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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムであって、
　前記端末装置は、
　ユーザ保存用の認証情報Ｐ’とＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）を予め記憶しておく記憶手段と
、
　前記記憶手段から読み出した認証情報Ｐ’と認証時に入力されたパスワードを入力とし
て所定の計算式により値Ｗを求める結合手段と、
　前記値Ｗと前記記憶手段から読み出したＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）と内部において発生さ
せた乱数Ｔを入力として所定の計算式により値Ｚを求め、前記サーバへ送信するマスク演
算手段とを備え、
　前記サーバは、
　サーバ登録用のパスワード認証データＨとＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）を予め記憶しておく
記憶手段と、
　前記記憶手段から読み出したパスワード認証データＨとＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）と前記
端末装置から受信した値Ｚを入力として所定の計算式により値Ｔを求めるマスター鍵生成
手段とを備えたことを特徴とする認証システム。
【請求項２】
　ユーザが予め決定したパスワードに基づいて、前記パスワード認証データＨと前記認証
情報Ｐ’を求めるデータ伸長手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の認証
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システム。
【請求項３】
　前記ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）と前記ＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）を求めるＲＳＡ鍵生成手段
をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の認証システム。
【請求項４】
　前記端末装置は、
　前記サーバから受信した値Ｖ２と前記乱数Ｔを入力として所定の計算式による値Ｖ２と
比較照合し、一致した場合にサーバを認証する認証結果判断手段と、
　前記乱数Ｔを入力として所定の計算式により値Ｖ１を求め、前記サーバへ送信する検証
子生成手段をさらに備え、
　前記サーバは、
　前記値Ｔを入力として所定の計算式により値Ｖ２を求め、前記端末装置へ送信する検証
子生成手段と、
　前記端末装置から受信した値Ｖ１と前記値Ｔを入力として所定の計算式による値Ｖ１と
比較照合し、一致した場合に端末装置を認証する認証結果判断手段をさらに備えたことを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の認証システム。
【請求項５】
　前記端末装置及びサーバは、相互の認証が行われた場合に、セッション鍵を生成するセ
ッション鍵生成手段をそれぞれに備えたことを特徴とする請求項４に記載の認証システム
。
【請求項６】
　前記認証情報Ｐ’は、多項式とＦＤＨ関数であることを特徴とする請求項１から５のい
ずれかに記載の認証システム。
【請求項７】
　前記認証情報Ｐ’は、ＦＤＨ関数であることを特徴とする請求項１から５のいずれかに
記載の認証システム。
【請求項８】
　前記ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）は、安全な通信を用いることを特徴とする請求項１から５
のいずれかに記載の認証システム。
【請求項９】
　前記ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）は、安全ではない通信を用いることを特徴とする請求項１
から５のいずれかに記載の認証システム。
【請求項１０】
　前記端末装置は、
　更新情報Ｔ’を発生させる発生手段と、
　前記記憶手段に記憶されている認証情報Ｐ’と前記更新情報Ｔ’を入力し、所定の計算
式によってサーバ更新用のパスワード認証データＨ’と新たな認証情報Ｐ’を求め、サー
バ更新用のパスワード認証データＨ’を前記サーバへ送信するとともに、新たな認証情報
Ｐ’を前記記憶手段に記憶する更新情報生成手段とを備え、
　前記サーバは、
　前記端末装置から送信されたサーバ更新用のパスワード認証データＨ’と前記記憶手段
に記憶されたパスワード認証データＨを入力し、所定の計算式によって新たなパスワード
認証データＨを求めて前記記憶手段に記憶されているパスワード認証データＨを更新する
更新情報生成手段を備えたことを特徴とする請求項２に記載の認証システム。
【請求項１１】
　前記端末装置は、
　前記記憶手段に記憶されている認証情報Ｐ’と前記乱数Ｔを入力し、所定の計算式によ
って新たな認証情報Ｐ’を求め、新たな認証情報Ｐ’を前記記憶手段に記憶する更新情報
生成手段とを備え、
　前記サーバは、
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　前記記憶手段に記憶されたパスワード認証データＨと前記マスター鍵生成手段によって
求めた値Ｔを入力し、所定の計算式によって新たなパスワード認証データＨを求めて前記
記憶手段に記憶されているパスワード認証データＨを更新する更新情報生成手段を備えた
ことを特徴とする請求項２に記載の認証システム。
【請求項１２】
　前記端末装置は、
　秘密情報Ｓ’を発生させる発生手段と、
　前記記憶手段に記憶されている認証情報Ｐ’と前記秘密情報Ｓ’と新しいパスワードを
入力し、所定の計算式によってサーバ更新用のパスワード認証データＨ’と新たな認証情
報Ｐ’を求め、サーバ更新用のパスワード認証データＨ’を前記サーバへ送信するととも
に、新たな認証情報Ｐ’を前記記憶手段に記憶する更新情報生成手段とを備え、
　前記サーバは、
　前記端末装置から送信されたサーバ更新用のパスワード認証データＨ’と前記記憶手段
に記憶されたパスワード認証データＨを入力し、所定の計算式によって新たなパスワード
認証データＨを求めて前記記憶手段に記憶されているパスワード認証データＨを更新する
更新情報生成手段を備えたことを特徴とする請求項２に記載の認証システム。
【請求項１３】
　端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムにおいて、記憶手段と、入
力手段と、送信手段とを備える前記端末装置上のコンピュータで動作する認証プログラム
であって、
　ユーザ保存用の認証情報Ｐ’とＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）を予め前記記憶手段に記憶して
おく記憶処理と、
　前記記憶手段に記憶しておいた前記認証情報Ｐ’と、認証時に前記入力手段から入力さ
れたパスワードを入力として所定の計算式により値Ｗを求める結合処理と、
　前記値Ｗと、前記記憶手段に記憶しておいた前記ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）と、内部にお
いて発生させた乱数Ｔを入力として所定の計算式により値Ｚを求め、該値Ｚを前記送信手
段により前記サーバへ送信するマスク演算処理と
　を前記コンピュータに行わせることを特徴とする認証プログラム。
【請求項１４】
　端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムにおいて、記憶手段と、受
信手段とを備える前記サーバ上のコンピュータで動作する認証プログラムであって、
　サーバ登録用のパスワード認証データＨとＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）を予め前記記憶手段
に記憶しておく記憶処理と、
　前記記憶手段に記憶しておいた前記パスワード認証データＨと、前記ＲＳＡ秘密鍵（Ｎ
，ｄ）と、前記受信手段により前記端末装置から受信した値Ｚを入力として所定の計算式
により値Ｔを求めるマスター鍵生成処理と
　を前記コンピュータに行わせることを特徴とする認証プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認証に関する情報の漏洩に強い認証システムとこの認証システムを用いて安
全にデータを保存することができる遠隔分散保存システムに関する。
　本願は、２００３年１０月２８日に出願された特願２００３－３６７５２７号に対し優
先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からユーザの端末装置とサーバとの間において認証を行う方法として、ユーザＩＤ
とユーザのみが知っているパスワードとを端末装置から入力し、サーバ側に蓄えられてい
る情報と一致すれば、正当なユーザであることを認証する方法が知られている。
　しかし、この方法は、端末装置とサーバ間の通信経路中において、不正にこれらの情報
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が盗まれてしまうと、簡単に不正利用を許してしまうため、ＳＳＬ（文献１）、ＴＬＳ（
文献２）、ＳＳＨ（文献３）等の暗号化技術を用いて、情報の送受信を行うのが一般的で
ある。これは、パスワードと秘密の値と公開されている値とを使用して認証を行うもので
ある。
【０００３】
　（文献１）Ａ．Ｆｒｉｅｒ，Ｐ．Ｋａｒｌｔｏｎ，ａｎｄ　Ｐ．Ｋｏｃｈｅｒ．Ｔｈｅ
　ＳＳＬ　３．０　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ．Ｎｅｔｓｃａｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｃｏｒｐ．，１９９６，ｈｔｔｐ：／／ｗｐ．ｎｅｔｓｃａｐｅ．ｃｏｍ／ｅｎｇ／
ｓｓ１３／
　（文献２）ＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒ
ｃｅ）．Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ（ｔｌｓ）Ｃｈａｒｔｅｒ
．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｈｔｍｌ．ｃｈａｒｔｅｒｓ／ｔｌｓ－ｃ
ｈａｒｔｅｒ．ｈｔｍｌ
　（文献３）ＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒ
ｃｅ）．Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｈｅｌｌ（ｓｅｃｓｈ）Ｃｈａｒｔｅｒ．ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｈｔｍｌ．ｃｈａｒｔｅｒｓ／ｓｅｃｓｈ－ｃｈａｒｔｅｒ．ｈ
ｔｍｌ
【０００４】
　しかしながら、非特許文献１～３に示す方法は、ユーザの端末装置側からパスワードで
暗号化された情報あるいはサーバ側からパスワード認証データが漏れた場合は、オフライ
ンの解析作業によってパスワードを求めることができてしまうという問題がある。サーバ
に対してオンラインでパスワード入力を繰り返し行う方法は、パスワードを間違えた回数
に応じてアクセスを拒否するなどの対策を講じることが可能であるが、オフラインの解析
作業は、防止策を講じることができないという問題もある。また、パスワードが漏洩して
しまった場合、このパスワードでログインできるシステム内に保存されているデータも漏
洩してしまうという問題もある。
【発明の開示】
【０００５】
　本発明の目的は、情報の漏洩に強く、安全に暗号鍵の交換を行うことができる認証シス
テムを提供することである。
　本発明の目的は、本発明による認証システムを用いて安全にデータを保存することがで
きる遠隔分散保存システムを提供することである。
【０００６】
　本発明の要旨は、端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムであって
、前記端末装置は、ユーザが予め決定しておいたパスワードに基づいて、サーバ登録用の
パスワード認証データＨとユーザ保存用の認証情報Ｐ’を求めるデータ伸長手段と、前記
データ伸長手段によって求めた認証情報Ｐ’を予め記憶しておく記憶手段と、前記記憶手
段から読み出した認証情報Ｐ’と認証時に入力されたパスワードを入力として所定の計算
式により値Ｐを求める結合手段と、前記値Ｐと内部において発生させた乱数を入力として
所定の計算式により値Ｙ１を求め、前記サーバへ送信するマスク演算手段と、前記値Ｐと
内部において発生させた乱数と前記サーバから受信した値Ｙ２を入力として所定の計算式
により値ＭＫを求めるマスター鍵生成手段と、前記値ＭＫを入力として所定の計算式によ
り値Ｖ１を求め、サーバへ送信するとともに、前記サーバから受信した値Ｖ２と前記値Ｍ
Ｋを入力として所定の計算式による値Ｖ２と比較照合し、一致した場合にサーバを認証す
る認証結果判断手段とを備え、前記サーバは、前記データ伸長手段によって求めたパスワ
ード認証データＨを予め記憶しておく記憶手段と、前記記憶手段から読み出したパスワー
ド認証データＨと内部において発生させた乱数を入力として所定の計算式により値Ｙ２を
求め、前記端末装置へ送信するマスク演算手段と、前記パスワード認証データＨと内部に
おいて発生させた乱数と前記端末装置から受信した値Ｙ１を入力として所定の計算式によ
り値ＭＫを求めるマスター鍵生成手段と、前記値ＭＫを入力として所定の計算式により値
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Ｖ２を求め、端末装置へ送信するとともに、前記端末装置から受信した値Ｖ１と前記値Ｍ
Ｋを入力として所定の計算式による値Ｖ１と比較照合し、一致した場合に端末装置を認証
する認証結果判断手段とを備える。
【０００７】
　本発明の要旨は、端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムにおける
端末装置上で動作する認証プログラムであって、ユーザが予め決定しておいたパスワード
に基づいて、サーバ登録用のパスワード認証データＨとユーザ保存用の認証情報Ｐ’を求
めるデータ伸長処理と、前記データ伸長処理によって求めた認証情報Ｐ’を予め記憶して
おく記憶処理と、前記記憶処理により記憶しておいた認証情報Ｐ’と認証時に入力された
パスワードを入力として所定の計算式により値Ｐを求める結合処理と、前記値Ｐと内部に
おいて発生させた乱数を入力として所定の計算式により値Ｙ１を求め、前記サーバへ送信
するマスク演算処理と、前記値Ｐと内部において発生させた乱数と前記サーバから受信し
た値Ｙ２を入力として所定の計算式により値ＭＫを求めるマスター鍵生成処理と、前記値
ＭＫを入力として所定の計算式により値Ｖ１を求め、サーバへ送信するとともに、前記サ
ーバから受信した値Ｖ２と前記値ＭＫを入力として所定の計算式による値Ｖ２と比較照合
し、一致した場合にサーバを認証する認証結果判断処理とをコンピュータに行わせる。
【０００８】
　本発明の要旨は、端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムにおける
サーバ上で動作する認証プログラムであって、パスワード認証データＨを予め記憶してお
く記憶処理と、前記記憶処理により記憶しておいたパスワード認証データＨと内部におい
て発生させた乱数を入力として所定の計算式により値Ｙ２を求め、前記端末装置へ送信す
るマスク演算処理と、前記パスワード認証データＨと内部において発生させた乱数と前記
端末装置から受信した値Ｙ１を入力として所定の計算式により値ＭＫを求めるマスター鍵
生成処理と、前記値ＭＫを入力として所定の計算式により値Ｖ２を求め、端末装置へ送信
するとともに、前記端末装置から受信した値Ｖ１と前記値ＭＫを入力として所定の計算式
による値Ｖ１と比較照合し、一致した場合に端末装置を認証する認証結果判断処理とをコ
ンピュータに行わせる。
【０００９】
　本発明の要旨は、端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムであって
、前記端末装置は、ユーザが予め決定しておいたパスワードに基づいて、サーバ登録用の
パスワード認証データＨとユーザ保存用の認証情報Ｐ’を求めるデータ伸長手段と、前記
データ伸長手段によって求めた認証情報Ｐ’とＲＳＡ鍵生成手段によって求めたＲＳＡ公
開鍵（Ｎ，ｅ）を予め記憶しておく記憶手段と、前記記憶手段から読み出した認証情報Ｐ
’と認証時に入力されたパスワードを入力として所定の計算式により値Ｗを求める結合手
段と、前記値Ｗと前記記憶手段から読み出したＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）と内部において発
生させた乱数Ｔを入力として所定の計算式により値Ｚを求め、前記サーバへ送信するマス
ク演算手段と、前記サーバから受信した値Ｖ２と前記乱数Ｔを入力として所定の計算式に
よる値Ｖ２と比較照合し、一致した場合にサーバを認証する認証結果判断手段と、前記乱
数Ｔを入力として所定の計算式により値Ｖ１を求め、前記サーバへ送信する検証子生成手
段とを備え、前記サーバは、ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）とＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）を求める
ＲＳＡ鍵生成手段と、前記ＲＳＡ鍵生成手段によって求めたＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）と前
記データ伸長手段によって求めたパスワード認証データＨを予め記憶しておく記憶手段と
、前記記憶手段から読み出したＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）とパスワード認証データＨと前記
端末装置から受信した値Ｚを入力として所定の計算式により値Ｔを求めるマスター鍵生成
手段と、前記値Ｔを入力として所定の計算式により値Ｖ２を求め、前記端末装置へ送信す
る検証子生成手段と、前記端末装置から受信した値Ｖ１と前記値Ｔを入力として所定の計
算式による値Ｖ１と比較照合し、一致した場合に端末装置を認証する認証結果判断手段と
を備える。
【００１０】
　本発明の要旨は、端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムにおける
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端末装置上で動作する認証プログラムであって、ユーザが予め決定しておいたパスワード
に基づいて、サーバ登録用のパスワード認証データＨとユーザ保存用の認証情報Ｐ’を求
めるデータ伸長処理と、前記データ伸長処理によって求めた認証情報Ｐ’とＲＳＡ鍵生成
処理によって求めたＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）を予め記憶しておく記憶処理と、前記記憶処
理により記憶しておいた認証情報Ｐ’と認証時に入力されたパスワードを入力として所定
の計算式により値Ｗを求める結合処理と、前記値Ｗと前記記憶処理により記憶しておいた
ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）と内部において発生させた乱数Ｔを入力として所定の計算式によ
り値Ｚを求め、前記サーバへ送信するマスク演算処理と、前記サーバから受信した値Ｖ２
と前記乱数Ｔを入力として所定の計算式による値Ｖ２と比較照合し、一致した場合にサー
バを認証する認証結果判断処理と、前記乱数Ｔを入力として所定の計算式により値Ｖ１を
求め、前記サーバへ送信する検証子生成処理とをコンピュータに行わせる。
【００１１】
　本発明の要旨は、端末装置とサーバ間において相互に認証を行う認証システムにおける
サーバ上で動作する認証プログラムであって、ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）とＲＳＡ秘密鍵（
Ｎ，ｄ）を求めるＲＳＡ鍵生成処理と、前記ＲＳＡ鍵生成処理によって求めたＲＳＡ秘密
鍵（Ｎ，ｄ）とパスワード認証データＨを予め記憶しておく記憶処理と、前記記憶処理に
より記憶しておいたＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）とパスワード認証データＨと前記端末装置か
ら受信した値Ｚを入力として所定の計算式により値Ｔを求めるマスター鍵生成処理と、前
記値Ｔを入力として所定の計算式により値Ｖ２を求め、前記端末装置へ送信する検証子生
成処理と、前記端末装置から受信した値Ｖ１と前記値Ｔを入力として所定の計算式による
値Ｖ１と比較照合し、一致した場合に端末装置を認証する認証結果判断処理とをコンピュ
ータに行わせる。
【００１２】
　本発明の要旨は、端末装置と複数のサーバ間において相互に認証を行い、前記端末装置
内の保存対象のデータを前記サーバ内に分散して保存する遠隔分散保存システムであって
、前記端末装置は、ユーザが予め決定しておいたパスワードに基づいて、サーバ登録用の
パスワード認証データＨとユーザ保存用の認証情報Ｐ’を求めるデータ伸長手段と、前記
データ伸長手段によって求めた認証情報Ｐ’を予め記憶しておく記憶手段と、前記記憶手
段から読み出した認証情報Ｐ’と認証時に入力されたパスワードを入力として所定の計算
式により値Ｐを求める結合手段と、前記値Ｐと内部において発生させた乱数を入力として
所定の計算式により値Ｙ１を求め、前記サーバへ送信するマスク演算手段と、前記値Ｐと
内部において発生させた乱数と前記サーバから受信した値Ｙ２を入力として所定の計算式
により値ＭＫを求めるマスター鍵生成手段と、前記値ＭＫを入力として所定の計算式によ
り値Ｖ１を求め、サーバへ送信するとともに、前記サーバから受信した値Ｖ２と値Ｖ１と
比較照合し、一致した場合にサーバを認証する認証結果判断手段と、サーバの認証が行わ
れた場合に、セッション鍵ＳＫをサーバの数だけ生成するセッション鍵生成手段と、前記
保存対象のデータを分割して、認証したサーバの数と同数の分割データを得るデータ分割
手段と、前記分割データのそれぞれと保存対象のデータを識別する識別情報とを、保存先
のサーバと共有した前記セッション鍵ＳＫを用いて暗号化して、各サーバに対して送信す
るデータ保存手段と、分割データが保存された各サーバから分割データを受信し、前記保
存対象のデータを復元するデータ復元手段とを備え、前記サーバは、前記データ伸長手段
によって求めたパスワード認証データＨを予め記憶しておく記憶手段と、前記記憶手段か
ら読み出したパスワード認証データＨと内部において発生させた乱数を入力として所定の
計算式により値Ｙ２を求め、前記端末装置へ送信するマスク演算手段と、前記パスワード
認証データＨと内部において発生させた乱数と前記端末装置から受信した値Ｙ１を入力と
して所定の計算式により値ＭＫを求めるマスター鍵生成手段と、前記値ＭＫを入力として
所定の計算式により値Ｖ２を求め、端末装置へ送信するとともに、前記端末装置から受信
した値Ｖ１と値Ｖ２と比較照合し、一致した場合に端末装置を認証する認証結果判断手段
と、端末装置の認証が行われた場合に、セッション鍵を生成するセッション鍵生成手段と
、端末装置から受信した分割データを受信するデータ受信手段と、前記分割データを記憶
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するデータ記憶手段と、前記データ記憶手段に保存されている分割データを読み出して端
末装置へ送信するデータ送信手段とを備えたことを特徴とする遠隔分散保存システム。
【００１３】
　本発明の要旨は、端末装置と複数のサーバ間において相互に認証を行い、前記端末装置
内の保存対象のデータを前記サーバ内に分散して保存する遠隔分散保存システムにおける
端末装置上で動作する遠隔分散保存プログラムであって、ユーザが予め決定しておいたパ
スワードに基づいて、サーバ登録用のパスワード認証データＨとユーザ保存用の認証情報
Ｐ’を求めるデータ伸長処理と、前記データ伸長処理によって求めた認証情報Ｐ’を予め
記憶しておく記憶処理と、前記記憶処理から読み出した認証情報Ｐ’と認証時に入力され
たパスワードを入力として所定の計算式により値Ｐを求める結合処理と、前記値Ｐと内部
において発生させた乱数を入力として所定の計算式により値Ｙ１を求め、前記サーバへ送
信するマスク演算処理と、前記値Ｐと内部において発生させた乱数と前記サーバから受信
した値Ｙ２を入力として所定の計算式により値ＭＫを求めるマスター鍵生成処理と、前記
値ＭＫを入力として所定の計算式により値Ｖ１を求め、サーバへ送信するとともに、前記
サーバから受信した値Ｖ２と値Ｖ１と比較照合し、一致した場合にサーバを認証する認証
結果判断処理と、サーバの認証が行われた場合に、セッション鍵ＳＫをサーバの数だけ生
成するセッション鍵生成処理と、前記保存対象のデータを分割して、認証したサーバの数
と同数の分割データを得るデータ分割処理と、前記分割データのそれぞれと保存対象のデ
ータを識別する識別情報とを、保存先のサーバと共有した前記セッション鍵ＳＫを用いて
暗号化して、各サーバに対して送信するデータ保存処理と、分割データが保存された各サ
ーバから分割データを受信し、前記保存対象のデータを復元するデータ復元処理とをコン
ピュータに行わせることを特徴とする遠隔分散保存プログラム。
【００１４】
　本発明の要旨は、端末装置と複数のサーバ間において相互に認証を行い、前記端末装置
内の保存対象のデータを前記サーバ内に分散して保存する遠隔分散保存システムにおける
サーバ上で動作する遠隔分散保存プログラムであって、データ伸長処理によって求めたパ
スワード認証データＨを予め記憶しておく記憶処理と、前記記憶処理から読み出したパス
ワード認証データＨと内部において発生させた乱数を入力として所定の計算式により値Ｙ
２を求め、前記端末装置へ送信するマスク演算処理と、前記パスワード認証データＨと内
部において発生させた乱数と前記端末装置から受信した値Ｙ１を入力として所定の計算式
により値ＭＫを求めるマスター鍵生成処理と、前記値ＭＫを入力として所定の計算式によ
り値Ｖ２を求め、端末装置へ送信するとともに、前記端末装置から受信した値Ｖ１と値Ｖ
２と比較照合し、一致した場合に端末装置を認証する認証結果判断処理と、端末装置の認
証が行われた場合に、セッション鍵を生成するセッション鍵生成処理と、端末装置から受
信した分割データを受信するデータ受信処理と、前記分割データを記憶するデータ記憶処
理と、前記データ記憶処理に保存されている分割データを読み出して端末装置へ送信する
データ送信処理とをコンピュータに行わせることを特徴とする遠隔分散保存プログラム。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　　　　　　　　　　　　　　　＜第１実施例＞
　以下、図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例について説明する。ただし、本発明は
以下の各実施例に限定されるものではなく、例えばこれら実施例の構成要素同士を適宜組
み合わせてもよい。
　この認証システムは、ユーザの端末装置とサーバの認証装置がお互いに相互認証しなが
ら同じセッション鍵を確保するためのシステムである。
　ここで、以下の説明において用いる記号について説明しておく。
　ｐ，ｑは素数であり、ｑ｜ｐ－１という関係がある。ｑ｜ｐ－１は、ｑはｐ－１を割り
きることのできる値であることを意味する。また、ｇ，ｈはｍｏｄｐ上の位数ｑの有限体
（群）Ｇ＝｛ｇｊｍｏｄ　ｐ：０≦ｊ＜ｑ｝の生成元である（楕円曲線上の群でも同じよ
うに構成できる）。ここで、“ｇｊｍｏｄ　ｐ”は、法指数演算で、ｇをｊ乗した値をｐ
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で割った残り（Ｒｅｍａｉｎｄｅｒ）という意味である。ここで、ｇは（１＜ｇ＜ｐ－１
，ｇｑ＝１ｍｏｄｐ，ｇｊ≠１ｍｏｄｐ（０＜ｊ＜ｑ））であり、ｈはｈ＝ｇａｍｏｄｐ
である。つまり、ｐ，ｑは演算体系（素体の標数）を示す。例えば、Ｈ＝ｈｘｍｏｄｐ（
０＜ｘ＜ｑ）でｘは秘密情報である（つまり、Ｈが与えられた時、ｘ＝ｌｏｇｈＨを求め
るのは数学的に難しい問題；Ｈの生成元ｈに対する離散対数問題）。また、乱数発生器か
ら発生される乱数はＲ∈（Ｚ／ｑＺ）＊を無作為に生成する。ここで、（Ｚ／ｑＺ）＊は
｛１，２，・・・，ｑ｝の集合を示す。また、Ｎはパスワードの長さを示す。また、‖は
値を連結（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）するという意味である。
【００１６】
＜端末装置の初期化＞
　ユーザは、サーバに対して個人登録したい時、自分の端末装置の初期化を行う。図１は
、ユーザの端末装置の初期化処理の構成を示すブロック図である。初期化は、ユーザがパ
スワードを入力すると、データ伸張器１１によって、サーバ登録用のパスワード認証デー
タＨと、ユーザ保存用の値Ｐ’が生成され、パスワード認証データＨは、サーバに受け渡
され、値Ｐ’は、メモリ１２へ保存する。ここで、データ伸長器１１は、多項式、多項式
とハッシュ関数、ハッシュ関数、擬似乱数発生器などで構成することが可能である。
【００１７】
（１）多項式を利用する場合（その１）
　初めに、図２を参照して、多項式を利用する場合（その１）について説明する。
　まず、多項式発生器１１１によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録するサ
ーバの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄｑ）を
、サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘ＋α２・ｘ２＋・・・＋
αｎ・ｘｎｍｏｄｑ）を発生する。ここで、αは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。
例えば、一つのサーバの場合、ｐ’（ｘ）は、ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄｑとなる。こ
こで、ユーザは自分が覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。
多項式とユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１１２は、パス
ワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えばＨ＝ｈｐ’（１）＋

Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄｐにより計算できる。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）でｘの代わり
にサーバのＩＤ（例えば、「１」）を入れて計算した値である。パスワード認証データＨ
はユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせるなどし
て、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は多項式発生
器から発生された多項式Ｐ’＝ｐ’（ｘ）を記憶して保存する。
【００１８】
（２）多項式を利用する場合（その２）
　次に、図２を参照して、多項式を利用する場合（その２）について説明する。
　まず、多項式発生器１１１によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録するサ
ーバの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄｑ）を
、サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘ＋α２・ｘ２＋・・・＋
αｎ・ｘｎｍｏｄｑ）を発生する。ここで、αは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。
　例えば、一つのサーバの場合、ｐ’（ｘ）は、ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄｑとなる。
ここで、ユーザは自分が覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する
。多項式とユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１１２は、パ
スワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えばＨ＝ｐ（１）＝ｐ
’（１）＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄｑにより計算できる。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）で
ｘの代わりにサーバのＩＤ（例えば、「１」）を入れて計算した値である。パスワード認
証データＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知ら
せるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は
多項式発生器から発生された多項式Ｐ’＝ｐ’（ｘ）を記憶して保存する。
【００１９】
（３）多項式とハッシュ関数を利用する場合（その１）
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　次に、図８を参照して、多項式とハッシュ関数を利用する場合（その１）について説明
する。
　まず、多項式発生器１１９によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録するサ
ーバの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮ）を
、サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘ＋α２・ｘ２＋・・・＋
αｎ・ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、αは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。
　例えば、一つのサーバの場合、ｐ’（ｘ）は、ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮとなる。
そして、ハッシュ関数発生器１２０によりランダムにハッシュ関数ＨＡＳＨを発生する。
ＨＡＳＨは一方向ハッシュ関数である。ここで、ユーザは自分が覚えているパスワード（
例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。多項式とハッシュ関数とユーザのパスワードが
入力されたらパスワード認証データ生成器１２１は、パスワード認証データＨを生成する
。パスワード認証データＨは、例えばＨ＝ｈｐ（１）ｍｏｄｐにより計算できる。ここで
ｐ（１）は、ｐ（１）＝ｐ’（１）＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ）
）ｍｏｄＮにより計算する。ここで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバ
のＩＤを表す。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）でｘの代わりに「１」入れて計算した値
である。
　例えば、登録するサーバの数がｎの場合、パスワード認証データ生成器１２１は、ｉ番
目のサーバに対してパスワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例
えばＨ＝ｈｐ（ｉ）ｍｏｄｐにより計算できる。ここでｐ（ｉ）は、ｐ（ｉ）＝ｐ’（ｉ
）＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算する。ここ
で、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとｉ番目のサーバのＩＤを表す。ここで、
ｐ’（ｉ）はｎ次多項式ｐ’（ｘ）でｘの代わりに「ｉ」を入れて計算した値である。
　パスワード認証データＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、ある
いは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあ
るメモリ１２は多項式発生器から発生された多項式ｐ’（ｘ）とハッシュ関数発生器から
発生されたハッシュ関数ＨＡＳＨとを一緒にＰ’＝（ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）として記憶
して保存する。
【００２０】
（４）多項式とハッシュ関数を利用する場合（その２）
　次に、図８を参照して、多項式とハッシュ関数を利用する場合（その２）について説明
する。
　まず、多項式発生器１１９によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録するサ
ーバの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮ）を
、サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘ＋α２・ｘ２＋・・・＋
αｎ・ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、αは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。
例えば、一つのサーバの場合、ｐ’（ｘ）は、ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮとなる。そ
して、ハッシュ関数発生器１２０によりランダムにハッシュ関数ＨＡＳＨを発生する。Ｈ
ＡＳＨは一方向ハッシュ関数である。ここで、ユーザは自分が覚えているパスワード（例
えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。多項式とハッシュ関数とユーザのパスワードが入
力されたらパスワード認証データ生成器１２１は、パスワード認証データＨを生成する。
パスワード認証データＨは、例えばＨ＝ｐ（１）＝ｐ’（１）＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３
‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算できる。ここで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ
）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）でｘの代わ
りに「１」入れて計算した値である。
　例えば、登録するサーバの数がｎの場合、パスワード認証データ生成器１２１は、ｉ番
目のサーバに対してパスワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例
えばＨ＝ｐ（ｉ）＝ｐ’（ｉ）＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍ
ｏｄＮにより計算できる。ここで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとｉ番目の
サーバのＩＤを表す。ここで、ｐ’（ｉ）はｎ次多項式ｐ’（ｘ）でｘの代わりに「ｉ」
を入れて計算した値である。
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　パスワード認証データＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、ある
いは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあ
るメモリ１２は多項式発生器から発生された多項式ｐ’（ｘ）とハッシュ関数発生器から
発生されたハッシュ関数ＨＡＳＨとを一緒にＰ’＝（ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）として記憶
して保存する。
【００２１】
（５）ハッシュ関数を利用する場合（その１）
　次に、図３を参照して、ハッシュ関数を利用する場合（その１）について説明する。
　まず、ハッシュ関数発生器１１３によりランダムにハッシュ関数ＨＡＳＨを発生する。
そして、秘密値発生器１１４もランダムに秘密値Ｓを発生する。ここで、ユーザは自分が
覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。ハッシュ関数ＨＡＳＨ
と秘密値Ｓとユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１１５はパ
スワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えば、Ｈ＝ｈＨＡＳＨ

