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監査と削除保証を考慮したクラウド仮想ファイルシステム
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概要：クラウドストレージが注目を集めているが，セキュリティ面での懸念も多い．特に，第三者機関の監
査対象となるセンシティブな情報を扱う組織では，保存義務期間内のファイルの変更記録が保全される必
要がある．他方，それを超過したものは完全に削除されるべきであるが，クラウドサービスプロバイダは
これを保証しない．既存研究にも，情報のアウトソースと削除保証の両立を目的としたものがある．しか
し，定期的な増分バックアップを対象としているため，すべての変更記録は保全されず，各版の完全性/順
序性も保証されないといった問題があった．そこで，クラウドストレージをバックエンドとした仮想ファ
イルシステムである ADEC-FS を開発した．この特徴は，ファイルシステム上のすべての変更が記録され，
ヒステリシス署名と Merkle Hash Tree を合わせた手法により，変更記録の完全性と各版の順序性を検証
する仕組みが提供される点である．また，ファイルに対する複数ポリシに基づいた削除保証を実現する．
これにより，電子カルテや取引記録などを扱う組織において，既存アプリケーションから透過的にファイ
ルをクラウドストレージへアウトソースしつつ，監査と削除保証に対応したシステムの構築を可能とした．
キーワード：削除保証，バージョン管理，監査，クラウドストレージ，デジタルフォレンジック

A Cloud Virtual File System Considering Audit and Assured Deletion
Shin Tezuka1,a)

Ryuya Uda2,b)

Ken-ichi Okada1,c)

Received: May 13, 2013, Accepted: October 9, 2013

Abstract: Although cloud storage has attracted attention, it also raises various security concerns. In particular, organizations that treats sensitive information should safely store the files and its modification records
for the defined retention period. Furthermore, all such files should be completely deleted after the retention
period has elapsed; however, assured deletion is not guaranteed by cloud service providers. Some studies have
attempted to achieve both information outsourcing and assured deletion. Although such approaches involve
periodic incremental backup, they cannot keep track of all the changes made to a file. Moreover, no existing
method is able to maintain the integrity of a file and the order of its versions. To overcome this problem,
we have developed a virtual filesystem called ADEC-FS using cloud storage as the backend. The key feature
of ADEC-FS is that it records all the changes made to the files and provides a function for verifying the
integrity and order of the file versions on the basis of the hysteresis signature scheme and Merkle hash tree.
In addition, it provides multi-policy-based assured file deletion. Thus, ADEC-FS can enable organizations
that deal with electric medical records or financial transactions to transparently outsource such information
to cloud storage and to develop a system that facilitates audits and assured file deletion.
Keywords: assured deletion, version control, audit, cloud storage, digital forensics
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1. はじめに
電子カルテや企業間の取引記録など，センシティブな情
報が電子的に扱われている．このような情報の格納先とし
て，次世代の情報基盤であるクラウドコンピューティング
が期待されている．しかし，近年では日々増加するそれら
の情報に対して，監査や問題発生時の対策として，変更記
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録とともに一定の期間，完全性が保証される方法で保持す

される点，およびヒステリシス署名と Merkle Hash Tree

ることが法律により求められている [1]．そのため，セキュ

（MHT）[3] を合わせた手法により，変更記録の完全性と各

リティに関する懸念が多いクラウド環境へ，ただちに既存

版の順序性が保証される点である．また，先行研究の手法

のアプリケーションやシステムのすべてを移行することは

を応用し，ファイルシステム化を図ることで，ファイルに

難しいのが現状である [2]．

対するすべての変更記録を保全するとともに，ファイルの

そこで本研究では，オンプレミスな環境で運用されてい

削除保証を実現する．これにより，電子カルテや取引記録

るファイルサーバに格納された，第三者機関の監査対象

などを扱う組織において，既存のファイルを透過的にクラ

となるようなファイルについて考える．そして，クラウド

ウドストレージへアウトソースしつつ，監査と削除保証に

サービスプロバイダ（CSP）によって提供されるクラウド

対応したシステムの構築を可能とする．

ストレージへ，それらを格納することを計画している組織
（以下，組織と呼称）を対象とする．

以下，本稿は次のように構成される．まず，2 章ではファ
イルの各版の完全性/順序性の保証と削除保証についての

まず第 1 に，監査者にとって重要なのは，クラウドスト

関連研究を紹介する．3 章では ADEC-FS の概要と，課題

レージに格納された保存義務期間内のファイルについて，

( 1 )，( 2 ) に対してこれを解決する手法について詳述する．

最新のファイルの状態と変更記録が保全されることであ

さらに 4 章では提案手法を組み込み，課題 ( 3 ) に対して仮

る．これを実現するために，電子署名を施すことも考えら

想ファイルシステム化された ADEC-FS の実装について解

れる．しかし，組織に属する一部のユーザや管理者が，調

説する．5 章では本システムの評価とその結果について考

査の前に組織にとって都合の悪い内容のファイルを改竄，

察し，6 章でまとめとする．

さらに再署名を施すといった不正が考えられる．よって，
監査に対してファイルと変更履歴の完全性と順序性を保証
する仕組みが必要である．
第 2 に，CSP の管理者は，クラウドストレージに格納さ
れたファイルへ自由にアクセスできるという問題がある．

2. 関連研究
本章では，ファイルの各版の完全性/順序性の保証と削
除保証を目的とした関連研究について述べる．
まず，電子的に扱われる文章に対して，完全性と変更記

そのため，CSP がクラウドストレージへ格納された情報の

録の順序性の保証を目的とした手法がデジタルフォレン

漏洩や改竄を行う不正が考えられる．よって，保存義務期

ジックの分野で提案されている．たとえば原田らは，変更

間を超過したファイルについては，紙媒体をシュレッダに

に関わった複数のユーザと文書管理システムの秘密鍵によ

かけるように完全に削除され，何人にも復元されないよう

る多重署名を連鎖させることで，電子カルテなどのライト

に保証される必要がある．しかし，オンプレミスな環境と

ワンスな文章の変更記録とその順序性が保証される手法 [4]

