他人に見られることを想定していなかった

検索機能を持たない app2 に対して、被験者からこの概

ので特に暗号化が必要だと思わない。」
（P8、app4）
「他の

念に属する回答が多く寄せられた。「ファイルを開く前か

色々なアプリと比べ、性能の差を感じないので他と特に変

ら検索機能があるわけではなくて、いちいちファイルを開

わらないと思うので 3。暗号化している点についてはどち

かないと検索出来ないから手間がかかり不便」
（P2、app2）

らでもないというよりは、分からない方の 3」
（P9、app3）

「効率は良くなかったと思う。1 つ 1 つ調べないといけな

といった回答で、三者とも違う回答をしている。（利用し

かったので」（P2、app2）といったように、いちいちファ

たい、必要だと思わない、分からない）利用したいと解答

イルを開くのが不便、ファイルを開く前から検索機能が欲

した被験者も、「普段 Dropbox を利用しているがパスワー

しいというピンポイントでアプリ内検索を欲する意見や、

ド等がもれなければ特に問題はないと思っている」と回答

「効率はそんなに良くはないかもと思った。同時に複数検
索が出来ると便利だと思う」（P11、app2）

していることから、暗号化されていないよりは暗号化され
ているほうがいいといった回答であることが見て取れる。

8.2.7 難しい・分からない

また、
「検索がまったく出来ないと不便だと思うが、ファ

4 種類全てのアプリが分類された。分類された回答に目

イルのページにいけば検索は出来るので暗号化とうまくメ
リットをとって統合できていると思った」
（P4、app2）
「暗

立った偏りは見られなかった。
難しさの言及については、被験者自身は利用可能であっ

号化の処理が目に見えていない時点で、上手く統合されて

たが、老人等の他の被験者であったら難しさが生じるかも

いると思った」
（P9、app3）
「他のアプリと比べて暗号化さ

しれない、という意見があった。「Android を使い慣れてい

れている分、うまく統合されていると思った。（途中で３

ない人はサポートが必要かもしれない」
（P1、app1）
「ケー

にした理由：検索機能だけでは特に秀でているわけではな

タイのアプリ等を利用している人なら使えると思うけど、

いのでどちらでもない）」
（P11、app4）といったように、

年齢層が高い人が使うと使いにくいと思ったから 2」
（ P2、

暗号化されていることがアプリ利用者にとって好印象であ

app2）「ファイルとかに触れていない人からするとサポー

ることが見て取れる。
加えて、「検索の仕方は他の色々なものと同じなので特

トが必要かもしれないから 3」（P7、app1）

に無いと思う。暗号化については暗号化しないとどこが危

8.2.8 理解・自信（簡単）
4 種類全てのアプリが分類されていた。分類された回答

険なのかは知っておいたほうがいいかも。このアプリを利

に目立った偏りは見られず、ほぼ全ての質問が分類され

用する上では特に暗号化について知る必要はない」（P4、

ていた。4 種類全てのアプリ利用者から「分かりやすかっ

app2）
「暗号化についての知識などを理解していたらスムー

た」
、
「利用できる自信がある」
、
「理解できた」、
「複雑でな

ズに利用できると思う」
（P11、app4）といったように、暗

い」
、
「特に必要な知識はない」といった意見があった。こ

号化についての知識は必須ではないにしろ、あったほうが

のことから、4 種全てのアプリが使いやすく、理解されやす

アプリ利用の際にスムーズに利用できると回答している。

いアプリになっていたと取れる。この概念に分類された回

また、「特に学ぶことはないと思う。暗号化に関しても特

答は 48 回答と、他の概念と比べ圧倒的に多く、全体（188

に学ぶ必要はないと思う。」
（P12、app2）のように、暗号

（重複含む）
）の 4 分の 1 近い回答が分類されている。また、

化についてまったく知らなくても利用できるという回答

被験者全員の回答が 1 回答以上分類されていることから、

もあり、透過的な暗号の利用に対する肯定的な意見が複数

全ての被験者が今回の実験で使用したアプリに対してプラ

あった。

スの印象を持っていることが分かる。

8.2.10 安全・セキュリティの意識

「説明書が分かりやすかったので分かると思う」（P4、

セキュリティや安全についての意識に対しては、アプリ

app2、一部抜粋）
「説明書を読んで検索の仕方が分かった」

の種類を問わず、意識していないことを示している被験者

（P6、app1、一部抜粋）
「アプリの説明書が分かりやすかっ

が多くいた。

たので簡単に操作できた」
（P7、app1、一部抜粋）上記のよ

その中で、意識をしている被験者の中に「基本的にネット

うな説明書が分かりやすかった・説明書があれば理解でき

に預けるのは信用していない。セキュリティがしっかりし

るという回答が見られ、上の 2 名は説明書があればサポー

ているのかの信用が出来ない。大事なデータは手元にとっ

トが要らないという回答だった（問 4）。

ておきたい」（P1、app1）といったようにインターネット
（オンラインストレージ）に対する信頼があまり無く、大事

8.2.9 暗号
app1 以外の 3 種類のアプリが分類された。多かったア
プリは app2（9 回答中 4 回答）であった。
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威に対しての意識があることが示されている。

