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体吸 びデイザスタリカバリシステム

技術分野

０００1 本発明は、通信ネットワークに接続されたマスターサーバが記憶している情報を、

当該のコンピュータセンターが万が一の災害時にも、遠隔地に分散設置されている

複数のコンピュータ端末ヘバックアップを〒ラディザスタリカバリ装置と、ディザスタリカ

バリ装置を実現するためのプログラムと、当該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と、ディザスタリカバリシステムに関する。

背景技術

０００2 現在、あらゆる情報がデータベースィビされている。地方自治体や病院等の公共施

設においても例外ではなく、住民の個人情報や医療情報れ、った各種のデータファ

イルを格納するデータベースを、災害時に迅速に復旧するためのバックアップが求め

られている。

０００3 システムの障害がもたらす損失を減らすために、種々のバックアップシステムが構

築又は提案されている。例えば、主 副の2 つのサイトを用意し、通信ネットワークを

介して副サイトヘデータファイルをバックアップするシステムがある (例えば、特許文

献 参照。) 。

０００4 一方、住民の個人情報や医療情報れ、った秘匿性の高いデータファイルを送受信

するためには、盗聴の防止が不可欠となる。盗聴を防止する技術としては、例えば暗

号ィロ技術がある。暗号ィロ技術には、ブロック暗号化技術とストリーム暗号ィロ技術が存

在する。前者はデータを一塊にしてある塊毎にそれを符号化処理するものであり、後

者はデータが つ到着する度にそれを処理する点がメカニズム上の違いである。一

般に前者は暗号ィヒ・復号ィビに時間を要するが、後者は暗号ィヒ・復号化の速度が速い

れづ特質を有する。

特許文献 1 特開2 ００6 674 2 号公報

発明の開示



発明が解決しようとする課題

０００5 しかし、従来のバックアップシステムでは、主 副の2つのサイトでの 対 の暗号ィビ

通信を前提としていた。このため、両方のサイトが被災した場合には、データファイル

の復旧は不可能であった。又、バックアップの途中で災害が発生した場合は、データ

ファイルの一部しか復元ができないので、データファイルを復旧することはできなかっ
た。又、盗聴された場合に、データファイルが復元される危険があった。

０００6 そこで本発明は、マスターサーバと通信ネットワークで接続され、かつ、分散設置さ

れている複数のクライアント端末へ、マスターサーバのデータファイルのバックアップ

を〒ぅことで、マスターサーバの災害時におけるデータファイルの復旧を可能とするこ

とを目的とする。

課題を解決するための手段

０００7 本発明は、マスターサーバの記憶するデータファイルを、分散配置されている遊休

状態にあるクライアント端末に、グリッドコンピューティングにょる分散ィロ技術を用いて

記，ほさせることでバックアップを行ぅ。クライアント端末に記憶させる際に、データファ

イルの秘匿化のために、データファイルを暗号ィヒしたものを分割して断片ィビし、さらに

断片ィビしたものをそれぞれ異なる暗号鍵を用いて暗号ィビし、暗号ィビデータのそれぞ

れを異なるクライアント端末へ送信する。これにょり、クライアント端末に記憶させる際

に暗号ィビデータが漏洩した場合であっても、データファイルの復元を不可能にするこ

とができる。

０００8 具体的には、本発明に係るディザスタリカバリ装置は、 つまたは複数のデータファ

イルを暗号ィビし、暗号化した前記データファイルを複数のデータピースに分割して前

記データピース同士を可逆演算することで一体ィビし、一体化した前記データファイル

を複数の分割データに分割し、前記分割データごとに異なる暗号鍵を用いて暗号ィト

し、暗号化した前記分割データを、分散配置された複数のクライアント端末に通信ネ、
、ソトワークを介して記憶させることを特徴とする。

０００9 具体的には、本発明に係るディザスタリカバリ装置は、分散設置されている複数の

クライアント端末とマスターサーバとが通信ネットワークで接続され、前記マスターサ

ーバに接続されるディザスタリカバリ装置であって、前記クライアント端末のそれぞれ



に固有のクライアント端末識別情報を、遊休状態にある前記クライアント端末から受

信する識別情報受信手段と、前記マスターサーバの記憶するデータファイルを暗号

ィビするデータファイル暗号化かつ一体ィロ手段と、前記データファイル暗号ィビかつ一

体ィロ手段の暗号ィビした暗号ィビデータファイルを分割し、当該暗号ィビデータファイル

を分割した分割データを出カするデータファイル分割手段と、前記データファイル分

割手段の出カする前記分割データを、前記分割データごとに異なる暗号鍵を用いて

暗号化した暗号化データを出カする分割データ暗号化手段と、前記分割データ暗

号ィロ手段の出カする前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信手段の受信する前記

クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ送信し、前記クライアント端末に

記憶させる暗号ィビデータ送信手段と、を有することを特徴とする。

００1０ 又、本発明に係るディザスタリヵバリ装置は、分散設置されている複数のクライアン

ト端末とマスターサーバとが通信ネットワークで接続され、前記マスターサーバに接続

されるディザスタリヵバリ装置であって、前記クライアント端末のそれぞれに固有のクラ

イアント端末識別情報を、遊休状態にある前記クライアント端末から受信する識別情

報受信手段と、前記マスターサーバの記憶するデータファイルを暗号ィビし、暗号ィビし

た前記データファイルを複数のデータピースに分割して前記データピース同士を可

逆演算することで一体化するデータファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段と、前記データ

ファイル暗号化かつ一体ィロ手段の暗号ィビして一体ィビした暗号ィビデータファイルを分

割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデータファイル分

割手段と、前記データファイル分割手段の出カする前記分割データを、前記分割デ

ータごとに異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号化データを出カする分割データ暗

号ィロ手段と、前記分割データを送信する前記クライアント端末を秘匿された方法で決

定し、前記分割データ暗号ィロ手段の出カする前記暗号ィビデータを、前記識別情報

、前記クライアント端末に記憶させる暗号ィビデータ送信手段と、を有することを特徴と

する。

００11 デイザスタリカバリ装置が、データファイル暗号化かつ一体ィヒ手段、データファイル

分割手段、分割データ暗号化手段及び暗号ィビデータ送信手段を有するので、分散



設置されている複数のクライアント端末のぅちの遊休状態にある複数のクライアント端

末に、分割及び暗号ィビを施した暗号ィビデータのバックアップモ行ぅことができる。これ

により、マスターサーバのある地域に災害が発生し、マスターサーバのデータファイ

ルが使用不可能となった場合であっても、分散設置されているクライアント端末の記

憶する暗号ィビデータを基にデータファイルを復旧することができる。

００12 ここで、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段によってランダムな状態になってい
るデータファイルを分割し、さらに分割データごとに異なる暗号鍵を用いて暗号化す

る。これにより、分割した順番を正確に再現できなければデータファイルの解読をす

ることが不可能になる。更に乱数と区別できない平文を乱数と区別できない暗号文に

暗号ィビするので、解読される可能性を極めて低くすることができる。これにより、高速

なストリーム暗号を用い、安全にかつ効率的にデータファイルをクライアント端末に分

散させることができる。よって、ネットワークを活用して、災害が発生した場合であって

も、安全にかつ効率的にデータファイルを復旧することができる。

００13 本発明に係るディザスタリカバリ装置では、前記クライアント端末に動作をさせる暗

号鍵更新命令と共に新たな暗号鍵を前記クライアント端末へ送信する暗号鍵送信手

段をさらに有し、前記暗号鍵更新命令は、前記クライアント端末に、当該暗号鍵を用

いて当該クライアント端末の記憶する前記暗号ィビデータを暗号ィビさせ、当該クライア

ント端末の記憶する前記暗号ィビデータを更新させることが好ま 、。クライアント端末

に格納されている時間の経過に伴い、暗号化データの盗聴される危険性が増す。し

かし、クライアント端末にバックアップされている暗号ィビデータをさらに暗号化し、暗号

鍵を更新することで、この危険性を回避することができる。

００14 本発明に係るディザスタリカバリ装置では、前記暗号ィビデータ送信手段は、 P (

a P 。 。 o )装置を介して前記通信ネットワークと接続されており、

前記 P 装置は、前記暗号ィビデータ送信手段の送信した前記暗号ィビデータを更に

暗号ィビして前記クライアント端末 、へ送信することが好ま 。 P に用いられる暗号

ィロ技術によって、暗号ィビデータをさらに暗号ィビすることができる。これにより、情報の

安全性及び秘匿性を向上することができる。

００15 本発明に係るディザスタリカバリ装置では、前記クライアント端末のそれぞれに記憶



されている前記暗号ィビデータを読み出し、前記クライアント端末識別情報の異なる前

記クライアント端末に記憶されている前記暗号化データと交換し、交換後の前記暗号

ィビデータを、前記クライアント端末のそれぞれに記憶させる暗号ィビデータ交換手段を

さらに有することが好ま 、。クライアント端末の記憶する暗号ィビデータを交換して変

更するので、もともとのデータファイルの復元は、これら分割及び暗号ィビに加え、さら

に交換を含む一連のシーケンスを知っているものでなければ不可能とすることができ

る。これにより、盗聴によってデータファイルを復元可能なまでに暗号ィビデータを収

集することを困難にすることができる。

００16 本発明に係るディザスタリカバリ装置では、前記データファイル暗号ィビかつ一体ィト

手段、前記分割データ暗号化手段及び前記暗号ィビデータ送信手段の時系列情報

の送信を指示する時系列情報送信命令の入力を契機に、前記データファイル暗号

ィビかつ一体ィロ手段の暗号ィビした暗号鍵及び時系列情報、前記分割データ暗号ィビ

手段の暗号ィビした前記暗号鍵及び時系列情報並びに前記暗号ィビデータ送信手段

の送信した前記クライアント端末の前記クライアント端末識別情報及び時系列情報を

、前記マスターサーバ及び前記クライアント端末と通信ネットワークで接続されている

管理端末へ送信する時系列情報送信手段をさらに有することが好ま 、。時系列情

報送信手段が分割データ暗号化手段及び暗号ィビデータ送信手段の時系列情報を

管理端末に送信するので、マスターサーバが破壊された場合であっても、管理端末

がデータファイルの復旧をすることができる。

００17 本発明に係るディザスタリカバリ装置では、前記管理端末が複数であり、前記時系

列情報送信手段は、複数の前記管理端末のそれぞれに前記暗号鍵及び前記クライ

アント端末識別情報並びにこれらの時系列情報を送信することが好ま 、。管理端

末を冗長配備することで、複数の管理端末にてデータファイルの復旧が可能となる。

これにより、安全性を一層向上させるとともに、迅速なデータファイルの復旧が可能と

なる。

００18 本発明に係るディザスタリカバリプログラムは、分散設置されている複数のクライアン

ト端末とマスターサーバとが通信ネットワークで接続され、前記マスターサーバに接続



、前記クライアント端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、遊休状態

にある前記クライアント端末から受信する識別情報受信手順と、前記マスターサーバ

の記憶するデータファイルを暗号ィビするデータファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順と、

前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順で暗号ィビした暗号ィビデータファイルを分

割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデータファイル分

割手順と、前記データファイル分割手順で出力した前記分割データを、前記分割デ

ータごとに異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号ィビデータを出カする分割データ暗

号ィロ手順と、前記分割データ暗号ィロ手順で出力した前記暗号ィビデータを、前記識

別情報受信手順で受信した前記クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ

送信し、前記クライアント端末に記憶させる暗号ィビデータ送信手順と、を前記ディザ

スタリヵバリ装置に実行させることを特徴とする。

又、本発明に係るディザスタリヵバリプログラムは、分散設置されている複数のクライ

アント端末とマスターサーバとが通信ネットワークで接続され、前記マスターサーバに

って、前記クライアント端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、遊休状

態にある前記クライアント端末から受信する識別情報受信手順と、前記マスターサー

バの記憶するデータファイルを暗号ィビし、暗号ィビした前記データファイルを複数のデ

ータピースに分割して前記データピース同士を可逆演算することで一体ィビするデー

タファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順と、前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順で