（Ｓ‖Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｐにより計算できる。ここで、Ｉ
Ｄ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。パスワード認証データＨ
はユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせるなどし
て、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２はハッシュ関
数発生器１１３と秘密値発生器１１４から発生されたハッシュ関数ＨＡＳＨと秘密値Ｓと
を一緒にＰ’＝（Ｓ，ＨＡＳＨ）として記憶して保存する。
【００２２】
（６）ハッシュ関数を利用する場合（その２）
　次に、図３を参照して、ハッシュ関数を利用する場合（その２）について説明する。
　まず、ハッシュ関数発生器１１３によりランダムにハッシュ関数ＨＡＳＨを発生する。
そして、秘密値発生器１１４もランダムに秘密値Ｓを発生する。ここで、ユーザは自分が
覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。ハッシュ関数ＨＡＳＨ
と秘密値Ｓとユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１１５はパ
スワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えば、Ｈ＝ＨＡＳＨ（
Ｓ‖Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｑにより計算できる。ここで、ＩＤ
（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。パスワード認証データＨは
ユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせるなどして
、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２はハッシュ関数
発生器１１３と秘密値発生器１１４から発生されたハッシュ関数ＨＡＳＨと秘密値Ｓとを
一緒にＰ’＝（Ｓ，ＨＡＳＨ）として記憶して保存する。
【００２３】
（７）擬似乱数発生器を利用する場合（その１）
　次に、図４を参照して、擬似乱数発生器を利用する場合（その１）について説明する。
　まず、擬似乱数発生器１１６によりランダムに擬似乱数関数ＰＲＮＧを発生する。そし
て、秘密値発生器１１７もランダムに秘密値Ｓを発生する。ここで、ユーザは自分が覚え
ているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。擬似乱数関数ＰＲＮＧと秘
密値Ｓとユーザのパスワードが入力されたのを受けて、パスワード認証データ生成器１１
８はパスワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えば、Ｈ＝ｈＰ

ＲＮＧ（Ｓ‖Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｐにより計算できる。ここ
で、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。パスワード認証デ
ータＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせる
などして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は擬似
乱数発生器１１６と秘密値発生器１１７から発生させた擬似乱数関数ＰＲＮＧと秘密値Ｓ
とを一緒にＰ’＝（Ｓ，ＰＲＮＧ）として記憶して保存する。
【００２４】
（８）擬似乱数発生器を利用する場合（その２）
　次に、図４を参照して、擬似乱数発生器を利用する場合（その２）について説明する。
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　まず、擬似乱数発生器１１６によりランダムに擬似乱数関数ＰＲＮＧを発生する。そし
て、秘密値発生器１１７もランダムに秘密値Ｓを発生する。ここで、ユーザは自分が覚え
ているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。擬似乱数関数ＰＲＮＧと秘
密値Ｓとユーザのパスワードが入力されたのを受けて、パスワード認証データ生成器１１
８はパスワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えば、Ｈ＝ＰＲ
ＮＧ（Ｓ‖Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｑにより計算できる。ここで
、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。パスワード認証デー
タＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせるな
どして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は擬似乱
数発生器１１６と秘密値発生器１１７から発生させた擬似乱数関数ＰＲＮＧと秘密値Ｓと
を一緒にＰ’＝（Ｓ，ＰＲＮＧ）として記憶して保存する。
【００２５】
　次に、図６、７を参照して、前述した初期化を行った端末装置１とサーバ２（図５参照
）との間で相互認証及び鍵交換を行う動作を説明する。
＜端末装置の動作＞
（１）多項式を利用した場合（その１とその２）
　初めに、多項式を利用した場合の端末装置１の動作を説明する。端末装置１は、前述し
た多項式を利用した場合（その１）、多項式を利用した場合（その２）に関わらず次のよ
うに動作する。
　まず、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式Ｐ’＝ｐ’（ｘ）
を読み出す。結合器３２はメモリ１２から読み出した多項式Ｐ’とユーザが入力したパス
ワードによりＰ＝ｐ（ｘ）を計算して出力する。例えば、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋Ｐｏｏ
ｈ９３＝α１・ｘ＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄｑにより計算する。マスク演算器３４は、結合器
３２から入力されたＰと乱数発生器３３において発生させた乱数Ｒ１とからＹ１を、Ｙ１

＝ｇＲ１・ｈ－ｐ（１）ｍｏｄｐにより計算する。ここでｐ（１）は、ｐ（１）＝ｐ’（
１）＋Ｐｏｏｈ９３＝α１・１＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄｑにより計算する。ここで、「１」
はサーバの認証ＩＤを表す。通信処理部３５はＹ１をサーバ２へ送信し、サーバ２からＹ

２を受信する。マスター鍵生成器３６は結合器３２から出力されるＰと乱数発生器３３か
ら出力されるＲ１と受信したＹ２を入力としてＭＫを、ＭＫ＝（Ｙ２・ｈ－ｐ（１））Ｒ

１ｍｏｄｐにより計算して出力する。
　続いて認証結果判断部３７は、ＭＫを入力として、Ｖ１＝ＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２

‖ＭＫ）によりＶ１を計算してこのＶ１を通信処理部３５によりサーバ２へ送信し、サー
バ２から受信したＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）を比較する。ここで、ＨＡ
ＳＨは一方向ハッシュ関数であるし、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を使ってもよい。
　次に、認証結果判断部３７においてＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致
しない場合、認証結果判断部３７は、エラー発生器３８に対して、一致しないことを通知
する。これを受けて、エラー発生器３８はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証
結果判断部３７においてＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致した場合はサ
ーバ２が正当な装置として認証してセッション鍵生成器３９は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖
Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００２６】
（２）多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１とその２）
　次に、多項式とハッシュ関数を利用した場合の端末装置１の動作を説明する。端末装置
１は、前述した多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１）、多項式とハッシュ関数
を利用した場合（その２）に関わらず次のように動作する。
　まず、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とハッシュ関数Ｐ
’＝（ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）を読み出す。結合器３２はメモリ１２から読み出した多項
式ｐ’（ｘ）とハッシュ関数ＨＡＳＨとユーザが入力したパスワードによりＰ＝ｐ（ｘ）
を計算して出力する。例えば、ｐ’（ｘ）が１次多項式の場合、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋
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ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））＝α１・ｘ＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９
３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算する。マスク演算器３４は、結合器３
２から入力されたＰと乱数発生器３３において発生させた乱数Ｒ１とからＹ１を、Ｙ１＝
ｇＲ１・ｈ－ｐ（１）ｍｏｄｐにより計算する。ここでｐ（１）は、ｐ（１）＝ｐ’（１
）＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））＝α１・１＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏ
ｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算する。ここで、ｐ’（１）はｐ’
（ｘ）でｘの代わりに「１」入れて計算した値である。通信処理部３５はＹ１をサーバ２
へ送信し、サーバ２からＹ２を受信する。マスター鍵生成器３６は結合器３２から出力さ
れるＰと乱数発生器３３から出力されるＲ１と受信したＹ２を入力としてＭＫを、ＭＫ＝
（Ｙ２・ｈ－ｐ（１））Ｒ１ｍｏｄｐにより計算して出力する。
　ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から読み出した多項式ｐ’（ｘ）がｎ次多項式
の場合、結合器３２は多項式ｐ’（ｘ）とハッシュ関数ＨＡＳＨとユーザが入力したパス
ワードによりＰ＝ｐ（ｘ）を計算して出力する。例えば、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋ＨＡＳ
Ｈ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算する。マスク演算器３
４は、結合器３２から入力されたＰと乱数発生器３３において発生させた乱数Ｒ１とから
Ｙ１を、Ｙ１＝ｇＲ１・ｈ－ｐ（１）ｍｏｄｐにより計算する。ここでｐ（ｉ）は、ｐ（
ｉ）＝ｐ’（ｉ）＋ＨＡＳＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより
計算する。ここで、ｐ’（ｉ）はｉ番目のサーバに対してｐ’（ｘ）でｘの代わりに「ｉ
」入れて計算した値である。通信処理部３５はＹ１をサーバ２へ送信し、サーバ２からＹ

２を受信する。マスター鍵生成器３６は結合器３２から出力されるＰと乱数発生器３３か
ら出力されるＲ１と受信したＹ２を入力としてＭＫを、ＭＫ＝（Ｙ２・ｈ－ｐ（１））Ｒ

１ｍｏｄｐにより計算して出力する。
　続いて認証結果判断部３７は、ＭＫを入力として、Ｖ１＝ＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２

‖ＭＫ）によりＶ１を計算してこのＶ１を通信処理部３５によりサーバ２へ送信し、サー
バ２から受信したＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）を比較する。ここで、ＨＡ
ＳＨは一方向ハッシュ関数であるし、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を使ってもよい。
　次に、認証結果判断部３７においてＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致
しない場合、認証結果判断部３７は、エラー発生器３８に対して、一致しないことを通知
する。これを受けて、エラー発生器３８はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証
結果判断部３７においてＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致した場合はサ
ーバ２が正当な装置として認証してセッション鍵生成器３９は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖
Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００２７】
（３）ハッシュ関数を利用した場合（その１とその２）
　次に、ハッシュ関数を利用した場合の端末装置１の動作を説明する。端末装置１は、前
述したハッシュ関数を利用した場合（その１）、ハッシュ関数を利用した場合（その２）
に関わらず次のように動作する。
　まず、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された秘密値とハッシュ関数Ｐ
’＝（Ｓ，ＨＡＳＨ）を読み出す。結合器３２はメモリ１２から読み出した秘密値Ｓとハ
ッシュ関数ＨＡＳＨとユーザが入力したパスワードによりＰ＝ｐを計算して出力する。例
えば、ｐは、ｐ＝ＨＡＳＨ（Ｓ‖Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｑによ
り計算する。マスク演算器３４は、結合器３２から入力されたＰと乱数発生器３３におい
て発生させた乱数Ｒ１とからＹ１を、Ｙ１＝ｇＲ１・ｈ－ｐｍｏｄｐにより計算する。通
信処理部３５は、Ｙ１をサーバ２へ送信し、サーバ２からＹ２を受信する。マスター鍵生
成器３６は結合器３２から出力されるＰと乱数発生器３３から出力されるＲ１と受信した
Ｙ２を入力としてＭＫを、ＭＫ＝（Ｙ２・ｈ－ｐ）Ｒ１ｍｏｄｐにより計算して出力する
。　続いて認証結果判断部３７は、ＭＫを入力として、Ｖ１＝ＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ

２‖ＭＫ）によりＶ１を計算してこのＶ１を通信処理部３５によりサーバ２へ送信し、サ
ーバ２から受信したＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）を比較する。ここで、Ｈ
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ＡＳＨは一方向ハッシュ関数であるし、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を使ってもよい。
　次に、認証結果判断部３７においてＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致
しない場合、認証結果判断部３７は、エラー発生器３８に対して、一致しないことを通知
する。これを受けて、エラー発生器３８はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証
結果判断部３７においてＶ２とＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致した場合はサ
ーバ２が正当な装置として認証してセッション鍵生成器３９は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖
Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００２８】
（４）擬似乱数発生器を利用した場合（その１とその２）
　次に、疑似乱数関数を利用した場合の端末装置１の動作を説明する。端末装置１は、前
述した擬似乱数発生器を利用した場合（その１）、擬似乱数発生器を利用した場合（その
２）に関わらず次のように動作する。
　疑似乱数関数を利用した場合は、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２に記憶された
ハッシュ関数ＨＡＳＨの代わりに疑似乱数関数ＰＲＮＧを用いる以外は、ハッシュ関数を
利用した場合と同様の動作であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００２９】
＜サーバの動作＞
（１）多項式を利用した場合（その１）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１
）、ハッシュ関数を利用した場合（その１）、擬似乱数関数を利用した場合（その１）
　サーバ２は、前述した多項式利用した場合（その１）、多項式とハッシュ関数を利用し
た場合（その１）、ハッシュ関数利用した場合（その１）、擬似乱数発生器を利用した場
合（その１）に関わらず次のように動作する。
　サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワードの認証データＨを読
み出す。マスク演算器４３はメモリ４１から読み出したＨと乱数発生器４２から発生させ
た乱数Ｒ２を入力としてＹ２を、Ｙ２＝ｇＲ２・Ｈｍｏｄｐにより計算する。通信処理部
４４は、計算して得られたＹ２を端末装置１に送信し、端末装置１から受信したＹ１をマ
スター鍵生成器４５へ出力する。マスク鍵生成器４５はメモリ４１から読み出したＨと乱
数発生器４２からのＲ２と通信処理部４４からのＹ１を入力としてＭＫを、ＭＫ＝（Ｙ１

・Ｈ）Ｒ２ｍｏｄｐにより計算して、ＭＫを出力する。
　続いて認証結果判断部４６は、ＭＫを入力として、Ｖ２＝ＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２

‖ＭＫ）によりＶ２を計算してこのＶ２を通信処理部４４により端末装置１へ送信し、端
末装置１から受信したＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）を比較する。ここで、
ＨＡＳＨは一方向ハッシュ関数であるし、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　
Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を使ってもよい。
　次に、認証結果判断部４６においてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致
しない場合、認証結果判断部４６は、エラー発生器４７に対して、一致しないことを通知
する。これを受けて、エラー発生器４７はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証
結果判断部４６においてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致した場合は端
末装置１が正当な装置として認証してセッション鍵生成器４８は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１
‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００３０】
（２）多項式を利用した場合（その２）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２
）、ハッシュ関数を利用した場合（その２）、擬似乱数関数を利用した場合（その２）
　サーバ２は、前述した多項式利用した場合（その２）、多項式とハッシュ関数を利用し
た場合（その２）、ハッシュ関数を利用した場合（その２）、擬似乱数発生器を利用した
場合（その２）に関わらず次のように動作する。
　サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワードの認証データＨを読
み出す。マスク演算器４３はメモリ４１から読み出したＨと乱数発生器４２から発生させ
た乱数Ｒ２を入力としてＹ２を、Ｙ２＝ｇＲ２・ｈＨｍｏｄｐにより計算する。通信処理
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部４４は、計算して得られたＹ２を端末装置１に送信し、端末装置１から受信したＹ１を
マスター鍵生成器４５へ出力する。マスク鍵生成器４５はメモリ４１から読み出したＨと
乱数発生器４２からのＲ２と通信処理部４４からのＹ１を入力としてＭＫを、ＭＫ＝（Ｙ

１・ｈＨ）Ｒ２ｍｏｄｐにより計算して、ＭＫを出力する。
　続いて認証結果判断部４６は、ＭＫを入力として、Ｖ２＝ＨＡＳＨ（０１‖Ｙ１‖Ｙ２

‖ＭＫ）によりＶ２を計算してこのＶ２を通信処理部４４により端末装置１へ送信し、端
末装置１から受信したＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）を比較する。ここで、
ＨＡＳＨは一方向ハッシュ関数であるし、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　
Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を使ってもよい。
　次に、認証結果判断部４６においてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致
しない場合、認証結果判断部４６は、エラー発生器４７に対して、一致しないことを通知
する。これを受けて、エラー発生器４７はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証
結果判断部４６においてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）が一致した場合は端
末装置１が正当な装置として認証してセッション鍵生成器４８は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１
‖Ｙ１‖Ｙ２‖ＭＫ）によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００３１】
＜パスワード認証データの更新－１＞
　ユーザは、サーバに対してすでに登録されたパスワード認証データを、自分が覚えてい
るパスワードを変えずに、更新したい時、自分の端末装置の更新化を行う。図９は、ユー
ザの端末装置の更新化処理の構成を示すブロック図である。更新化処理は、多項式発生器
１３による多項式Ｔ’とユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式Ｐ
’が入力されると、更新値生成器１４によって、サーバ更新用の値Ｈ’と、ユーザ保存用
の更新された多項式Ｐ’が生成され、Ｈ’は、サーバに受け渡され、更新された多項式Ｐ
’は、メモリ１２へ保存する。ここでの更新化処理は、前述した多項式を利用した場合（
その１）、多項式を利用した場合（その２）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（そ
の１）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２）に適用することが可能である。
【００３２】
＜端末装置の更新化処理＞
（１）多項式を利用した場合（その１）
　初めに、図９を参照して、多項式を利用した場合（その１）の端末装置１の更新化処理
の動作を説明する。
　まず、多項式発生器１３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録したサー
バの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄｑ）を、
サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘ＋β２・ｘ２＋・・・＋β

ｎ・ｘｎｍｏｄｑ）を発生する。ここで、βは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。例
えば、一つのサーバの場合、Ｔ’＝ｔ’（ｘ）は、ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄｑとなる
。ここで、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式Ｐ’＝ｐ’（ｘ
）を読み出す。多項式ｔ’（ｘ）と多項式ｐ’（ｘ）が入力されたら更新値生成器１４は
、ユーザ保存用の更新された多項式Ｐ’とサーバ更新用の値Ｈ’を生成する。更新された
多項式Ｐ’は、例えばＰ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）＝（α１＋β１）・ｘｍｏｄｑによ
り計算できる。サーバ更新用の値Ｈ’、例えばＨ’＝ｈｔ’（１）ｍｏｄｐにより計算で
きる。ここで、ｔ’（１）はｔ’（ｘ）でｘの代わりにサーバのＩＤ（例えば、「１」）
入れて計算した値である。サーバ更新用の値Ｈ’はユーザが直接にサーバに渡したり、郵
便で送付したり、あるいは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザ
の端末装置の内部にあるメモリ１２は更新された多項式Ｐ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）を
記憶して保存する。
【００３３】
（２）多項式を利用した場合（その２）
　次に、図９を参照して、多項式を利用した場合（その１）の端末装置１の更新化処理の
動作を説明する。
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　まず、多項式発生器１３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録したサー
バの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄｑ）を、
サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘ＋β２・ｘ２＋・・・＋β

ｎ・ｘｎｍｏｄｑ）を発生する。ここで、βは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。例
えば、一つのサーバの場合、Ｔ’＝ｔ’（ｘ）は、ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄｑとなる
。ここで、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式Ｐ’＝ｐ’（ｘ
）を読み出す。多項式ｔ’（ｘ）と多項式ｐ’（ｘ）が入力されたら更新値生成器１４は
、ユーザ保存用の更新された多項式Ｐ’とサーバ更新用の値Ｈ’を生成する。更新された
多項式Ｐ’は、例えばＰ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）＝（α１＋β１）・ｘｍｏｄｑによ
り計算できる。サーバ更新用の値Ｈ’、例えばＨ’＝ｔ’（１）ｍｏｄｑにより計算でき
る。ここで、ｔ’（１）はｔ’（ｘ）でｘの代わりにサーバのＩＤ（例えば、「１」）入
れて計算した値である。サーバ更新用の値Ｈ’はユーザが直接にサーバに渡したり、郵便
で送付したり、あるいは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの
端末装置の内部にあるメモリ１２は更新された多項式Ｐ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）を記
憶して保存する。
【００３４】
（３）多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１）
　次に、図９を参照して、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１）の端末装置１
の更新化処理の動作を説明する。
　まず、多項式発生器１３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録したサー
バの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄＮ）を、
サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘ＋β２・ｘ２＋・・・＋β

ｎ・ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、βは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。例
えば、一つのサーバの場合、Ｔ’＝ｔ’（ｘ）は、ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄＮとなる
。ここで、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とハッシュ関数
Ｐ’＝（ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）を読み出す。多項式ｔ’（ｘ）と多項式ｐ’（ｘ）が入
力されたら更新値生成器１４は、ユーザ保存用の更新された多項式Ｐ’とサーバ更新用の
値Ｈ’を生成する。更新された多項式Ｐ’は、例えばＰ’＝ｔ’（ｘ）’＋ｐ’（ｘ）＝
（α１＋β１）・ｘｍｏｄＮにより計算できる。サーバ更新用の値Ｈ’、例えばＨ’＝ｈ
ｔ’（１）ｍｏｄｐにより計算できる。ここで、ｔ’（１）はｔ’（ｘ）でｘの代わりに
「１」を入れて計算した値である。
　例えば、登録したサーバの数がｎの場合、更新値生成器１４は、ｉ番目のサーバに対し
てサーバ更新用の値Ｈ’を生成する。サーバ更新用の値Ｈ’は、例えばＨ’＝ｈｔ’（ｉ

）ｍｏｄｐにより計算できる。ここで、ｔ’（ｉ）はｎ次多項式ｔ’（ｘ）でｘの代わり
に「ｉ」を入れて計算した値である。
　サーバ更新用の値Ｈ’はユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるい
は電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にある
メモリ１２は更新された多項式Ｐ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）とメモリ１２から読み出し
たハッシュ関数ＨＡＳＨとを一緒にＰ’＝（ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）として
記憶して保存する。
【００３５】
（４）多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２）
　次に、図９を参照して、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２）の端末装置１
の更新化処理の動作を説明する。
　まず、多項式発生器１３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録したサー
バの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄＮ）を、
サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘ＋β２・ｘ２＋・・・＋β