は異なり，クラウドストレージへファイルの管理をアウト

を提案している．また，芦野らは，セキュリティデバイス

ソースした段階で，組織側がファイルの完全な削除を実施

とヒステリシス署名を用いて，PC の操作ログの完全性を

することはできなくなるという問題がある．

担保する，デジタルフォレンジックシステム [5] を提案し

既存研究にも，監査に対してクラウドストレージを利用

ている．さらに，近年の研究として白石らは，携帯電話に

したファイルのバックアップと削除保証の両立を目的とし

おいて，ヒステリシス署名によるデータの証拠保全を目的

たものがある．しかし，定期的な増分バックアップを目的

としたシステム [6] を提案している．

としているため，ファイルのすべての変更記録を保全でき

これらで用いられるヒステリス署名は，ファイルに対す

ない点や，各版の完全性/順序性が保証されないといった

る署名を生成する際に，過去の署名データを織り交ぜるこ

問題がある．また，オンプレミスな環境からクラウド環境

とで署名の連鎖を形成する．そのため，第三者がデータを

への移行を推進するためには，既存のアプリケーションを

改竄するためには，その連鎖構造をすべて再現する必要が

活用できるよう，一般的なファイルシステムと透過的なイ

あり，改竄の防止や公開鍵暗号方式の危殆化に対して大変

ンタフェースである必要がある．

有効な手法といえる．他方，ヒステリシス署名は秘密鍵を

そこで我々は以下の課題に対して，クラウドストレー

所持する本人であれば，連鎖されたすべての署名を再生成

ジをバックエンドとする仮想ファイルシステム，“As-

できるという根本的な問題がある．これに対して，タイム

sured Deletion and vErifiable version Controlled File Sys-

スタンプ付きの署名を行う第三者機関や署名履歴交差によ

tem（ADEC-FS）” を開発した．

り「信頼ポイント」を作成することで，これを防ぐ手法 [7]

( 1 ) 保存義務期間を超えたファイルの削除保証

が提案されている．ただし，これらのシステムは削除保証

( 2 ) ファイルの各版の完全性/順序性の保証

については留意しておらず，またアプリケーションに対し

( 3 ) 一般的なファイルシステムとの透過的なインタフェー

て本研究が目的とする，一般的なファイルシステムと透過

スの提供

ADEC-FS の特徴は，ファイルのすべての変更が記録
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なインタフェースは提供されていない．
他方，ファイルの完全な削除を保証する戦略には，大別
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して「上書き方式」と「暗号化方式」がある．
「上書き方式」

らに実装面において，すべての変更を保全し，既存アプリ

は物理的なデバイスに直接アクセスできる環境において，

ケーションから透過的に利用できるよう，仮想ファイルシ

DoD 5220.22-M [8] などを用い，対象となるファイルが記

ステムとして実装されている点で有用性がある．

録された領域に対し，特定のパターンやランダムなビット
列で複数回上書きすることで，残留磁気を完全に消去する
手法である．他方，暗号化方式は保存されるファイルを，
ある暗号鍵で事前に暗号化し，削除が要求された際は鍵の

3. ADEC-FS の設計
本研究では，クラウドストレージをバックエンドとする
仮想ファイルシステム，ADEC-FS を開発した．本章では

みを破棄することで，ファイル全体の削除保証を実現する

ADEC-FS の概要について述べた後，削除保証と変更記録

手法である．

の完全性/順序性を保証する手法について述べる．

暗号化方式を利用した研究として，たとえば Perlman
は，ファイルへ設定された有効期限に達した時点で，Key-

3.1 想定環境と概要

manager から暗号鍵を削除する，時限式の手法 [9] を提案

ADEC-FS はファイルサーバ上で，特定のディレクトリ

した．さらに，クラウドストレージ上へバックアップされ

以下にマウントされた仮想ファイルシステムとして動作

たファイルの削除保証に特化した研究として，Tang らの

する．これにより，課題 ( 3 ) に対して一般的なファイル

FADE [10] があげられる．ただし，これらは単一版の扱い

システムと透過的なインタフェースを提供する．図 1 は

を想定しているため，変更記録のバージョン管理は対象と

ADEC-FS が想定する環境を示し，各エンティティは次の

していない．

とおりである．

既存のファイルサーバに保存されたファイルをクラウ

• ファイルサーバ．図中央のファイルサーバは，ADEC-

ドストレージ上へバックアップし，削除保証とバージョ

FS が動作する組織内のサーバであり，ネットワーク

ン管理機能を両立させた近年の研究として，Rahumed ら

経由でクライアントへファイルアクセスのサービスを

の FadeVersion [11] があげられる．FadeVersion における

提供する．ファイルサーバ内の Key-manager は，ポ

ファイルの削除保証は，ファイルの暗号化に関連する鍵

リシ鍵（図中の Policy key）の管理と制御鍵（図中の

を Key-manager から破棄することで実施される．しかし，

Control key）の生成を担い，ADEC-FS との間で制御

FadeVersion はバックアップされたファイル自体の完全性

鍵の授受が行われる．なお，ポリシ鍵と制御鍵はファ

や各版の順序性の保証に留意していない．単純な電子署名

イルの暗号化に関連する暗号鍵であり，次節で詳述す

を各ファイルに対して施すことも考えられるが，署名に必

る．なお，Key-manager に対する操作権限は，後述の

要な秘密鍵は組織が所持することになる．つまり，本研究

ファイルサーバの管理者が持つ．

が想定するような監査が行われる環境において，ファイル
サーバの管理者が調査の直前に，組織にとって都合の悪い
ファイルの内容を改竄や版の順序の入れ替えを行ったう
え，再度署名を施す可能性が考えられる．
他方，前述のヒステリシス署名の手法を FadeVersion に

• クラウドストレージ．図右下のクラウドストレージは，
ADEC-FS により生成されたデータを格納する組織外
部のサービスであり，CSP によって管理される．

• クライアントの管理者．図左のクライアントは，組
織内の一般の PC であり，ファイルサーバからネット

適用することが考えられる．しかし，保存されるすべての

ワークファイルシステムを通してサービスを受ける．

ファイルごとに，第三者機関による信頼ポイントを作成す

ADEC-FS がマウントされたディレクトリ以下に保存さ

ることは，その数やコストが膨大になる可能性がある．ま

れたファイルは，Chunk とよばれる情報の断片に分割さ

た，FadeVersion が想定するファイルのバックアップは，

れ，CSP に対する内容の秘匿と削除保証を目的とした暗

たとえば 1 日 1 回といった定期的なものである．よって，

号化を施されたのち，最終的にクラウドストレージへ格納

ファイルに対するすべての変更記録を保全することを考え

される．また，ファイルの i-node 情報は Metadata として

た場合，定期バックアップの間になされた変更は保全の対
象外となるという問題がある．
これに対し本研究は，FadeVersion に対してヒステリシ
ス署名の手法を導入したものである．ただし，MHT とヒ
ステリシス署名を用いて生成される信頼ポイントを，クラ
イアントとなる複数の PC へ保存する手法を導入する．こ
れにより，第三者機関に頼らずにファイルシステムへの改
竄を検知できる点で差異がある．また，FadeVersion の削
除保証手法に対して新たにポリシ鍵を導入することで，未

図 1 想定環境

来のファイルを監査者が不正に復元することを防ぐ．さ

Fig. 1 Assumed environment.

c 2014 Information Processing Society of Japan


697

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.2 695–706 (Feb. 2014)

