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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保存装置で保証する原本性保証電子保存方法
において、
　前記保存装置は、耐タンパー性を持ち、内部記憶媒体を備え、
　該内部記憶媒体は、電子データのメッセージ認証子又は電子署名を算定するための前記
保存装置の装置暗号鍵と、該装置暗号鍵に対応する装置復号鍵と、記憶媒体を認証するた
めの媒体識別番号及びそのリスト用のメッセージ認証子又は電子署名でなる媒体認証コー
ドエントリを、対象の記録媒体毎に含む媒体認証コードリストと、が記録されており、
　前記記憶媒体は、該記憶媒体を識別するための媒体識別番号と、保存される電子データ
のリストを示す保存データリストファイルと、該保存データリストファイルに付されたリ
スト用のメッセージ認証子又は電子署名と、が前記保存装置によって記録されており、
　前記保存装置に前記記憶媒体がマウントされると、前記保存装置が、
　該記憶媒体から前記媒体識別番号を読み出し、
　該記憶媒体から前記保存データリストファイルに付されたメッセージ認証子又は電子署
名を読み出し、
　前記内部記憶媒体から前記媒体認証コードリストを読み出し、
　該媒体認証コードリストから前記読み出した前記媒体識別番号に該当する媒体認証コー
ドエントリを取り出し、
　前記マウントされた記憶媒体から前記保存データリストファイルとともに記録されてい
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るメッセージ認証子又は電子署名を読み出し、
　該媒体認証コードエントリにあるメッセージ認証子又は電子署名が前記記憶媒体にある
メッセージ認証子又は電子署名と一致するかどうか検証し、
　一致しなかった場合には、
　マウントを解除し、
　一致した場合には、
　前記記憶媒体から前記保存データリストファイルを読み出し、
　前記記憶媒体から読み出したメッセージ認証子又は電子署名と装置復号鍵を用いて該保
存データリストファイルの改ざんを検出し、
　改ざんが検出された場合にはマウントを解除し、
　改ざんが検出されなかった場合には前記記憶媒体に記憶された電子データの原本を取得
する、
記憶媒体マウント方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の原本性保証電子保存方法において、
　前記保存装置は、通信ポートを備え、前記保存装置が、
　外部から前記通信ポートを介して複数のコンテンツファイルとそれらを一つの原本とし
て新規に保存する要求を受信すると、
　前記記憶媒体がマウントされていない場合には、
　エラーを返して終了し、
　前記記憶媒体がマウントされている場合には、
　新しい原本に対応する属性情報を作成し、
　該属性情報と受け取った複数のコンテンツファイルそれぞれについてハッシュ値を計算
し、
　該計算した複数のハッシュ値をまとめたハッシュリストを作成し、
　前記保存装置内部に記憶している装置暗号鍵を用いて該ハッシュリストに対してメッセ
ージ認証子又は電子署名を計算し、
　前記属性情報と前記複数のコンテンツファイルと該ハッシュリストと前記メッセージ認
証子又は電子署名を、前記マウントされた前記記憶媒体に保存し、
　該メッセージ認証子又は電子署名を含む保存データエントリを作成し、
　前記記憶媒体の保存データリストに該保存データエントリを追加し、
　前記装置暗号鍵を用いて該保存データリストに対してリスト用のメッセージ認証子又は
電子署名を計算し、
　該リスト用のメッセージ認証子又は電子署名を前記保存データリストとともに前記記憶
媒体に記録し、
　該第２のメッセージ認証子又は電子署名を含む媒体認証コードエントリを作成し、
　前記保存装置の内部記憶媒体にある前記媒体認証コードリストに該作成した媒体認証コ
ードエントリを追加し、
　前記装置暗号鍵を用いて該媒体認証コードリストに対してリスト用のメッセージ認証子
又は電子署名を計算し、
　該リスト用のメッセージ認証子又は電子署名を該媒体認証コードリストともに前記内部
記憶媒体に記録する、
　原本を新規に保存するための方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、
　前記保存装置は、通信ポートを備え、前記保存装置が、
　外部から前記通信ポートを介して前記保存装置のプログラム終了要求を受信すると、
　前記内部記憶媒体から前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を読み出し、
　該読み出した前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を、前記保存装置内のマスター暗号鍵
により暗号化し、
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　該暗号化した前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、
プログラムを終了する、
　プログラム終了方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、
　前記保存装置は、通信ポートを備え、前記保存装置が、
　外部から前記通信ポートを介して前記保存装置のプログラム終了要求を受信すると、
　前記内部記憶媒体から前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を読み出し、
　前記保存装置内のマスター暗号鍵により前記装置暗号鍵及び装置復号鍵を暗号化し、
　該暗号化した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、
