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セキュアなオンラインストレージシステム
の提案
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1. は じ め に
近年，自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システムを維持するのではな
く，他の組織が運用する情報システムを利用する，クラウド型の情報システムが普及
しつつある．自組織でシステムを運用する場合，一般にはピーク時の負荷にあわせて
設計を行う必要があるため，初期費用や運用費が高くなりがちである．クラウドを利
用する場合，動的に CPU やストレージ領域などのコンピュータ資源を増減させること
が比較的容易であり，スケーラビリティが高いため，効率的な運用を行うことができ
る．また，近年は MapReduce[1]や Hadoop[2]などの分散処理もクラウド上でさかんに
行われていることや，スマートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して
サービスを提供する形態の利用が進み，クラウドの活用の機会はますます増加してい
る．このように，クラウドコンピューティングを活用することで利便性の高い環境を
提供することができる．
一方，このようなクラウド上では，クラウドの利用者が保持する個人情報や顧客情
報などの機密情報を扱うことが難しいという課題がある．クラウドを運営するのは利
用者とは異なる第三者の組織であり，必ずしも全面的に信頼することはできない．万
が一，クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシデントが発生した際には，
情報漏洩などの事故が発生する可能性がある．このようなリスクを考慮すると，第三
者が運営するクラウド上では，機密情報のような業務上クリティカルなデータを扱う
ことは困難であり，場合によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない．ク
ラウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ，機密情報を含むセンシティ
ブな情報を安全に扱うことのできる情報システムがあると便利である．
本論文では，クラウドを利用するメリットを最大限に活かしつつ，安全性と利便性
が両立する安全なオンラインストレージシステム "Sola" を提案する． Sola の主な特
徴は以下の通りである．
（１）安全性
クライアント側で暗号化と復号を行うことにより，高い安全性を確保すること
ができる．これにより、クラウドを利用するメリットを享受しながら、情報を安
全に守ることが出来る．
（２）マルチプラットフォーム対応
Windows，Mac OS X，Linux，Android，iPhone など複数のプラットフォームに
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  クラウドコンピューティングの普及により，情報システムの運用コストを低減
させると同時に高いスケーラビリティも確保することが可能になった．しかし，
クラウドの運用者は自社からみると第三者であり，セキュリティインシデントの
可能性などを考慮すると，必ずしも全面的に信頼することはできない．このため，
機密情報を含むデータをクラウド上で扱うことは難しく，利用するうえでの課題
があった．
	
  本論文では，クラウド技術の利点を活かしつつ，高い安全性を確保するための
ソリューションとして，安全なオンラインストレージシステム "Sola" を提案す
る．Sola はクラウド技術と暗号を活用することで，仮想的なストレージ領域を安
全に提供するシステムである．
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The spread of cloud computing has become possible to ensure high scalability while
reducing operating costs and information systems. However, the operator of the cloud is
seen from the company and third parties, and considering the possibility of security
incidents can not always fully trust. Therefore, the cloud can not handle data containing
sensitive information is difficult, there is a problem in taking advantage.
In this paper, while taking advantage of cloud technology as a solution to ensure high
safety, secure online storage system "Sola" is proposed. Sola is an encryption technology
to leverage cloud is a secure system that provides a virtual storage space.
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①OS 統合型，暗号化なし
OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供し，さらに，ファイル共
有にあたって，サーバ側またはクライアント側で，ファイルの名前やファイル内
容の暗号化を行わないものがこれにあたる．
この方式では，サーバ間とのファイルの送受信にあたっては，SSL などを用い
てネットワーク層で暗号化を行うかもしれないが，いったんサーバ側にファイル
を転送したら，以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される．リモー
ト間でファイルの共有を行う目的で設定する IPSec VPN やその他の VPN ソリュ
ーションがこの方式に該当する．
ネットワーク転送中は機密が確保されているが，サーバ内部ではデータが平文
のまま配置されているため，サーバに対して不正アクセスなどのセキュリティイ
ンシデントが発生した際に，情報漏洩が生じるリスクがある．

容易に対応できるように，OS 依存部と共通部（情報同期プラットフォーム部）に
分離している。
本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較しながら説明するとと
もに，スマートフォンやタブレット型デバイスに対してオンラインストレージを提
供する例についても説明する．

2. 既 存 の オ ン ラ イ ン ス ト レ ー ジ シ ス テ ム の 課 題
本章では既存のオンラインストレージシステムと Sola との機能的な面での比較を
行い，メリットおよびデメリットを整理する．
利用者に対してファイル共有が可能なストレージ領域を提供する，オンラインスト
レージシステムは Sola の他にもいくつか存在する．図 1 にシステムの分類を示す．