Chunk と同様にクラウドストレージへ格納される．なお，

意を持ったファイルの削除」，
「Key-manager やファイル

ファイルに割り当てられるポリシとは，削除保証を制御す

サーバに対する破壊的行為」が考えられる．

るための単位であり，FadeVersion と同様に，たとえばユー

CSP の管理者が行う不正として考えられるのは，興味本

ザやグループ，プロジェクト，ファイルの性格（保存義務

位や漏洩を目的とした「クラウドストレージに格納された

期間など）などに対応するものである．

ファイルの閲覧」である．

他方，クライアント（図中 Client）を利用するユーザへ

監査者が行う不正は，興味本位や何らかの利益を得るこ

の直接的なサービスは本研究の対象外とし，ユーザがファ

とを目的とした「監査対象外のファイルの閲覧」
，
「単独ま

イルへアクセスする際は，適切な権限管理の下で NFS や

たは CSP の管理者と結託することによる，監査対象のファ

CIFS，Samba など，既存のネットワークファイルシステ

イルの漏洩」が考えられる．

ムの利用を前提とする．また，組織に属するクライアント

本ファイルシステムでは上記の不正のうち，ファイル

PC の管理者は使用する本人，または少なくともファイル

サーバの管理者による「組織にとって都合の悪いファイル

サーバの管理者とは別の人物であることを前提とする．な

内容の改竄，版の順序の入れ替え」に対して，3.3 節で述べ

お，通信経路上やファイルサーバに対する不正侵入などの

るヒステリシス署名を用いた手法により対処する．また，

攻撃は，Secure Socket Layer（SSL）やファイアウォール，

CSP の管理者による「クラウドストレージに格納された

不正侵入検知システムなど，他の技術で十分に保護可能で

ファイルの閲覧」
，監査者による「監査対象外のファイルの

あり，本研究では考慮しない．

閲覧」について，3.2 節で述べるハッシュ関数による連鎖

ここで，ファイルサーバの管理者（図中の File server man-

ager），CSP の管理者（図中の Cloud service provider），監

鍵の生成手法により，これを防止する．
他方，ファイルサーバの管理者による「意図的なファイ

査者（図中の Auditor）について，その業務と実施のタイ

ル内容の漏洩」，
「悪意を持ったファイルの削除」，
「Key-

ミングについて整理する．

manager やファイルサーバに対する破壊的行為」，監査者

• ファイルサーバの管理者．この管理者は，ファイル

による「単独または CSP の管理者と結託することによる，

サーバの root 権限と Key-manager に対してポリシの

監査対象のファイルの漏洩」は，本ファイルシステムのみ

作成/破棄を行う権限を持ち，ファイルサーバのサー

では対処できない．なお，これらについては 5.5 節で詳し

ビスが提供されるクライアントと同一組織に所属す

く考察する．

る．なお，通常の業務としてファイルサーバの維持
管理を担う．また，保存義務期間を満了した場合な
ど，ファイルの削除保証が必要になったタイミングで，

3.2 ポリシに基づくファイルの削除保証
ADEC-FS では CSP に対するファイル内容の秘匿と削

Key-manager からポリシを破棄する権限を持つ．

除保証を実現するため，FadeVersion の複数の暗号鍵によ

• CSP の管理者．CSP の管理者は，データが保存され

る Layerd Encryption をベースとした手法を用いる．ただ

るクラウドストレージの管理権限を持ち，可用性を常

し，課題 ( 1 ) の監査者による監査対象外のファイルの不正

時維持する業務を担う．

な復元を防ぐため，新たに「ポリシ鍵」を導入し，制御鍵

• 監査者．第三者機関に属する監査者は，クラウドスト

の扱いについて改良を加える．

レージに格納されたファイルに対して，変更記録を含

図 2 は，あるファイルの初版 f0 と第 2 版 f1 が保存され

めた監査を行う．監査には，定期的なものと不定期な

る際の様子を示している．図下段の ci は分割されたファイ

ものがある．定期的な監査は 1 カ月に 1 回など，法律

ルの i 番目の Chunk を示し，初版のファイル f0 は c0 ，c1

や組織の内規で定められたタイミングで実施される．

第 2 版 f1 は c0 ，c1 ，c2 から構成される．また，図中の各

他方，改竄の疑いがある文章が発見されるなど，問題
が発覚した際には不定期に監査が行われるものとす
る．なお，監査者は監査対象のファイルについて，こ
れを復号するための暗号鍵の提出を，ファイルサーバ
の管理者に対して要求できる権限を持つ．
次に，上記の環境下で想定されうる，悪意を持ったファ
イルサーバの管理者，CSP の管理者，監査者が行う不正
について述べる．ファイルサーバの管理者が行う不正は，
監査に対して組織の利益を守ることを目的とした「組織に
とって都合の悪いファイル内容の改竄，版の順序の入れ替
え」
，個人的な利益を得ることを目的とした「意図的なファ

図 2 ファイル分割と Layered Encryption

イル内容の漏洩」
，監査の妨害や証拠隠滅を目的とした「悪

Fig. 2 File division and Layered Encryption.
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暗号鍵の役割と扱うことができるエンティティは次のとお