プログラムを終了する、
　プログラム終了方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵は、前
記プログラム内に保持されていることを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項６】
　請求項３又は４に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵は、前
記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、
　前記保存装置のプログラムが起動されると、
　前記内部記憶媒体から、マスター暗号鍵により暗号化された、前記装置暗号鍵及び前記
装置復号鍵を読み出し、
　該マスター暗号鍵に対応するマスター復号鍵により、該暗号化された前記装置暗号鍵及
び前記装置復号鍵を復号し、
　該復号された前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録する、
　プログラム起動方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項８】
　請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、
　前記保存装置のプログラムが起動されると、
　前記内部記憶媒体から、マスター暗号鍵により暗号化された、前記装置暗号鍵及び前記
装置復号鍵を読み出し、
　前記マスター暗号鍵に対応するマスター復号鍵により該暗号化された装置暗号鍵を復号
し、装置暗号鍵とし、前記マスター復号鍵により該暗号化された装置復号鍵を復号し、装
置復号鍵とし、
　該復号した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、
　該内部記憶媒体に記録されている、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリス
トを読み出し、
　該媒体認証コードリストとともに記録されているメッセージ認証子又は電子署名を読み
出し、
　該メッセージ認証子又は電子署名と前記装置復号鍵を用いて該媒体認証コードリストの
改ざんを検出する、
　プログラム起動方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵及びマ
スター復号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴とする原本性保証電子保
存方法。
【請求項１０】
　請求項７又は８に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵及びマ
スター復号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴とする原本性
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保証電子保存方法。
【請求項１１】
　記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存装置において、
　電子データを保存する記憶媒体と、
　ネットワークを介して外部との通信を行うためのインターフェースである通信ポートと
、
　各種プログラムを実行するのに必要となるパラメータを記憶する内部記憶媒体と、
　各種プログラムを格納するプログラム格納媒体と、
　該プログラム格納媒体に格納された各種プログラムを読み出して実行するプロセッサと
を有し、
　前記プログラム格納媒体に、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の原本性保証電子
保存方法を前記プロセッサに実行させるためのプログラムを格納していることを特徴とす
る原本性保証電子保存装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０のいずれか１に記載の原本性保証電子保存方法を実行させるための、
或いは、請求項１１に記載の原本性保証電子保存装置として機能させるためのプログラム
を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、所定の記憶部に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方
法、装置及び記録媒体に関し、より詳細には、複数のファイルから形成される複合文書の
原本性を効率よく保証することができる原本性保証電子保存方法、装置及び記録媒体に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
社会の高度情報化が進展するにつれ、従来は紙で保存が義務付けられていた書類も、電子
的な保存できるようにすることが求められている。しかし、電子文書は紙文書に比較して
、痕跡を残さない改ざんが可能、不可視である、長期保存性が劣る、といった問題がある
ため、これらの問題が解決されなければ電子文書のまま原本として保存することは法的に
許可されないという状況にある。
【０００３】
この問題解決には３つのアプローチ、技術的解決（情報システム技術を駆使した解決）、
組織的解決（運用規約を定め、組織的な運用による解決）、制度的解決（不正行為を法律
で禁止するなど、社会システムによる解決）、がある。これら３つのアプローチを組み合
わせることで問題を解決することになる。しかし、制度的な解決がなされるには時間がか
かる上に、情報システムにおいては法律違反をしたことを突き止めるのが難しいという問
題がある。また、組織的な解決の場合、その組織内での運用に不正がなかったことを証明
することは難しいという問題がある。
【０００４】