ｎ・ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、βは（Ｚ／ｑＺ）＊から無作為に選ばれる。例
えば、一つのサーバの場合、Ｔ’＝ｔ’（ｘ）は、ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄＮとなる
。ここで、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とハッシュ関数
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Ｐ’＝（ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）を読み出す。多項式ｔ’（ｘ）と多項式ｐ’（ｘ）が入
力されたら更新値生成器１４は、ユーザ保存用の更新された多項式Ｐ’とサーバ更新用の
値Ｈ’を生成する。更新された多項式Ｐ’は、例えばＰ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）＝（
α１＋β１）・ｘｍｏｄＮにより計算できる。サーバ更新用の値Ｈ’、例えばＨ’＝ｔ’
（１）ｍｏｄＮにより計算できる。ここで、ｔ’（１）はｔ’（ｘ）でｘの代わりに「１
」を入れて計算した値である。
　例えば、登録したサーバの数がｎの場合、更新値生成器１４は、ｉ番目のサーバに対し
てサーバ更新用の値Ｈ’を生成する。サーバ更新用の値Ｈ’は、例えばＨ’＝ｔ’（ｉ）
ｍｏｄＮにより計算できる。ここで、ｔ’（ｉ）はｎ次多項式ｔ’（ｘ）でｘの代わりに
「ｉ」を入れて計算した値である。
　サーバ更新用の値Ｈ’はユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるい
は電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にある
メモリ１２は更新された多項式Ｐ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）とメモリ１２から読み出し
たハッシュ関数ＨＡＳＨとを一緒にＰ’＝（ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ），ＨＡＳＨ）として
記憶して保存する。
【００３６】
＜サーバの更新化処理＞
（１）多項式を利用した場合（その１）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１
）
　初めに、図１０を参照して、多項式を利用した場合（その１）、多項式とハッシュ関数
を利用した場合（その１）のサーバ２の更新化処理の動作を説明する。サーバ２は、前述
した多項式利用した場合（その１）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その１）に
関わらず次のように動作する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨ
を読み出す。ユーザの端末装置から送られたサーバ更新用の値Ｈ’とメモリ４１から読み
出したパスワード認証データＨが入力されたら更新値生成器２１は、サーバ保存用の更新
されたパスワード認証データＨを生成する。更新されたパスワード認証データＨは、例え
ばＨ＝ｈｐ（１）・ｈｔ’（１）＝ｈｐ（１）＋ｔ’（１）ｍｏｄｐにより計算できる。
サーバの内部にあるメモリ４１は更新されたパスワード認証データＨを記憶して保存する
。
【００３７】
（２）多項式を利用した場合（その２）
　次に、図１０を参照して、前述した多項式を利用した場合（その２）のサーバ２の更新
化処理の動作を説明する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨ
を読み出す。ユーザの端末装置から送られたサーバ更新用の値Ｈ’とメモリ４１から読み
出したパスワード認証データＨが入力されたら更新値生成器２１は、サーバ保存用の更新
されたパスワード認証データＨを生成する。更新されたパスワード認証データＨは、例え
ばＨ＝ｐ（１）＋ｔ’（１）ｍｏｄｑにより計算できる。サーバの内部にあるメモリ４１
は更新されたパスワード認証データＨを記憶して保存する。
【００３８】
（３）多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２）
　次に、図１０を参照して、前述した多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２）の
サーバ２の更新化処理の動作を説明する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨ
を読み出す。ユーザの端末装置から送られたサーバ更新用の値Ｈ’とメモリ４１から読み
出したパスワード認証データＨが入力されたら更新値生成器２１は、サーバ保存用の更新
されたパスワード認証データＨを生成する。更新されたパスワード認証データＨは、例え
ばＨ＝ｐ（１）＋ｔ’（１）ｍｏｄＮにより計算できる。サーバの内部にあるメモリ４１
は更新されたパスワード認証データＨを記憶して保存する。
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【００３９】
＜パスワード認証データの更新－２＞
　ユーザは、サーバに対してすでに登録されたパスワード認証データを、自分が覚えてい
るパスワードを変えながら、更新したい時、自分の端末装置の更新化処理を行う。図１１
は、ユーザの端末装置の更新化処理の構成を示すブロック図である。更新化処理は、秘密
値発生器１５による秘密値Ｓ’とユーザの新しいパスワードＰＷ’とユーザの端末装置１
に備えたメモリ１２から記憶されたＰ’が入力されると、パスワード認証データ更新器１
６によって、サーバ更新用のパスワード認証データＨ’と、ユーザ保存用の更新されたＰ
’が生成され、Ｈ’は、サーバ２に受け渡され、更新されたＰ’は、メモリ１２へ保存す
る。ここでの更新化処理は、前述したハッシュ関数を利用した場合（その１）、ハッシュ
関数を利用した場合（その２）、擬似乱数発生器を利用した場合（その１）、擬似乱数発
生器を利用した場合（その２）に適用することが可能である。そして、多項式を利用した
場合（その１）、多項式を利用した場合（その２）、多項式とハッシュ関数を利用した場
合（その１）、多項式とハッシュ関数を利用した場合（その２）も同じように初期化処理
と同様の動作を用いて適用することが可能なため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００４０】
＜端末装置の更新化処理＞
（１）ハッシュ関数を利用した場合（その１）
　初めに、図１１を参照して、ハッシュ関数を利用した場合（その１）の端末装置１の更
新化処理の動作を説明する。
　まず、秘密値発生器１５によりランダムに秘密値Ｓ’を発生する。ここで、ユーザの端
末装置１に備えたメモリ１２から記憶されたＰ’＝（Ｓ，ＨＡＳＨ）を読み出す。ユーザ
が覚えている新しいパスワード（ＰＷ’）とハッシュ関数ＨＡＳＨと秘密値Ｓ’が入力さ
れたらパスワード認証データ更新器１６は、ユーザ保存用の更新されたＰ’とサーバ更新
用のパスワード認証データＨ’を生成する。サーバ更新用のパスワード認証データＨ’は
、例えばＨ’＝ｈＨＡＳＨ（Ｓ’‖ＰＷ’‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｐにより計
算できる。ここで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。サ
ーバ更新用のパスワード認証データＨ’はユーザが直接にサーバ２に渡したり、郵便で送
付したり、あるいは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末
装置１の内部にあるメモリ１２は更新されたＰ’＝（Ｓ’，ＨＡＳＨ）を記憶して保存す
る。
【００４１】
（２）ハッシュ関数を利用した場合（その２）
　次に、図１１を参照して、ハッシュ関数を利用した場合（その２）の端末装置１の更新
化処理の動作を説明する。
　まず、秘密値発生器１５によりランダムに秘密値Ｓ’を発生する。ここで、ユーザの端
末装置１に備えたメモリ１２から記憶されたＰ’＝（Ｓ，ＨＡＳＨ）を読み出す。ユーザ
が覚えている新しいパスワード（ＰＷ’）とハッシュ関数ＨＡＳＨと秘密値Ｓ’が入力さ
れたらパスワード認証データ更新器１６は、ユーザ保存用の更新されたＰ’とサーバ更新
用のパスワード認証データＨ’を生成する。サーバ更新用のパスワード認証データＨ’は
、例えばＨ’＝ＨＡＳＨ（Ｓ’‖ＰＷ’‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄｑにより計算
できる。ここで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。サー
バ更新用のパスワード認証データＨ’はユーザが直接にサーバ２に渡したり、郵便で送付
したり、あるいは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装
置１の内部にあるメモリ１２は更新されたＰ’＝（Ｓ’，ＨＡＳＨ）を記憶して保存する
。
【００４２】
（３）擬似乱数発生器を利用した場合（その１）、擬似乱数発生器を利用した場合（その
２）
　次に、図１１を参照して、擬似乱数発生器を利用した場合（その１）、擬似乱数発生器
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を利用した場合（その２）の端末装置１の更新化処理の動作を説明する。
　擬似乱数関数を利用した場合（その１とその２）は、メモリ１２に記憶されたハッシュ
関数ＨＡＳＨの代わりに疑似乱数関数ＰＲＮＧを用いる以外は、ハッシュ関数を利用した
場合（その１とその２）と同様の動作であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００４３】
＜サーバの更新化処理＞
（１）ハッシュ関数を利用した場合（その１）、ハッシュ関数を利用した場合（その２）
、擬似乱数発生器を利用した場合（その１）、擬似乱数発生器を利用した場合（その２）
　初めに、図１２を参照して、ハッシュ関数を利用した場合（その１）、ハッシュ関数を
利用した場合（その２）、擬似乱数発生器を利用した場合（その１）、擬似乱数発生器を
利用した場合（その２）のサーバ２の更新化処理の動作を説明する。サーバ２は、前述し
たハッシュ関数を利用した場合（その１とその２）、擬似乱数発生器を利用した場合（そ
の１とその２）に関わらず次のように動作する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨ
を読み出す。ユーザの端末装置１から送られたサーバ更新用のパスワード認証データＨ’
とメモリ４１から読み出したパスワード認証データＨが入力されたらパスワード認証デー
タ更新器２２は、サーバ保存用のパスワード認証データＨをユーザの端末装置１から送ら
れたＨ’に更新する。サーバの内部にあるメモリ４１は更新されたパスワード認証データ
Ｈ＝Ｈ’を記憶して保存する。
【００４４】
　　　　　　　　　　　　　　　＜第２実施例＞
　以下、本発明の公開鍵暗号方式を使った実施例について説明する。ただし、本発明は以
下の各実施例に限定されるものではなく、例えばこれら実施例の構成要素同士を適宜組み
合わせてもよい。
　ここで、ＲＳＡ公開鍵暗号方式を使った実施例の説明する前に、いくつかの背景知識及
び基礎的な記号について説明しておく。
　公開鍵暗号方式では、公開鍵（ＰｕｂＫ）および秘密鍵（ＰｒｉＫ）の対（ＰｕｂＫ，
ＰｒｉＫ）が存在する。公開鍵は秘密ではなく、誰でも得ることができる。暗号化は、公
開鍵を用いてメッセージｍをＣ＝ＥｎｃＰｕｂＫ（ｍ）となるような暗号文Ｃを生成する
ことが可能である。暗号文は、秘密鍵を用いてのみ、ｍ＝ＤｅｃＰｒｉＫ（Ｃ）と復号可
能である。暗号文は、公開鍵を用いては復号できない。そして公開鍵署名方式では、メッ
セージｍを署名化してｓ＝ＳｉｇＰｒｉＫ（ｍ）となるような署名文（ｍ，ｓ）を生成す
ることが可能である。署名文の検証は、公開鍵を用いて、ｍ’＝ＶｅｒＰｕｂＫ（ｓ）を
求め、ｍとｍ’を比較することで可能である。つまり、ｍとｍ’が一致した場合はその署
名文（ｍ，ｓ）が正しいことを検証する。そうではない場合は、（ｍ，ｓ）が正しい署名
文ではないことになる。
　周知のＲＳＡ公開鍵方式では、公開鍵は（Ｎ，ｅ）であり、秘密鍵は（Ｎ，ｄ）である
。ただし、Ｎは、２つのランダムに選択された大きな素数ｐとｑの積であり（すなわち、
Ｎ＝ｐ・ｑ）、ｅは、ｅと（ｐ－１）・（ｑ－１）の最大公約数が１であるような小さい
任意の数（例えば、ｅ＝３あるいはｅ＝２１６＋１）であり、ｄは、ｅ－１ｍｏｄ（（ｐ
－１）・（ｑ－１））である。安全性を最大化するには、ｐとｑを同じ長さにする。メッ
セージｍ（ｍ∈ＺＮ

＊）に対して暗号化関数は、ＥｎｃＰｕｂＫ（ｍ）＝ｍｅｍｏｄＮで
あり、復号化関数は、ＤｅｃＰｒｉＫ（Ｃ）＝ＣｄｍｏｄＮである。ここで、暗号文Ｃと
公開鍵（Ｎ，ｅ）が与えられた時、メッセージｍを求めるのは計算量的に困難である。Ｒ
ＳＡは、大きな数Ｎの素因数分解が難しいことから安全性を得ている。そして署名化関数
は、ＳｉｇＰｒｉＫ（ｍ）＝ｍｄｍｏｄＮであり、検証化関数は、ＶｅｒＰｕｂＫ（ｓ）
＝ｓｅｍｏｄＮである。一般に、暗号システムでは、その安全性のレベルを記述する安全
性パラメータを有する。ここでは、ハッシュ関数ＨＡＳＨの安全性パラメータとしてｋを
用い（ただし、１／２ｋは無視できるほど小さいと仮定する）、ＲＳＡ公開鍵方式の安全
性パラメータとして１を用い、特に、ＲＳＡの法Ｎは長さ１であると仮定する。また、｛
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０，１｝＊は有限の２進数のストリングの集合を、｛０，１｝ｋは長さｋの２進数のスト
リングの集合を示す。ハッシュ関数ＨＡＳＨは｛０，１｝＊の入力から｛０，１｝ｋの出
力を出す安全な一方向関数であり、ＦＤＨ（Ｆｕｌｌ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｈａｓｈ）関数は
｛０，１｝＊の入力からＺＮ

＊＼｛１｝の出力を出す安全な一方向関数である。また、乱
数発生器から発生される乱数はＴ（Ｔ∈ＺＮ

＊）を無作為に生成する。また、‖は値を連
結（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）するという意味である。
【００４５】
＜端末装置の初期化＞
　ユーザは、サーバに対して個人登録したい時、自分の端末装置の初期化を行う。図１は
、ユーザの端末装置の初期化処理の構成を示すブロック図である。初期化は、ユーザがパ
スワードを入力すると、データ伸張器１１によって、サーバ登録用のパスワード認証デー
タＨと、ユーザ保存用の値Ｐ’が生成され、パスワード認証データＨは、サーバに受け渡
され、値Ｐ’は、メモリ１２へ保存する。ここで、データ伸長器１１は、多項式とＦＤＨ
関数、ＦＤＨ関数などで構成することが可能である。
【００４６】
（１）多項式とＦＤＨ関数を利用する場合（その１）
　初めに、図１３を参照して、多項式とＦＤＨ関数を利用する場合（その１）について説
明する。
　まず、ＦＤＨ関数発生器１２２によりランダムにＦＤＨ関数ＦＤＨを発生する。そして
、多項式発生器１２３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録するサーバの
数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮ）を、サー
バの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘ＋α２・ｘ２＋・・・＋αｎ・
ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、αはＺＮ

＊から無作為に選ばれる。例えば、一つの
サーバの場合、ｐ’（ｘ）は、ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮとなる。ここで、ユーザは
自分が覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。多項式とＦＤＨ
関数とユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１２４は、パスワ
ード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えばＨ＝ｐ（１）＝ｐ’（
１）＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄＮにより計算できる。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）でｘの
代わりにサーバのＩＤ（例えば、「１」）を入れて計算した値である。パスワード認証デ
ータＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせる
などして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は多項
式発生器から発生された多項式ｐ’（ｘ）とＦＤＨ関数発生器から発生されたＦＤＨ関数
ＦＤＨとを一緒にＰ’＝（ｐ’（ｘ），ＦＤＨ）Ｌして記憶して保存する。
【００４７】
（２）多項式とＦＤＨ関数を利用する場合（その２）
　次に、図１３を参照して、多項式とＦＤＨ関数を利用する場合（その２）を利用する場
合について説明する。
　まず、ＦＤＨ関数発生器１２２によりランダムにＦＤＨ関数ＦＤＨを発生する。そして
、多項式発生器１２３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録するサーバの
数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮ）を、サー
バの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｐ’（ｘ）＝α１・ｘ＋α２・ｘ２＋・・・＋αｎ・
ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、αはＺＮ

＊から無作為に選ばれる。例えば、一つの
サーバの場合、ｐ’（ｘ）は、ｐ’（ｘ）＝α１・ｘｍｏｄＮとなる。ここで、ユーザは
自分が覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。多項式とＦＤＨ
関数とユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１２４は、パスワ
ード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えばＨ＝ｐ（１）＝ｐ’（
１）＋ＦＤＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算できる。こ
こで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。ここで、ｐ’（
１）はｐ’（ｘ）でｘの代わりに「１」入れて計算した値である。
　例えば、登録するサーバの数がｎの場合、パスワード認証データ生成器１２４は、ｉ番
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目のサーバに対してパスワード認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例
えばＨ＝ｐ（ｉ）＝ｐ’（ｉ）＋ＦＤＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏ
ｄＮによりに計算できる。ここで、ＩＤ’（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとｉ番目
のサーバのＩＤを表す。ここで、ｐ’（ｉ）はｎ次多項式ｐ’（ｘ）でｘの代わりに「ｉ
」を入れて計算した値である。
　パスワード認証データＨはユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、ある
いは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にあ
るメモリ１２は多項式発生器から発生された多項式ｐ’（ｘ）とＦＤＨ関数発生器から発
生されたＦＤＨ関数ＦＤＨとを一緒にＰ’＝（ｐ’（ｘ），ＦＤＨ）として記憶して保存
する。
【００４８】
（３）ＦＤＨ関数を利用する場合
　次に、図１４を参照して、ＦＤＨ関数を利用する場合について説明する。
　まず、ＦＤＨ関数発生器１２５によりランダムにＦＤＨ関数ＦＤＨを発生する。そして
、秘密値発生器１２６によりランダムに秘密値Ｓを発生する。ただし、Ｓは全探索攻撃を
防げるような長さの値である（例えば、Ｓは８０ビット以上の値）。ここで、ユーザは自
分が覚えているパスワード（例えば、”Ｐｏｏｈ９３”）を入力する。ＦＤＨ関数と秘密
値Ｓとユーザのパスワードが入力されたらパスワード認証データ生成器１２７はパスワー
ド認証データＨを生成する。パスワード認証データＨは、例えば、Ｈ＝ＦＤＨ（Ｓ‖Ｐｏ
ｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））により計算できる。ここで、ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ
）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。パスワード認証データＨはユーザが直接にサ
ーバに渡したり、郵便で送付したり、あるいは電話で知らせるなどして、安全に通知する
必要がある。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は秘密値発生器１２６から発生さ
れた秘密値ＳとＦＤＨ関数発生器１２５から発生されたＦＤＨ関数ＦＤＨとを一緒にＰ’
＝（Ｓ，ＦＤＨ）として記憶して保存する。
【００４９】
＜端末装置とサーバとの初期化＞
　サーバは、ＲＳＡ公開鍵をユーザに送信したい時、初期化処理を行う。サーバは、ＲＳ
Ａ公開鍵方式に従って公開鍵と秘密鍵の対を生成し、その公開鍵をユーザに送信する。こ
こで、初期化は、安全な通信、安全ではない通信などで実現することが可能である。安全
ではない通信を利用する場合では、ユーザは、受信した公開鍵が正しいであるかどうかを
決定する。このユーザによる決定は、ユーザに、サーバが適当な方法で選択した公開鍵を
生成したかどうかを決定する方法を提供する。つまり、サーバが提供した公開鍵ｅと（ｐ
－１）・（ｑ－１）の最大公約数が１で（すなわち、ｇｃｄ（ｅ，（ｐ－１）・（ｑ－１
））＝１）あるかどうかを決定するためにＲＳＡ署名方式を使う。
【００５０】
（１）安全な通信を利用する場合
　初めに、図１５を参照して、安全な通信を利用する場合の初期化処理について説明する
。
　まず、ＲＳＡ鍵生成器２３により公開鍵（Ｎ，ｅ）と秘密鍵（Ｎ，ｄ）の対を生成する
。ＲＳＡ公開鍵（Ｎ，ｅ）はサーバが直接にユーザに渡したり、郵便で送付したり、ある
いは電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。サーバの内部にあるメモリ４
１はＲＳＡ秘密鍵（Ｎ，ｄ）を記憶して保存する。
【００５１】
（２）安全ではない通信を利用する場合
　次に、図１６を参照して、安全ではない通信を利用する場合の初期化処理について説明
する。
　まず、ユーザの端末装置１にある乱数発生器１７によりランダムに乱数Ｒ１（Ｒ１∈｛
０，１｝ｋ）を発生し、サーバに送信する。一方、サーバ２にあるＲＳＡ鍵生成器２４に
より公開鍵（Ｎ，ｅ）と秘密鍵（Ｎ，ｄ）の対を生成する。そして、乱数発生器２５によ
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りランダムに乱数Ｒ２（Ｒ２∈｛０，１｝ｋ）を発生する。ＲＳＡ署名文生成器２６は、
端末装置１から受信したＲ１とＲＳＡ鍵生成器２４から生成された秘密鍵（Ｎ，ｄ）と乱
数発生器２５から発生させた乱数Ｒ２を入力として、｛ｍｊ｝１≦ｊ≦ｎの署名｛ｓｊ｝