0 とし，組織が監査を受けるたびにインクリメントされ，

りである．

pAUDITA は H(pAUDITA−1 ) から生成される．つまり，前述

• データ鍵．データ鍵 di とは，分割された各 Chunk を

の監査者と CSP による不正に対して，監査終了時に A を

暗号化するための共通鍵であり，Chunk ごとにランダ

インクリメントすることで，監査前後で生成される制御鍵

ムに生成される．なお，平時において平文のデータ鍵

sA と sA+1 は別の鍵となる．よって，すでに sA を所持して

を扱えるのはファイルサーバのみである．

いても，pAUDITA+1 を知らない監査者は，監査後のファイ

• 制御鍵．図中段の制御鍵 sA は，データ鍵を暗号化
するための共通鍵であり，Key-manager 内でポリシ

ルを不正に閲覧することはできない．他方，Key-manager
に格納されるべきは pAUDIT0 のみでよい．

鍵から生成される．なお，制御鍵はこれを格納する

次に，ファイルに定められた保存義務期間を過ぎ，削除

Key-manager とファイルサーバが扱うことができる

保証が要求された場合を考える．この場合，ファイルの全

ほか，監査者によるファイルの調査が要求された場合

版に対する制御鍵が回復できなくなるような処置をとれば

は，監査者に対して提出される．ここで，添字の A は

よい．具体的には，FadeVersion と同様にポリシ鍵 pa ，pb

後述する「組織に対する監査の回数」を示す．

のいずれか，あるいはすべてを Key-manager から破棄する

• ポリシ鍵．上段のポリシ鍵 pa ，pb は，先行研究の Fade-

ことで実施される．これにより，ポリシ鍵から生成される

Version に対して本研究で導入された鍵であり，ファ

制御鍵はもちろん，データ鍵も回復できなくなる．よって，

イル f に設定されたポリシ Pa ，Pb に割り当てられる．

データ鍵により暗号化された Chunk も復元できず，ファ

なお，ポリシ鍵は Key-manager 内で生成/格納され，

イル全体の削除が保証される．

外部のエンティティには出力しない．

以上に加えて，後述の監査作業（3.4 節参照）において，

ここで，初版 v = 0 のファイルが保存される過程に着目

開示された制御鍵が，組織によって捏造されたものでは

する．初版のファイルに含まれる Chunk c0 は，d0 によっ

ないことを，監査者が検証できる必要がある．そこで，各

て暗号化され，d0 は制御鍵 sA によって暗号化される．な

ファイルの版に対する制御鍵 sA と i-node 番号 n，版番号

お，暗号化されたデータ鍵は Metadata（4 章参照）の一

v から，Message Authentication Code（MAC）値 SMAC

部として記録され，Chunk とともにクラウドストレージ

を HMAC(n||v, sA ) により生成する．なお，HMAC(x, y)

へアップロードされる．ただし，第 2 版以降が保存された

は，データ x に対して鍵 y を用いた Keyed-Hashing for

場合は，1 つ前の版との差分を比較し，変化がある Chunk

Message Authentication code（HMAC）[12] による MAC

のみ再度暗号化/アップロードを行う．他方，変化がない

値を生成する関数を示し，生成された値は Metadata に記

Chunk に対しては，ハッシュ値と対応する暗号化された

載される．これにより，後述の Metadata に対する署名の

データ鍵（図中 d0 ，d1 ）を，新しい版の Metadata に複製

検証とあわせて MAC 値を比較することで，監査者は開示

する．

された制御鍵が正当なものであるかを検証する．

ここまで述べた Chunk とデータ鍵の扱いについては，

FadeVersion を踏襲している．しかし，FadeVersion では，
データ鍵 d0 を Key-manager に格納された複数の制御鍵に

3.3 各版の完全性と順序性の保証
課題 ( 2 ) に対してファイルの変更記録の完全性/順序性

よって多重に暗号化するのに対して，本研究では制御鍵を

を保証するため，ヒステリシス署名と Merkle Hash Tree

監査者に対して開示することを前提とする．そのため，監

（MHT）を用いた手法を提案する．図 3 は，保存された

査後も ADEC-FS が同じ制御鍵を使用し続けると，監査時

ファイル fv の Metadata に対して，ヒステリシス署名が施

に制御鍵を得た監査者が，監査終了後の未来のファイルに

される様子を示している．なお，図は縦の破線で区切られ

ついても復元できる能力を得てしまうことになる．
そこで，制御鍵を Key-manager に直接格納するのでは
なく，新たにポリシ鍵を導入し，複数のポリシ鍵から制御
鍵を生成する．たとえばファイルに対してポリシ Pa ，Pb ，

ており，それぞれ m0 は初版，m1 は第 2 版，m2 は第 3 版
の f に対する Metadata を示す．
まず，初版の Metadata m0 の完全性を保証するため，電
子署名 Sm0 を式 (1)（上段）から生成する．ここで，Sign(x)q

PAUDIT が割り当てられているとき，これらに対応するポ
リシ鍵 pa ，pb ，pAUDITA から，制御鍵 sA は Key-manager
上で H(pa ||pb ||pAUDITA ) より生成される．なお，H(x) は
データ x のハッシュ値を生成する関数であり，|| はデータ
の連結を表す．
さらに，PAUDIT は ADEC-FS 上のすべてのファイルで
共有される特殊なポリシであり，pAUDITA は対応するポリ
シ鍵である．ここで A は，ADEC-FS 導入時の初期値を
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はデータ x に対して，秘密鍵 q を用いて電子署名を生成す

が，対象となる Metadata の数が満たない場合は，残りの

る関数，qFS はファイルサーバのみが知る秘密鍵を示す．

葉に数値の 0 に対するハッシュ値を割り当てる．

なお，生成された Sm0 は Metadata m0 に付加される．ま

MHT の葉ノード以外の各接点は，左右の子接点 x，y か

た，秘密鍵 qFS に対応する公開鍵 pFS に対しては，しかる

ら H(x||y) によりハッシュ値を得たものであり，根ノード

べき認証局により証明書が発行されているものとする．

へ向かってこれらが集約される．根ノード h00 に対しては，

第 2 版以降の Metadata に対する署名は，署名データに

M
前回の信頼ポイント作成時に生成された St−1
とタイムス

対して式 (1)（下段）のように，v − 1 版の Metadata に対

タンプを付加し，ファイルサーバの秘密鍵 qF S によりヒス

する署名 Smv−1 を加える．これにより，Smv は直前の版

テリシス署名 StM を生成する．なお，M は Metadata の

との間に連鎖構造を持つヒステリシス署名となる．そのた

集合であること，t は信頼ポイントの番号を示し，生成さ

め，組織外部の不正者がファイル内容や Metadata に対す

れた MHT の各接点ノードのハッシュ値および根ノードに

る改竄，版の入れ替えを試みる場合，連鎖構造を崩さない

対する署名 StM は，信頼ポイントのデータとしてファイル

ように各版の署名を再生成する必要があり，このような不

サーバ上およびクラウドストレージへ格納される．

正が困難となる．

Sign(m0 )qFS , v = 0
Smv =
Sign(mv ||Smv−1 )qFS , v ≥ 1

さらに，これら信頼ポイントのデータは，次章で述べる

adec-clientd により，ファイルサーバから複数のクライア
(1)