このような状況に対して、（特）情報処理振興事業協会では、創造的ソフトウェア育成事
業の一環として平成９年度に「原本性保証電子保存システムの開発」プロジェクトを実施
し、電子文書を原本として保存するための技術的解決手段を開発した。そのプロジェクト
で開発された保存システムでは、電子文書の真正性、見読性、保存性を紙文書と同等のレ
ベルで確保することを可能としている。
【０００５】
真正性の確保としては、電子データが改ざんされた場合にはそれを検知することが可能に
しており、さらにアクセスした履歴が残るようにしている。また、紙文書が原本とコピー
を区別することができるように、電子データに対しても原本とそのコピーを区別すること
を可能にしている。そのことにより、どの電子データを保存義務のあるものとして取り扱
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っているのか明確にしている。注意しなければならないのはこの原本とコピーを区別する
技術はコピープロテクトの技術や、著作権保護の技術とは異なるということである。原本
である電子データの内容をどれだけコピーしても問題はないが、コピーはあくまでコピー
として扱われ、原本がどれであるか不明確になることを防いでいる技術である。
【０００６】
見読性の確保については、保存装置と外部とのプロトコルを標準化し、そのプロトコルを
通して確実に保存されている電子データが読み出せるようにしている。
【０００７】
保存性の確保については、保存媒体にハードディスク等に比べて長期保存が可能な光ディ
スクを採用することを可能としており、その保存媒体が外部に取り出された際に、その媒
体に対して不正な処理を施した場合にはそれを検知できるよう、処理している。
【０００８】
この保存システムにより、電子データを原本として保存することが可能となり、電子デー
タの証拠能力（証明力）を高めることが可能となっている。
【０００９】
原本性保証電子保存方法及び装置の従来技術としては、特願平１１-０９０２１２号「原
本性保証電子保存方法及び装置」、特願平１１-１４５３４０号「原本性保証電子保存方
法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体」、特開平１０-２８３２６２号公報「ファイルシステムおよびプログ
ラム記憶媒体」、小尾他：原本性保証電子保存システムの開発―基本機能の実現―,Medic
al Imaging Technology, Vol.１６,No.４,Proceedings of JAMIT Annual Meeting'９８(
１９９８)、金井他：原本性保証電子保存システムの開発―システムの構築―,Medical Im
aging Technology, Vol.１６, No.４, Proceedings of JAMIT Annual Meeting'９８(１９
９８)、国分他：原本性保証電子保存システムの開発,（特）情報処理振興事業協会発行　
創造的ソフトウェア育成事業及びエレクトロニック・コマース推進事業　最終成果発表会
論文集　創造的ソフトウェア育成事業編(１９９８)、金井：原本性保証電子保存システム
について, Vol.３４, No.８,行政＆ＡＤＰ(１９９８)、がある。
【００１０】
これらの技術を利用することで、電子データの原本性を保証することが可能となる。これ
により、従来は紙による保存が法律上義務付けられていた原本書類が、電子データのまま
原本として保存可能となり、高度情報化社会の推進に寄与することで社会全体の生産性が
向上することが期待できる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
これまでに開示されてきたこれらの従来技術は、どれも原本となる電子文書が一つのファ
イルであることを想定している。しかし、近年のＷＷＷ技術の普及により、ＨＴＭＬ，Ｘ
ＭＬ，ＳＧＭＬに見られるように電子文書は複数のファイルで構成される（以下、そのよ
うに複数のファイルで構成される電子文書を、「複合文書」と呼ぶ）ことが多くなってき
ている。そのような複合文書を、原本性を保証した形で保存するためには、従来開示され
ている技術を利用する場合には、それら複数のファイルを一つのファイルにまとめてから
原本性保証電子保存装置に保存するか、各ファイルをそれぞれ別々の原本として原本性保
証電子保存装置に保存するという方法を採らざるを得なかった。
【００１２】
しかし前者の場合、どこからどこまでが最初のファイルとなるデータに相当し、どこから
どこまでが次のファイルとなるデータに相当する、といったことを、原本性保証電子保存
装置を利用する外部アプリケーションプログラムが管理し、記録しなければならないとい
う面倒があった。さらに、原本性保証電子保存装置によってＣＤ－Ｒ等のリムーバブルメ
ディアに原本データを記録した場合、そのリムーバブルメディアを他の一般的なＣＤ－Ｒ
ドライブ等のドライブ装置にマウントした場合にも内容が読み出せた方が原本データの見
読性を高められることになる。しかし、一つの原本として扱うために一つの塊にまとめら
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れたデータは、特殊なフォーマットとなってしまい、外部アプリケーションとして取り扱
いにくいという問題があった。
【００１３】
また、後者の場合、保存された各原本はもともと一つの文書を構成していた要素であるに
も関わらず、それら各原本の関係が不明確になってしまい、それぞれ別々に管理され、編
集されてしまうという問題があった。
【００１４】
上記の問題を解決するために、特願平１１-１７３３７１号「原本性保証電子保存装置、
原本性保証電子保存方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録し
たコンピュータ読み取り可能な記録媒体」では、複数のファイルで構成される複合文書を
