
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおいて、
　前記利用者装置は、
　利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の署
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報を前記発行装置に送信する手段と
、
　前記発行装置から格納許可証を取得すると、該格納許可証を検証し、取得した格納デー
タと、送信した前記格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納
データを記憶手段に格納する手段と、を有し、
　前記発行装置は、
　前記利用者から受信した前記登録証と前記格納データ情報を検証し、検証結果が正しけ
れば、前記登録証、該格納データ情報に対して、証明情報を付与し、格納許可依頼を生成
し、該登録証、該格納データ情報及び格納許可依頼を前記データ提供装置に送信する手段
と、
　前記データ提供装置から取得した格納許可証を検証し、検証結果が正しければ該格納許
可証を前記利用者装置に送信する手段と、を有し、
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　前記データ提供装置は、
　前記格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ該格納許可依頼及び格納データ情報
に対して証明情報を付与し、格納許可証を生成し、該格納許可証を前記発行装置に送信す
る手段を有する、ことを特徴とするデータ格納システム。
【請求項２】
　データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおいて、
　前記利用者装置は、
　利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の署
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報を前記データ提供装置に送信する
手段と、
　前記データ提供装置から格納許可証を取得し、該格納許可証を検証し、取得した格納デ
ータと前記格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納データを
記憶手段に格納する手段と、を有し、
　前記データ提供装置は、
　前記利用者装置から取得した前記登録証及び前記格納データ情報を検証し、検証結果が
正しければ、該登録証及び該格納データ情報に対して証明情報を付与し、格納許可依頼を
作成し、該登録証、該格納データ情報及び該格納許可依頼を前記発行装置に送信する手段
と、
　前記発行装置から取得した格納許可証を検証し、検証結果が正しければ、該格納許可証
を前記利用者に送信する手段と、を有し、
　前記発行装置は、
　前記格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ、該格納許可依頼及び前記格納デー
タ情報に対して証明情報を付与して、格納許可証を生成し、該格納許可証を前記データ提
供装置に送信する手段を有することを特徴とするデータ格納システム。
【請求項３】
　前記発行装置は、
　証明情報を付与するために用いる情報を前記発行登録装置に送信する手段と、
　前記発行登録装置より取得した発行機関登録証を検証し、検証結果が正しければ、該発
行機関登録証を格納しておく手段と、
　前記利用者装置に対して前記登録証を生成し、前記発行機関登録証と共に該利用者装置
に送信する手段と、を有し、
　前記発行登録装置は、
　前記発行装置から受信した前記証明情報を付与するために用いる情報に対して証明情報
を付与し、発行機関登録証を作成し、前記発行装置に送信する手段を有し、
　前記利用者装置は、
　前記発行装置から取得した、前記登録証と前記発行機関登録証の両者を検証し、検証結
果が正しければ該登録証及び前記発行機関登録証を記憶手段に格納する手段と、を有する
請求項１または２記載のデータ格納システム。
【請求項４】
　前記利用者装置は、
　前記格納データを格納する代わりに、既に前記記憶手段内にある格納データを削除する
手段を有する請求項１または２記載のデータ格納システム。
【請求項５】
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データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登



　

　

【請求項６】
　

　

　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

　

　

【請求項１０】
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録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおける、利用者装置として
利用されるコンピュータに、

利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の署
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報を前記発行装置に送信するステッ
プと、

前記発行装置から格納許可証を取得すると、該格納許可証を検証し、取得した格納デー
タと、送信した前記格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納
データを記憶手段に格納するステップと、
を実行させるプログラムを格納したことを特徴とするデータ格納プログラムを格納したコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体。

データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登
録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおける、利用者装置として
利用されるコンピュータに、

利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の署
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報を前記データ提供装置に送信する
ステップと、

前記データ提供装置から格納許可証を取得し、該格納許可証を検証し、取得した格納デ
ータと前記格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納データを
記憶手段に格納するステップと、
を実行させるプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。

前記発行装置から取得した、前記登録証と前記発行機関登録証の両者を検証し、検証結
果が正しければ該登録証及び該発行機関登録証を記憶手段に格納するステップを実行させ
る請求項５または６記載のデータ格納プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体。

前記格納データを格納する代わりに、既に前記記憶手段内にある格納データを削除する
請求項５または６記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登
録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおける、発行装置として利
用されるコンピュータに、

利用者から受信した前記登録証と格納データ情報を検証し、検証結果が正しければ、該
登録証、該格納データ情報に対して、証明情報を付与し、格納許可依頼を生成し、該登録
証、該格納データ情報及び該格納許可依頼を前記データ提供装置に送信するステップと、

前記データ提供装置から取得した格納許可証を検証し、検証結果が正しければ該格納許
可証を前記利用者装置に送信するステップと、
を実行させるプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。

データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発



　

【請求項１１】
　
　

　

【請求項１２】
　

　

【請求項１３】
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、データ格納システム及びデータ格納プログラムを格納した記憶媒体に係り、特
に、電気通信システムやＩＣカード等を利用し、プログラム等のデータをＩＣカード等に
格納するためのデータ格納システム及びデータ格納プログラムを格納した記憶媒体に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
昨今、データ格納システムとして、セキュリティ上安全な装置（ＩＣカード等）を利用し
たシステムが普及しつつある。これらの装置に対してプログラム等の重要なデータの格納
は、発行機関（ＩＣカード発行機関）が装置提供時に行っている。
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行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登
録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおける、発行装置として利
用されるコンピュータに、