ントへも定期的に格納される．このように，連鎖構造をな
すヒステリシス署名を証拠として複数のクライアントへ残

ただし，秘密鍵 qFS を知ることができるファイルサーバ

すことで，ファイルサーバの管理者が加担する不正を困難

の管理者が協力すれば，最新の版から目的の時点までの署

にする．また，作成，更新されたファイル 1 つ 1 つに対す

名を順に削除し，偽造された Metadata に対して正しいヒ

る署名の発行を，第三者機関に依頼する必要もない．

ステリシス署名を再生成できる．そこで図 4 のように，た

なお，仮に署名が改竄された場合でも，監査時に複数の

とえば 1 週間単位など期間を区切り，その間に作成/更新さ

クライアントから MHT の木構造全体，あるいは部分木を

れたファイルの Metadata を MHT で集約し，これに対し

回収/検証することで，整合性がとれなくなる箇所を検証

てさらに 1 段階別のヒステリシス署名を施す．さらに，こ

できる．また，異常が発見された箇所から最新の信頼ポイ

れらを組織内の複数のクライアント PC へ保存することで，

ントまでの区間が信頼できない署名履歴となり，不正な署

信頼ポイントを作成する．なお，図上段は MHT が生成さ

名と疑われる範囲が限定される．

れる様子を示し，下段はファイルサーバが提供するネット

ここで，運用時における信頼ポイントの作成間隔は，た

ワークファイルシステムを利用するクライアントである．

とえば週単位や月単位などが考えられるが，どの程度の間

図中の MHT の接点 hyx は，y 段目の右から x 番目のハッ
シュ値を示す．葉ノード h0x には，前回の信頼ポイント作

隔で信頼ポイントを作成することが妥当であるかは，本稿
の対象としない．この点については，上田らの文献 [7] か

成時点から現在までに作成，変更されたファイルの情報に

ら金銭的なコストと組織が扱う情報の性質に基づいて，最

対するハッシュ値であり，H(n||v||Smi ) により生成される．

適な間隔を決定することが可能と考えられる．

ここで，n は対象となるファイルの i-node 番号，v は版番
号，Smi は前述の Metadata に対する署名を示す．なお，

3.4 監査

初回の信頼ポイントを作成する際は，すべてのファイルが

監査者による監査の目的は，ファイルの各版の内容確認

対象となる．また，MHT の葉ノード数は 2 の累乗となる

と完全性/順序性の検証である．他方，クラウドストレー
ジに格納されたファイルは，Chunk に分割されたうえ，暗
号化されている．よって，監査者がファイルの内容を含め
た検証作業を行えるように，ファイルを復元できる必要が
ある．
本システムでは，監査者に対してファイルの復号に必要
な制御鍵を開示する．たとえば制御鍵 sA が開示された場
合，ファイルの第 v 版の完全性の検証は次のように行われ
る．まず，監査者は対象となる v 版のファイルの Metadata

mv の完全性を検証する必要がある．そこで，第 v 版から
見て直近の信頼ポイントで生成された署名 StM を，MHT
図 4 MHT とヒステリシス署名による信頼ポイントの生成

の各接点のデータとファイルサーバの公開鍵 pFS を用いる

Fig. 4 Generation of a trusted point based on MHT and hys-

ことで検証する．次に，信頼ポイント作成時から mv まで

teresis signature.
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る．しかし，SHA-1 はハッシュ値長が 160 bit であるのに

より順に検証する．
最後に，開示された制御鍵 sA により Chunk の復号に

対して，AES の鍵長が 128 bit であると，出力されたハッ

必要なデータ鍵を Metadata から復号し，クラウドスト

シュ値を暗号鍵として直接利用することができない．した

レージから取得した Chunk を復号および結合することで，

がって，このような理由からハッシュ値長と鍵長が一致す

元のファイルを復元する．このとき，mv に記載された

る SHA-256 と鍵長 256 bit の AES を採用している．

Chunk のハッシュ値により，ファイルの完全性が検証され

また，生成される署名のサイズを可能な限り小さくする

る．なお，監査が終了した時点で，3.2 節で述べたポリシ

という観点から，本ファイルシステムでは鍵長 1,024 bit の

鍵 pAUDITA をインクリメントすることで，監査者による未

RSA を使用しており，これについてもただちに安全性を著

来のファイルの復元を防ぐ．

しく損ねることはない．ただし，より安全性を重視して鍵

他方，仮にファイルサーバを所持する組織のクライアン

長が 2,048 bit の RSA を使用したとしても，作成される署

トを管理する全ユーザが管理者に協力すれば，偽造された

名のサイズは 2 倍となるが，5.4 節の結果より運用に影響

MHT のデータや署名を正規のものと入れ替えることで，

を与えるインパクトはないと考える．

ヒステリシス署名の整合性を保ちながら不正を働くことが
できる．しかし，前提のとおりクライアント PC の管理者

4.1 ファイルシステムの構造

が使用者自身，あるいは少なくともファイルサーバの管理

本研究では，ファイルシステム化のために FadeVersion の

者と別であれば，不正者がそれらすべての管理者権限を容

Metadata に改良を加えた．図 6 の左側は ADEC-FS によ

易に掌握できるとは考え難い．よって，現実的に全クライ

りマウントされた仮想ファイルシステムを示し，/foo，/baz

アントを巻き込んだ不正は不可能であると考える．

ディレクトリと/foo/bar ファイルが格納されている．左側
はクラウドストレージの Bucket 内に保存されたオブジェ

4. 実装

クトを表している．なお，Metadata は/meta ディレクト

ADEC-FS は図 5 に示すコンポーネントから構成され，

リに “i-node 番号-版番号” をキーとして格納される．また，

Filesystem in Userspace（FUSE）[13] を用いた仮想ファイ

Chunk は/chunk 以下に “i-node 番号-ハッシュ値” をキー

ルシステムとして実装されている．なお，図中の破線内が

として，MHT とヒステリシス署名を含む信頼ポイントの

ファイルサーバ内を示し，特に灰色の背景のものがプロト

データは，信頼ポイントの番号をキーとして/trusted 以下

タイプとして作成されたものである．

に保存される．その他，/stat 以下には ADEC-FS の状態

なお，ADEC-FS では共通鍵暗号方式として，鍵長 256 bit

に関する情報が記録される．

の Advanced Encryption Standard（AES）[14] を使用し，

FadeVersion で は フ ァ イ ル 名 と i-node 番 号 を 自 身 の

暗号モードは Counter-mode を用いた．各種ハッシュ値

Metadata に記録していた．これに対し ADEC-FS では，

の生成，HMAC および連鎖鍵の生成には，ハッシュ値長

構造を Linux におけるファイルシステムに近づけることで

256 bit の Secure Hash Algorithm-256（SHA-256）[15] を採

ディレクトリを扱えるよう，ディレクトリエントリを導入

用し，署名には Rivest-Shamir-Adleman algorithm（RSA，

する．なお，ディレクトリエントリはファイルのデータ部

1,024 bit）[16] を用いる．なお，これら暗号関連の処理に

分に相当するため，Chunk へ分割/暗号化された後にクラ

は，Crypto++ [17] を用いている．

ウドストレージへ格納される．つまり，FadeVersion とは

ところで，SHA-256 と鍵長 256 bit の AES のペアではな

異なり，ファイルやディレクトリ名も CSP に対して秘匿

く，SHA-1 と鍵長 128 bit の AES を用いても，安全性の観

される．なお，暗号関連の処理はすべてメモリ上で行い，

点から現時点でただちに著しい不都合はない．他方，3.2 節

磁気ディスクへは出力しない．

で述べたハッシュ関数による連鎖鍵の生成手法では，出力
されたハッシュ値を暗号鍵として用いる．そのため，ハッ
シュ値長と共通鍵暗号方式の鍵長を合わせる必要性があ

図 5

コンポーネント構成

Fig. 5 Component structure.
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Fig. 6 Filesystem and Metadata structure.
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図中の “Directory entry” は/foo のディレクトリエント
リを示し，内包するファイルやディレクトリの i-node 番号，