一つの原本データとして管理する機能を持ち、その原本データの原本性を保証することが
可能な原本性保証電子保存方法及び装置が提供されている。
【００１５】
しかしながら、特願平１１-１７３３７１号の発明においては、コンテンツごと、バージ
ョンごとのハッシュ値の管理が複雑であるため、文書の更新・参照の手続きが煩雑になる
傾向がある。
【００１６】
本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、複数のファイルで構成される
複合文書を一つの原本データとして管理する機能を持ち、その原本データの原本性を保証
することが可能な原本性保証電子保存方法、装置及び記録媒体において、文書のハッシュ
値の管理を簡潔にすることを目的としたものである。また、本発明は、文書の更新，参照
の手続きの煩雑さを解消すること、保存装置のプログラム起動，終了の処理についても安
全性を高めるような処理方法、装置及び記録媒体を提供することをその目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保存装置で保証する原本
性保証電子保存方法において、前記保存装置は、耐タンパー性を持ち、内部記憶媒体を備
え、該内部記憶媒体は、電子データのメッセージ認証子又は電子署名を算定するための前
記保存装置の装置暗号鍵と、該装置暗号鍵に対応する装置復号鍵と、記憶媒体を認証する
ための媒体識別番号及びそのリスト用のメッセージ認証子又は電子署名でなる媒体認証コ
ードエントリを、対象の記録媒体毎に含む媒体認証コードリストと、が記録されており、
前記記憶媒体は、該記憶媒体を識別するための媒体識別番号と、保存される電子データの
リストを示す保存データリストファイルと、該保存データリストファイルに付されたリス
ト用のメッセージ認証子又は電子署名と、が前記保存装置によって記録されており、前記
保存装置に前記記憶媒体がマウントされると、前記保存装置が、該記憶媒体から前記媒体
識別番号を読み出し、該記憶媒体から前記保存データリストファイルに付されたメッセー
ジ認証子又は電子署名を読み出し、前記内部記憶媒体から前記媒体認証コードリストを読
み出し、該媒体認証コードリストから前記読み出した前記媒体識別番号に該当する媒体認
証コードエントリを取り出し、前記マウントされた記憶媒体から前記保存データリストフ
ァイルとともに記録されているメッセージ認証子又は電子署名を読み出し、該媒体認証コ
ードエントリにあるメッセージ認証子又は電子署名が前記記憶媒体にあるメッセージ認証
子又は電子署名と一致するかどうか検証し、一致しなかった場合には、マウントを解除し
、一致した場合には、前記記憶媒体から前記保存データリストファイルを読み出し、前記
記憶媒体から読み出したメッセージ認証子又は電子署名と装置復号鍵を用いて該保存デー
タリストファイルの改ざんを検出し、改ざんが検出された場合にはマウントを解除し、改
ざんが検出されなかった場合には前記記憶媒体に記憶された電子データの原本を取得する
、記憶媒体マウント方法を含むことを特徴としたものである。
【００１８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の原本性保証電子保存方法において、前記保存装置
は、通信ポートを備え、前記保存装置が、外部から前記通信ポートを介して複数のコンテ
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ンツファイルとそれらを一つの原本として新規に保存する要求を受信すると、前記記憶媒
体がマウントされていない場合には、エラーを返して終了し、前記記憶媒体がマウントさ
れている場合には、新しい原本に対応する属性情報を作成し、該属性情報と受け取った複
数のコンテンツファイルそれぞれについてハッシュ値を計算し、該計算した複数のハッシ
ュ値をまとめたハッシュリストを作成し、前記保存装置内部に記憶している装置暗号鍵を
用いて該ハッシュリストに対してメッセージ認証子又は電子署名を計算し、前記属性情報
と前記複数のコンテンツファイルと該ハッシュリストと前記メッセージ認証子又は電子署
名を、前記マウントされた前記記憶媒体に保存し、該メッセージ認証子又は電子署名を含
む保存データエントリを作成し、前記記憶媒体の保存データリストに該保存データエント
リを追加し、前記装置暗号鍵を用いて該保存データリストに対してリスト用のメッセージ
認証子又は電子署名を計算し、該リスト用のメッセージ認証子又は電子署名を前記保存デ
ータリストとともに前記記憶媒体に記録し、該第２のメッセージ認証子又は電子署名を含
む媒体認証コードエントリを作成し、前記保存装置の内部記憶媒体にある前記媒体認証コ
ードリストに該作成した媒体認証コードエントリを追加し、前記装置暗号鍵を用いて該媒
体認証コードリストに対してリスト用のメッセージ認証子又は電子署名を計算し、該リス
ト用のメッセージ認証子又は電子署名を該媒体認証コードリストともに前記内部記憶媒体
に記録する、原本を新規に保存するための方法を含むことを特徴としたものである。
【００１９】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、前記保
存装置は、通信ポートを備え、前記保存装置が、外部から前記通信ポートを介して前記保
存装置のプログラム終了要求を受信すると、前記内部記憶媒体から前記装置暗号鍵及び前
記装置復号鍵を読み出し、該読み出した前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を、前記保存
装置内のマスター暗号鍵により暗号化し、該暗号化した前記装置暗号鍵及び前記装置復号
鍵を前記内部記憶媒体に記録し、プログラムを終了する、プログラム終了方法を含むこと
を特徴としたものである。
【００２０】