前記データ提供装置から取得した格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ、該格
納許可依頼及び格納データ情報に対して証明情報を付与して、格納許可証を生成し、該格
納許可証を前記データ提供装置に送信するステップを実行させるデータ格納プログラムを
格納したこと特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

証明情報を付与するために用いる情報を前記発行登録装置に送信するステップと、
前記発行登録装置より取得した発行機関登録証を検証し、検証結果が正しければ、該発

行機関登録証を格納しておくステップと、
前記利用者装置に対して前記登録証を生成し、前記発行機関登録証と共に該利用者装置

に送信するステップと、
を実行させる請求項９または１０記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登
録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおける、データ提供装置と
して利用されるコンピュータに、

前記発行装置から取得した格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ該格納許可依
頼及び格納データ情報に対して証明情報を付与し、格納許可証を生成し、該格納許可証を
該発行装置に送信するステップを実行させるデータ格納プログラムを格納したことを特徴
とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録証を発行・管理する発行
機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有するデータ提供装置、発
行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録
・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登
録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにおける、データ提供装置と
して利用されるコンピュータに、

前記利用者装置から取得した前記登録証および格納データ情報を検証し、検証結果が正
しければ該登録証及び該格納データ情報に対して証明情報を付与し、格納許可依頼を作成
し、該登録証、該格納データ情報及び該格納許可依頼を前記発行装置に送信するステップ
を実行させるデータ格納プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み取り可
能な記録媒体。



【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、利用者装置（ＩＣカード等）にプログラムを格納する権限はセキュリティ
上の問題により、発行機関（ＩＣカード発行機関）に全て持たせてあるため、プログラム
を提供しているデータ提供機関（サービス提供機関）は提供したプログラムを直接利用者
に格納させたり、プログラムの格納に関する情報について管理できないという問題がある
。
【０００４】
また、利用者が、動的にデータを追加、変更、削除を行う際に、正当な発行機関やデータ
提供機関の確認をとれていることを確認する手段がないため、ネットワーク等を介して、
データ（プログラム等）を安全に格納することができないという問題がある。
本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、利用者、カード発行機関、サービス提供機関
がそれぞれ合意して、カード発行機関もサービス提供者も同等に安全にＩＣカードにデー
タを格納、削除させることが可能なデータ格納システム及びデータ格納プログラムを格納
した記憶媒体を提供することを目的とする。
【０００５】
また、更なる本発明の目的は、カード発行機関、サービス提供機関がそれぞれＩＣカード
に格納されているデータに関する情報を把握することが可能なデータ格納システム及びデ
ータ格納プログラムを格納した記憶媒体を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明（請求項１）は、データを格納する利用者装置１００と、該利用者装置１００の
提供及び登録証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ
提供機関が有するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行
登録装置と、該データ提供機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からな
るデータ格納システムにおいて、
　利用者装置は、
　利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報

発行装置に送信する手段と、
　

手段と、を有し、
　発行装置は、
　

　

　
　

。
【０００８】
　本発明（請求項 ）は、

　利用者装置
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と利用者情報に対する発行機関の署
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報を

発行装置から格納許可証を取得すると、該格納許可証を検証し、取得した格納データと
、送信した格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納データを
記憶手段に格納する

利用者から受信した登録証と格納データ情報を検証し、検証結果が正しければ、登録証
、該格納データ情報に対して、証明情報を付与し、格納許可依頼を生成し、該登録証、該
格納データ情報及び格納許可依頼をデータ提供装置に送信する手段と、

データ提供装置から取得した格納許可証を検証し、検証結果が正しければ該格納許可証
を利用者装置に送信する手段と、を有し、

データ提供装置は、
格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ該格納許可依頼及び格納データ情報に対

して証明情報を付与し、格納許可証を生成し、該格納許可証を発行装置に送信する手段を
有する

２ データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録
証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有
するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、
該データ提供機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納
システムにおいて、

は、
利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の署



格納データ情報をデータ提供装置に送信する手段
と、
　データ提供装置から格納許可証を取得し、該格納許可証を検証し、取得した格納データ
と格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納データを記憶手段
に格納する手段と を有し、
　データ提供装置
　利用者装置から取得した登録証及び格納データ情報を検証し、検証結果が正しければ、
該登録証及び該格納データ情報に対して証明情報を付与し、格納許可依頼を作成し、該登
録証、該格納データ情報及び該格納許可依頼を発行装置に送信する手段と、
　発行装置から取得した格納許可証を検証し、検証結果が正しければ、該格納許可証を利
用者に送信する手段と を有し、
　発行装置
　格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ、該格納許可依頼及び格納データ情報に
対して証明情報を付与して、格納許可証を生成し、該格納許可証をデータ提供装置に送信
する手段を有する。
【００１０】
　本発明（請求項 ）は、発行装置において、
　証明情報を付与するために用いる情報を発行登録装置に送信する手段と、
　発行登録装置より取得した発行機関登録証を検証し、検証結果が正しければ、該発行機
関登録証を格納しておく手段と、
　利用者装置に対して登録証を生成し、発行機関登録証と共に該利用者装置に送信する手
段と を有し、
　発行登録装置において、
　発行装置から受信した証明情報を付与するために用いる情報に対して証明情報を付与し
、発行機関登録証を作成し、発行装置に送信する手段を有し、
　利用者装置において、
　発行装置から取得した、登録証と発行機関登録証の両者を検証し、検証結果が正しけれ
ば該登録証及び発行機関登録証を記憶手段に格納する手段と、を有する。
【００１２】
　本発明（請求項 ）は、利用者装置において、
　格納データを格納する代わりに、既に記憶手段内にある格納データを削除する手段を有
する。
【００１３】
　本発明（請求項５）は、
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名情報とを用いて作成された登録証と、