暗号ィビして一体ィビした暗号ィビデータファイルを分割し、当該暗号ィビデータファイルを

分割した分割データを出カするデータファイル分割手順と、前記データファイル分割

手順で出力した前記分割データを、前記分割データごとに異なる暗号鍵を用いて暗

号ィビした暗号化データを出カする分割データ暗号ィロ手順と、前記分割データを送信

する前記クライアント端末を秘匿された方法で決定し、前記分割データ暗号ィロ手順

で出力した前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信手順で受信した前記クライアン

ト端末識別情報の前記クライアント端末へ送信し、前記クライアント端末に記憶させる

暗号ィビデータ送信手順と、を前記ディザスタリカバリ装置に実行させることを特徴とす

る。



００2０ ディザスタリカバリプログラムが、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順、データファ

イル分割手順、分割データ暗号化手順及び分割データ送信手順を実行させるので、

分散設置されている複数のクライアント端末のぅちの遊休状態にある複数のクライア

ント端末に、分割及び暗号ィビを施した暗号ィビデータのバックアップをすることができる

。これにより、マスターサーバのある地域に災害が発生し、マスターサーバのデータフ

ァイルが使用不可能となった場合であっても、分散設置されているクライアント端末の

記憶する暗号ィビデータを基にデータファイルを復元することができる。

００2 1 ここで、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段によってランダムな状態になってい
るデータファイルを分割し、さらに分割データごとに異なる暗号鍵を用いて暗号化す

る。これにより、分割した順番を正確に再現できなければデータファイルの解読をす

ることが不可能になる。更に乱数と区別できない平文を乱数と区別できない暗号文に

暗号ィビするので、解読される可能性を極めて低くすることができる。これにより、高速

なストリーム暗号を用い、安全にかつ効率的にデータファイルをクライアント端末に分

散させることができる。よって、ネットワークを活用して、災害が発生した場合であって

も、安全にかつ効率的にデータファイルを復旧することができる。

００22 本発明に係るディザスタリカバリプログラムでは、前記クライアント端末に動作をさせ

る暗号鍵更新命令と共に新たな暗号鍵を前記クライアント端末へ送信する暗号鍵送

信手順を、前記暗号ィビデータ送信手順の後に前記ディザスタリカバリ装置にさらに実

行させ、前記暗号鍵更新命令は、前記クライアント端末に、当該暗号鍵を用いて当

該クライアント端末の記憶する前記暗号ィビデータを暗号ィビさせ、当該クライアント端

末の記憶する前記暗号ィビデータを更新させることが好ま 、。クライアント端末に格

納されている時間の経過に伴い、暗号ィビデータの盗聴される危険性が増す。しかし、

クライアント端末にバックアップされている暗号ィビデータをさらに暗号ィビし、暗号鍵を

更新することで、この危険性を回避することができる。

００23 本発明に係るディザスタリカバリプログラムでは、前記暗号ィビデータ送信手順にお

いて、 P ( a P a e e o )を介して前記通信ネットワークヘ送信し、

当該 P を介しての送信の際に、前記暗号化データ送信手順において送信した前

記暗号ィビデータを更に暗号ィビして前記クライアント端末へ送信することが好ま 、。



P に用いられる暗号ィロ技術によって、暗号ィビデータをさらに暗号ィビすることができ

る。これにより、情報の安全性及び秘匿性を向上することができる。

００24 本発明に係るディザスタリカバリプログラムでは、前記クライアント端末のそれぞれに

記憶されている前記暗号ィビデータを読み出し、前記クライアント端末識別情報の異な

る前記クライアント端末に記憶されている前記暗号ィビデータと交換し、交換後の前記

暗号ィビデータを、前記クライアント端末のそれぞれに記憶させる暗号ィビデータ交換

手順を、前記暗号ィビデータ送信手順の後に前記ディザスタリカバリ装置にさらに実行

させることが好ま 、。クライアント端末の記憶する暗号ィビデータを交換して変更する

ので、もともとのデータファイルの復元は、これら分割及び暗号ィビに加え、さらに交換

を含む一連のシーケンスを知っているものでなければ不可能とすることができる。これ

により、盗聴によってデータファイルを復元可能なまでに暗号ィビデータを収集するこ

とを困難にすることができる。

００25 本発明に係るディザスタリカバリプログラムでは、前記データファイル暗号ィビかつ一

体ィロ手順、前記分割データ暗号ィロ手順及び前記暗号ィビデータ送信手順における時

系列情報の送信を指示する時系列情報送信命令の入力を契機に、前記データファ

イル暗号ィビかつ一体ィロ手順で暗号化した暗号鍵及び時系列情報、前記分割データ

暗号ィロ手順で暗号ィビした前記暗号鍵及び時系列情報並びに前記分割データ送信

手順で送信した前記クライアント端末の前記クライアント端末識別情報及び時系列情

報を、前記マスターサーバ及び前記クライアント端末と通信ネットワークで接続されて

いる管理端末へ送信する時系列情報送信手順を前記ディザスタリカバリ装置にさら

に実行させることが好ま 、。時系列情報送信手順によって分割データ暗号ィロ手順

及び分割データ送信手順の時系列情報を管理端末に送信するので、マスターサー

バが破壊された場合であっても、管理端末がデータファイルの復旧をすることができ

る。

００26 本発明に係るディザスタリカバリプログラムでは、前記管理端末が複数であり、前記

時系列情報送信手順において、複数の前記管理端末のそれぞれに前記暗号鍵及

び前記クライアント端末識別情報並びにこれらの時系列情報を送信することが好まし

い。管理端末を冗長配備することで、複数の管理端末にてデータファイルの復旧が



可能となる。これにより、安全性を一層向上させるとともに、迅速なデータファイルの

復旧が可能となる。

００27 本発明に係る記録媒体は、前記ディザスタリヵバリプログラムを格納した読み取り可

能な記録媒体であることを特徴とする。ディザスタリヵバリプログラムを格納した読み

取り可能な記録媒体が本発明に係るディザスタリヵバリプログラムを実行させることが

できるので、ネットワークを活用して、災害が発生した場合であっても、安全にかつ効

率的にヂ一タファイルを復旧することができる。

００28 本発明に係るディザスタリヵバリシステムは、マスターサーバと、前記マスターサー

バから分散設置されている複数のクライアント端末とが互いに通信ネットワークで接続

されているディザスタリヵバリシステムであって、前記クライアント端末は、遊休状態で

あることを判定し、遊休状態であるとの判定を契機に、前記クライアント端末のそれぞ

れに固有のクライアント端末識別情報を、前記マスターサーバヘ送信する識別情報

送信手段と、前記マスターサーバの送信する前記暗号ィビデータを受信する暗号ィビ

データ受信手段と、前記暗号ィビデータ受信手段の受信する暗号ィビデータを記憶す

る暗号化データ記憶手段と、前記マスターサーバは、データファイルを記憶するデー

タファイル記憶手段と、前記識別情報送信手段の送信する前記クライアント端末識別

情報を受信する識別情報受信手段と、前記データファイル記憶手段の記憶する前記

データファイルを暗号ィビするデータファイル暗号ィビかつ一体化手段と、前記データフ

ァイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の暗号ィビした暗号ィビデータファイルを分割し、当該暗

号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデータファイル分割手段と、前

記データファイル分割手段の出カする前記分割データを、前記分割データごとに異

なる暗号鍵を用いて暗号ィビした前記暗号ィビデータを出カする分割データ暗号ィロ手

段と、前記分割データ暗号ィロ手段の出カする前記暗号ィビデータを、前記識別情報

る暗号化データ送信手段と、を有することを特徴とする。

００29 マスターサーバが、データファイル暗号化かつ一体化手段、データファイル分割手

段、分割データ暗号化手段及び暗号化データ送信手段を有するので、分散設置さ

れている複数のクライアント端末のぅちの遊休状態にある複数のクライアント端末に、



分割及び暗号ィビを施した暗号化データのバックアップをすることができる。これにより

、マスターサーバのある地域に災害が発生し、マスターサーバのデータファイルが使

用不可能となった場合であっても、分散設置されているクライアント端末の記憶する

暗号ィビデータを基にデータファイルを復元することができる。

００3０ ここで、データファイル暗号ィビかつ一体化手段によってランダムな状態になってい
るデータファイルを分割し、さらに分割データごとに異なる暗号鍵を用いて暗号ィビす

る。これにより、分割した順番を正確に再現できなければデータファイルの解読をす

ることが不可能になる。更に乱数と区別できない平文を乱数と区別できない暗号文に

暗号化するので、解読される可能性を極めて低くすることができる。これにより、高速

なストリーム暗号を用い、安全にかつ効率的にデータファイルをクライアント端末に分

散させることができる。よって、ネットワークを活用して、災害が発生した場合であって

も、安全にかつ効率的にデータファイルを復旧することができる。

発明の効果

００3 1 本発明により、分散設置されている複数のクライアント端末のぅちの遊休状態にある

複数のクライアント端末に、マスターサーバの保有するデータファイルのバックアップ

を行ぅことができる。これにより、マスターサーバのある地域に災害が発生し、マスター

サーバのデータファイルが使用不可能となった場合であっても、分散設置されている

クライアント端末の記憶する暗号ィビデータを基にデータファイルを復旧することができ

る。

００32 ここで、データファイル暗号化かつ一体ィロ手段によってランダムな状態になってい
るデータファイルを分割し、さらに分割データごとに異なる暗号鍵を用いて暗号ィビす