②専用ソフト型，暗号化なし
開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか，または専用の Web アプ
リを用いて機能の提供を行うもののうち，①と同様にファイルの暗号化を特に行
わないものがこれにあたる．
前述の①の場合と同様に，ネットワーク層では暗号化を行っているものの，サ
ーバ内では平文のまま配置されている．そのため，同様にサーバ側への不正アク
セスを受けた際に情報漏洩が発生するリスクがある．
③OS 統合型，サーバ側で暗号化
OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供し，さらに，サーバ側で
ファイルの暗号化を行うものがこれにあたる．この方式では，クライアントから
サーバに対してファイルを送信する際には，ファイルの平文を SSL 経由で送信し，
サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を行ったうえで保持することが一般的
である．サーバからクライアントへ送信する際には逆に，サーバ側でファイルを
復号した後にファイルを送信する．
サーバ側ではファイルの内容と，暗号化するために用いた鍵をそれぞれ保持し
ている．暗号化されたファイルあるいはストレージを紛失した場合には、ファイ
ルの内容は守られる．しかしながら、クラウド事業者が暗号化されたファイルと
その復号鍵を持つため、その両方が漏洩するセキュリティインシデントが発生し
た際に，情報漏洩につながる危険性がある．

図１．既存のオンラインストレージシステムとの比較
既存のオンラインストレージシステムは，ユーザインターフェイスと暗号化機能に
より、いくつかの型に分類される．ユーザインターフェイスは、２つの分類があり、
（a）OS 標準のファイルブラウザ（Windows のエクスプローラ，Mac OS X の Finder
など）に機能が統合されているものと，（b）専用のクライアントソフトか，または
Web アプリを用いるものの 2 種類に大別される．暗号化機能は，（ア）全く暗号化を
行わないもの，（イ）サーバ側で暗号化を行うもの，（ウ）クライアント側で暗号化を
行うもの，の３種類に分類することができる．現在サービスを展開しているオンライ
ンストレージシステムは，ほとんどの場合，これらの分類のいずれかに含まれる．以
下でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる．

④専用ソフト型，サーバ側で暗号化
開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなどを用いる方式のうち，
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図４．Sola のマルチプラットフォーム対応の概念図

名などのメタデータの情報も安全に保護される．

Sola クライアントの内部は大きく 2 つの階層に分かれており，それぞれ（1）OS 依
存部，（2）情報同期プラットフォーム部である．
前者の（1）OS 依存部は，各プラットフォーム固有の機能や，ユーザインターフェ
ースを実装している．ファイルシステムとのインターフェースや，OS からの各種イ
ベントの扱いなどのプラットフォーム固有のコードはここで実装している．これらは
それぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとして実装されている．
後者の（2）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュールであり，アプリケー
ションの同期ロジックや通信プロトコルの制御や暗号化／復号など，コア部分の機能
を実装している．このように OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュ
ールを分離し，共通の API によって相互に呼び出しを行い，全体として 1 つのアプリ
ケーションとして動作を行う．
Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラットフォーム対応の 2 つを実
現している．PC とスマートフォンなど，異なる種類の端末を用いても同じファイルに
安全にアクセスすることができるため，利用シーンに応じて適切な端末を使い分ける
ことが容易である．
図５に Sola の利用シーンの一例を示す．この例では，スマートフォンや PC など多
様な端末から同一のファイルにアクセスすることのできる，マルチデバイスのファイ
ル共有サービスを実現している．Sola はマルチプラットフォームに対応しているため，
この例のようにスマートフォンやタブレット型デバイスなど，多様な端末から同一フ
ァイルへアクセスすることができる．また，Sola は強固な暗号化を実装しているため，
サーバとして利用するクラウド上のサーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても，
格納しているファイルなどの情報はいっさい漏えいするおそれがない．このため，第
三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用する場合でも，高い安全性を
確保することができる．このように，Sola を活用することで，コストパフォーマンス
に優れるクラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ，また，高い
安全性も確保することができる．

図３．Sola のファイル暗号化の方式
そのほかの Sola の特徴に，マルチプラットフォームへの対応技術があげられる．図
４にマルチプラットフォーム対応の概念図を示す．
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図５．Sola の利用例

4. お わ り に
今後の方向性として，まずは多様な端末をサポートすることにより，利用者にとっ
ての利便性を向上させる．そのため，Android 対応などの他機種への移植を積極的に
進め，利用者がどのような端末からどのようにアクセスしても，つねに同一のファイ
ル群にアクセスすることができる情報同期プラットフォームの確立を目指す．同時に，
グループ内での共同作業のためのアクセス制御機能など，利便性の高い機能について
も開発を進める予定である．
また，近年はクラウド内に配置した暗号文に対して，ユーザのリクエストに応じて
直接検索の処理を行うことのできる方式（検索可能暗号）がいくつか提案されている
[3, 4, 5, 6, 7]．今後はこうした技術の応用や組み込みを検討することで，より利便性の
高いオンラインストレージシステムの提供を目指す．
さらに，クラウドストレージの安全性を高めるため，複数サーバ，複数拠点に暗号
文の断片を分散する秘密分散方式を取り入れたシステムを検討する．
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