、
は、

、
は、

３

、

４

データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録
証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有
するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、
該データ提供機関を登録・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供
機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにお
ける、利用者装置として利用されるコンピュータに、

利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の署
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報を発行装置に送信するステップと
、

発行装置から格納許可証を取得すると、該格納許可証を検証し、取得した格納データと
、送信した格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納データを
記憶手段に格納するステップと、を実行させるプログラムを格納したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体である。

本発明（請求項６）は、データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録
証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有
するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、
該データ提供機関を登録・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供



　

　

　

　

【００１４】
　本発明（請求項 ）は、

　

　

　

　

　

　

　

【００１５】
　本発明（請求項 ）は、
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機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにお
ける、利用者装置として利用されるコンピュータに、

利用者公開鍵を含む鍵に関する情報である登録情報と利用者情報に対する発行機関の書
名情報とを用いて作成された登録証と、格納データ情報をデータ提供装置に送信するステ
ップと、

データ提供装置から格納許可証を取得し、該格納許可証を検証し、取得した格納データ
と格納データ情報との対応付けを検証し、検証結果が正しければ該格納データを記憶手段
に格納するステップと、を実行させるプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体である。

また、本発明（請求項７）は、発行装置から取得した、登録証と発行機関登録証の両者
を検証し、検証結果が正しければ該登録証及び該発行機関登録証を記憶手段に格納するス
テップを実行させるプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。

また、本発明（請求項８）は、格納データを格納する代わりに、既に記憶手段内にある
格納データを削除するプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である
。

９ データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登録
証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が有
するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と、
該データ提供機関を登録・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提供
機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムにお
ける、発行装置として利用されるコンピュータに、

利用者から受信した登録証と格納データ情報を検証し、検証結果が正しければ、該登録
証、該格納データ情報に対して、証明情報を付与し、格納許可依頼を生成し、該登録証、
該格納データ情報及び該格納許可依頼をデータ提供装置に送信するステップと、

データ提供装置から取得した格納許可証を検証し、検証結果が正しければ該格納許可証
を利用者装置に送信するステップと、を実行させるプログラムを格納したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体である。

本発明（請求項１０）は、データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登
録証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が
有するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と
、該データ提供機関を登録・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提
供機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムに
おける、発行装置として利用されるコンピュータに、

データ提供装置から取得した格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ、該格納許
可依頼及び格納データ情報に対して証明情報を付与して、格納許可証を生成し、該格納許
可証をデータ提供装置に送信するステップを実行させるプログラムを格納したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体である。

また、本発明（請求項１１）は、証明情報を付与するために用いる情報を発行登録装置
に送信するステップと、

発行登録装置より取得した発行機関登録証を検証し、検証結果が正しければ、該発行機
関登録証を格納しておくステップと、

利用者装置に対して登録証を生成し、発行機関登録証と共に該利用者装置に送信するス
テップと、を実行させるプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であ
る。

１２ データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登
録証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が
有するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と
、該データ提供機関を登録・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提



　

　

　

【００１８】
　 記のように、本発明は、利用者装置が登録情報を生成し、利用者情報と共に発行機関
へ送信し、発行機関は、受信した登録情報と利用者情報を格納し、登録情報に対して証明
情報を付与し、登録証を生成し、利用者 に送信し、利用者装置は受信した登録証を検
証し、検証結果が正しければ登録証を記憶手段に記憶する利用者登録を基本として、ＩＣ
カードのデータを安全 納・削除するものである。
【００１９】
これにより、発行機関によって発行される登録証により被発行者を保証し、データ格納、
削除等の処理をカード発行機関・サービス提供機関の両者が安全に行うことが可能となる
。
また、発行機関、データ提供機関、利用者装置で登録証、格納許可依頼、格納許可証を検
証することにより、第三者による改竄を防止し、また、格納データ数などの格納されたデ
ータに関する情報を把握することが可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　図 は、本発明の格納データシステムの構成を示す。
　同図に示すデータ格納システムは、利用者装置の提供及び、登録証を発行・管理する機
関である発行機関が有する発行装置１００、データを提供するデータ提供機関が有するデ
ータ提供装置２００、登録証やデータを格納する利用者装置３００、発行機関を登録・管
理し、登録証の正当性を保証する発行登録機関が有する発行登録装置４００、データの提
供機関を登録・管理し、データの正当性を保証する機関であるデータ登録機関が有するデ
ータ登録装置５００から構成される。
【００２１】
これらの装置間は、何らかのデータのやりとりが行えればよく、例えば、通信回線等を介
して接続している場合を表す。また、これらの各装置は、耐タンパ装置（ＩＣカードなど
）を用いてもよい。
発行装置１００、データ提供装置２００、発行登録装置４００、データ登録装置５００は
、予め共通鍵暗号方式、公開鍵暗号方式、ディジタル署名方式、セキュアハッシュ（メッ
セージダイジェスト）（池野、小山著「現代暗号理論」電子情報通信学会、等を参照）な
どを用いている証明書作成用・証明書検証用の鍵情報（公開鍵・秘密鍵・共有鍵等）を生
成して保持しているものとする。
【００２２】
【実施例】
以下、図面と共に本発明の実施例を説明する。
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供機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムに
おける、データ提供装置として利用されるコンピュータに、