る。これにより、分割した順番を正確に再現できなければデータファイルの解読をす

ることが不可能になる。更に乱数と区別できない平文を乱数と区別できない暗号文に

暗号化するので、解読される可能性を極めて低くすることができる。これにより、高速

なストリーム暗号を用い、安全にかつ効率的にデータファイルをクライアント端末に分

散させることができる。よって、本発明により、ネットワークを活用して、災害が発生し

た場合であっても、安全にかつ効率的にデータファイルを復旧することができる。



図 本実施形態に係るディザスタリカバリシステムの一例を示す構成図である。

図2 ヂィザスタリカバリ装置の構成を示す拡大図である。

図3 識別情報管理手段の記憶する情報の一例を示す表である。

図4 データファイル暗号ィビかつ一体ィビの一例を示す流れ図である。

図5 図4に示す一体ィロ処理関数 による処理の一例を示す流れ図である。

図6 一体ィロ処理関数 の逆関数 の実施の一例を示す流れ図である。

図7 データファイル分割手段の動作の一例を示す時系列グラフである。

図8 時系列情報記憶手段の記憶する時系列情報の一例を示す表である。

図9 暗号ィビデータ交換手段の動作の一例を示す流れ図である。

図1０クライアント端末の構成を示す拡大図である。

図11 管理端末の構成を示す拡大図である。

図 2 ヂィザスタリカバリ装置の動作の一例を示す流れ図である。

図13 暗号ィビデータを送信するまでのディザスタリカバリ装置の機能の一例を示す模

式図である。

図14 データファイルの分割および配布先クライアント端末の選択を行ぅ機能fの一例

を示す流れ図である。

図15 データファイルの分割および配布先クライアント端末の選択を行ぅ際に用いる

撹絆関数P (，)の一例を示す流れ図である。

図16 暗号ィビデータ復元手段の一例を示す模式図である。

図17 配布された暗号ィビデータの復元を行ぅ機能f の一例を示す流れ図である。

図18 データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の機能の第 例を示す説明図である。

図 9 データファイル暗号化かつ一体化手段における一体化の一例を示す説明図

である。

図2０データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の機能の第2例を示す説明図である。

図2 1 複数のデータファイルを扱ぅ場合のデータフオーマットの一例を示す説明図で

ある。

図22 複数のデータファイルを扱ぅ場合のデータファイルの読み出し方法の一例を示

す流れ図である。



符号の説明

マスターサーバ

2 クライアント端末

2 2 2C 論理グループ

3 管理端末

4 ディザスタリカバリ装置

5 通信ネットワーク

2 識別情報送信手段

22 暗号ィビデータ受信手段

23 暗号ィビデータ記憶手段

24 暗号鍵更新手段

25 暗号ィビデータ更新手段

26 暗号ィビデータ転送手段

3 データファイル暗号ィビかっ一体化手段

32 識別情報受信手段

33 データファイル分割手段

34 分割データ暗号ィロ手段

35 暗号ィヒデータ送信手段

36 暗号鍵送信手段

37 暗号化データ交換手段

38 時系列情報送信手段

4 暗号化情報送受信手段

42 識別情報管理手段

43 暗号化情報記憶手段

44 暗号ィビデータ収集手段

45 暗号ィビデータ復元手段

5 データファイル記憶手段

52 データファイル送受信手段



5 3 識別情報管理手段

5 4 暗号鍵記憶手段

5 5 時系列情報記憶手段

6 分割データ復号ィロ手段

6 2 暗号ィトデータファイル復元手段

6 3 データファイル復号ィロ手段

6 4 データファイル格納手段

9 デイザスタリカバリシステム

０ ０2 ０3 ０4 ０5 一タファイル
。

2００ 2０ 2０2 2０3 2０4 2０5 2０6 2０7 2０8 2０9 ステッフ

発明を実施するための最良の形態

００3 5 添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下に説明する実施の

形態は本発明の構成の例であり、本発明は、以下の実施の形態に制限されるもので

はない。図 は、本実施形態に係るデイザスタリカバリシステムの一例を示す構成図

である。本実施形態に係るデイザスタリカバリシステム9 は、マスターサーバ と、マ

スターサーバ皿から分散設置されている複数のクライアント端末 2と、複数の管理

端末 3 と、が互いに通信ネットワーク 5で接続されている。本実施形態に係るデイザ

スタリカバリシステム9 は、マスターサーバ皿に接続されたデイザスタリカバリ装置 4

を備える。

００3 6 通信ネットワーク 5 は、通信可能な情報伝達網であり、例えばインターネットである

。通信ネットワーク 5 がインターネットであることで、より多くのクライアント端末 2がデ

イザスタリカバリシステム9 に参加することが可能となる。本実施形態では、通信ネッ
トワーク 5上で通信される内容の全てが暗号ィヒされていることが好ましい。例えば通

信ネットワーク 5 は P ( a P a e e o ) 信 S S (Sec e

Soc e s a e )暗号通信を用いたものであることが好ましい。本実施形態では、ク

ライアント端末 2がデイザスタリカバリシステム9 を構成するグリッドコンピューテイン

グネットワークに参加をすることに同意した、あらかじめ定められた端末である。このた

め通信ネットワーク 5上に、デイザスタリカバリシステム9 に固有の P が形成され



ていることが好ま 、。 P の形成は、マスターサーバ皿の有するデータファイル送

受信手段52と、クライアント端末 2の有する送受信手段と、管理端末 3の有する送

受信装置と、のそれぞれに、通信ネットワーク 5上で P 接続するための P 装置

を搭載することで、通信ネットワーク 5上で P を形成することができる。この場合、

データファイル送受信手段52と通信ネットワーク 5との間のデータファイル送受信手

段52に搭載された P 装置は、デイザスタリヵバリ装置 4の送信した暗号ィビデータ

を更に暗号ィビし、通信ネットワーク 5を介してクライアント端末 2へ送信する。通信

ネットワーク 5が P であることで、マスターサーバ皿とクライアント端末 2との間で

送受信されるあらゆる情報を、 P 装置に搭載されている暗号ィロ手段を用いて暗号

ィヒすることができる。暗号ィロ手段には、例えば PS C (インターネット プロトコル セ

キュリテカ方式を用いて暗号化するものがある。

００3 7 マスターサーバ は、例えば、データファイルを記憶するデータファイル記憶手段

5 と、通信ネットワーク 5を介してデータファイル記憶手段5 の記憶するデータファ

イルを送受信するデータファイル送受信手段52と、を備えるものである。データファイ

ル記憶手段5 の記憶するデータファイルの内容は限定するものではない。しかし、

本実施形態に係るデイザスタリヵバリシステム9 では、自治体の保管する戸籍などの

個人情報や病院の保管するかレテなどの医療情報とレ㌧た秘匿性の高いデータファ

イルであっても適用することができる。例えば、マスターサーバ 、データファイル

記憶手段5 の記憶するヵルテを、データファイル送受信手段52を介してクライアント

端末 2に開示するものである。

００38 デイザスタリヵバリ装置 4は、マスターサーバ皿のデータファイル記憶手段5 に格

納されているデータファイルのバックア、ソプを行ぅものである。本実施形態では、一例

として、マスターサーバ皿に接続されている例を示した。デイザスタリヵバリ装置 4は

、データファイル記憶手段5 からデータファイルを取得することが可能であれば、有

線や無線の口一ヵルエリアネットワークを介してマスターサーバ皿と接続されていて

もよい。通信ネットワークを介してマスターサーバれと接続されることで、分散型のマ

スターサーバ皿についても適用することができる。通信ネットワークを介することで盗

聴が危惧される場合には、マスターサーバ皿と直接接続することが好ま 、。



００39 又、ディザスタリカバリ装置 4は、ディザスタリカバリ装置 4に備わる各手段として

機能させるためのディザスタリカバリプログラムとすることも可能であり、この場合には

、マスターサーバ皿にディザスタリカバリプログラムを格納し、マスターサーバ皿にデ

ィザスタリカバリプログラムを実行させることで、ディザスタリカバリ装置 4に備わる各

機能を実現することができる。ディザスタリカバリ装置 4は、ディザスタリカバリプログ

ラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体によって実現されるものであっ
てもよい。

００4０ 図2は、ディザスタリカバリ装置の構成の一例を示す拡大図である。ディザスタリカバ

リ装置 4は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 と、識別情報受信手段32と、

データファイル分割手段33と、分割データ暗号ィロ手段34と、暗号化データ送信手段

35と、を有する。ディザスタリカバリ装置 4は、さらに、暗号鍵送信手段36と、暗号ィト

データ交換手段37と、時系列情報送信手段38とをさらに有することが好ま 、。又、

識別情報管理手段53と、暗号鍵記憶手段54と、時系列情報記憶手段55と、をさら

に有することが好ま 、。

００41 ここで、識別情報受信手段32と、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 と、デ

ータファイル分割手段33と、分割データ暗号ィロ手段34と、暗号ィビデータ送信手段3

5と、暗号鍵送信手段36と、暗号ィビデータ交換手段37と、時系列情報送信手段38

は、これらの手段として機能させるためのディザスタリカバリプログラムとすることも可

能である。ディザスタリカバリプログラムは、例えば、識別情報受信手段32を実行する

識別情報受信手順と、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 を実行するデータ

ファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順と、データファイル分割手段3 3を実行するデータフ

ァイル分割手順と、分割データ暗号化手段34を実行する分割データ暗号化手順と、

暗号ィビデータ送信手段35を実行する暗号ィビデータ送信手順と、暗号鍵送信手段3

6を実行する暗号鍵送信手順と、暗号ィビデータ交換手段37を実行する暗号ィビデー

タ交換手順と、時系列情報送信手段38を実行する時系列情報送信手順とを有する

。この場合、ディザスタリカバリプログラムをマスターサーバ皿に実行させることで、デ

ィザスタリカバリ装置 4を省略することができるので、省スペース化を図ることができる



００42 図2に示す識別情報受信手段32は、クライアント端末 2から送信されたクライアン

ト端末識別情報を受信する。クライアント端末識別情報は、クライアント端末 2のそれ

ぞれが所有する固有の識別情報である。ディザスタリカバリシステム9 では、マスタ
。ーサーバ皿を介してディザスタリカバリ装置 4とクライアント端末 2とでグリッドコンヒ