　請求項４の発明は、請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、前記保
存装置は、通信ポートを備え、前記保存装置が、外部から前記通信ポートを介して前記保
存装置のプログラム終了要求を受信すると、前記内部記憶媒体から前記装置暗号鍵及び前
記装置復号鍵を読み出し、前記保存装置内のマスター暗号鍵により前記装置暗号鍵及び装
置復号鍵を暗号化し、該暗号化した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録
し、プログラムを終了する、プログラム終了方法を含むことを特徴としたものである。
【００２１】
　請求項５の発明は、請求項３又は４に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マ
スター暗号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴としたものである。
【００２２】
　請求項６の発明は、請求項３又は４に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マ
スター暗号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴としたもので
ある。
【００２３】
　請求項７の発明は、請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、前記保
存装置のプログラムが起動されると、前記内部記憶媒体から、マスター暗号鍵により暗号
化された、前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を読み出し、該マスター暗号鍵に対応する
マスター復号鍵により、該暗号化された前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を復号し、該
復号された前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録する、プログラ
ム起動方法を含むことを特徴としたものである。
【００２４】
　請求項８の発明は、請求項１又は２に記載の原本性保証電子保存方法において、前記保
存装置のプログラムが起動されると、前記内部記憶媒体から、マスター暗号鍵により暗号
化された、前記装置暗号鍵及び前記装置復号鍵を読み出し、前記マスター暗号鍵に対応す
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るマスター復号鍵により該暗号化された装置暗号鍵を復号し、装置暗号鍵とし、前記マス
ター復号鍵により該暗号化された装置復号鍵を復号し、装置復号鍵とし、該復号した装置
暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、該内部記憶媒体に記録されている、
前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストを読み出し、該媒体認証コードリス
トとともに記録されているメッセージ認証子又は電子署名を読み出し、該メッセージ認証
子又は電子署名と前記装置復号鍵を用いて該媒体認証コードリストの改ざんを検出する、
プログラム起動方法を含むことを特徴としたものである。
【００２５】
　請求項９の発明は、請求項７又は８に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マ
スター暗号鍵及びマスター復号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴とし
たものである。
【００２６】
　請求項１０の発明は、請求項７又は８に記載の原本性保証電子保存方法において、前記
マスター暗号鍵及びマスター復号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されているこ
とを特徴としたものである。
【００２７】
　請求項１１の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電
子保存装置において、電子データを保存する記憶媒体と、ネットワークを介して外部との
通信を行うためのインターフェースである通信ポートと、各種プログラムを実行するのに
必要となるパラメータを記憶する内部記憶媒体と、各種プログラムを格納するプログラム
格納媒体と、該プログラム格納媒体に格納された各種プログラムを読み出して実行するプ
ロセッサとを有し、前記プログラム格納媒体に、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載
の原本性保証電子保存方法を前記プロセッサに実行させるためのプログラムを格納してい
ることを特徴としたものである。
【００２８】
　請求項１２の発明は、請求項１乃至１０のいずれか１に記載の原本性保証電子保存方法
を実行させるための、或いは、請求項１１に記載の原本性保証電子保存装置として機能さ
せるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【００３０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明における原本性保証電子保存装置（以下、「原本保存装置」と略して記述
する）の構成を示す図で、この原本保存装置１００は、原本となる電子データを記憶し、
ネットワークを介してホスト計算機１１０からアクセスされる装置であり、大容量記憶媒
体１０１と、通信ポート１０２と、プログラム格納媒体１０３と、内部記憶媒体１０４と
、タイマ１０５と、プロセッサ１０６とからなる。外部システムはホスト計算機１１０側