発行装置から取得した格納許可依頼を検証し、検証結果が正しければ該格納許可依頼及
び格納データ情報に対して証明情報を付与し、格納許可証を生成し、該格納許可証を該発
行装置に送信するステップを実行させるプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体である。

本発明（請求項１３）は、データを格納する利用者装置と、該利用者装置の提供及び登
録証を発行・管理する発行機関が有する発行装置と、データを提供するデータ提供機関が
有するデータ提供装置、発行機関を登録・管理する発行登録機関が有する発行登録装置と
、該データ提供機関を登録・管理する発行登録機関を有する発行登録装置と、該データ提
供機関を登録・管理する登録機関が有するデータ登録装置からなるデータ格納システムに
おける、データ提供装置として利用されるコンピュータに、

利用者装置から取得した登録証および格納データ情報を検証し、検証結果が正しければ
該登録証及び該格納データ情報に対して証明情報を付与し、格納許可依頼を作成し、該登
録証、該格納データ情報及び該格納許可依頼を発行装置に送信するステップを実行させる
プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。

上

装置

に格

１



［第１の実施例］
本実施例では、利用者装置３００と発行装置１００との間における利用者登録の処理につ
いて説明する。
【００２３】
　図 は、本発明の第１の実施例の利用者登録時のシステム構成を示す。
　同図に示すシステムは、発行装置１００と利用者装置３００から構成される。
　同図に示す発行装置１００は、データベース１１０と証明書作成部１２０から構成され
る。証明書作成部１２０は、入力データに対して発行機関が作成したことを証明するため
のディジタル署名（又は、暗号化データ、又は、セキュアハッシュ）を作成する。ここで
、入力データとして、利用者装置３００から、利用者公開鍵など鍵に関する情報（公開鍵
、共通鍵方式における共有鍵等）（ＵＩ）及び、利用者識別子などからなる利用者情報（
ＵＩＤ）が入力されるものとする。証明書作成部１２０は、利用者装置３００から入力さ
れた登録情報（ＵＩ）と利用者情報（ＵＩＤ）に対する発行機関のディジタル署名（又は
、暗号化データまたは、セキュアハッシュ）を生成し、これを登録証（Ｌ）として利用者
装置３００に出力する。
【００２４】
利用者装置３００は、メモリ３１０、登録情報生成部３２０、及び証明書検証部３３０か
ら構成される。
登録情報生成部３２０は、登録情報（ＵＩ）、及び利用者情報（ＵＩＤ）を生成し、メモ
リ３１０に格納する。
証明書検証部３３０は、発行装置１００から入力された登録証（Ｌ）の正当性を検証する
。登録証（Ｌ）のディジタル署名（又は、暗号化データ、または、セキュアハッシュ）を
検証し、正当であれば、当該登録証（Ｌ）をメモリ３１０に格納する。
【００２５】
上記の構成における利用者登録動作は、以下の通りである。
▲１▼　まず、利用者装置３００が、登録情報生成部３２０を用いて、登録装置１００へ
の登録情報（ＵＩ）を生成し、メモリ３１０に格納し、当該登録情報（ＵＩ）を発行装置
１００に送信する。
▲２▼　次に、発行装置１００は、受信した登録情報（ＵＩ）を用いて証明書作成部１２
０にて、登録証（Ｌ）を作成し、データベース１１０に格納し、登録証（Ｌ）を利用者装
置３００に送信する。
【００２６】
▲３▼　利用者装置３００は、証明書検証部３３０において、登録証（Ｌ）を検証し、検
証結果が正しければ、登録証（Ｌ）をメモリ３１０に格納する。
［第２の実施例］
本実施例では、発行機関を経由してデータの格納を行う処理について説明する。
【００２７】
図３は、本発明の第２の実施例の発行機関を経由したデータ格納時のシステム構成を示す
。
同図に示すシステムは、発行装置１００、データ提供装置２００、及び利用者装置３００
から構成される。
発行装置１００は、証明書作成部１２０、証明書検証部１３０、及び格納データ検証部１
４０から構成される。
【００２８】
　証明書検証部１３０は、利用者装置３００から登録証（Ｌ）を取得し、当該発行装置１
００で作成したことを証明するためのディジタル署名（又は、暗号化データ、又は、セキ
ュアハッシュ）を検証する。検証結果が正当である場合には、格納許可証を発行し、利用
者装置３００に転送する。
　格納データ検証部１４０は、利用者装置３００から、格納データ識別子などからなる格
納データ情報（ＡＩＤ）を取得して、当該データ （ＡＩＤ）の検証を行い、正当であ
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れば、検証結果（格納データ情報（ＡＩＤ））を証明書作成部１２０及びデータ提供装置
２００に転送する。
【００２９】
証明書作成部１２０は、証明書検証部１３０から検証済の登録証（Ｌ）と、格納データ検
証部１４０から検証済の格納データ情報（ＡＩＤ）を取得して、登録証（Ｌ）と格納デー
タ情報（ＡＩＤ）に対するディジタル署名（又は、暗号化データ又は、セキュアハッシュ
）を格納許可依頼（ＤＲ）としてデータ提供装置２００に転送する。
【００３０】
データ提供部２００は、データベース２１０、証明書作成部２２０、証明書検証部２３０
、及び格納データ検証部２４０から構成される。