ュ一ティングネットワークを構成しており、遊休状態となったクライアント端末 2はグリ

、ソドコンピューティングネットワークにログインするためのクライアント端末識別情報を

識別情報受信手段32へ送信する。ここで、遊休状態となったクライアント端末 2がロ

グイン情報などのクライアント端末識別情報以外の情報を送信する場合は、識別情

報受信手段32は、それらの情報も受信することが好ましい。クライアント端末 2が遊

休状態である情報を識別情報受信手段32が取得することで、遊休状態のクライアン

ト端末 2を有効利用して、グリッドコンピューティングネットワークを形成することがで

きる。

００43 図2に示す識別情報管理手段53は、クライアント端末 2に関する情報を記憶する

。図3は、識別情報管理手段の記憶する情報の一例を示す表である。図3では、一例

として、クライアント端末識別情報ごとに、ユーザ名、論理グループ、端末状況を示し

た。端末状況は、例えば、グリッドコンピューティングネットワークにログインしているか

否かである。グリッドコンピューティングネットワークにログインしていればO 、グリッド

コンピューティングネットワークにログインしていなければ Gと記憶される。識別情報

管理手段53の記憶するクライアント端末 2に関する情報は、随時更新され、最新情

報は、マスターサーバ皿や管理端末 3の管理人が閲覧可能となっていることが好ま

しい。クライアント端末 2に関する情報の盗聴を防止するため、マスターサーバ と

管理端末 3との送受信は、S S などの通信の内容すべてを暗号ィビする通信方式に

よって行ぅことが好ましい。

００44 図3において、クライアント端末識別情報 は、図 に示す論理グループ

2 に属するクライアント端末 2a を示す。クライアント端末 2a の端末状況はO

となっており、ディザスタリカバリシステムのグリッドコンピューティングネットワークに参

加している状態にある。又、クライアント端末識別情報 2a2 は、図 に示す論理

グループ 2 に属するクライアント端末 2a2 のクライアント端末識別情報を示す。ク



ライアント端末 2a2 の端末状況は Gとなっており、ディザスタリカバリシステムのグリ

、ソドコンピューティングネットワークに参加していない状態にある。又、クライアント端末

識別情報 2c は、図 に示す論理グループ 2 に属するクライアント端末 2c

のクライアント端末識別情報を示す。クライアント端末 2c の端末状況はO となっ
ており、ディザスタリカバリシステムのグリッドコンピューティングネットワークに参加して

いる状態にある。

００4 5 図2に示すデータファイル暗号化かつ一体ィロ手段 3 は、マスターサーバ皿の記憶

するデータファイルを暗号ィビする。例えば、マスターサーバ皿の記憶するデータファ

イルを取得し、ストリーム暗号等の共通鍵暗号でデータファイルをランダムな状態に

する。この場合、共通鍵暗号として、加法的暗号のよぅな高速なストリーム暗号を用い
ることが好ま 、。ディザスタリカバリ装置 4は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手

段 3 の後段に分割データ暗号化手段 34を有し、分割データ暗号ィロ手段 34がさらに

分割データを暗号ィビするので、高速なストリーム暗号であっても、解読される可能性

を極めて低くすることができる。これによりデータファイルの効率的な暗号化を行ぅこと

ができる。データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段 3 は、ストリーム暗号の場合には、

更に、一体ィロ処理関数 を複数回、実施し、全体を撹絆することが、好ま 、。暗号

ィビかつ一体ィロ処理関数 の実行は、6回以上であることが、好ま 、。データファイル

暗号ィビかつ一体ィロ手段 3 の具体的な実施例を図4 に示し、一体ィロ処理関数 の実

施例を図5 に示す。また、一体ィロ処理関数 の逆関数の の実施例を図6 に示す。

一方、ブロック暗号を使用する場合には、通常のC C (C e oc C a )

モードで暗号ィビした後で、上記と同様の手順で一体ィビかつ暗号ィロ処理を行ぅことが、

同様に可能である。データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段 3 は、暗号ィビに用いた

暗号鍵を、暗号ィビした時系列情報と共に時系列情報記憶手段 5 5 に出カする。

００4 6 図 8は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の機能の第 例を示す説明図であ

る。暗号化は、例えば、リカバリの対象となるデータファイルと乱数列との演算処理を

行ぅ。ここで行ぅ演算処理は、例えば、排他的論理輪 ( O )演算である。暗号ィビされ

ているデータファイル ０を生成する。暗号ィロ後に行ぅ一体ィビでは、暗号ィビしたデー

タファイルを複数のデータピースに分割してデータピース同士を可逆演算する。一体



化は、例えば、データの空間分散ィビである。可逆演算は、例えば、加算、減算又は

O 、あるいは、これらの組み合わせである。

００47 一体ィビでは、例えば、暗号ィビしたデータファイル ０を 個 ( は2以上の整数。) に

分割して当該分割されたそれぞれのデータピースを サイクルにわたり2進加算する

。一体ィビが終了した後のデータファイルは、他のデータピースを暗号化している乱数

が混入しているので、「‥・Ⅹ a ‥・b‥・」のよぅに、無意味な乱数列となる。仮に

つのデータピースを解読できたとしても、分割及び配布の順序を特定できない限り

は、データファイルの正 、情報を取り出すことはほとんど不可能である。このため、

例えデータピース 2がハッキングされたとしても、正解のデータファイルを回復する

ことはできない。

００48 図 9は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段における一体ィビの一例を示す説

明図である。データファイル ０ が 耳 から の 個のデータピースに分割されてい
。

る。図では、簡単のため、データファイル ０を8b X ワードで表現した。データヒ

一スは、たとえば、データピース 耳 が ００００００、データピース 2が０００００００
データピース 3が０００００００、データピース 4が００００００００、データピース

が ０００００００で表される。

００49 一体ィビにおいては、データピースの可逆演算を行ぅ。本実施形態では、隣接する

データピース同士を2進加算する場合について説明する。データファイル ０2は、デ

ータファイル ０から一体ィビに関わる初めの2進加算が行われた後のファイルである

。データファイル ０2のデータピース 2 は、データピース 耳 とデータピース 2が

2進加算された ０００００ となっている。データファイル ０3は、データファイル ０2

から一体ィビに関わる2回目の処理が行われた後のファイルである。データファイル ０

3のデータピース 3 は、データピース 2 とデータピース 3が2進加算された皿

００００ となっている。データファイル ０からデータファイル ０2への一体ィヒ、デー

タファイル ０2からデータファイル ０3への一体ィビのよぅに、データピース ( )

までの一体ィビが行われる。データファイル ０4は、データピース までの一体ィビが

。
行われた後のファイルである。データファイル ０4のデータピース は、データヒ

一ス とデータピース が2進加算されている。データファイル ０5のデ一



タピース は、データピース とデータピース 耳 が2進加算されている。このよ

ぅに、 から までのデータピースを2進加算し、すべてのデータピースを暗号ィビして、

サイクル目の一体ィビを行ぅ。

００5０ ここで、2進加算を行ぅデータピースの番号は、隣接する番号に限定しない。例えば

、データピース 2 は、データピース 4などの一定間隔を離れた番号のデータピー

スであってもよい。また、一体化は、複数サイクル行ぅことが好ましく、例えば6サイクル

以上行ぅことが好ま 、。一体化を複数回行ぅことで、ストリーム暗号方式によっても暗

号強度を大幅に向上することができる。また、一体ィビのサイクルごとに、演算処理す

るデータピースを変更することが好ま 、。例えば、データピース 2 について、2サ

イクル目の一体ィビではデータピース 3と演算処理し、3サイクル目の一体ィビではデ

ータピース 4と演算処理する。また、一体ィビに用いる演算処理は、一体ィビのサイク

ルごとに変更してもよい。

００5 1 一体ィビを用いた暗号化を行ぅことで、ストリーム暗号方式を用いた場合であっても、

読解を困難にすることができる。また、データピース毎の一体ィビによる暗号ィビが施さ

れており、かつ、データファイルを分割して複数のクライアントヘデータ拡散するので

、「暗号鍵の強ィヒ」と「データ拡散」の作用を生ずる2つの機能があり、暗号強度を大

幅に向上させることができる。この二重の安全性を担保によって、分割ィビされた元の

データファイルの各データピース毎の正常な組み合せを発見することは殆ど困難とな

る。仮に、正しい組み合せ方が何らかの手段で見出されたとしても、データファイルの

盗聴者による復元ィロ処理が殆ど不可能である。

００52 図2０は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の機能の第2例を示す説明図であ

る。暗号化は、例えば、リカバリの対象となるデータファイルと乱数列との演算処理を

行ぅ。暗号ィロ後には、複数回にわたり一体ィビを行ぅ。そして、一体ィビのサイクルごとに

、演算処理するデータピースの数を一定にすることも変更することもできる。例えば、

一番単純な場合は、 サイクル目では、耳 から までのデータピースのぅちの，隣

り合 2つのデータピースを用い、全データピースの撹絆を行ぅための演算処理を行ぅ

。2サイクル目でも同様に、耳 から までのデータピースのぅちの隣あ 2つのデー

タピースを用いて全データピースの撹絆を行ぅための演算処理を行ぅ。3サイクル目



でも同様に、耳 から までのデータピースのうちの隣あう2つデータピースを用い
て全データピースの撹絆を行うための演算処理を〒う。そして、6サイクル目でも同様

に、耳 から までのデータピースのうちの隣あう2つデータピースを用いて全デー

タピースの撹絆を行うための演算処理を行う。このように、一体ィビのサイクルごとに、

撹絆を行うための演算処理を〒うことにより、等価的に、複数個 (7個)の暗号鍵を用

いてデータを撹絆したことと等価になり、このことは、言い換えると、暗号鍵の長さを、

等価的に、長くすることに対応している。

００53 上述した例では、一体ィヒ処理の6サイクルの間において、耳 から までのデータ

ピースのうちの隣あう2つデータピースを用いて撹絆する場合を示しているが、本発

明における一体ィビの処理は、この方法に限定されるものではない。すなわち、2サイ

クル目では耳 から までのデータピースのうちの3つデータピースを用いて演算処

理を行う。3サイクル目では、耳 から 。までのデータピースのうちの4つのデータヒ

一スを用いて演算処理を行う 。。そして、6サイクル目では、耳 から までのデータヒ

一スのうちの7つのデータピースを用いて演算処理を行う、などの方法をとることも、

同様に可能であり、これらのうち、どの方法をとるかについては、秘匿されている。す

なわち、一体ィビのサイクルごとに演算処理を行うデータピースの数を増やす場合も、

あるいは、減らす方法を用いる場合も同様に可能であり、これらの方法を複数回適用

することにより、暗号鍵の長さを等価的に長くする効果を持たせることができる。

００54 以上、説明した例では、一体化の対象とするフアイルが つの場合の例を示してい
るが、一体ィビの対象とするフアイルが複数ある場合も同様に可能である。例えば、簡