的な操作を受け付けるものであればベンダは問わない．

• ネットワークファイルシステム．組織内のクライアン

版番号，名前が記載される．なお，i-node 番号は ADEC-FS

トがファイルサーバを利用できるような機能を提供し，

内のファイルやディレクトリに一意に割り当てられる値で

ファイルシステム上のパーミッションや所有者，所有

あり，最上位のディレクトリ “/” は “0” である．

グループ，アクセスコントロールリストと ADEC-FS

Metadata には，パーミッション，所有者など，ファイ
ルごとに保持している i-node 構造体の一部，およびファイ
ルを構成する各 Chunk のハッシュ値が含まれる．これに

のポリシ管理機構が連携/同期され，適切なアクセス制
御と削除保証が実施されることが望ましい．ただし，
この点については今後の検討課題である．

加えて，図中の太字で示された版番号，ファイルへ割り当

• adecfs-clientd．クライアント上で動作する，常駐型

てられたポリシ，データ鍵，制御鍵の MAC 値，3.3 節で

のデーモンである．定期的に生成される信頼ポイント

述べた電子署名を含む．なお，図中の Metadata に記載さ

のデータを受信し，クライアントのハードディスクに

れたポリシ a，b，0 は，2 つのポリシ Pa ，Pb と，前章で述

格納する．なお，追加機能として，定期的に複数クラ

べた pAUDITA の監査回数を示す A が 0 であることを示す．

イアントの adecfs-clientd どうしで自律的に MHT と
署名の交換/検証を行い，不正が発見された際に警告

4.2 コンポーネント
以下では，各コンポーネントについて述べる．

• adecfsd．ADEC-FS の中核をなす常駐型のデーモン

を発するような応用も考えられる．

5. 評価実験

であり，FUSE を用いて仮想ファイルシステムを実現

本評価実験の目的は，ADEC-FS のパフォーマンスが実

する．Metadata と Chunk はともにクラウドストレー

用範囲内であることの検証である．そこで，ファイルの読

ジへアップロードされるが，ファイルアクセスの高

み書き，削除保証，完全性/順序性の検証に関する評価と

速化を図るため，サブモジュールの Metadata マネー

考察について述べる．

ジャ，Chunk マネージャによりキャッシングされる．

バックエンドのクラウドストレージには Amazon S3 を

なお，5.1 節のとおり，クラウドストレージに対する

使用し，Bucket のリージョンは東京とした．なお，ADEC-

PUT，GET のリクエストは並列化することが可能で

FS が動作するファイルサーバの仕様は次のとおりであり，

ある．

大学施設内に設置されている．OS：CentOS 6.4（Kernel-

• Key-manager．ポリシ鍵の管理と制御鍵の生成を担

2.6.32，64 bit），CPU：Intel Core i5（3.33 GHz，4-cores），

当し，ポリシ鍵を確実に削除する機能を有する．本稿

RAM：8 GB，HDD：160 GB（SATA 7,200 rpm）．また，

では Key-manager の実装方式については対象外とす

サーバの NIC は 1000BASE-T であり，直収されるスイッ

るが，Rahumed のように耐タンパ性を備えたデバイス

チを含めた施設内のネットワーク機器は，少なくともそれ

を用いる方式 [11] や，Tang らのように閾値秘密分散

以上の転送能力を有している．

法と外部サーバを利用した方式 [10] が考えられる．な
お，現時点ではプロトタイプのため，ファイルサーバ

ADEC-FS 上で保存されるすべてのファイルに対しては，
Pa ，Pb というポリシを設定した．これは，たとえばユーザ

上で動作する単純なプロセスとして作成し，ポリシ鍵

A とグループ B という 2 つのポリシがファイルに対して割

を磁気媒体であるファイルサーバのハードディスクへ

り当てられ，Key-manager には pa ，pb という 2 つのポリ

ファイルとして格納する方式を用いる．そのため，暗

シ鍵が格納される．また，実験のため Pa ，Pb はすべての

号化方式による削除保証に加え，Key-manager から完

ファイルに対して，互いに独立したものが割り当てられる．

全にポリシ鍵を削除するために上書き方式を併用し，
残留磁気を消去するというアプローチをとっている．
なお，1 本のポリシ鍵は 32 Byte（256 bit）であり，付
与される識別子と版番号は 8 Byte である．

5.1 書き込み/読み込み
ADEC-FS による書き込み，上書き（更新），読み込みの
時間的なコストに関する評価を行った．ところで，本稿の

• ツール群．フロントエンドとなるツール群である．ポ

執筆時点で先行研究の FadeVersion は一般に公開されてお

リシの生成/破棄に利用される adecfs-policy，ファイ

らず，また実装形態が定期バックアップを行うコマンドの

ルへのポリシの割当てを行う adecfs-mod，信頼ポイン

ため，ファイルシステムである ADEC-FS との直接的な比

トを作成する adecfs-mktpoint，完全性を検証するた

較は難しいのが現状である．そこで，ADEC-FS と同様に

めの adecfs-verify などが用意されている．

FUSE を用いて，Amazon S3 上の Bucket を仮想ファイル

• クラウドストレージ．Metadata，Chunk などの格納

システムとしてマウントする s3fs [18] を比較対象とした．

先となるバックエンドのストレージである．オブジェ

なお，評価に使用するファイルの内容はすべて乱数である．

クトに対して GET，PUT，DELETE，LIST など基本

ADEC-FS では高速化のため，Chunk のアップロード/ダ
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書き込み時間に関する s3fs と ADEC-FS の比較

図 8 読み込み時間に関する s3fs と ADEC-FS の比較

Fig. 7 Write time comparison of s3fs and ADEC-FS.

Fig. 8 Read time comparison of s3fs and ADEC-FS.

ウンロードの並列化とキャッシュの機能を設けている．現
状の s3fs は，ADEC-FS のようにファイルを Chunk へ分割
しないため，クラウドストレージとのファイルの送受信は
シーケンシャルに行われる．ただし，s3fs でも ADEC-FS
と同様にファイルを分割し，クラウドストレージへの転送
を並列化するといった改良が今後可能であると考えられる．
したがって，本節ではアップロード/ダウンロードの並列
化，キャッシュの機能を無効にした状態で s3fs との比較を
行い，次節でそれらを有効化した結果について述べる．
図 7 は，ファイルサイズを変化させ，各 10 回ずつ書き
込みに関する評価を行い，平均した結果である．
結果より，次節で述べるアップロードの並列化を行って

図 9

アップロードの並列化/キャッシュ機能を有効にした場合の書
き込み時間

Fig. 9 Write time with parallel upload/cache function enabled.