証明書検証部２３０は、発行装置１００から格納許可依頼（ＤＲ）を取得すると、当該格
納許可依頼の正当性を検証し、正当であれば、格納データ情報（ＡＩＤ）を格納データ検
証部２４０に転送し、格納許可依頼（ＤＲ）を証明書作成部２２０に転送する。
【００３１】
格納データ検証部２４０は、証明書検証部２３０から取得した格納データ情報（ＡＩＤ）
をデータベース２１０に書き込むと共に、格納データ情報（ＡＩＤ）を検証して正当であ
れば、当該格納データ情報（ＡＩＤ）を証明書作成部２２０に転送する。
証明書作成部２２０は、証明書検証部２３０から取得した格納許可依頼（ＤＲ）と格納デ
ータ検証部２４０から取得した格納データ情報（ＡＩＤ）を検証し、正当であれば、格納
許可情報（ＤＬ）を発行装置１００に転送する。
【００３２】
利用者装置３００は、メモリ３１０、証明書検証部３３０及び、データ確認部３４０から
構成される。
証明書検証部３３０は、発行装置１００から格納許可証（ＤＬ）を取得し、その正当性を
検証し、検証結果をデータ確認部３４０に転送する。
データ確認部３４０は、証明書検証部３３０における検証結果が正当である場合に、デー
タ提供装置２１０から格納データ（ＡＰＤ）を取得し、当該格納データ（ＡＰＤ）をメモ
リ３１０に書き込む。
【００３３】
　上記の構成における発行機関を経由したデータ格納時の動作は、以下の通りである。
　 　利用者装置３００は、登録証（Ｌ）、格納データ情報（ＡＩＤ）を発行装置１
００に送信する。
　 　発行装置１００は、証明書検証 １３０において、登録証（Ｌ）を検証し、格
納データ検証部１４０において、格納データ （ＡＩＤ）を検証し、両者の検証結果が
正しければ、送られてきた登録証（Ｌ）、格納データ （ＡＩＤ）に対して、証明書作
成部１２０において、格納許可依頼（ＤＲ）を作成し、登録証（Ｌ）、格納データ （
ＡＩＤ）、及び格納許可依頼（ＤＲ）をデータ提供装置２００に送信する。
【００３４】
　 　データ提供装置２００は、証明書検証部２３０において、格納許可依頼（ＤＲ
）を検証し、格納データ検証部２４０において格納データ （ＡＩＤ）を検証し、両方
の検証結果が正しければ、格納許可依頼（ＤＲ）、格納データ （ＡＩＤ）に対して証
明書作成部２２０において、格納許可証（ＤＬ）を生成し、当該格納許可証（ＤＬ）を発
行装置１００に送信する。
【００３５】
　 　発行装置１００は、証明書検証部１３０を用いて、格納許可証（ＤＬ）を検証
し、検証結果が正しければ、当該格納許可証（ＤＬ）を利用者装置３００に送信する。
　 　利用者装置３００は、証明書検証部３３０を用いて格納許可証（ＤＬ）を検証
し、なんらかの手法により、受領した格納データ（ＡＰＤ）と格納データ情報（ＡＩＤ）
との対応付けをデータ確認部３４０を用いて検証し、検証結果が正しければ格納データ（
ＡＰＤ）をメモリ３１０に格納する。
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【００３６】
なお、上記の処理において、利用者装置３００において、格納データ（ＡＰＤ）を格納す
る代わりに、既に、メモリ３１０内にある格納データ（ＡＰＤ）を削除することも可能で
ある。
［第３の実施例］
本実施例では、データ提供機関を経由してデータを格納する場合について説明する。
【００３７】
図４は、本発明の第３の実施例のデータ提供機関を経由したデータ格納時のシステム構成
を示す。
同図に示すシステムは、発行装置１００、データ提供装置２００、利用者装置３００から
構成される。
発行装置１００は、証明書作成部１２０、証明書検証部１３０、及び格納データ検証部１
４０から構成される。
【００３８】
証明書検証部１３０は、データ提供装置２００から転送された格納許可依頼（ＤＲ）を取
得して、その正当性を検証し、正しければ当該格納許可依頼（ＤＲ）を証明書作成部１２
０に転送すると共に、データ提供装置２００から転送された格納データ情報（ＡＩＤ）を
格納データ検証部１４０に転送する。
格納データ検証部１４０は、格納データ情報（ＡＩＤ）の正当性を検証し、正しければ、
格納データ情報（ＡＩＤ）を証明書作成部１２０に転送する。
【００３９】
証明書作成部１２０は、証明書検証部１３０から転送された格納許可依頼（ＤＲ）と格納
データ検証部１４０から取得した格納データ情報（ＡＩＤ）に基づいて当該発行機関が作
成したことを証明するためのディジタル署名（または、暗号化データ、又は、セキュアハ
ッシュ）を格納許可証（ＤＬ）としてデータ提供装置２００に転送する。
【００４０】
データ提供装置２００は、データベース２１０、証明書作成部２２０、証明書検証部２３
０、格納データ検証部２４０から構成される。
証明書検証部２３０は、発行装置１００から格納許可証（ＤＬ）と、利用者装置３００か
ら登録証（Ｌ）を取得して、これらの正当性を検証する。
証明書作成部２２０は、証明書検証部２３０から取得した登録証（Ｌ）と格納データ検証
部２４０から取得した格納データ情報（ＡＩＤ）を用いて格納許可依頼（ＤＲ）を生成し
、発行装置１００に転送する。
【００４１】
格納データ検証部２４０は、利用者装置３００から格納データ情報（ＡＩＤ）を取得し、
この正当性を検証し、正しければ当該格納データ情報（ＡＩＤ）を証明書作成部２２０に
転送する。