単ィビのために、一体ィビの対象とするフアイルの容量が同じで、かつ、個数が 個存在

した場合には、上述の例における サイクル目の耳 から までのデータピースの数

が、耳 から ( X )までのデータピースの数まで、増加しただけであり、これらの

各々のデータピースに対して、隣り合う2つのデータピースを可逆演算処理を行い、

全 ( X )データピースの撹絆を行うことにより、当該の 個のフアイルに対しても、

同様な演算処理を〒う形態を適用するだけで、全てのフアイルの内容は、 つのフア

イルを扱う場合と同様に、撹絆することが可能となる。

００55 複数サイクルにわたって一体ィビしたデータフアイルは、データフアイル分割手段に



て分割され、分割データ暗号化手段にて暗号ィビされ、暗号ィビデータ送信手段にてク

ライアント端末へ送信される。例えば、6サイクル以上の一体ィビによる暗号ィロ処理され

たデータファイルが、分割されてクライアント端末C C C C へ送信される

。クライアント端末へ送信する際、各々のデータファイルをコピーして冗長転送する場

合には、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の一体ィビにおいて、別の暗号鍵とな

るデータピースでの一体ィビ 。を〒ぅことが好ま 、。また、各々のデータファイルをコヒ

一して冗長転送する際には、分割データ暗号化手段にて、データファイルをコピー

するたびに、異なる暗号鍵を用いて暗号化することが好ま 、。

００56 図2 は、複数のデータファイルを扱ぅ場合のデータフオーマットの一例を示す説明

図である。データファイルが複数ある場合は、複数のデータファイルを単一の新たな

データファイルにする。 つの新たなデータファイルとすることで、前述の一体ィビと同

様の方法で、複数のファイルについても一体ィビすることができる。単一の新たなデー

タファイルは、例えば、予め定められたバイト数のへツダと、 個のデータファイルを有

する。ヘッダは、含まれているデータファイル数 と、含まれているデータファイルのデ

ータファイル名f ( 二 ～)及びデータファイルの長さ ( 二 ～)の情報を有する。

データファイル名f 及びデータファイルの長さ についての情報のバイト数は予め定

められている。例えば、データファイル名f は 2バイトでありであり、データファイルの

長さ は4バイトである。この場合、ヘッダのバイト数は、(4 6 X )バイトとなる。

００57 図22は、複数のデータファイルを扱ぅ場合のデータファイルの読み出し方法の一例

を示す流れ図である。まず、ステッ 2 においては、図2 に示す単一の新たなデ

ータファイルのデータ形式を読み込む。ステッ ０2においては、単一の新たなデー

タファイルのへ、ソダから、データファイル数 を読み取る。ステッ ０3においては、デ

ータファイルの番号 を に設定する。データファイルの番号 は、データファイルが

個ある場合、 から までの自然数である。ステッ ０4においては、データファイル

の番号 がデータファイル数 よりも大きいか否かを判定する。データファイルの番号

がデータファイル数 よりも 心い場合、ステッ ０5へ移行する。一方、データファイ

ルの番号 がデータファイル数 よりも大きい場合、ステップ2０9へ移行し、終了する。

ステッ 2０5においては、へ、ソダから、データファイル名f 及びデータファイルの長さ



を取得する。ステッ 2０6においては、ステッ 2０5で取得したデータファイル名fの

データファイルを、データファイルの長さ だけ読み取る。ステッ ０7においては、

ステッ 2０5で取得したデータファイル名fを出力する。ステッ 2０8においては、デ

ータファイルの番号 に を加算し、ステッ 2０4へ移行する。

００58 図4は、データファイル暗号ィビかつ一体ィビの一例を示す流れ図である。図4に示す

流れ図は、 ワードのデータをストリーム暗号を使用して暗号ィビする場合を示す。

まず、ワード (０からワード ( までの ワードのデータをストアする (S5０ 。こ

こで、 (０)から ( )は、それぞれ ワードのデータであり、通常 b である。そして

、ワード (０)からワード ( )までの ワードのデータをストリーム暗号で暗号ィビす

る (S5０2)。そして、一体ィロ処理関数 による処理を6回行った後 (S5０3～S5０6)

ワードのデータを出力する (S5０7)

００59 図5は、図4に示す一体ィロ処理関数 による処理の一例を示す流れ図である。まず

、ワード (０)からワード ( )までの ワードのデータをストアする (S5 )。そして

、ワード ( とワード ( )を加算したものをワード ( )とし(S5 4)、これをワー

ド (０)からワード ( )まで行 (S5 2～S5 5)。そして、ワード ０とワード (

)を加算したものをワードx(０)とし(S5 6) 、ワード (０)からワード ( までの ワ

ードを出力する (S5 7)

００6０ 図6は、一体ィロ処理関数 の逆関数 の実施の一例を示す流れ図である。まず、

ワード (０)からワード ( )までの ワードのデータをストアする (S52 )。そして、

ワード (０)からワード ( )を減算してワード (０)とする (S522) 。そして、ワード (

からワード ( )を減算したものをワード ( )とし(S525) 、これ幻二０

か日二 まで繰り返す(S523～S526) 。そして、ワード (０)からワード )まで

の ワードのデータを出力する (S527)

００61 ディザスタリカバシステムでは、複数地域に分散されたクライアント端末ヘデータフ

ァイルを配布することが前提である。この時に、当該データファイルに関して、以下の

分割数を想定した場合の総当り方式による解読に必要な暗号強度を概算した。例え
。

ば、分割数が2０の場合、ファイルの並べ方の組み合せは、2０ 与2 与 ０ となる

。この組み合せ数は S (54ビット)暗号以上の安全性をもつ。又、分割数が4０の



。。 。
場合、ファイルの並べ方の組み合せは、4０ 与 2 与 ０ となる。この組み合せ数

は、 S ( 28ビ、ソト) 暗号以上の安全性をもつ。又、分割数が8０の場合、ファイルの
。。。 。

並べ方の組み合せは、8０ 与 2 与 ０ となる。この組み合せ数は、4００ビット暗

号の安全性をもつことと等価であり、このレベルに匹敵する安全性をもつ暗号は、ま

だ、実用化されていない。すなわち、データファイルは、暗号ィビされており、さらに、ブ

ロック毎の一体化による暗号化が施されている。このよぅに、データファイルの暗号ィビ

によって、分割ィビされた元ファイルの各ブロック毎の正常な組み合せ方を発見するこ

とが、殆ど困難な状況である条件に加え、更に、ブロック毎の一体化による暗号ィビが

同時に施されているので、二重の安全性を担保している。仮に、万が一、正しい組み

合せ方が何らかの手段で見出されたとしても、ファイルの盗聴者による復元ィロ処理は

、殆ど不可能である。

００62 図2に示すデータファイル分割手段33は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3

の暗号ィビした暗号化データファイルを分割し、当該暗号ィビデータファイルを分割し

た分割データを出カする。図7は、データファイル分割手段33の動作の一例を示す

時系列グラフである。データファイル分割手段は、例えば、入力されたデータファイル

を定められた容量ごとに分割する。分割する容量は、分割データ暗号ィロ手段 (図2の

符号34)の暗号ィビする暗号鍵に適したビット数が好ま 、。データファイル分割手段

(図2の符号33) は、分割データのそれぞれが生成された時刻ごとに、固有の識別情

報を割り当てることが好ま 、。例えば、時刻 に分割された分割データについて

識別情報 を割り当てる。さらにデータファイル分割手段 (図2の符号33) は、時

系列情報として、時刻 と識別情報 を時系列情報記憶手段 (図2の符号55

) に出カすることが好ま 、。ここで、時系列情報には、分割データそのものが含まれ

ていてもよい。

００63 図2に示す暗号鍵記憶手段54は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 の用

いる暗号鍵と、分割データ暗号化手段34の用いる暗号鍵を記憶する。暗号鍵記憶

手段54は、暗号鍵を生成させ、生成させた暗号鍵を記憶するものであってもよい。暗

号鍵記憶手段54は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 及び又は分割データ

暗号ィロ手段34が複数回暗号ィビを〒ぅ場合には、それぞれの回に応じた暗号鍵を記



憶することが好ま 、。

００64 図2 に示す分割データ暗号ィロ手段 34 は、データファイル分割手段 3 3の出カする

分割データを、それぞれ異なる暗号鍵を用いて暗号ィビする。そして、暗号ィビした暗号

ィビデータを出カする。分割データ暗号ィロ手段 34の暗号ィビする暗号ィロ方式は、例え

ば S ( a a c P o S a da d)又は S ( d a ced c P o S

a da d)等の共通鍵暗号方式である。分割データ暗号ィロ手段 34の暗号化は、ブロ

、ソク暗号又はストリーム暗号のいずれでもよいが、ストリーム暗号であれば高速な暗号

ィビを〒ぅことができる。又、ブロック暗号を使用する場合は、C Cモードを使用するこ

とが好ま 、。さらに分割データ暗号ィロ手段 34の暗号化は、2回以上、より好ましくは

6回以上繰り返すことが好ま 、

を繰り返す場合、繰

。例えば Sを3回繰り返すトリプル Sが好ま 、

。暗号ィビ り返しの度に異なる暗号鍵を用いて暗号化することが好

ましく、例えば5 6 b の暗号鍵を用いてトリプル Sを行い、 b の暗号鍵とする

ことが好ま 、。分割データ暗号ィロ手段 34 は、暗号ィビに用いた暗号鍵を、暗号ィビし

た時系列情報と共に時系列情報記憶手段 5 5 に出カする。ここで、暗号鍵を、暗号ィト

した分割データの識別情報 (図7の符号 ) と関連付けて出カすることが好ま 、

００6 5 図2 に示す暗号ィビデータ送信手段 3 5 は、分割データ暗号ィロ手段 34の出カする暗

号ィビデータを、識別情報受信手段 3 2の受信するクライアント端末識別情報のクライ

アント端末 2へ送信する。例えば、送信先のクライアント端末 2は、識別情報管理

手段 5 3 に記憶されているクライアント端末 2のぅちの、グリッドコンピューティングネッ
トワークにログインしているクライアント端末 2である。ここで、暗号ィビデータ送信手段