１≦ｊ≦ｎを生成する（ただし、ｎはｎ≧ｌｏｇｅ（ＰＷ・（ｅ－１）／ｅ）になるよう
な整数である。ここで、ＰＷはパスワードを表す。）。署名｛ｓｊ｝１≦ｊ≦ｎは、｛ｓ

ｊ＝ｍｊ
ｄｍｏｄＮ｝１≦ｊ≦ｎにより計算する。ここで、｛ｍｊ｝１≦ｊ≦ｎはＨＡＳ

Ｈ（ｎ‖Ｎ‖ｅ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ）‖Ｒ１‖Ｒ２）の出力から長さ１のブロックを
ｎ個に分けて得たものである。ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤ
を表す。サーバ２は、公開鍵（Ｎ，ｅ）と計算して得られた署名文（Ｒ２，｛Ｓｊ｝１≦

ｊ≦ｎ）を端末装置１に送信する。サーバ２の内部に備えたメモリ４１は、ＲＳＡ鍵生成
器２４から生成された秘密鍵（Ｎ，ｄ）を記憶して保存する。
　ユーザの端末装置１にある検証結果判断部１８は、乱数発生器１７において発生させた
Ｒ１とサーバ２から受信した（（Ｎ，ｅ），（Ｒ２，｛ｓｊ｝１≦ｊ≦ｎ））を入力とし
て、署名文（Ｒ２，｛ｓｊ｝１≦ｊ≦ｎ）の検証を行う。｛ｍ，＝ｓｊ

ｅｍｏｄＮ｝１≦

ｊ≦ｎにより｛ｍｊ｝１≦ｊ≦ｎを計算してこの｛ｍｊ｝１≦ｊ≦ｎとＨＡＳＨ（ｎ‖Ｎ
‖ｅ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ）‖Ｒ１‖Ｒ２）を比較する。検証結果判断部１８において
｛ｍｊ｝１≦ｊ≦ｎとＨＡＳＨ（ｎ‖Ｎ‖ｅ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ）‖Ｒ１‖Ｒ２）が
一致しない場合、検証結果判断部１８は、エラー発生器１９に対して、一致しないことを
通知する。これを受けて、エラー発生器１９はエラーを発生して処理を中断する。一方、
検証結果判断部１８において｛ｍｊ｝１≦ｊ≦ｎとＨＡＳＨ（ｎ‖Ｎ‖ｅ‖ＩＤ（Ｕ）‖
ＩＤ（Ｓ）‖Ｒ１‖Ｒ２）が一致した場合はサーバ２の公開鍵（Ｎ，ｅ）が正当なものと
して検証して、ユーザの端末装置１の内部に備えたメモリ１２に、公開鍵（Ｎ，ｅ）を記
憶して保存する。
【００５２】
　次に、図１７、１８を参照して、前述した初期化を行った端末装置１とサーバ２（図５
参照）との間で相互認証及び鍵交換を行う動作を説明する。
＜端末装置の動作＞
（１）多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）
　初めに、多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）の端末装置１の動作を説明する
。
　まず、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とＦＤＨ関数Ｐ’
＝（ｐ’（ｘ），ＦＤＨ）を読み出す。結合器５２はメモリ１２から読み出した多項式ｐ
’（ｘ）とＦＤＨ関数ＦＤＨとユーザが入力したパスワードによりＷ＝ＦＤＨ（ｐ（ｘ）
‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算して出力する。ここで、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋Ｐｏ
ｏｈ９３ｍｏｄＮにより計算する。例えば、ｐ’（ｘ）が１次多項式の場合、ｐ（ｘ）＝
ｐ（１）＝ｐ’（１）＋Ｐｏｏｈ９３＝α１・１＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄＮにより計算する
。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）でｘの代わりに「１」入れて計算した値である。
　ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から読み出した多項式ｐ’（ｘ）がｎ次多項式
の場合、結合器５２は多項式ｐ’（ｘ）とＦＤＨ関数ＦＤＨとユーザが入力したパスワー
ドによりＷ＝ＦＤＨ（ｐ（ｘ）‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算して出力する。ここで
、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄＮにより計算する。例えば、ｐ（ｘ）＝ｐ
（ｉ）＝ｐ’（ｉ）＋Ｐｏｏｈ９３ｍｏｄＮにより計算する。ここで、ｐ’（ｉ）はｉ番
目のサーバに対してｐ’（ｘ）でｘの代わりに「ｉ」入れて計算した値である。
　マスク演算器５４は、メモリ１２から読み出した公開鍵（Ｎ，ｅ）と結合器５２から入
力されたＷと乱数発生器５３においてランダムに発生させた乱数Ｔ（Ｔ∈ＺＮ

＊）とから
Ｚを、Ｚ＝Ｔｅ・ＷｍｏｄＮにより計算する。通信処理部５５はＺをサーバ２へ送信し、
サーバ２からＶ２を受信する。
　続いて認証結果判断部５６は、乱数発生器５３から出力されたＴを入力として、ＨＡＳ
Ｈ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算してサーバ２から受信したＶ２と比較す
る。ここで、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣを使ってもよい。認証結果判断部５６においてＶ
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２とＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致しない場合、認証結果判断部
５６は、エラー発生器５７に対して、一致しないことを通知する。これを受けて、エラー
発生器５７はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証結果判断部５６においてＶ２

とＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致した場合はサーバ２が正当な装
置として認証して、検証子生成器５８は、Ｖ１＝ＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ
（Ｓ））により検証子Ｖ１を計算してサーバ２へ送信する。同時に、セッション鍵生成器
５９は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））によりセッション鍵ＳＫ
を生成する。
【００５３】
（２）多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その２）
　次に、多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その２）の端末装置１の動作を説明する。
　まず、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とＦＤＨ関数Ｐ’
＝（ｐ’（ｘ），ＦＤＨ）を読み出す。結合器５２はメモリ１２から読み出した多項式ｐ
’（ｘ）とＦＤＨ関数ＦＤＨとユーザが入力したパスワードによりＷ＝ＦＤＨ（ｐ（ｘ）
‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算して出力する。ここで、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋ＦＤ
Ｈ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算する。例えば、ｐ’（
ｘ）が１次多項式の場合、ｐ（ｘ）＝ｐ（１）＝ｐ’（１）＋ＦＤＨ（Ｐｏｏｈ９３‖Ｉ
Ｄ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））＝α１・１＋ＦＤＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））
ｍｏｄＮにより計算する。ここで、ｐ’（１）はｐ’（ｘ）でｘの代わりに「１」入れて
計算した値である。
　ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から読み出した多項式ｐ’（ｘ）がｎ次多項式
の場合、結合器５２は多項式ｐ’（ｘ）とＦＤＨ関数ＦＤＨとユーザが入力したパスワー
ドによりＷ＝ＦＤＨ（ｐ（ｘ）‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算して出力する。ここで
、ｐ（ｘ）＝ｐ’（ｘ）＋ＦＤＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮに
より計算する。例えば、ｐ（ｘ）＝ｐ（ｉ）＝ｐ’（ｉ）＋ＦＤＨ（Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ
（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））ｍｏｄＮにより計算する。ここで、ｐ’（ｉ）はｉ番目のサーバに
対してｐ’（ｘ）でｘの代わりに「ｉ」入れて計算した値である。
　マスク演算器５４は、メモリ１２から読み出した公開鍵（Ｎ，ｅ）と結合器５２から入
力されたＷと乱数発生器５３においてランダムに発生させた乱数Ｔ（Ｔ∈ＺＮ

＊）とから
Ｚを、Ｚ＝Ｔｅ・ＷｍｏｄＮにより計算する。通信処理部５５はＺをサーバ２へ送信し、
サーバ２からＶ２を受信する。
　続いて認証結果判断部５６は、乱数発生器５３から出力されたＴを入力として、ＨＡＳ
Ｈ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算してサーバ２から受信したＶ２と比較す
る。ここで、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣを使ってもよい。認証結果判断部５６においてＶ

２とＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致しない場合、認証結果判断部
５６は、エラー発生器５７に対して、一致しないことを通知する。これを受けて、エラー
発生器５７はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証結果判断部５６においてＶ２

とＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致した場合はサーバ２が正当な装
置として認証して、検証子生成器５８は、Ｖ１＝ＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ
（Ｓ））により検証子Ｖ１を計算してサーバ２へ送信する。同時に、セッション鍵生成器
５９は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））によりセッション鍵ＳＫ
を生成する。
【００５４】
（３）ＦＤＨ関数を利用した場合
　次に、ＦＤＨ関数を利用した場合の端末装置１の動作を説明する。
　まず、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された秘密値とＦＤＨ関数Ｐ’
＝（Ｓ，ＦＤＨ）を読み出す。結合器５２はメモリ１２から読み出した秘密値ＳとＦＤＨ
関数ＦＤＨとユーザが入力したパスワードによりＷを計算して出力する。例えば、Ｗは、
Ｗ＝ＦＤＨ（Ｓ‖Ｐｏｏｈ９３‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））により計算する。マスク演算
器５４は、メモリ１２から読み出した公開鍵（Ｎ，ｅ）と結合器５２から入力されたＷと
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乱数発生器５３においてランダムに発生させた乱数Ｔ（Ｔ∈ＺＮ
＊）とからＺを、Ｚ＝Ｔ

ｅ・ＷｍｏｄＮにより計算する。通信処理部５５はＺをサーバ２へ送信し、サーバ２から
Ｖ２を受信する。
　続いて認証結果判断部５６は、乱数発生器５３から出力されたＴを入力として、ＨＡＳ
Ｈ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算してサーバ２から受信したＶ２と比較す
る。ここで、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣを使ってもよい。認証結果判断部５６においてＶ

２とＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致しない場合、認証結果判断部
５６は、エラー発生器５７に対して、一致しないことを通知する。これを受けて、エラー
発生器５７はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証結果判断部５６においてＶ２

とＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致した場合はサーバ２が正当な装
置として認証して、検証子生成器５８は、Ｖ１＝ＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ
（Ｓ））により検証子Ｖ１を計算してサーバ２へ送信する。同時に、セッション鍵生成器
５９は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））によりセッション鍵ＳＫ
を生成する。
【００５５】
＜サーバの動作＞
（１）多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ関数を利用した場
合（その２）
　サーバ２は、前述した多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ
関数を利用した場合（その２）に関わらず次のように動作する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１から保存されたユーザＩＤとパスワードの認証デー
タＨを読み出す。マスター鍵生成器６２はメモリ４１から読み出したＨと秘密鍵（Ｎ，ｄ
）と端末装置１から受信したＺを入力としてＴを、Ｔ＝（Ｚ／Ｗ）ｄｍｏｄＮにより計算
して出力する。ここで、Ｗは、Ｗ＝ＦＤＨ（Ｈ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））により計算す
る。検証子生成器６３は、マスター鍵生成器６２から入力されたＴから検証子Ｖ２を、Ｖ

２＝ＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））により計算する。通信処理部６４は
、計算して得られたＶ２を端末装置１へ送信し、端末装置１から受信したＶ１を認証結果
判断部６５へ出力する。
　続いて認証結果判断部６５は、マスター鍵生成器６２から出力されたＴを入力として、
ＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算して端末装置１から受信したＶ１

と比較する。ここで、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣを使ってもよい。認証結果判断部６５に
おいてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致しない場合、認証結
果判断部６５は、エラー発生器６６に対して、一致しないことを通知する。これを受けて
、エラー発生器６６はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証結果判断部６５にお
いてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致した場合は端末装置１
が正当な装置として認証して、セッション鍵生成器６７は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖Ｔ‖
ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００５６】
（２）ＦＤＨ関数を利用した場合
　次に、ＦＤＨ関数を利用した場合のサーバ２の動作を説明する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１から保存されたユーザＩＤとパスワードの認証デー
タＨを読み出す。マスター鍵生成器６２はメモリ４１から読み出したＨと秘密鍵（Ｎ，ｄ
）と端末装置１から受信したＺを入力としてＴを、Ｔ＝（Ｚ／Ｗ）ｄｍｏｄＮにより計算
して出力する。ここで、Ｗは、Ｗ＝Ｈである。検証子生成器６３は、マスター鍵生成器６
２から入力されたＴから検証子Ｖ２を、Ｖ２＝ＨＡＳＨ（０１‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（
Ｓ））により計算する。通信処理部６４は、計算して得られたＶ２を端末装置１へ送信し
、端末装置１から受信したＶ１を認証結果判断部６５へ出力する。
　続いて認証結果判断部６５は、マスター鍵生成器６２から出力されたＴを入力として、
ＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））を計算して端末装置１から受信したＶ１