利用者装置３００は、メモリ３１０、証明書検証部３３０、及びデータ確認部３４０から
構成される。
【００４２】
メモリ３１０から登録証（Ｌ）をデータ提供装置２００の証明書検証部２３０に転送し、
格納データ情報（ＡＩＤ）をデータ提供装置２００の格納データ検証部２４０に転送する
。
証明書検証部３３０は、データ提供装置２３０の証明書検証部２３０から格納許可証（Ｄ
Ｌ）を取得し、当該格納許可証（ＤＬ）の正当性を検証し、正しければ、データ確認部３
４０にその検証結果を転送する。
【００４３】
データ確認部３４０は、データ提供装置２００のデータベース２１０から格納データ（Ａ
ＰＤ）を取得し、その正当性を確認し、正しければ、当該格納データ（ＡＰＤ）をメモリ
３１０に格納する。
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上記の構成におけるデータ提供機関を経由したデータの格納処理について説明する。
【００４４】
　 　利用者装置３００は、登録証（Ｌ）、格納データ情報（ＡＩＤ）をデータ提供
装置２００に送信する。
　 　データ提供装置２００は、証明書検証部２３０において、登録証（Ｌ）を検証
し、格納データ検証部２４０において格納データ情報（ＡＩＤ）を検証し、両者の検証結
果が正しければ、送られてきた登録証（Ｌ）、格納データ （ＡＩＤ）に対して証明書
作成部２２９において、格納許可依頼（ＤＲ）を作成し、登録証（Ｌ）、格納データ
（ＡＩＤ）、格納許可依頼（ＤＲ）を発行装置１００に送信する。
【００４５】
　 　発行装置１００は、証明書検証部１３０において、格納許可依頼（ＤＲ）を検
証し、格納データ検証部１４０において、格納データ （ＡＩＤ）を検証し、両者の検
証結果が正しければ、格納許可依頼（ＤＲ）、格納データ （ＡＩＤ）に対して証明書
作成部１２０において、格納許可証（ＤＬ）を生成し、当該格納許可証（ＤＬ）をデータ
提供装置２００に送信する。
【００４６】
　 　データ提供装置２００は、証明書検証部２３０において、格納許可証（ＤＬ）
を検証し、検証結果が正しければ、当該格納許可証（ＤＬ）を利用者装置３００に送信す
る。
　 　利用者装置３００は、証明書検証部３３０において、格納許可書（ＤＬ）を検
証し、なんらかの手法により受領した格納データ（ＡＰＤ）と格納データ情報（ＡＩＤ）
との対応付けをデータ確認部３４０において検証し、検証結果が正しければ、格納データ
（ＡＰＤ）をメモリ３１０に格納する。
【００４７】
なお、上記の処理において、利用者装置３００において、格納データ（ＡＰＤ）を格納す
る代わりに、既に、メモリ３１０内にある格納データ（ＡＰＤ）を削除することも可能で
ある。
［第４の実施例］
本実施例では、データ提供機関のみによるデータ格納について説明する。
【００４８】
図５は、本発明の第４の実施例のデータ提供機関のみによるデータ格納時のシステム構成
を示す。
同図に示すシステムは、データ提供装置２００及び利用者装置３００から構成される。
データ提供装置２００は、データベース２１０、証明書作成部２２０、証明書検証部２３
０及び、格納データ検証部２４０から構成される。
【００４９】
証明書検証部２３０は、利用者装置３００から登録証（Ｌ）を取得し、当該登録証の正当
性を検証する。
格納データ検証部２４０は、利用者装置２００から格納データ情報（ＡＩＤ）を取得し、
その正当性を検証する。
証明書作成部２２０は、登録証（Ｌ）と格納データ情報（ＡＩＤ）の両方の正当性を検証
し、検証結果が正しければ、格納許可証（ＤＬ）を作成し、利用者装置３００に送信する
。
【００５０】
　利用者装置３００は、メモリ３１０、証明書検証部３３０、及びデータ確認部３４０か
ら構成される。
　証明書検証部３３０は、データ提供装置２００か 納許可 （ＤＬ）を取得し、その
正当性を検証する。
　データ確認部３４０は、データ提供装置２００か 納データ（ＡＰＤ）を取得して、
その正当性を検証し、正しければ当該格納データ（ＡＰＤ）を格納する。
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【００５１】
上記の構成におけるデータ提供者のみによるデータ格納時の動作を説明する。
▲１▼　利用者装置３００は、登録証（Ｌ）、格納データ情報（ＡＩＤ）をデータ提供装
置２００に送信する。
▲２▼　データ提供装置２００は、証明書検証部２３０において、登録証（Ｌ）を検証し
、検証結果が正しければ、格納データ情報（ＡＩＤ）に対して証明書作成部２２０におい
て、格納許可証（ＤＬ）を生成し、当該格納許可証（ＤＬ）を利用者装置３００に送信す
る。
【００５２】
▲３▼　利用者装置３００は、証明書検証部３３０において、格納許可証（ＤＬを検証し
、なんらかの手法により、受領した格納データ（ＡＰＤ）と格納データ情報（ＡＩＤ）と
の対応付けをデータ確認部３４０を用いて検証し、検証結果が正しければ格納データ（Ａ
ＰＤ）をメモリ３１０に格納する。
なお、上記の処理において、利用者装置３００において、格納データ（ＡＰＤ）を格納す
る代わりに、既に、メモリ３１０内にある格納データ（ＡＰＤ）を削除することも可能で
ある。
【００５３】
［第５の実施例］
図６は、本発明の第５の実施例の利用者登録時のシステム構成を示す。
同図に示すシステムは、発行装置１００、利用者装置３００、及び、発行登録装置４００
から構成される。