3 5 が暗号ィビデータを送信するクライアント端末 2は、 つ以上である。すなわち分散

配置されているクライアント端末 2のぅちの 台以上に送信する。送信先が2箇所以

上である場合は、異なる論理グループに送信することが好ま 、。又、本実施形態で

は通信ネットワーク 5上に P が形成されていることが好ましく、この場合、暗号ィビ

データ送信手段 3 5 は P 装置を介して通信ネットワーク 5 と接続される。この場合

P 装置において、暗号化データ送信手段 3 5の送信した暗号化データを更に暗

号ィビしてクライアント端末 2へ送信することができる。よって、 P 装置が暗号ィビデ



一タをさらに暗号ィビしてクライアント端末 2へ送信するので、情報の安全性及び秘匿

性を向上することができる。

００66 暗号ィビデータ送信手段35は、更に、分割データを送信するクライアント端末 2を

秘匿された方法で決定する。秘匿された方法とは、暗号ィビデータ送信手段35の送

信する先のクライアント端末 2を秘匿ィビできる方法であり、例えば、ランダムに選択

するアルゴリズムを用いた方法である。ランダムに選択する際においても、その「ラン

ダム性」においては、ヂ一タ発信元のデータセンタ側では、当該の「ランダム性」を実

現するためのアルゴリズムを知っていることが前提となる。通常は、データセンタ側で

は、暗号ィビされたデータファイルを可能な範囲で地域分散ィビして、安全性およびデ

ータ回復率を向上させることが望ま 、ため、これに適合可能な分割転送するアルゴ

リズムを使用することが好ま 、。さらに、各地域のクライアント端末 2への分割デー

タの割り当て法は、クライアント端末 2に分散させる暗号ィビデータの更新、追記又は

上書きを定期的に行ぅ場合にも、秘匿された方法で決定することが望ま 、。例えば

、 日に 回定期更新する場合においても、前日に、あるクライアント端末 2へ送信し

た分割データは、通常は、翌 日において、同一のクライアント端末 2へ送信した分割

データと、内容が、異なるよぅにすることが、好ましい使用方法である。

００67 暗号ィビデータ送信手段35は、更に、クライアント端末 2に暗号ィビデータを記憶さ

せる。例えば、クライアント端末 2に暗号ィビデータを記憶させる命令である暗号ィビデ

ータ記憶命令をクライアント端末 2に送信し、クライアント端末 2に当該暗号ィビデー

タ記憶命令を実行させることでクライアント端末 2に暗号ィビデータを記憶させる。

００68 図2に示す時系列情報記憶手段55は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3

の時系列情報と、分割データ暗号ィロ手段34の暗号ィビした時系列情報と、暗号ィビデ

ータ送信手段35の出力した時系列情報を記憶する。図8は、時系列情報記憶手段

の記憶する時系列情報の一例を示す表である。図8には、データファイル暗号ィビか

つ一体ィロ手段 (図2の符号3 )及び分割データ暗号ィロ手段 (図2の符号34)の出カ

する時系列情報として、識別情報 の分割データを暗号ィビした時刻 と、識

別情報 の分割データを暗号化した暗号鍵 と、が例示されている。ここで、暗

号鍵 には、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 の暗号ィビに用いた暗号鍵



が含まれる。すなわち、分割データの識別情報 から識別情報 のそれぞれ

に、同一の暗号鍵及び暗号化の時刻のぺアが記憶されている。又、 つの分割デー

タが複数の暗号鍵によって暗号ィヒされている場合がある。この場合は、 つの分割デ

ータの識別情報 に対して、暗号ィヒした時刻 として複数の時刻が記憶され

、それぞれの時刻に対応する暗号鍵が暗号鍵 として記憶されている。

００69 又、図8には、暗号化データ送信手段 (図2の符号35) の出カする時系列情報とし

て、暗号化データ送信時刻 S と、クライアント端末識別情報 2c とが例示さ

れている。ここで、暗号化データ送信時刻 S は、例えば、識別情報 の分割

データが暗号ィヒされた暗号化データを、暗号化データ送信手段 (図2の符号35) が

送信した時刻である。又、クライアント端末識別情報 2c は、識別情報 の

分割データが暗号ィヒされている暗号化データを、暗号化データ送信手段 (図2の符

００7０ 図2に示すよぅに、デイザスタリカバリ装置 4が暗号鍵送信手段36をさらに有する

場合、暗号鍵送信手段36は、暗号鍵更新命令と共に新たな暗号鍵をクライアント端

末 2へ送信する。デイザスタリカバリ装置 4が暗号鍵送信手段36をさらに有するこ

とで、クライアント端末に格納されている時間の経過に伴い、暗号ィビデータの盗聴さ

れる危険性が増す。しかし、クライアント端末にバックアップされている暗号ィビデータ

をさらに暗号ィビし、暗号鍵を更新することで、この危険性を回避することができる。暗

号鍵送信手段36は、例えば、暗号鍵記憶手段54から新たな暗号鍵を取得する。そ

して、識別情報管理手段53を参照してクライアント端末識別情報を取得し、取得した

クライアント端末識別情報のクライアント端末 2へ暗号鍵及び暗号鍵更新命令を送

信する。ここで、暗号鍵送信手段36が暗号鍵及び暗号鍵更新命令を送信するクライ

アント端末 2は、デイザスタリカバリシステム9 のグリッドコンピューテイングネットワー

クにログイン中であることが好ま 、が、定期的にすべてのクライアント端末 2に送信

することが好ま 、。暗号鍵送信手段36は、暗号鍵送信手段36の実行した時系列

情報を、時系列情報記憶手段55へ出カする。時系列情報は、例えば、新たな暗号

鍵を送信した時刻と、その新たな暗号鍵の送信先のクライアント端末 2のクライアント

端末識別情報である。この時系列情報を取得した時系列情報記憶手段55は、暗号



鍵送信手段36の出力した時系列情報を、前述の図8に示したクライアント端末 2の

クライアント端末識別情報に追加する。

００7 1 ここで、暗号鍵更新命令は、クライアント端末 2に動作をさせる命令である。暗号鍵

更新命令を受信することによって、クライアント端末 2は、記憶している暗号ィビデー

タを読み出し、暗号鍵更新命令と共に受信した新たな暗号鍵を用いて読み出しや暗

号ィビデータをさらに暗号ィビする。そして、暗号鍵更新命令を受信する前に記憶して

いた暗号ィビデータを、新たな暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号化データに更新する。

このよぅに、暗号鍵送信手段36を有することで、ディザスタリカバリ装置 4は、遠隔地

域にバックアップされる暗号ィビデータの暗号鍵を更新することができる。暗号鍵送信

手段36の実行は、定期的に行ぅことが好ま 、。クライアント端末 2に格納されてい
る時間の経過に伴い、暗号ィビデータの盗聴される危険性が増す。そこで、定期的に

暗号鍵を更新することで、この危険性を回避することができる。又、暗号鍵送信手段3

6の実行は、不定期に行ってもよい。例えば、暗号鍵送信手段36は、暗号ィビデータ

送信手段35と同期しており、暗号ィビデータ送信手段35の送信先のクライアント端末

2に暗号鍵及び暗号鍵更新命令を送信する。暗号鍵送信手段36を実行することで

、各地域に分散バックアップする情報を、更新の都度、異なった暗号鍵で暗号ィビする

ことができる。これにより容易には通信ネットワーク 5上からデータの盗聴が実施でき

ず、かつ、復元を困難にすることができる。

００72 又、図2に示すよぅに、ディザスタリカバリ装置 4が暗号ィビデータ交換手段37をさら

に有する場合、暗号化データ交換手段37は、クライアント端末 2のそれぞれに記憶

されている暗号ィビデータを読み出し、クライアント端末識別情報の異なるクライアント

端末 2に記憶されている暗号化データと交換し、交換後の暗号ィビデータを、クライア

ント端末 2のそれぞれに記憶させる。

００73 図9は、暗号ィビデータ交換手段の動作の一例を示す流れ図である。暗号ィビデータ

交換手段37は、クライアント端末 2のクライアント端末識別情報を識別情報管理手

段 (図2の符号53) から読み出す( 4０ )。暗号ィビデータ交換手段37は、識別情報

管理手段 (図2の符号53) から読み出したクライアント端末 2のそれぞれに対して読

出命令を送信する (S4０2)。クライアント端末 2のそれぞれは、この読出命令を受信



すると、暗号ィビデータを読み出し(S4 ) 、読み出した暗号ィビデータを暗号ィビデータ

交換手段37へ送信する (S4 2)

００74 暗号ィビデータ交換手段37は、クライアント端末 2のそれぞれから受信した暗号ィビ

データに基づき、クライアント端末識別情報に対応する暗号化データの表を構築する

( 4０3)。暗号ィビデータ交換手段37は、構築した表の暗号ィビデータのそれぞれを、

クライアント端末 2のクライアント端末識別情報の異なる暗号ィビデータと交換する (S

4０4)。暗号ィビデータ交換手段37は、暗号化データを交換した後の暗号ィビデータを

に、クライアント端末 2に新たな暗号ィビデータを記憶させる命令を送信する (S4０5)

。クライアント端末 2は、新たな暗号化データを記憶させる命令を受信すると、あらか

じめ記憶していた暗号ィビデータを、当該命令と共に受信した暗号ィビデータに書き換

えて更新する (S4 3)

００75 一方、暗号ィビデータ交換手段37は、暗号ィビデータ交換手段37の時系列情報を、

時系列情報記憶手段 (図2の符号55) へ出カする ( 4０6)。時系列情報は、例えば

、交換した暗号ィビデータを送信した時刻と、送信先のクライアント端末 2のクライアン

ト端末識別情報である。この時系列情報を取得した時系列情報記憶手段 (図2の符

号55) は、前述の図8に示したクライアント端末 2のクライアント端末識別情報を追加

又は上書して更新する。

００76 クライアント端末 2は、暗号ィビデータの更新が完了すると、完了を暗号化データ交

換手段37へ通知する ( 4 4)。暗号ィビデータ交換手段37は、クライアント端末 2か

らの通知 ( 4 4)を受信すると、暗号化データ交換手段37を終了する ( 4０7)