アント側暗号化と検索可能暗号利用可能なオンラインスト

8.2.11 説明書を読む／読まない

レージアプリケーションを作り、そのユーザビリティ評価

説明書に関連する概念として「読む」
「読まない」の 2 つ

を目的として実験を行ってきた。

が抽出された。表 4 は、被験者ごとの使用アプリ、実験の

その結果、SSE を適用したアプリへの評価は、他のアプ

説明者から開始が支持されたあとに実際に端末操作を始め

リとの評価と SUS のスコアを見ても、GTA 分析をした結

るまでの操作開始時間、実験実施時間、SUS 合計点をまと

果を見ても、特筆すべき差異はなかった。SSE1 の適用に

めたものである。表の被験者 P3、P5、P12 の被験者は説

ついてはユーザビリティの問題点は確認されなかったと言

明書を読まないに分類されている被験者である。

える。
一方で、暗号化の必要性については、脅威として認識し

被験者 ID

利用
アプリ番号

P1

app1

1:50

P2

app2

0:30

8:32

60

暗号処理を受け入れる意見も複数あり、SSE の適用やコン

P3

app3

0:03

12:24

67.5

テンツ暗号化の適用はユーザビリティの面で大きな障害と

P4

app2

1:28

8:57

92.5

なるものではないことが示されたと言えよう。

P5

app4

-0:05

6:42

92.5

P6

app1

0:22

6:38

87.5

P7

app1

0:34

2:32

60

P8

app4

1:28

3:47

72.5

P9

app3

1:06

3:55

77.5

P10

app4

1:04

5:13

45

スとして利用した Dropbox が SSE に対応しておらず、ま

app2
0:04
16:08
表 4 被験者ごとの実験結果

82.5

た SSE をサーバ側で実用可能な高い柔軟性は持っていな

P11

操作開始
時間

実験実施
時間

SUS
スコア

4:33

62.5

ている被験者の存在や、暗号化されているのであれば使い
たいという意見などがあり、ユーザビリティが高くあれば

9.2 インデクス情報の保管
今回実験に利用したアプリケーションではインデクスは
端末側に保管がされていた。オンラインストレージサービ

かったためである。

SSE ではインデクスはサーバ側とクライアント側のいず
表の操作開始時間の部分に注目すると、実験開始を支持

れも持つことが可能である。サーバ側で SSE のインデク

してから端末を触るまでの時間が 1 分を超えている被験者

スを持つ場合は、サービス事業者への情報漏えいを防ぐこ

がこの概念に分類された半数を超えていることが分かる

とが可能になり、クライアント側で SSE のインデクスを持

（8 人中 5 人）。この時間帯に被験者はアプリの説明書を読

つ場合は、他のアプリケーションからの閲覧や端末紛失時

んでいることを示している。実験実施時間に注目すると、

の望まない閲覧からの保護が可能となる。今回検討した脅

実験実施時間が 5 分を切っている被験者が半数いることが

威モデルでは、第三者への情報漏えい対策として他のアプ

分かる。（8 人中 4 人）。実験が 5 分未満で終了している被

リケーションや紛失時を脅威としては設定していなかった

験者 4 名のうち、3 名が説明書を 1 分以上読んでいる被験

ものの、さらに脅威モデルを広げて検討した場合、クライ

者であることから、実験を開始してから 1 分以上説明書を

アント側で SSE のインデクスを持つことが有効な手段と

読んだ被験者はアプリの利用方法の理解が早いことが伺え

なる。ただし、一般的に SSE のインデクスは暗号化をして

る。実験実施時間が一番短い P7 の被験者は、実験説明の

いないインデクスより巨大なサイズとなるために、処理速

途中から説明書を読んでいたため、操作開始時間より長い

度面ではなく容量面での不利な点を踏まえた利用が必要と

間説明書を読んでいたことになる。

なる。

一方、SUS のスコアと操作実施時間、実験開始時間への

9.3 他の SSE 手法の適用

相関は見られなかった。

今回の実験では SSE1 を利用した。SSE1 は、KeyGen、

全被験者のうち、実験実施時間が短かった被験者の下位

2 名（P3（12 分 24 秒）、P11（16 分 08 秒））が説明書を読

BuildIndex、Trapdoor、Search の 4 つの関数が定義されて

んでおらず、最初に説明書を読まない場合は実験実施時間

いる。このうち今回の実験で用いたものは、検索のキー生成

が長くなる可能性が考えられる。

となる Trapdoor 関数と、暗号化インデクスから Trapdoor

説明書を読まなかった 3 名全員の共通点として、実験中

を用いて検索結果を得る Search 関数の 2 つのみであった。

SSE 方式は一般的にこの 4 つの関数は定義されている

に質問を行っていた。

ため、本研究の実験は SSE1 に限定したものではなく他の

9. Discussion and Limitation

SSE 方式でも実施可能である。

9.1 実験から得られたこと
脅威モデルとして脅威のうち 2 つ目である「サービス事

9.4 鍵管理

業者に対する情報の漏えい」への保護実現として、クライ
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今回のアプリケーションで志向したことの 1 つは暗号

の透過的な利用であった。透過性に関しては Ruoti らの研

今回の実験により暗号化を適用してもオンラインスト

究により、透過的すぎることが逆にユーザの混乱を招き

レージサービスのユーザビリティが低くないことが示され

ユーザビリティを下げることが示唆されていたものの、そ

たことにより、より安全で快適なオンラインストレージ環

の後 Bai らの研究により、鍵のディレクトリモデルと交換

境が実現できることが示された。

（Exchange）モデルの比較と利用者のユーザビリティ評価
をして行われた。ディレクトリモデルはこの透過的な暗号
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