いない場合，1 MB では s3fs で 673 ミリ秒，ADEC-FS では

849 ミリ秒であった．なお，この差の内訳は Metadata の

列化とキャッシュを利用しない場合，s3fs と比較すると

生成などファイルシステムに関する処理で 71.8%，Chunk

ADEC-FS は平均で 31.4%増の時間を必要とする．

への分割/暗号処理で 1.1%，アップロードで 27.0%であっ

以上より，アップロード/ダウンロードの並列化とキャッ

た．また，1 GB の場合は s3fs で 176.6 秒，ADEC-FS は

シュを使用しない場合は s3fs に対して 3 割程度のオーバ

230.0 秒であり，この差の内訳は Metadata の生成などファ

ヘッドがあるといえる．

イルシステムに関する処理で 0.02%，Chunk への分割/暗
号処理で 4.1%，アップロードで 95.6%であった．
このように，ファイルサイズが増えるとアップロードに

5.2 並列化とキャッシュ機能を用いた書き込み/読み込み
本節では，ファイルの書き込み/読み込みに関して，Chunk

関する時間が s3fs と比較して増加する．これは，s3fs が

のアップロード/ダウンロードの並列化とキャッシュを有

ファイル全体をクラウドストレージへ転送するのに対し

効にした場合の評価について述べる．

て，ADEC-FS は Chunk に分割して送信するため，オーバ

図 9 の凡例中の表記について，“cache” はキャッシュあ

ヘッドが大きくなることに起因すると考察される．なお，

りを示し，“30-parallel” は同時に 30 スレッドでクラウド

結果の時間がファイルサイズに対して線形増加とならない

ストレージへデータを転送することを示す．

のは，ネットワークのスループットの揺らぎが原因である．
また，上書き保存の場合は直前の版の Metadata に記録

評価結果より，Chunk のアップロード時に使用する PUT
リクエストを並列化した場合は，1 MB で 0.8 秒，100 MB

された Chunk のハッシュ値と，新しい Chunk のハッシュ

で 3.2 秒，1 GB で 23.7 秒となり，格段に高速化された．

値を比較する必要があるため，上記に加えて 1 MB あたり

さらに，ファイルサーバ上のキャッシュを有効にした場合

6.7 ミリ秒増加する．ただし，本評価ではランダムな内容

は，ファイルサーバ上にキャッシュとしてファイルが書き

のファイルを用いたが，追記型のファイルのように，最新

込まれた直後に，クライアントへ処理が戻る．よって，こ

の版と過去の版に共通する Chunk はアップロードする必

のキャッシングを有効にした場合は，1 MB で 0.6 秒，1 GB

要はなく，より短時間になる．

でも 15.0 秒であった．

次に，図 8 はファイルの読み込みに関する評価を行っ

なお，並列化は Amazon S3 側による制限やネットワー

た結果である．書き込み時と同様に，ダウンロードの並

ク機器の限界を超えない範囲であれば，並列度を上げるこ

c 2014 Information Processing Society of Japan


703

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.2 695–706 (Feb. 2014)

表 1 信頼ポイントの作成時間とデータ容量

Table 1 Creation time and data size of a trusted point.
# of updated files and dirs

10

100

1,000

Time（ms）

34

175

1,303

Data size（KB）

1.4

8.5

66.0

ポイントについて，作成に必要な時間とデータ容量につい
ての評価を行った．
表 1 は，直前の信頼ポイント作成時から現時点までに
図 10 ダウンロードの並列化/キャッシュ機能を有効にした場合の
読み込み時間

Fig. 10 Read time with parallel upload/cache function enabled.

更新されたファイル/ディレクトリ数を複数仮定し，信頼
ポイントの作成に必要な時間と容量を示している．結果よ
り，1,000 個のファイルやディレクトリが更新された場合
でも 1 秒程度の処理で完了し，また信頼ポイントのデー
タ容量も 66.0 KB と軽量である．したがって，信頼ポイン

とで全体のスループットを改善できる．しかし，それらを

トの作成処理のコストはわずかであり，運用に影響を与え

超えた並列化はパフォーマンスを悪化させる．なお，予備

ることはないと考える．また，作成された信頼ポイントの

実験の結果から，30 スレッド程度が妥当であった．

データは，ADEC-FS を利用するクライアントのディスク

次に，読み込みに関する評価について述べる．図 10 は

へも，前章で述べた adecfs-clientd を通して格納されるが，

GET リクエストの並列化，キャッシュ機能を有効にした

たとえば 1 週間ごとに信頼ポイントを作成しても 1 年間で

場合のファイル読み込み時間である．結果より，1 MB で

3.4 MB となる．よって，このデータがクライアントのディ

0.6 秒，1 GB でも 14.8 秒であり，並列化しない場合と比較

スクに与えるインパクは小さいと考える．

して書き込み時と同様に大幅に高速化される．

次に，3.4 節で述べた，あるファイルの完全性と更新履

以上より，本研究が想定する環境において，Chunk の

歴の順序性の検証が求められた際に必要な処理時間につ

アップロード/ダウンロードの並列化とキャッシュを活用

いて評価を行った．評価用のファイルは，直近の信頼ポイ

することで，ADEC-FS における読み書きの速度は，実用

ント作成時に 10 MB であり，現在までに 10 回更新され，

上問題になることはないと考える．

1 MB ずつ増加するものと仮定する．なお，このファイル
の Metadata に対する署名を含む，直近の信頼ポイントに

5.3 削除保証
あるファイルの削除を保証するために必要な処理は，ポ
リシ鍵の破棄とクラウドストレージからの Chunk の削除

おける MHT の葉ノード数は 128 個とする．また，検証
に必要な直近の信頼ポイントのデータ，Metadata および

Chunk はダウンロード済みとする．

に大別される．ただし，ポリシ鍵の破棄により制御鍵が生

まず，直近の信頼ポイントの MHT とヒステリシス署名

成不能になった時点で，クラウド上の Chunk から元のファ

の検証について測定の結果，1.3 秒であった．次に，対象の

イルを復元することはできない．また，ファイルの実態で

ファイルの Metadata およびファイル内容について，直近

ある Chunk の削除はクラウドストレージ側の性能に大き

の信頼ポイントの版から最新の版までの完全性と順序性を

く依存し FadeVersion，ADEC-FS のいずれでも削除すべ

検証した結果，0.3 秒を要した．よって，対象のファイル

き Chunk 数に差はない．

について，信頼ポイントから現在までのファイルの版，お

そこで，削除保証の要となるポリシ鍵を Key-manager

よび Metadata の完全性の検証に要した時間は 1.6 秒であ

から破棄するために必要な時間を計測した．なお，Key-

る．なお，検証すべきファイルが複数になった場合でも，

manager で管理されているポリシ鍵の破棄には，ファイル

信頼ポイントの MHT に対するヒステリシス署名の検証は

に対して割り当てられたポリシ Pa ，Pb に対応する，ポリ

1 回のみでよい．以上より，検証に要する時間的コストは

シ鍵 pa ，pb のいずれかに対して，DoD 5220.22-M（7 回上

低く，監査者および組織の負担とはならないと考える．

書き）による複数回の上書きが必要になる．この処理に必
要な時間を 1,000 回測定した結果，平均 59 ミリ秒であっ
た．以上のように，ファイルを復元不能にする削除保証が
わずかな時間で実現される．