００77 上記のよぅに、図2に示す暗号ィビデータ交換手段37は、複数の遠隔地にあるクライ

アント端末 2に記憶されている暗号ィビデータを変更することができる。ディザスタリヵ
バリ装置 4が暗号化データ交換手段37を有することで、すべての分割データの復

元に必要な並べ替えも考慮した解読操作が、全地域に分散したデータを対象に、同

時に、実施されない限り、解読を不可能とすることができる。

００78 なお、暗号ィビデータ交換手段37による暗号ィビデータの交換は、遊休状態にあるク

ライアント端末 2に対して行ぅことが好ま 、。例えば、暗号化データ交換手段37は



暗号ィビデータ送信手段35と同期しており、クライアント端末識別情報の読み出し( 4

０ )の際に、暗号ィビデータ送信手段35の送信するクライアント端末 2のクライアント

端末識別情報を取得する。これにより、ェンドユーザに全く関知されずにアクセスし、

暗号ィビデータを交換することができる。

００79 又、暗号ィビデータ交換手段37による暗号ィビデータの交換は、定期的に行ぅことが

好ま 、。クライアント端末 2に格納されている時間の経過に伴い、暗号ィビデータの

盗聴される危険性が増す。そこで、一定時間以上暗号ィビデータの交換が行われてい
ないクライアント端末 2がある場合は、暗号ィビデータ交換手段37は、当該一定時間

の経過を契機に、そのクライアント端末 2の暗号ィビデータの交換を〒ぅことが好まし

い。この場合、ディザスタリカバリシステム9 のグリッドコンピューティングネットワーク

へのログイン中であるか否かに関わらず、暗号化データの交換を〒ぅことが好ま 、。

００8０ 又、図2に示すよぅに、ディザスタリカバリ装置 4が時系列情報送信手段38をさら

に有する場合、時系列情報送信手段38は、時系列情報送信命令の入力を契機に、

時系列情報記憶手段55から時系列情報を読み出して管理端末 3へ送信する。時

系列情報送信命令は、ディザスタリカバリ装置 4に動作をさせる命令であり、データ

ファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 、分割データ暗号ィロ手段34及び暗号ィビデータ

送信手段35の時系列情報の送信を指示する命令である。データファイル暗号ィビか

つ一体ィロ手段3 、分割データ暗号ィロ手段34及び暗号ィビデータ送信手段35の時系

列情報は、例えば、時系列情報記憶手段55の記憶する時系列情報のぅちの暗号鍵

及びその時系列情報と、クライアント端末識別情報及びその時系列情報である。例え

ば、図8に示す分割データの識別情報 が共通する暗号鍵 及びクライアント

端末 2のクライアント端末識別情報 。である。クライアント端末 2に記憶さ

れている暗号ィビデータは、暗号鍵送信手段36によって複数回にわたり暗号ィビされて

いる場合があるので、その場合は、暗号鍵送信手段36の送信した新たな暗号鍵及

びその時刻と、当該暗号鍵の送信先のクライアント端末識別情報を、暗号鍵送信手

段36の時系列情報として送信する。又、暗号ィビデータ交換手段3 7がクライアント端

末 2に記憶されている暗号ィビデータを交換した場合は、暗号化データ交換手段3 7



号ィビデータ交換手段37の時系列情報として送信する。なお、時系列情報送信手段

38の送信する時系列情報には上記以外の情報が含まれていてもよい。時系列情報

送信命令は、例えば、デイザスタリヵバリ装置 4の有する時計が定期的に入カする。

又、時系列情報送信命令は、管理端末 3の使用者によって管理端末 3に入力され

た時系列情報送信命令を、管理端末 3がデイザスタリヵバリ装置 4へ送信したもの

であってもよい。管理端末 3が常時最新の時系列情報を取得するため、時系列情

報送信命令は頻繁に入力されることが好ましい。これにより災害が発生した場合であ

っても被害を最小に留めることができる。

００8 1 このよぅに、デイザスタリヵバリ装置 4が時系列情報送信手段38を有することで、管

理端末 3は、データファイル暗号ィビかつ一体化手段3 、分割データ暗号ィロ手段34

及び暗号ィビデータ送信手段35の時系列情報を常時取得することができる。さらに、

暗号鍵送信手段36及び暗号ィビデータ交換手段37の時系列情報を取得することが

できる。よって、マスターサーバ皿に加えてクライアント端末 2の一部が破壊された

場合においても、管理端末 3は、クライアント端末 2の記憶している暗号ィビデータ

を収集することで、収集した暗号ィビデータを基に、マスターサーバ皿の格納している

データファイルの復旧をすることができる。

００82 ここで、図 に示すデイザスタリヵバリシステム9 のよぅに、管理端末 3が複数備わ

る場合には、時系列情報送信手段38は、複数の管理端末 3のそれぞれに暗号鍵

及びクライアント端末識別情報並びにこれらの時系列情報を送信することが好ま 、

。管理端末 3を冗長配備することにより、災害時のデータファイルの復旧のための安

全性を一層向上させることが可能となる。

００83 図 に示すクライアント端末 2は、通信ネットワーク 5を介してマスターサーバ と

接続されているコンピュータである。さらに、クライアント端末 2は、デイザスタリヵバリ

システム9 の構成するグ山ソドコンピューテイングネットワークに参加をすることに同意

しており、デイザスタリヵバリシステム9 に参加するための設定を行ったコンピュータ

である。例えば、デイザスタリヵバリシステム9 において固有のクライアント端末識別

情報をクライアント端末 2のそれぞれが所有しており、デイザスタリヵバリ装置 4にク

ライアント端末 2に関する情報が記憶されている。又、クライアント端末 2のそれぞ



れは、デイザスタリカバリシステム9 の一部として動作する際に受け付けるプログラム

ファイルをあらかじめ格納しており、デイザスタリカバリ装置 4からの命令を受けて命

令に応じたプログラムを実行する。

００84 更に、クライアント端末 2は分散設置されており、図 では、一例として、論理グル

ープ 2 、論理グループ 2 及び論理グループ 2Cに地理的に分散ィビされている

例を示した。論理グループ 2 2 2Cはそれぞれ、災害があった場合に同時

に被災しない程度にまで離れた遠隔の地に分散化されていることが好ましい。例え

ば、マスターサーバ皿が東京であれば、論理グループ 2 は京都、論理グループ

2 は沖縄、論理グループ 2Cは北海道である。各論理グループには、複数のクライ

アント端末 2が含まれており、論理グループ 2 に含まれる 台のクライアント端末

2をクライアント端末 2a からクライアント端末 2a として示した。論理グループ 2

及び論理グループ 2Cについても同様である。

００85 図 ０は、クライアント端末の構成を示す拡大図である。クライアント端末 2は、識別

情報送信手段2 と、暗号ィビデータ受信手段22と、暗号ィビデータ記憶手段23と、を

有する。クライアント端末 2は、さらに、暗号鍵更新手段24と、暗号ィビデータ更新手

段25と、暗号ィビデータ転送手段26と、を有することが好ましい。

００86 識別情報送信手段2 は、遊休状態であることを判定する。遊休状態であることの判

定は、例えば、クライアント端末 2に入力がない状態が所定時間継続したことを遊休

状態と判定する。又、学校等の教育機関で使用されるコンピュータのよぅに、例えば2

3時から朝5時までの間は使用していないことが明らかであることが事前に判っている

場合には、あらかじめ定められた時間とすることができる。又、クライアント端末 2の

バックグラウンドで走る通知用の固有のソフトウェアを実装しておき、当該固有のソフト

ウェアが遊休状態と判定する。当該固有のソフトウェアは、例えば、プロセッサの使用

率やデイスクメモりの使用率が、ある閾値以下である場合に遊休状態と判定する。さら

に、これらの組み合わせとしてもよい。

００87 識別情報送信手段2 は、遊休状態であるとの判定を契機に、個々のクライアント端

末 2に固有のクライアント端末識別情報を、デイザスタリカバリ装置 4へ送信する。

識別情報送信手段2 は、クライアント端末 2に固有のクライアント端末識別情報と



共に、ディザスタリカバリシステム9 の構成するグリッドコンピューティングネットワーク

にログインする旨を通知してもよい。ディザスタリカバリ装置 4への送信は、図 のよぅ

に、ディザスタリカバリ装置 4がマスターサーバ皿に接続されている場合は、マスタ

ーサーバ皿を介してディザスタリカバリ装置 4へ送信する。又、ディザスタリカバリ装

置 4がマスターサーバ皿に格納されているプログラムである場合には、マスターサ

ーバ皿へ送信する。

００88 暗号化ヂ一タ受信手段22は、ディザスタリカバリ装置 4の送信する暗号化データ

を受信する。暗号ィビデータ記憶手段23は、暗号ィビデータ受信手段22の受信する暗

号ィビデータを記憶する。例えば、暗号ィビデータ受信手段22が暗号ィビデータ記憶命

令ともに暗号ィビデータを受信すると、暗号ィビデータ受信手段22は、暗号ィビデータ記

憶命令に従って、受信した暗号ィビデータを暗号ィビデータ記憶手段23へ記憶する。

暗号化データ記憶手段23は、クライアント端末 2のユーザが読み出し不可能な領

域又はデータ形式で記憶することが好ま 、。ただし、部外者から暗号ィビデータを読

まれた場合でも、部外者は、暗号ィビデータからデータファイルを復元することは極め

て困難であるため、マスターサーバ (図 の符号 )の格納するデータファイルが盗

聴される可能性は少ない。

００89 クライアント端末 2がさらに暗号鍵更新手段24を有する場合は、暗号鍵更新手段

24は、ディザスタリカバリ装置 4の送信する新たな暗号鍵及び暗号鍵更新命令を受

信する。そして、暗号鍵更新命令に基づき、暗号ィビデータ記憶手段23の記憶する暗

号ィビデータを、暗号鍵更新手段24の受信した新たな暗号鍵を用いて暗号ィビする。

そして、暗号鍵更新手段24は、暗号ィビデータ記憶手段23の記憶する暗号ィビデータ

を、暗号鍵更新手段24の暗号化した暗号ィビデータに更新する。

００9０ 又、クライアント端末 2がさらに暗号ィビデータ更新手段25を有する場合は、暗号ィビ

データ更新手段25は、ディザスタリカバリ装置 4から読出命令を受信すると、暗号ィビ

データ記憶手段23の記憶する暗号ィビデータを読み出し、ディザスタリカバリ装置 4

へ送信する。そして、ディザスタリカバリ装置 4から新たな暗号ィビデータ及び新たな

暗号化データを記憶させる命令を受信すると、当該命令に従って新たな暗号化デー

タを暗号ィビデータ記憶手段23に記憶する。



００9 1 又、クライアント端末 2がさらに暗号化データ転送手段26を有する場合は、暗号ィビ

データ転送手段26は、管理端末 3の送信する暗号ィビデータ転送命令の受信を契

機に、暗号ィビデータ記憶手段の23記憶する暗号ィビデータを読み出し、管理端末 3

へ転送する。ここで、図 に示すデイザスタリカバリシステム9 のよぅに、管理端末 3

が複数備わる場合には、暗号ィビデータ転送手段26は、クライアント端末 2の記憶す

る暗号ィビデータを複数の管理端末 3のそれぞれへ転送することが好ま 、。

００92 図 に示す管理端末 3は、通信ネットワーク 5を介してマスターサーバ と接続さ

れ、災害時にデータファイル記憶手段5 の記憶するデータファイルを復元するもの

である。マスターサーバ皿と接続されることで、デイザスタリカバリ装置 4と送受信を

行ぅ。なお、管理端末 3は、通信ネットワーク 5を介してデイザスタリカバリ装置 4と

直接接続されていてもよい。又、管理端末 3は、通信ネットワーク 5を介してクライア

ント端末 2とも接続されている。

００93 図 、管理端末の構成を示す拡大図である。図皿に示す管理端末 3は、暗号

化情報送受信手段4 と、識別情報管理手段42と、暗号化情報記憶手段43と、暗号

ィビデータ収集手段44と、暗号化データ復元手段45と、を有する。

００94 暗号化情報送受信手段4 は、デイザスタリカバリ装置 4から送信されたデイザスタ

リカバリ装置 4の識別情報管理手段42の最新の情報を受信する。そして、識別情

報管理手段42は、デイザスタリカバリ装置 4の識別情報管理手段の最新の情報を

記憶する。

００95 又、暗号化情報送受信手段4 は、デイザスタリカバリ装置 4の送信する暗号鍵及

びクライアント端末識別情報並びにこれらの時系列情報を受信する。そして、暗号ィビ

情報送受信手段4 は、受信した暗号鍵及びクライアント端末識別情報並びにこれら

の時系列情報を、暗号化情報記憶手段43へ出カする。暗号化情報記憶手段43は

、暗号化情報送受信手段4 の受信する暗号鍵及びクライアント端末識別情報並び

に時系列情報を記憶し、デイザスタリカバリ装置 4の実行するそれぞれの手段の時

系列情報を収集する。

００96 暗号化データ収集手段44は、クライアント端末 2に動作をさせる暗号化データ転

送命令をクライアント端末 2へ送信する。暗号ィビデータ転送命令は、クライアント端



末 2の記憶する暗号ィビデータを、管理端末 3へ転送させる命令である。そして、ク

ライアント端末 2から送信された暗号ィビデータを、送信元のクライアント端末 2のク

ライアント端末識別情報と関連付けて記憶する。暗号ィビデータ収集手段44は、ディ
ザスタリカバリシステム9 を構成するグリッドコンピューティングにクライアント端末 2