発行登録装置４００は、データベース４１０と、証明書作成部４２０から構成される。
【００５４】
証明書作成部４２０は、発行装置１００か取得した発行機関た証明情報を付与するための
情報（ＰＫＩ）を取得して、発行機関登録証（ＬＩ）を生成し、データベース４１０に格
納すると共に、当該発行機関登録証（ＬＩ）を発行装置１００に送信する。
発行装置１００は、データベース１１０、証明書作成部１２０、証明書検証部１３０、鍵
情報生成部１５０から構成される。
【００５５】
証明書作成部１２０は、利用者装置３００から取得した登録情報（ＵＩ）に基づいて登録
証（Ｌ）を生成してデータベース１１０に格納すると共に、当該登録証（Ｌ）を利用者装
置１００に送信する。
証明書検証部１３０は、発行登録装置４００から取得した発行機関登録証（ＬＩ）を取得
して、検証を行い、正しければ、当該発行機関登録証（ＬＩ）をデータベース１１０に格
納する。
【００５６】
鍵情報生成部１５０は、発行機関が証明情報を付与するための情報（ＰＫＩ）を生成する
。
利用者装置３００は、メモリ３１０、登録情報生成部３２０、証明書検証部３３０から構
成される。
登録情報生成部３２０は、利用者公開鍵など鍵に関する情報（ＵＩ）（公開鍵、共通鍵方
式における共有鍵等）の登録情報を生成し、メモリ３１０に格納する。
【００５７】
証明書検証部３３０は、発行装置１００から取得した発行機関登録証（ＬＩ）と登録証（
Ｌ）を取得して検証し、これらの両方が正しければ、発行機関登録証（ＬＩ）と登録証（
Ｌ）をメモリ１１０に格納する。
次に、上記の構成における利用者登録時の動作を説明する。
▲１▼　発行装置１００は、証明情報を付与するために用いる（証明書作成部１２０にて
用いる）情報（鍵情報）を鍵情報生成部１５０を用いて生成し、その情報（（鍵情報、ま
たは、鍵情報の一部）ＰＫＩ）を発行登録装置４００に送信する。
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【００５８】
▲２▼　発行登録装置４００は、発行機関が証明情報を付与するための情報（ＰＫＩ）に
対して証明書作成部４２０において、発行機関登録書（ＬＩ）を作成し、データベース４
１０に、発行機関が証明情報を付与するための情報（ＰＫＩ）、発行機関登録証（ＬＩ）
を格納し、発行機関登録証（ＬＩ）を発行装置１００に送信する。
【００５９】
▲３▼　発行装置１００は、証明書検証部１３０において、発行機関登録証（ＬＩ）を検
証し、検証結果が正しければ、当該発行機関登録証（ＬＩ）をデータベース１１０に格納
する。
▲４▼　利用者装置３００は、登録情報生成部３２０において、登録装置１００への登録
情報（ＵＩ）を生成し、メモリ３１０へ格納し、当該登録情報（ＵＩ）を発行装置１００
に送信する。
【００６０】
▲５▼　発行装置１００は、受信した登録情報（ＵＩ）を用いて証明書作成部１２０にお
いて、登録証（Ｌ）を作成し、メモリ１１０に格納し、登録証（Ｌ）及び発行機関登録証
（ＬＩ）を利用者装置３００に送信する。
▲６▼　利用者装置３００は、証明書検証部３３０により、登録証（Ｌ）及び発行機関登
録証（ＬＩ）を検証し、両者の検証結果が正しければ、登録証（Ｌ）、発行機関登録証（
ＬＩ）をメモリ１１０に格納する。
【００６１】
［第６の実施例］
本実施例では、データ登録機関を用いてデータを格納する場合について説明する。
図７は、本発明の第６の実施例のデータ格納時のシステム構成を示す。
同図に示すシステムは、データ提供装置２００、利用者装置３００及び、データ登録装置
５００から構成される。
【００６２】
データ登録装置５００は、データベース５１０、証明書作成部５２０から構成される。
証明書作成部５２０は、データ提供装置２００から取得したデータ提供機関が証明情報を
付与するための情報（ＰＫＤ）を取得して、当該情報（ＰＫＤ）に対するデータ登録機関
のディジタル署名であるデータ提供機関登録証（ＬＤ）を作成し、データベース５１０に
格納すると共に、データ提供装置２００に転送する。
【００６３】
データ提供装置２００は、データベース２１０、証明書作成部２２０、証明書検証部２３
０、及び鍵情報生成部２５０から構成される。
証明書作成部２２０は、利用者装置３００から格納データ情報（ＡＩＤ）を取得し、デー
タベース２１０から格納データ（ＡＰＤ）を取得して、格納データ（ＡＰＤ）と格納デー
タ（ＡＰＤ）、格納データ情報（ＡＩＤ）に対するデータ提供許可のディジタル署名であ
る証明情報付き格納データ（ＡＰＤＳ）を生成し、利用者装置３００に転送する。
【００６４】
証明書検証部２３０は、データ登録装置５００からデータ提供機関登録証（ＬＤ）を取得
して、その正当性を検証する。
利用者装置３００は、メモリ３１０、証明書検証部３３０、データ確認部３４０から構成
される。
証明書検証部３３０は、データ提供装置２００からデータ提供機関登録証（ＬＤ）とデー
タ提供機関のディジタル署名である証明情報付き格納データ（ＡＰＤＳ）とを取得して、
両方の正当性を検証し、正しければ、格納データ（ＡＰＤ）をデータ確認部３４０に転送
する。
【００６５】
データ確認部３４０は、転送された格納データ（ＡＰＤ）を検証して正しければ、メモリ
３１０に格納する。
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上記の構成におけるデータ格納時の動作を説明する。