5.5 安全性に関する考察
本節では 3.1 節で述べた不正のうち，本研究のみでは
対処できない，ファイルサーバの管理者による「意図的な
ファイル内容の漏洩」，
「悪意を持ったファイルの削除」，

5.4 信頼ポイントの作成，完全性/順序性の検証
3.3 節で述べた MHT とヒステリシス署名を用いた信頼
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よる，監査対象のファイルの漏洩」について考察する．

監査者による「単独または CSP の管理者と結託するこ

まず，ファイルサーバの管理者による「意図的なファイ

とによる，監査対象のファイルの漏洩」については，単独

ル内容の漏洩」は，クライアントの管理者により管理され

でこれが行われる場合と，CSP の管理者と結託する場合

る共通鍵（本ファイルシステムの管理外）を新たに設け，

が考えられる．単独でこの不正が実施される場合，監査期

この鍵で事前にファイルを暗号化しておくことで対処でき

間内に監査者がファイルを回収し，複製していることと同

ると考えられる．なお，ファイルの版間の差分判定をファ

義なため，本ファイルシステムのみでは防ぐことができな

イルサーバ上で行うが，事前にクライアント側でファイル

い．後者の場合はファイルサーバの管理者に対して，結託

を暗号化する場合は，クライアント側でこれを行うなどの

した監査者と CSP の管理者が多数派となり，監査者は監

工夫が必要である．また，ファイルが複数のユーザに共有

査期間後であってもクラウドストレージからファイルを回

される場合は，クライアント上でのファイルの暗号化に用

収し，監査用に得た鍵を用いて復号できる．

いた共通鍵を，どのようにユーザ間で共有するかという点

単独で行われる前者の不正に対しては，監査者による

についても，たとえばユーザごとの公開鍵でこの共通鍵を

ファイルの複製を防ぐ仕組みが必要となり，現時点では本

暗号化して配布するような仕組みが必要となる．

システムに対するわずかな変更では対処できない．また，

次に，ファイルサーバの管理者による「悪意を持った

後者の結託に対しては，たとえ監査者と CSP の管理者が

ファイルの削除」について述べる．これは，ファイルサー

結託しても．その 2 者だけではファイルを復号できないよ

バの管理者が Key-manager からポリシを不正に破棄する

うな仕組みが必要となる．具体的には，たとえば制御鍵に

ことで実施される．しかし，実質的にはファイルに対する

加えてファイルサーバのみが知る共通鍵を新たに用意し，

削除保証が正当に実施されたことと同じであり，本システ

この鍵でファイルを暗号化する．さらに，監査者に対して

ムのみでは対処することができない．

は，前述の鍵で復号されたファイルと制御鍵をあわせて開

このような不正に対して，Tang らの文献 [10] の 4.2.2 項

示するなどの方法が考えられる．これにより，ファイルを

で述べられている方式を取り入れることが考えられる．こ

入手するためにはファイルサーバの管理者によるファイル

れは，閾値秘密分散法を用いて暗号鍵を分割し，管理者が

の復号が必ず必要となり，監査者と CSP の管理者による

異なる複数の Key-manager へ格納するものである．つま

結託のみでは，これを実施できなくなる．

り，複数の管理者のうち，閾値以上の管理者の同意がなけ

なお，ファイルの漏洩について，ファイルサーバの管理

ればポリシを完全に破棄することはできなくなり，ファイ

者によるものか，監査者単独によるものか，あるいは CSP

ルサーバの管理者の独断でこれが実施されることを防止す

の管理者と結託したものかを客観的に区別することは本稿

る．なお，管理者同士の結託による不正を行うためには，閾

の提案範囲では実現できない．これには，各エンティティ

値以上の管理者の同意が必要となる．また，Key-manager

がファイルを扱う際に，不正な削除や改竄に耐性がある手

を複数に冗長化した場合，ポリシの管理がファイルサーバ

法で，ファイル自体に第三者が検証できる何らかの記録を

の管理者から Key-manager を管理する複数の管理者へ移

埋め込む必要がある．そのため，一般的なファイルシステ

ることになるが，ファイルサーバの管理者が使用するその

ムと透過的に動作する本システムに対して，わずかな変更

他の鍵の管理方法や安全性を保つ手法に変更はない．

を加えるのみでは実現不可能であると考える．

次に，Key-manager を含むファイルサーバ全体が管理者
により破壊された場合について考える．Key-manager が破
壊された場合，ポリシ鍵から制御鍵を生成することができな

6. まとめ
本研究では，クラウドストレージをバックエンドとした

くなるため，すべてのファイルを失うことになる．ただし，

ADEC-FS を開発した．この特徴は，仮想ファイルシステ

すべてのファイルを消失させることを目的に Key-manager

ム上のすべての変更が記録され，ヒステリシス署名と MHT

が破壊された場合でも，前述の Tang らの方式 [10] を取り

を合わせた手法により，変更記録の完全性と各版の順序性

入れ，Key-manager を冗長化しておくことで，復旧が可能

を検証する仕組みが提供される点である．また，ファイル

になると考えられる．なお，Key-manager の復旧は提案手

に対する複数ポリシに基づいた削除保証が実現される．

法の他の箇所に影響を与えることなく，容易に実施できる．

評価の結果より，本稿で述べた手法によるオーバヘッド

具体的には，閾値以上の健全な Key-manager からポリシ

は，クラウドストレージに対する PUT，GET リクエスト

鍵を復元し，破壊された Key-manager の代替となるもの

の並列化とキャッシュを用いることにより，実用的な範囲

も含めて，再度ポリシ鍵を分割/保存することで実施され

に抑えることができる．また，削除保証や監査に必要な処

る．また，仮に破壊の対象がファイルサーバのみであり，

理時間や保存されるデータ容量はわずかである．

Key-manager が健全であれば，クラウドストレージに格納

以上より，既存アプリケーションから透過的にクラウド

された Metadata，Chunk からファイルシステムを復旧さ

ストレージを利用しつつ，監査と削除保証に対応したシス

せることが可能である．

テムの構築を可能とした点で ADEC-FS は有用と考える．
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