からネットワーク（一般的な通信路で構わない）を介して原本保存装置１００に対して電
子データの保存・読み出し等を行う。通信ポート１０２は、ネットワークを介したホスト
計算機１１０との通信をおこなうためのインターフェース部であり、たとえばＬＡＮカー
ドなどの通信モデムなどからなる。
【００３１】
大容量記憶媒体１０１は例えば光磁気ディスクやＣＤ－Ｒのように媒体そのものが原本保
存装置１００から取り外し可能であっても構わないが、その他のブロックは原本保存装置
１００として物理的に一体化されており、外部からのアクセスは通信ポート１０２を介す
る以外にない。各ブロックに対して直接アクセスする方法のない耐タンパー性を持った装
置である。耐タンパー性を確保するレベルは筐体を開けられないようシールを貼る程度の
ものから、より高度に筐体を空けられてしまった場合には装置が動作しなくなるようなレ
ベルまで考えられるが、そういった既存技術を利用する。プロセッサは規定のコマンドし
か処理しないため、通信ポート１０２を介して内部に不正なアクセスをすることは不可能
である。
【００３２】
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プログラム格納媒体１０３は、主制御プログラム、ハッシュプログラム、鍵生成プログラ
ム、暗号化プログラムおよび復号化プログラムなどの各種プログラムを格納したメモリで
あり、たとえば書換可能なＥＥＰＲＯＭや読み出し専用のＲＯＭなどからなる。
【００３３】
内部記憶媒体１０４は、各種プログラムの実行に必要となるパラメータを記憶するＥＥＰ
ＲＯＭなどからなるメモリであり、具体的には、装置暗号鍵、装置復号鍵、媒体認証コー
ドリスト、最新データ識別番号、タイマ設定履歴ファイルおよびアカウント管理リストな
どを記憶する。タイマ１０５は、プロセッサ１０６がプログラムの実行時に所得する時刻
を計時するタイマである。
【００３４】
プロセッサ１０６は、プログラム格納媒体１０３に格納された主制御プログラム、ハッシ
ュプログラム、鍵生成プログラム、暗号化プログラムおよび復号化プログラムなどの各種
プログラムを読み出して実行する制御装置である。
【００３５】
この原本保存装置１００の例では、プログラム格納媒体に鍵生成プログラム、暗号化プロ
グラム、復号化プログラムなどを格納し、プロセッサによってそれらプログラムを実行す
る方式としているが、他にもそれら暗号処理を行うハードウェアモジュール、例えば暗号
ＬＳＩボードなど、を原本保存装置１００に組み込み、そのハードウェアモジュールで鍵
生成、暗号化、復号化の処理を行うようにしても良い。そのようなハードウエアの例とし
ては、例えばＥＲＡＣＯＭ社（オーストラリア）のＣＳＡ７０００などが知られている。
ここに例示したようなハードウェアを使用する場合には、ハードウェア内部に安全に鍵を
保管することができるため、後の説明で使用するマスター暗号鍵およびマスター復号鍵を
、このハードウェア内部に記憶させておくようにしても良い。
【００３６】
この原本保存装置１００は外部システムから保存要求のあったデータを大容量記憶媒体１
０１に記録するが、その際、後でデータの改ざんを検出するために、保存するデータに対
して原本保存装置１００自身の秘密鍵によりメッセージ認証子（公開鍵暗号方式を採用す
る際には電子署名）を付加する。また、データそのものの不正な抹消を検出するために大
容量記憶媒体１０１に記録されているデータのリストに対してもメッセージ認証子（ＭＡ
Ｃ：Message Authentication Code）を付加する。また、大容量記憶媒体１０１の不正な
すり替え（過去の状態に戻すなど）を検出するために、大容量記憶媒体１０１の媒体識別
番号と、その媒体のデータリストに対するメッセージ認証子のペアを原本保存装置１００
内部に記録して管理する。また、データの作成日などに不正ができないよう、原本保存装
置１００に内蔵されているタイマ１０５から現在時刻を取得し、データの属性として付与
する。
【００３７】
さらに、原本保存装置１００の内部で、オリジナルとコピーが区別できるよう、データに
「仮原本」「原本」「謄本」といった属性を付与して管理している。「原本」の属性が付
与されたデータに対して、外部から複製を要求すると、複製されたデータには「謄本」と
いう属性が付与される。この属性は原本保存装置１００自身によって管理されており、外
部から変更することはできない。大容量記憶媒体１０１を取り外して、外部でその属性を
改ざんしても、後で原本保存装置１００にその大容量記憶媒体１０１を装着した際には改
ざんが検出される。
【００３８】
図２及び図３は、本発明による原本性保証電子保存装置において、原本を保証して保存さ
れるデータ例の概念を示す図である。複数のコンテンツファイルで１つのバージョンを構
成し、複数のバージョンと、文書の属性情報を記録しているデータ属性情報ファイル、ア
クセス履歴を記録しているアクセスログファイル、文書を構成する各ファイルのハッシュ
値を管理するハッシュファイル、によって一つの保存データを構成し、管理する。
【００３９】
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図２では、バージョン１の段階で２つのコンテンツを持っており、バージョン２になる際
に３つ目，４つ目のコンテンツが増え、バージョン３においては１番目のコンテンツ編集
され、４番目のコンテンツが削除された様子を概念的に表している。薄い色で示したコン
テンツは、コンテンツ属性情報のみが存在し、コンテンツデータファイルそのものは前の
バージョンのコンテンツデータファイルを参照することを意味している。
【００４０】
原本性を保証するための処理シーケンスについて以下に説明する。
（処理の概要）
原本保存装置１００の内部プログラム起動時に内部管理情報の正当性の検証を行い、各大