▲１▼　データ提供装置２００は、証明情報を付与するために用いる（証明書作成部２２
０にて用いる）情報（鍵情報）を鍵情報生成部２５０において生成し、その情報（鍵情報
、または、鍵情報の一部）（ＰＫＤ）をデータ登録装置５００に送信する。
【００６６】
▲２▼　データ登録装置５００は、データ提供機関が証明情報を付与するための情報（Ｐ
ＫＤ）に対して証明書作成部５２０において、データ提供機関登録証（ＬＤ）を作成し、
データベース５１０にデータ提供機関が証明情報を付与するための情報（ＰＫＤ）、デー
タ提供機関登録証（ＬＤ）を格納し、当該データ提供機関登録証（ＬＤ）をデータ提供装
置２００に送信する。
【００６７】
▲３▼　データ提供装置２００は、証明書検証部２３０において、データ提供機関登録証
（ＬＤ）を検証し、検証結果が正しければ、データ提供機関登録証（ＬＤ）をデータベー
ス２１０に格納する。
▲４▼　利用者装置３００は、格納したいデータに関する格納データ情報（ＡＩＤ）をデ
ータ提供装置２００に送信する。
【００６８】
▲５▼　データ提供装置２００は、受信した格納データ情報（ＡＩＤ）を用いて、データ
ベース２１０より、必要となるデータ情報（ＡＰＤ）を取得し、証明書作成部２２０にお
いて、格納データ情報（ＡＩＤ）と格納データ（ＡＰＤ）に関する証明情報である証明情
報付き格納データ（ＡＰＤＳ）を作成し、証明情報付き格納データ（ＡＰＤＳ）とデータ
提供機関登録証（ＬＤ）を利用者装置３００に送信する。
【００６９】
▲６▼　利用者装置３００は、証明書検証部３３０において、証明情報付き格納データ（
ＡＰＤＳ）とデータ提供機関登録証（ＬＤ）を検証し、両者の検証結果が正しければ、証
明情報付き格納データ（ＡＰＤＳ）から取り出した格納データ（ＡＰＤ）をデータ確認部
３４０に送り、要求した格納データ情報（ＡＩＤ）との対応付けをデータ格納部３４０を
用いて検証し、検証結果が正しければ格納データ（ＡＰＤ）をメモリ３１０に格納する。
【００７０】
　また、上記の実施例は、 の各構成要素に基づいて説明しているが、利用者装
置、データ提供装置、データ登録装置、発行装置、発行登録装置の各構成要素をプログラ
ムとして構築し、利用者装置、データ提供装置、データ登録装置、発行装置、発行登録装
置として利用されるコンピュータに接続されるディスク装置や、 、
ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬記憶媒体に格納しておき、本発明の実施する際にインストールする
ことにより、容易に本発明を実現できる。
【００７１】
なお、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内で種々変更・応
用が可能である。
【００７２】
【発明の効果】
上述のように、本発明によれば、以下のような効果を奏する。
（１）　発行機関によって発行される登録証により被発行者を保証し、データ格納、削除
等の処理をカード発行機関、サービス提供機関の両者が安全に行うことができる。
【００７３】
（２）　また、利用者、カード発行機関、サービス提供機関がそれぞれ合意して、カード
発行機関もサービス提供者も同等に、安全にＩＣカードにデータを格納、削除することが
できる。
（３）　カード発行機関、サービス提供機関がそれぞれＩＣカードに格納されているデー
タに関する情報を把握することができる。
【図面の簡単な説明】
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図２～図７

フレキシブルディスク



【図１】
【図２】
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
【図７】
【符号の説明】
１００　発行装置
１１０　データベース
１２０　証明書作成部
１３０　証明書検証部
１４０　格納データ検証部
１５０　鍵情報生成部
２００　データ提供装置
２１０　データベース
２２０　証明書作成部
２３０　証明書検証部
２４０　格納データ検証部
２５０　鍵情報生成部
３００　利用者装置
３１０　メモリ
３２０　登録情報生成部
３３０　証明書検証部
３４０　データ確認部
４００　発行登録装置
４１０　データベース
４２０　証明書作成部
５００　データ登録装置
５１０　データベース
５２０　証明書作成部
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本発明のデータ格納システムの構成図である。
本発明の第１の実施例の利用者登録時におけるシステム構成図である。
本発明の第２の実施例の発行機関を経由したデータ格納時のシステム構成図であ

る。
本発明の第３の実施例のデータ提供機関を経由したデータ格納時のシステム構成

図である。
本発明の第４の実施例のデータ提供機関のみによるデータ格納時のシステム構成

図である。
本発明の第５の実施例の利用者登録時のシステム構成図である。
本発明の第６の実施例のデータ格納時のシステム構成図である。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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