と比較する。ここで、ＨＡＳＨの代わりにＭＡＣを使ってもよい。認証結果判断部６５に
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おいてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致しない場合、認証結
果判断部６５は、エラー発生器６６に対して、一致しないことを通知する。これを受けて
、エラー発生器６６はエラーを発生して処理を中断する。一方、認証結果判断部６５にお
いてＶ１とＨＡＳＨ（００‖Ｔ‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））が一致した場合は端末装置１
が正当な装置として認証して、セッション鍵生成器６７は、ＳＫ＝ＨＡＳＨ（１１‖Ｔ‖
ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））によりセッション鍵ＳＫを生成する。
【００５７】
＜パスワード認証データの更新－１＞
　ユーザは、サーバに対してすでに登録されたパスワード認証データを、自分が覚えてい
るパスワードを変えずに、更新したい時、自分の端末装置の更新化を行う。図９、１９は
、ユーザの端末装置の更新化処理の構成を示すブロック図である。ここでの更新化処理は
、前述した多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ関数を利用し
た場合（その２）とマスター鍵を利用する場合に適用することが可能である。また、この
更新化処理によりサーバに対するｒｅｐｌａｙ攻撃を防ぐことが可能である。
【００５８】
＜端末装置の更新化処理＞
（１）多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ関数を利用した場
合（その２）
　初めに、図９を参照して、多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦ
ＤＨ関数を利用した場合（その２）の端末装置１の更新化処理を説明する。端末装置１は
、前述した多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ関数を利用し
た場合（その２）に関わらず次のように動作する。
　まず、多項式発生器１３によりランダムに多項式を発生する。このとき、登録したサー
バの数が一つだったらｘを変数とする１次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄＮ）を、
サーバの数がｎ個だったらｎ次多項式（ｔ’（ｘ）＝β１・ｘ＋β２・ｘ２＋・・・＋β

ｎ・ｘｎｍｏｄＮ）を発生する。ここで、βはＺＮ
＊から無作為に選ばれる。例えば、一

っのサーバの場合、Ｔ’＝ｔ’（ｘ）は、ｔ’（ｘ）＝β１・ｘｍｏｄＮとなる。ここで
、ユーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とＦＤＨ関数Ｐ’＝（ｐ
’（ｘ），ＦＤＨ）を読み出す。多項式ｔ’（ｘ）と多項式ｐ’（ｘ）が入力されたら更
新値生成器１４は、ユーザ保存用の更新された多項式Ｐ’とサーバ更新用の値Ｈ’を生成
する。更新された多項式Ｐ’は、例えばＰ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）＝（α１＋β１）
・ｘｍｏｄＮにより計算できる。サーバ更新用の値Ｈ’、例えばＨ’＝ｔ’（１）ｍｏｄ
Ｎにより計算できる。ここで、ｔ’（１）はｔ’（ｘ）でｘの代わりに「１」を入れて計
算した値である。
　例えば、登録したサーバの数がｎの場合、更新値生成器１４は、ｉ番目のサーバに対し
てサーバ更新用の値Ｈ’を生成する。サーバ更新用の値Ｈ’は、例えばＨ’＝ｔ’（ｉ）
ｍｏｄＮにより計算できる。ここで、ｔ’（ｉ）はｎ次多項式ｔ’（ｘ）でｘの代わりに
「ｉ」を入れて計算した値である。
　サーバ更新用の値Ｈ’はユーザが直接にサーバに渡したり、郵便で送付したり、あるい
は電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置の内部にある
メモリ１２は更新された多項式Ｐ’＝ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ）とメモリ１２から読み出し
たＦＤＨ関数ＦＤＨとを一緒にＰ’＝（ｔ’（ｘ）＋ｐ’（ｘ），ＦＤＨ）として記憶し
て保存する。
【００５９】
（２）マスター鍵を利用する場合
　次に、図１９を参照して、マスター鍵を利用する場合の端末装置１の更新化処理の動作
を説明する。
　まず、乱数発生器５３によりランダムに乱数Ｔ（Ｔ∈ＺＮ

＊）を発生する。ここで、ユ
ーザの端末装置１に備えたメモリ１２から記憶された多項式とＦＤＨ関数Ｐ’＝（ｐ’（
ｘ），ＦＤＨ）を読み出す。乱数Ｔと多項式ｐ’（ｘ）が入力されたら更新値生成器２０