容量記憶媒体１０１毎の認証コードが正しいことを確認する。そして、大容量記憶媒体１
０１をマウントする際に大容量記憶媒体１０１に記録されている保存データリストの正当
性の検証を行い、各保存データ毎のハッシュファイルＭＡＣが正しいことを確認する。そ
して、実際に大容量記憶媒体１０１に記録されている原本にアクセスする際には原本のコ
ンテンツ、属性情報とともに管理されているハッシュファイルを用いてコンテンツ，属性
情報，アクセスログの正当性の検証を行う。
【００４１】
逆に、原本を作成したり更新したりした場合には原本の正当性を検証するためのハッシュ
ファイルＭＡＣを計算し、原本とともに記録するだけでなく、大容量記憶媒体１０１の保
存データリストにもそのハッシュファイルＭＡＣを記録する。マウントを解除する際には
その保存データリストを保護するために保存データリストの正当性を検証するためのリス
トＭＡＣを計算し、保存データリストとともに記録するだけでなく、原本保存装置１００
内部の媒体認証コードリストにもそのリストＭＡＣを記録する。そして、原本保存装置１
００の内部プログラムを終了する際には、媒体認証コードリストを保護するために、媒体
認証コードリストを検証するための媒体認証コードリストＭＡＣを計算し、媒体認証コー
ドリストとともに記録するとともに、その媒体認証コードリストＭＡＣの計算に使用した
装置暗号鍵はプログラム内部に組み込まれているマスター暗号鍵によって暗号化して内部
記憶媒体１０４に記録する。
【００４２】
（プログラム起動処理）
保存装置の内部プログラムが起動する際に、内部の管理情報の整合性を検証する。保存装
置のサービスマンはプログラムを停止して内部をメンテナンスする可能性があるが、プロ
グラムが停止していた間に内部に対して不正な改ざんが行われていないことを確認するた
め、内部記憶媒体１０４から媒体認証コードリストを読み出し、それに付与されている媒
体認証コードリストＭＡＣの検証を行う。検証を行う前に、装置暗号鍵、装置復号鍵がマ
スター暗号鍵によって暗号化されているため、それを同じくプログラム内部に埋め込まれ
ているマスター復号鍵で復号する。検証が失敗すれば、不正な改ざんが行われた可能性が
あるため、プログラムは起動せずに終了する。検証に成功すれば、媒体認証コードリスト
は信頼できることになり、プログラム起動が正常に行われる。
【００４３】
（プログラム終了処理）
プログラム終了時にはマウントしてある大容量記憶媒体１０１についてマウント解除処理
を実行する。そして、内部記憶媒体１０４の媒体認証コードリストを読み出し、そのハッ
シュ値を計算して装置暗号鍵で暗号化し、媒体認証コードリストＭＡＣとする。媒体認証
コードリストＭＡＣを媒体認証コードリストに付与し、内部記憶媒体１０４に記録する。
また、内部記憶媒体１０４に記録してある装置暗号鍵や装置復号鍵は内部プログラムの中
に埋め込まれているマスター暗号鍵で暗号化してから終了する。
【００４４】
（大容量記憶媒体フォーマット処理）
大容量記憶媒体１０１を利用可能にするためにはフォーマット処理が必要となる。新しい
大容量記憶媒体１０１に媒体識別番号を振り、その媒体識別番号を媒体識別番号ファイル
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として大容量記憶媒体１０１に記録する。空の保存データリストを作成し、その保存デー
タリストに対するリストＭＡＣを計算して保存データリストに付与し、保存データリスト
ファイルとして大容量記憶媒体１０１に記録する。そして、そのリストＭＡＣと媒体識別
番号の組を媒体認証コードリストの新しいエントリとして内部記憶媒体１０４の媒体認証
コードリストに追加する。媒体認証コードリストに対して媒体認証コードリストＭＡＣを
計算し、媒体認証コードリストに付与して内部記憶媒体１０４に記録する。媒体認証コー
ドリストに対してＭＡＣを付与する処理は、プログラム終了処理でのみ実行しても良い。
媒体認証コードリストの構成を下表に示す。
【００４５】
【表１】

【００４６】
（マウント処理）
原本が保存された大容量記憶媒体１０１が装着されると、大容量記憶媒体１０１から媒体
識別番号ファイルを読み出し、媒体識別番号を取得する。保存装置１００の内部記憶媒体
１０４に記録されている媒体認証コードリストの中で、装着された大容量記憶媒体１０１
に該当するエントリを参照し、リストＭＡＣを取得する。そのリストＭＡＣと、大容量記
憶媒体１０１に記録されている保存データリストファイルに付与されているリストＭＡＣ
とを比較し、同じ値であるかどうかを検証する。同じ値でなければ、保存データリストフ
ァイルが不正であるため、マウント処理は失敗となる。同じ値であれば、大容量記憶媒体
１０１から保存データリストファイルを読み出し、保存データリストファイルのリストＭ
ＡＣが正しいかどうか検証する。正しくない場合にはマウント処理は失敗となる。正しけ
れば、保存データリストは信頼できることになり、マウント処理が成功となる。
【００４７】
（マウント解除処理）
大容量記憶媒体１０１のマウントを解除する際には、保存データリストファイルを元にハ
ッシュ値を計算し、そのハッシュ値を装置暗号鍵で暗号化してリストＭＡＣとする。リス
トＭＡＣを保存データリストファイルに付与して大容量記憶媒体１０１に記録する。そし
て、内部記憶媒体１０４から媒体認証コードリストを読み出し、その中の、マウントを解
除する大容量記憶媒体１０１の媒体識別番号に該当する媒体認証コードエントリについて
リストＭＡＣを更新し、内部記憶媒体１０４に記録する。
【００４８】
（原本参照）
マウント処理が成功した後、大容量記憶媒体１０１に記録されている原本の参照が要求さ
れると（具体的には原本識別番号を指定した参照要求を保存装置が受け取る）、保存デー
タリストの中の該当する原本のエントリを参照し、ハッシュファイルＭＡＣを取得する。