(25) JP 4774492 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

は、ユーザ保存用の更新された多項式Ｐ’を生成する。更新された多項式Ｐ’は、Ｐ’＝
Ｔ＋ｐ’（ｘ）ｍｏｄＮにより計算できる。ユーザの端末装置の内部にあるメモリ１２は
更新された多項式Ｐ’＝Ｔ＋ｐ’（ｘ）とメモリ１２から読み出したＦＤＨ関数ＦＤＨと
を一緒にＰ’＝（Ｔ＋ｐ’（ｘ），ＦＤＨ）として記憶して保存する。
【００６０】
＜サーバの更新化処理＞
（１）多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ関数を利用した場
合（その２）
　初めに、図１０を参照して、多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式と
ＦＤＨ関数を利用した場合（その２）のサーバ２の更新化処理の動作を説明する。サーバ
２は、前述した多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１）、多項式とＦＤＨ関数を利
用した場合（その２）に関わらず次のように動作する。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨ
を読み出す。ユーザの端末装置から送られたサーバ更新用の値Ｈ’とメモリ４１から読み
出したパスワード認証データＨが入力されたら更新値生成器２１は、サーバ保存用の更新
されたパスワード認証データＨを生成する。更新されたパスワード認証データＨは、例え
ばＨ＝ｐ（１）＋ｔ’（１）ｍｏｄＮにより計算できる。サーバの内部にあるメモリ４１
は更新されたパスワード認証データＨを記憶して保存する。
【００６１】
（２）マスター鍵を利用する場合
　次に、図２０を参照して、マスター鍵を利用する場合のサーバ２の更新化処理の動作を
説明する。
　まず、マスター鍵生成器６２によりマスター鍵Ｔを生成する。ここで、サーバ２に備え
たメモリ４１から保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨを読み出す。マスター
鍵Ｔとメモリ４１から読み出したパスワード認証データＨが入力されたら更新値生成器２
７は、サーバ保存用の更新されたパスワード認証データＨを生成する。更新されたパスワ
ード認証データＨは、Ｈ＝ｐ（１）＋ＴｍｏｄＮにより計算できる。サーバの内部にある
メモリ４１は更新されたパスワード認証データＨを記憶して保存する。
【００６２】
＜パスワード認証データの更新－２＞
　ユーザは、サーバに対してすでに登録されたパスワード認証データを、自分が覚えてい
るパスワードを変えながら、更新したい時、自分の端末装置の更新化処理を行う。図１１
は、ユーザの端末装置の更新化処理の構成を示すブロック図である。更新化処理は、秘密
値発生器１５による秘密値Ｓ’とユーザの新しいパスワードＰＷ’とユーザの端末装置１
に備えたメモリ１２から記憶されたＰ’が入力されると、パスワード認証データ更新器１
６によって、サーバ更新用のパスワード認証データＨ’と、ユーザ保存用の更新されたＰ
’が生成され、Ｈ’は、サーバ２に受け渡され、更新されたＰ’は、メモリ１２へ保存す
る。ここでの更新化処理は、前述したＦＤＨ関数を利用した場合に適用することが可能で
ある。また、この更新化処理によりサーバに対するｒｅｐｌａｙ攻撃を防ぐことが可能で
ある。そして、多項式とＦＤＨ関数を利用した場合（その１），多項式とＦＤＨ関数を利
用した場合（その２）も同じように初期化処理と同様の動作を用いて適用することが可能
なため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００６３】
＜端末装置の更新化処理＞
（１）ＦＤＨ関数を利用した場合
　図１１を参照して、ＦＤＨ関数を利用した場合の端末装置１の更新化処理の動作を説明
する。
　まず、秘密値発生器１５によりランダムに秘密値Ｓ’を発生する。ここで、ユーザの端
末装置１に備えたメモリ１２から記憶されたＰ’＝（Ｓ，ＦＤＨ）を読み出す。ユーザが
覚えている新しいパスワード（ＰＷ’）とＦＤＨ関数ＦＤＨと秘密値Ｓ’が入力されたら
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パスワード認証データ更新器１６は、ユーザ保存用の更新されたＰ’とサーバ更新用のパ
スワード認証データＨ’を生成する。サーバ更新用のパスワード認証データＨ’は、例え
ばＨ’＝ＦＤＨ（Ｓ’‖ＰＷ’‖ＩＤ（Ｕ）‖ＩＤ（Ｓ））により計算できる。ここで、
ＩＤ（Ｕ）とＩＤ（Ｓ）はそれぞれユーザとサーバのＩＤを表す。サーバ更新用のパスワ
ード認証データＨ’はユーザが直接にサーバ２に渡したり、郵便で送付したり、あるいは
電話で知らせるなどして、安全に通知する必要がある。ユーザの端末装置１の内部にある
メモリ１２は更新されたＰ’＝（Ｓ’，ＦＤＨ）を記憶して保存する。
【００６４】
＜サーバの更新化処理＞
（１）ＦＤＨ関数を利用した場合
　図１２を参照して、ＦＤＨ関数を利用した場合のサーバ２の更新化処理の動作を説明す
る。
　まず、サーバ２に備えたメモリ４１に保存されたユーザＩＤとパスワード認証データＨ
を読み出す。ユーザの端末装置１から送られたサーバ更新用のパスワード認証データＨ’
とメモリ４１から読み出したパスワード認証データＨが入力されたらパスワード認証デー
タ更新器２２は、サーバ保存用のパスワード認証データＨをユーザの端末装置１から送ら
れたＨ’に更新する。サーバの内部にあるメモリ４１は更新されたパスワード認証データ
Ｈ＝Ｈ’を記憶して保存する。
　このように、多項式を利用することにより、不正利用しようと思っている者が他人の端
末装置を持っていたとしてもユーザのパスワードは情報理論的に安全である。また、サー
バ内に侵入して保存されている情報を得たとしてもユーザのパスワードは情報理論的に安
全である。また、ハッシュ関数と擬似乱数発生器とＦＤＨ関数を利用する場合には、不正
利用しようと思っている者にとってユーザのパスワードは計算量的に安全である。
【００６５】
　次に、前述した技術を応用した装置について説明する。
＜端末に分散データを保存しない場合の遠隔分散保存装置におけるデータ保存処理＞
　次に、図２１を参照して、端末に分散データを保存しない場合の遠隔分散保存装置にお
けるデータ保存処理について説明する。図２１は、端末に分散データを保存しない場合の
遠隔分散保存装置５の構成を示すブロック図である。
　ユーザは分散保存したいデータＤＡＴＡを自分の端末装置２１で処理し、ｎ台のサーバ
に保存するデータＳ’１，…，Ｓ’ｎへと分割する。分割データＳ’ｉはデータのＩＤで
あるＤＩＤと共にユーザの端末装置２１によりサーバの認証装置と共有された鍵ＳＫｉを
用いて作成された安全な通信路を使用可能な通信器５２によってサーバＩＤｉへと送られ
保存される。同様の方法により、保存データの一覧情報を分割し、サーバに保存すること
も可能である。また、ユーザの端末装置（認証データ更新モード）を適当な間隔（記憶情
報がオフライン全数探索で求まる間隔より短い間隔で、例えば、認証を行う度や２，３日
に１回など）で動作させ、Ｐ’と各サーバに記録されているＨを更新する情報ＵＰ’，Ｕ
Ｈ１，…，ＵＨｎを生成させ、それらを更新する。
　これにより、サーバに保存されるデータと認証用データをともに、漏洩と破損に強くな
るように構成することができる。漏洩と破損への耐性は（ｎ，ＤＳ，ＬＳ１，ＬＳ２）の
４組のパラメータで表現できる。ＤＳ，ＬＳ１，ＬＳ２はともに（漏洩や破損の起こる）
エンティティの組み合わせの集合であり、ＤＳはデータの破損に対する耐性、ＬＳ１，Ｌ
Ｓ２は漏洩に対する耐性を表現している。ＤＳには、壊れても構わないエンティティの組
み合わせが記述される。災害などの理由によりローカルバックアップを含め保存している
データが完全に利用できなくなったとしても、利用者が自分のデータを復元できる範囲の
破損組み合わせが記述される。ＬＳ１には、記録情報が漏れても構わないエンティティの
組み合わせが記述される。保存データが漏洩したとしても、攻撃者が利用者のデータを復
元することが困難な範囲の漏洩組み合わせとする。ＬＳ２には、記録情報が漏れたとして
も、後で何らかの対抗策がとれる範囲のエンティティの組み合わせが記述される。保存デ
ータが漏洩したとしても、攻撃者が利用者のデータを復元することを困難にする対抗策の
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存在する範囲の漏洩組み合わせとする。
　また、ユーザの記憶情報はオフラインで全数探索できる程少量であると仮定すると、従
来の漏洩に弱い認証方式を使う場合、攻撃者は漏洩情報と通信路上で得た情報を使って利
用者の記憶情報を全数探索でき、結果として、利用者に成りすまして遠隔分散保存されて
いるデータをすべて入手できる。つまり、ＬＳ１にサーバ｛Ｓ｝とユーザの所有物｛Ｕ｝
をそれぞれ含めることはできなかった。これに対して、漏洩に強い認証方式を使うことで
ＬＳ１にサーバ｛Ｓ｝とユーザの所有物｛Ｕ｝をそれぞれ含めることが可能となる。漏洩
に強い認証方式を含む全ての遠隔認証方式はユーザの所有物｛Ｕ｝とサーバ｛Ｓ｝の両方
から情報が漏洩すると利用者の記憶情報を全数探索でき、結果として、利用者に成りすま
して遠隔分散保存されているデータをすべて入手できる。よって、ＬＳ２にユーザの所有
物｛Ｕ｝とサーバ｛Ｓ｝の組み合わせ｛ＵＳ｝を入れることはできなかった。これに対し
て、Ｐ’とＨ１，…，Ｈｎを更新することでＬＳ２にユーザの所有物とサーバの組み合わ
せを入れることが可能となる。
　次に、図２２を参照して、図２１に示すデータ分散器５１の構成を説明する。調整器５
１１は入力されたパラメータｎ，ｋを秘密分散器５１２に渡す。秘密分散器５１２は入力
されたパラメータｎ，ｋに従い保存データＤＡＴＡを（ｋ，ｎ）分散データＳ１，Ｓ２，
…，Ｓｎに変換する。次に、調整器５１１はデータのＩＤであるＤＩＤからデータ伸長器
５１３の入力ｘを生成しデータ伸長器５１３へ渡す。データ伸長器５１３は対応する情報
Ｈを出力し、それを暗号器５１４に渡す。ここでのＨはオフラインでの全数探索に強い長
さのものを利用する。データ伸長器５１３が短いＨを出力する場合には異なるｘを複数デ
ータ伸長器５１３に渡し、得られた複数のＨを利用する。暗号器５１４は、Ｈを鍵として
ｎ－ｋ＋１個以上の分散データを暗号化する。また、Ｓ１，…，Ｓｎ－ｋ＋１のそれぞれ
に改ざん検出符号を付けてもよい。暗号器の出力がＳ’１，…，Ｓ’ｎであり、ＤＩＤ、
ＩＤ１，ＩＤ２，…，ＩＤｎと共にデータ分割器５１の出力となる。
　なお、（ｋ，ｎ）分散データとは、元データがｎ個に分割されたデータであり、かつ、
そのどのｋ個からでも元のデータを復元できるがｋ未満からでは復元できないような性質
を有するデータである。（ｋ，ｎ）分散データ以外にも任意のアクセス構造を持った分散
データを利用することが可能である。また、秘密分散器は多項式や行列を使った情報量的
に安全な分散方式以外に、暗号化を使うことで保存データサイズを少なくできる計算量的
に安全な分散方式を用いることが可能である。
　このデータ分割器５１は、（ｎ，ＤＳ，ＬＳ１，ＬＳ２）＝（ｎ，｛ＣＳｎ－ｋ｝，｛
ＵＣ，ＣＳｎ｝，｛ＵＣＳｋ－１｝）を実現している。｛ＣＳ｝はクライアントおよびサ
ーバの記録情報およびその部分情報を意味し、｛Ｓｎ｝はｎ台のサーバの全記録情報およ
びその部分情報を意味する。｛Ｃ，Ｓ｝は「クライアントに記録されている全情報および
その部分情報あるいはサーバに記録されている全情報およびその部分情報」を意味する。
｛ＵＣＳｋ－１｝からの漏洩は認証情報のアップデート処理で対処できる。攻撃者が｛Ｕ
ＣＳｋ－１｝から記憶情報を求める間に認証情報がアップデートされれば攻撃者は利用者
のデータを求めることができなくなる。ユーザの所有物｛Ｕ｝の紛失（Ｐ’の紛失）に対
しては、｛Ｕ｝に記録してあるデータをアップデートするたびにそのコピーをローカルに
作成することで解決できる。災害などでローカルコピーもろとも｛Ｕ｝が破損する危険性
に対しては、｛Ｕ｝に記録してあるデータを秘密分散器で（ｋ’，ｎ）分散データで分割
して各サーバにも保存しておくことで解決できる。ｋ’＞＝ｋの場合、（ｎ，ＤＳ，ＬＳ
１，ＬＳ２）＝（ｎ，｛ＵＣＳｎ－ｋ’，ＣＳｎ－ｋ｝，｛ＵＣ，ＣＳｋ’－１｝，｛Ｕ
ＣＳｋ－１｝）を実現しており、ｋ’＜ｋの場合、（ｎ，ＤＳ，ＬＳ１，ＬＳ２）＝（ｎ
，｛ＵＣＳｎ－ｋ，ＣＳｎ－ｋ｝，｛ＵＣ，ＣＳｋ’－１｝，｛ＵＣＳｋ－１，ＣＳｋ－
１｝）を実現している。
　さらに、ユーザの所有物に記録してあるデータと記憶情報のすべて、あるいはそれらの
一部も秘密分散器で（ｋ’，ｎ）分散データに分割して各サーバにも保存しておけば、ユ
ーザが仮に記憶情報を忘れたとしてもオフライン解析により（所有物の記録情報と）記憶
情報を復元できる。その際、１）すべてを分散する場合はオフライン解析を省くことがで
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き、２）一部を分散する場合はその量に応じてオフライン解析の計算量を削減することが
できる。この機能により、ユーザは第三者にデータを復号する権限を与える際に、データ
を復元する容易さ（攻撃者が｛ＣＳｋ’｝を得た場合のデータ復元の容易さとも同じ）を
調整できるようになる。
【００６６】
＜端末にデータを保存しない場合の遠隔分散保存装置におけるデータ復元処理＞
　次に、図２３を参照して、端末にデータを保存しない場合の遠隔分散保存装置における
データ復元処理について説明する。図２３は、端末にデータを保存しない場合の遠隔分散
保存装置５の構成を示すブロック図である。
　データ復元器５４は、入力されたＤＩＤに対応する分散データＳ’１，…，Ｓ’ｎの内
少なくともｋ個を通信器５２を介してサーバＩＤ１，ＩＤ２，…ＩＤｎから受け取る。デ
ータ復元器５４はＳ’１，…，Ｓ’ｎの内少なくともｋ個を処理してＤＡＴＡを復元する
。同様の方法で、保存データの一覧を復元することも可能である。また、ユーザの端末装
置２１（認証データ更新モード）を適当な間隔（記憶情報がオフライン全数探索で求まる
間隔より短い間隔で、例えば、認証を行う度や２，３日に１回など）で動作させ、Ｐ’と
各サーバに記録されているＨを更新する情報ＵＰ’，ＵＨ１，…，ＵＨｎを生成させ、そ
れらを更新する。
　次に、図２４を参照して、図２３に示すデータ復元器５４の構成を説明する。調整器５
４１は、入力されたｎ台のサーバＩＤ，ＩＤ１，ＩＤ２，…，ＩＤｎとＤＩＤを出力する
。また、調整器５４１はＤＩＤからデータ伸長器５４２の入力ｘを生成しデータ伸長器５
４２へ渡す。データ伸長器５４２は対応する情報Ｈを出力し、それを復号器５４３に渡す
。復号器５４３は得られた分散データＳ’１，Ｓ’２，…，Ｓ’ｎの内、暗号化されてい
るものを復号しＳ１，Ｓ２，…，Ｓｎを秘密分散復元器に渡す。秘密分散復元器５４４は
渡された分散データからＤＡＴＡを復元する。なお、改ざん検出を行い改ざんの行われて
いない分散データのみをｋ個渡してもよい。
【００６７】
＜端末にも分散データを保存する場合の遠隔分散保存装置におけるデータ保存処理＞
　次に、図２５を参照して、端末にも分散データを保存する場合の遠隔分散保存装置にお
けるデータ保存処理について説明する。図２５は、端末にも分散データを保存する場合の
遠隔分散保存装置５の構成を示すブロック図である。ここでは、図２１に示す構成を異な
る部分のみを説明する。
　ユーザは分散保存したいデータＤＡＴＡを自分の端末装置２１で処理し、手元に残すデ
ータＤＬとｎ台のサーバに保存するデータＲＳ’１，…，ＲＳ’ｎへと分割する。ＤＬは
手元の記録装置５５に保存され、分割データＲＳ’１はデータのＩＤであるＤＩＤと共に
ユーザの端末装置２１によりサーバの認証装置と共有された鍵ＳＫｉを用いて作成された
安全な通信路を通ってサーバＩＤｉへと送られ保存される。同様の方法で、保存データの
一覧情報を分割し、サーバに保存することも可能である。
　このように、分散データの一部を自分の端末装置２１に置くことで、サーバとの通信量
を削減できる。破損したサーバの組み合わせに応じて通信量が変わる方式と変わらない方
式が可能であるが、変わる方法の場合ｎ台のサーバ全体の記憶領域を削減できる。なお、
漏洩と破損に対する耐性は、データを手元に置かない場合と同等に保つことができる。
　次に、図２６を参照して、図２５に示すデータ分割器５１の構成を説明する。ここでは
、図２２に示す構成と異なる部分のみを説明する。暗号器５１５は乱数生成器５１６から
乱数Ｒを受け取り、これを鍵として保存データを暗号化し、それをＤＬとして出力する。
調整器５１１は入力されたパラメータｎ，ｋを秘密分散器５１２に渡す。秘密分散器５１
２は入力されたパラメータｎ，ｋに従いＲを（ｋ，ｎ）分散データＲＳ１，ＲＳ２，…，
ＲＳｎに変換する。次に、調整器５１１はデータのＩＤであるＤＩＤからデータ伸長器５
１３の入力ｘを生成しデータ伸長器５１３へ渡す。データ伸長器５１３は対応する情報Ｈ
を出力し、これを鍵として暗号器５１４に渡す。ここでのＨはオフラインでの全数探索に
強い長さのものを利用する。データ伸長器５１３が短いＨを出力する場合には異なるｘを
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複数のデータ伸長器５１３に渡し、得られた複数のＨを利用する。暗号器５１４は、Ｈを
鍵としてｎ－ｋ＋１個以上の分散データを暗号化する。また、ＲＳ１，…，ＲＳｎ－ｋ＋
１のそれぞれに改ざん検出符号を付けてもよい。暗号器の出力がＲＳ’１，…，ＲＳ’ｎ
である。
　なお、（ｋ，ｎ）分散データ以外にも任意のアクセス構造を持った分散データを利用す
ることが可能である。また、秘密分散器５１２には多項式や行列を使った情報量的に安全
な分散方式や、暗号を使う計算量的に安全な分散方式を用いることが可能であるが、Ｒの
サイズが小さい場合には、計算量的に安全な分散方式を用いることによるサイズの削減効
果は小さいため、情報量的に安全な分散方式を用いた方がよい。
【００６８】
＜端末にも分散データを保存する場合の遠隔分散保存装置におけるデータ復元処理＞
　次に、図２７を参照して、端末にも分散データを保存する場合の遠隔分散保存装置にお
けるデータ復元処理について説明する。図２７は、端末にも分散データを保存する場合の
遠隔分散保存装置５の構成を示すブロック図である。ここでは、図２３に示す構成と異な
る部分のみを説明する。
　データ復元器５４は入力されたＤＩＤに対応する分散データＲＳ’１，…ＲＳ’ｎの内
少なくともｋ個を通信器を介してサーバＩＤ１，ＩＤ２，…，ＩＤｎから受け取る。デー
タ復元器５４はＲＳ’１，…，ＲＳ’ｎの内少なくともｋ個を処理してＤＡＴＡを復元す
る。同様の方法で、保存データの一覧を復元することも可能である。
　次に、図２８を参照して、図２７に示すデータ復元器５４の構成を説明する。ここでは
、図２４に示す構成と異なる部分のみを説明する。調整器５４１は、ＤＩＤからデータ伸
長器５４２の入力ｘを生成しデータ伸長器５４２へ渡す。データ伸長器５４２は対応する
情報Ｈを出力し、それを復号器５４３に渡す。復号器５４３は得られた分散データＲＳ’
１，ＲＳ’２，…，ＲＳ’ｎの内、暗号化されているものを復号しＲＳ１，…，ＲＳｎを
秘密分散復元器５４４に渡す。秘密分散復元器５４４は渡された分散データからＤＡＴＡ
を復号器５４５によって復元する。また、改ざん検出を行い改ざんの行われていない分散
データをｋ個渡してもよい。
【００６９】
　なお、図面に示す各処理部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り
可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステ
ムに読み込ませ、実行することにより認証処理、鍵交換処理を行ってもよい。なお、ここ
でいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）を
備えたＷＷＷシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体
」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、
コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「
コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回
線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコン
ピュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持し
ているものも含むものとする。
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに
記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差
分プログラム）であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
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　この発明によれば、端末装置側あるいはサーバ側から装置内に保存している情報が漏れ
たとしてもオフライン解析によってパスワードを見つけだすことができないため、サーバ
の不正利用を防止することが可能になるという効果が得られる。また、装置内に保存され
ている情報を盗まれないようにするための耐タンパー性のモジュールを使用する必要がな
いため、装置構成を簡単にすることができる。また、公開鍵暗号システムのように複雑な
鍵管理処理を行う必要がないため、計算処理を向上させることができるとともに、処理内
容を簡単にすることができる。また、複数のサーバに対しても拡張することができる。
　さらに、各サーバと端末装置とでユーザＩＤを同期させながら動的に変化させることで
、盗聴者がユーザＩＤを用いてユーザのプライバシ情報を紐付けすることを防止すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施形態における端末装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示すデータ伸長器１１の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示すデータ伸長器１１の構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示すデータ伸長器１１の構成を示すブロック図である。
【図５】相互認証及び鍵交換を行う装置の構成を示すブロック図である。
【図６】図５に示す端末装置１の構成を示すブロック図である。
【図７】図５に示すサーバ２の構成を示すブロック図である。
【図８】図１に示すデータ伸長器１１の構成を示すブロック図である。
【図９】パスワード認証データ更新－１の端末装置１の構成を示すブロック図である。
【図１０】パスワード認証データ更新－１のサーバ２の構成を示すブロック図である。
【図１１】パスワード認証データ更新－２の端末装置１の構成を示すブロック図である。
【図１２】パスワード認証データ更新－２のサーバ２の構成を示すブロック図である。
【図１３】図１に示すデータ伸長器１１の構成を示すブロック図である。
【図１４】図１に示すデータ伸長器１１の構成を示すブロック図である。
【図１５】安全な通信を利用して初期化処理を行う場合のサーバ２の構成を示すブロック
図である。
【図１６】安全ではない通信を利用して初期化処理を行う場合の端末装置１及びサーバ２
の構成を示すブロック図である。
【図１７】図５に示す端末装置１の構成を示すブロック図である。
【図１８】図５に示すサーバ２の構成を示すブロック図である。
【図１９】マスター鍵を利用して更新化処理を行う場合の端末装置１の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２０】マスター鍵を利用して更新化処理を行う場合のサーバ２の構成を示すブロック
図である。
【図２１】端末に分散データを保存しない場合の遠隔分散保存装置５の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２２】図２１に示すデータ分散器５１の構成を示すブロック図である。
【図２３】端末にデータを保存しない場合の遠隔分散保存装置５の構成を示すブロック図
である。
【図２４】図２３に示すデータ復元器５４の構成を示すブロック図である。
【図２５】端末にも分散データを保存する場合の遠隔分散保存装置５の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２６】図２５に示すデータ分割器５１の構成を示すブロック図である。
【図２７】端末にも分散データを保存する場合の遠隔分散保存装置５の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２８】図２７に示すデータ復元器５４の構成を示すブロック図である。
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