そのハッシュファイルＭＡＣと、大容量記憶媒体１０１に記録されている該当文書のハッ
シュファイルに付与されているハッシュファイルＭＡＣが同じ値であるかどうかを検証す
る。マウント処理の際に保存データリストの正当性は確認されているため、同じ値でなけ
れば、ハッシュファイルが不正であるということになり、原本の参照処理は失敗する。同
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じ値であれば大容量記憶媒体１０１から該当文書のハッシュファイルを読み出し、ハッシ
ュファイルのハッシュファイルＭＡＣが正しいかどうかを検証する。正しくない場合には
原本参照処理は失敗となる。正しければ、ハッシュファイルは信頼できることになる。指
定された原本のうち、例えば１番目のコンテンツファイルの参照が要求されているのであ
れば、１番目のコンテンツファイルに該当するハッシュ値をハッシュファイルから取り出
し、そのハッシュ値がコンテンツファイルから計算されるハッシュ値と一致するかどうか
検証する。すでにハッシュファイルの正当性は検証されているため、一致しなければコン
テンツファイルが不正であることになり、原本参照処理は失敗となる。一致すれば、読み
出したコンテンツファイルを要求元に渡し、原本参照処理が成功となる。
【００４９】
（原本新規作成処理）
図４は、本発明の実施形態における原本の新規作成方法を説明するためのフロー図である
。原本保存装置１００の外部から新しい原本を新規に作成（保存）しようとする場合には
以下のような処理になる。
【００５０】
まず、外部より新規に作成する原本の複数のコンテンツファイルを受け取る（ステップＳ
１）。大容量記憶媒体１０１のマウント処理が完了しているかを判断し（ステップＳ２）
、未完了ならばエラー処理をして終了する。処理が完了しているならば、内部記憶媒体１
０４の最新原本識別番号を読み出す。読み出した番号に１を加えて新しい最新原本識別番
号とし、内部記憶媒体１０４に記録する（ステップＳ３）。その後、新しい最新原本識別
番号を、この原本の原本識別番号とし、その番号を元にしてディレクトリ名を決定し、大
容量記憶媒体１０１にディレクトリを作成する（ステップＳ４）。受け取ったコンテンツ
ファイル個々についてハッシュ値を計算し、コンテンツファイルハッシュ値とし、作成し
たディレクトリの下に受け取ったコンテンツファイルを記録する（ステップＳ５）。
【００５１】
次に、内部タイマ１０５より現在時刻を、内部記憶媒体１０４より最新タイマＩＤを取得
し、現在時刻と最新タイマＩＤより日時情報を作成する（ステップＳ６）。先の新しい原
本識別番号，日時情報，コンテンツファイル情報を元にデータ属性情報を作成する（ステ
ップＳ７）。このデータ属性情報を元にハッシュ値を計算し、データ属性情報ハッシュ値
とする。データ属性情報をデータ属性情報ファイルとして大容量記憶媒体１０１に記録す
る（ステップＳ８）。
【００５２】
原本の新規作成を要求したユーザ名を含む、この原本のアクセスログを作成する（ステッ
プＳ９）。このアクセスログを元にハッシュ値を計算し、アクセスログハッシュ値とする
。アクセスログをアクセスログファイルとして大容量記憶媒体１０１に記録する（ステッ
プＳ１０）。コンテンツファイルハッシュ値，データ属性情報ハッシュ値，アクセスログ
ハッシュ値を合わせてハッシュコレクションとし、ハッシュコレクションを元にハッシュ
値を計算して、そのハッシュ値を装置内部暗号鍵で暗号化し、ハッシュファイルＭＡＣと
する（ステップＳ１１）。ここで、ハッシュコレクションとハッシュファイルＭＡＣを合
わせて大容量記憶媒体１０１にハッシュファイルとして記録する（ステップＳ１２）。ハ
ッシュファイルの構成を下表に示す。
【００５３】
【表２】
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【００５４】
ここで、バージョン番号が０でコンテンツ番号が１の場合にはデータ属性情報ファイルを
意味する。バージョン番号が０でコンテンツ番号が２の場合にはアクセスログファイルを
意味する。
【００５５】
最後に、原本識別番号，原本属性，作成日時情報，ハッシュファイルＭＡＣを組み合わせ
て保存データリストエントリを作成し、大容量記憶媒体１０１の保存データリストファイ
ルに先の保存データリストエントリを追加して（ステップＳ１３）、処理を終了する。
【００５６】
（原本コンテンツ更新処理）
原本のコンテンツを更新する場合には、基本的に原本参照処理に記述されているような手
順で保存されている原本の正当性を検証し、その上で原本新規作成処理と同様の手順でコ
ンテンツの更新を行い、原本の正当性を検証するための改ざん検知コード等を計算して記
録・管理するようにする。
【００５７】
【発明の効果】
本発明の原本性保証電子保存方法及び装置によれば、文書のハッシュ値の管理を簡潔にで
き、文書の更新，参照の手続きの煩雑さを解消できる。また、保存装置のプログラム起動
，終了の処理についても安全性を高めることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明における原本保存装置の構成を示す図である。
【図２】　本発明による原本保存装置において、原本を保証して保存されるデータ例の概
念を示す図である。
【図３】　本発明による原本保存装置において、原本を保証して保存されるデータ例の概
念を示す図である。
【図４】　本発明の実施形態における原本の新規作成方法を説明するためのフロー図であ
る。
【符号の説明】
１００…原本保存装置、１０１…大容量記憶媒体、１０２…通信ポート、１０３…プログ
ラム格納媒体、１０４…内部記憶媒体、１０５…タイマ、１０６…プロセッサ、１１０…
ホスト計算機。
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