がログインしているか否かに関わらず、暗号化データを記憶しているクライアント端末

2のすべてに暗号ィビデータ転送命令を送信することが好ま 、。

００97 暗号ィビデータ復元手段45は、暗号化情報記憶手段43の記憶する暗号鍵及びクラ

イアント端末識別情報並びにこれらの時系列情報に基づいて、暗号ィビデータ収集手

段44の記憶する暗号ィビデータからデータファイルを復旧する。例えば、暗号ィビデー

タ収集手段44の記憶するクライアント端末 2のクライアント端末識別情報を、暗号ィビ

情報記憶手段43の記憶する最新のクライアント端末 2のクライアント端末識別情報

と照合する。そして、暗号ィビデータ収集手段44の記憶する暗号ィビデータの分割デー

タの識別情報を特定する。暗号化情報記憶手段43の記憶する暗号鍵及びクライア

ント端末識別情報並びに時系列情報は、分割データの識別情報ごとに暗号化した

暗号鍵が管理されているので、暗号ィビした時系列情報に基づいて復号化し、分割デ

ータを復元する。そして、分割データの識別情報に基づいて分割データを配列し、さ

らに暗号化情報記憶手段43の記憶する暗号鍵を用いて復号ィビすることで、データフ

ァイルを復旧する。このよぅに、ディザスタリカバリ装置 4が時系列情報送信手段 (図

2の符号38) を有することで、暗号ィビデータ復元手段45は、クライアント端末 2のそ

れぞれから収集した暗号化データに基づいて、マスターサーバ皿の記憶するデータ

ファイルを復旧することができる。

００98 なお、分割データの識別情報ごとに暗号鍵を管理しない場合であっても、暗号ィビ

データ収集手段44の記憶する送信元のクライアント端末 2のクライアント端末識別

情報を、暗号化情報記憶手段43の記憶するクライアント端末 2のクライアント端末識

別情報と照合し、暗号鍵の時系列情報とクライアント端末 2のクライアント端末識別

情報の時系列情報を遡りながら復号ィビを繰り返すことで分割データを復元することが

できる。そして、データファイル分割手段 (図2の符号33) の時系列情報を基に分割

データを配列し、さらにデータファイル暗号化かつ一体ィロ手段 (図2の符号3 )の時



系列情報を基に復号ィビしてデータファイルを復旧することができる。

００99 ディザスタリカバリシステム9 の動作の一例について図 2及び図2を用いて説明

する。図 2はディザスタリカバリシステムの動作の一例を示す流れ図である。クライア

ント端末 2は、遊休状態であることを判定すると(S ０ ) 、クライアント端末 2のそれ

ぞれに固有のクライアント端末識別情報を、識別情報受信手段32へ送信する (S

2)

０００ 識別情報受信手段32は、クライアント端末 2の送信したクライアント端末識別情報

を受信し(S2 ０ ) 、受信したクライアント端末 2のクライアント端末識別情報が識別情

報管理手段53にあらかじめ記憶されている否かを判定する ( 2０2)。識別情報管理

手段53が記憶している場合は、ディザスタリカバリシステム9 の構成するグリッドコン

ピューティングネットワークの参加者としてログインを許可する。そして、識別情報管理

況を更新する ( 2０4)。一方、識別情報管理手段53が記憶していない場合には、受

信したクライアント端末 2のクライアント端末識別情報を破棄する (S2 ０3)。識別情

報管理手段53に記憶されているクライアント端末 2のクライアント端末識別情報とそ

の参加状況を更新することで ( 2０4)、ディザスタリカバリ装置 4は、暗号ィビデータ

送信手段35の暗号ィビデータの送信先となるクライアント端末 2を決定することがで

きる。又、暗号鍵送信手段36の暗号鍵の送信先や暗号ィビデータ交換手段37の暗

号ィビデータを更新するクライアント端末 2についても決定することができる。

０1０1 クライアント端末 2は、遊休状態が終了したか否かを判定し(S 3) 、遊休状態が

終了した場合には、ログオフの通知を識別情報受信手段32へ送信する ( ０4)。識

別情報受信手段32は、クライアント端末 2からログオフの通知を受信した場合につ
、いてもクライアント端末識別情報の認証を竹 ( 2０2) 、識別情報管理手段53に記

する (S2 ０4)

０1０2 一方、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 は、マスターサーバ皿の記憶する

データファイルを取得し、取得したデータファイルを暗号化した後に一体化する (S 2０

)。データファイル分割手段33は、データファイル暗号化かつ一体ィロ手段3 の暗



号ィビした暗号化データファイルを分割する ( 2０6)。そして。分割データ暗号ィロ手段

34がデータファイル分割手段33の出カする分割データを暗号ィビする ( 2０7)。暗号

ィビデータ送信手段35は、識別情報管理手段5 3を参照してログイン中のクライアント

端末 2へ、分割データ暗号ィロ手段34の出カする暗号ィビデータを送信する。

０1０3 ここで、図 に示す論理グループ 2 2 2Cに関しては、 つの論理グルー

プ内に、ランダムに、地域のクライアント端末 2を選定して割り当てる処理が可能で

あり、ランダムに地域が選ばれることが、好ま 、。すなわち、本実施形態に係るこの

ための実施例を図 3、図 4、図 5、図 6、図 7に示す。この方法により、例えば、

京都、沖縄、北海道に存在するクライアント端末 2が複数台、含まれるよぅな、柔軟

な論理グループの構成法が可能である。この方法は、特定の地域に配備されたクラ

イアント端末 2群が、同時に、破壊、あるいは、使用不可の状態に陥った場合にも、

もとのデータの回復確率を向上させるだけでなく、情報の秘匿性を一層、向上させる

ことも可能となる。従って、論理グループ 2 2 2Cに帰属させるクライアント端

末 2は、例えば図 3、図 4、図 5、図 6、図 7に示した実施例を用いて、選択す

る方法をとり、可能な限り、ランダムに地域配備されたクライアント端末 2群から、選

択することが好ま 、。ここで、関数P s )機能は機能fを実現するために使用される

撹絆関数の実施例であり、機能fはデータファイルの分割および配布先クライアント端

末 2の選択を〒ぅためのものである。また、機能 は、配布されたデータの復元を

〒ぅためのものである。

０1０4 図 3は、暗号ィビデータを送信するまでのディザスタリヵバリ装置の機能の一例を示

す模式図である。図 3に示すデータファイル記憶手段5 と、データファイル暗号ィト

かつ一体ィロ手段3 と、データファイル分割手段33と、分割データ暗号ィロ手段34と、

暗号化データ送信手段35と、通信ネットワーク 5は、前述の図 で説明したものであ

る。データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 は、データファイル記憶手段5 のデー

タファイルを暗号ィビして一体ィロ処理関数 を実施する。データファイル分割手段33

は、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 によって暗号ィビした上にさらに撹絆さ

れたデータファイルを分割する。分割データ暗号化手段34は、分割データごとに異

なる暗号鍵で暗号ィビする。暗号ィビデータ送信手段35は、データファイルの分割およ



び配布先クライアント端末の選択を行ぅ機能fを〒ぅ。

０1０5 図 4は、データファイルの分割および配布先クライアント端末の選択を行ぅ機能fの

一例を示す流れ図である。図 4では、データファイルを 個に分割した場合を示し

、 は全てのクライアント端末の数を示す。まず、擬似乱数の生成器Gを初期ィビし、

保存する (S6 )。そして、データファイルを分割データ から分割データ ， ま
o

で
一

の 個の分割データ に分割する (S6 2)。そして、クライアント番号S ０からクライ

アント番号S までの 個のクライアント番号Sと、データファイルの分割された

分割データの 個のブロック番号 二 (０～ ０～ 、・‥０～ )をストア

する (S6 3)。ここで、ブロック番号 は、ファイル分割されたブロック番号であり、０～
一 の部分が 個出現する。すなわちデータファイルは 個に分害 されていることか

ら、 二 の関係が成立する。例えば、 二3、 二3の場合、「二 (０、 、2、 、

、2、 、 、2) となり、 、 、2の組み合わせを3回繰り返す。このとき、クライアント端末

の数 は3 X 3二9となる。

０1０6 次に、ブロック番号 の並べ替え処理P ㈹ と、クライアント番号Sの並べ替え処理P (

S )を行 (S6 4)。そして、ブロック番号 ⅢのデータX，について、擬似乱数の生成

器Gから取得した暗号鍵で暗号ィビし、暗号ィビデータ ，を発生させる (S6 6)。そし

て、クライアント番号S Ⅲのクライアント端末C へ暗号ィビデータ を送信する (S6
s ，

7)。そして、暗号ィビしたデータX，のワード数 e (X )を前回までのワー， ド数

に加算する (S6 8)。そして、ブロック番号 Ⅲ、クライアント番号S Ⅲ、ブロックのワ

ード数の始め 、及び終わりのワード数 の含まれる情報dⅢを時系列情報として時

系列情報記憶手段に出カする ( 6 9)。これらの処理をすべてのクライアント端末に

対して、ブロック番号 Ⅲごとに行ぅ。

０1０7 図 5は、データファイルの分割および配布先クライアント端末の選択を行ぅ際に用

いる撹絆関数P (s) の一例を示す流れ図である。まず、クライアント番号S からクラ

イアント番号S までのすべての 個のクライアント番号Sをストアする (S6 ０ )

。そして、擬似乱数生成器Gから生成した擬似乱数をモジュロ で計算し( で割っ
た余り)これをa、bとして格納する (S6 3)。これはクライアント番号の配 S の中の

二つをランダムに指定することを意味する。そして、ランダムに指定した二つのメモりS



a S b の中身を入れ替える (S6 ０4)。これを指定回数 回繰り返す(S6０3～S6

０6)。つまり配列Sをランダムに撹絆する。このよぅに、上述の論理グループ 2 2

、 2Cに関しては、 つの論理グループ内に、ランダムに、地域のクライアント端末

2を選定して割り当てる処理が可能であり、ランダムに地域が選ばれることが、好まし

０1０8 配布された分割データの復元について図 6及び図 7を用いて説明する。図 6は

、暗号ィビデータ復元手段の一例を示す模式図である。図 6に示す暗号ィビデータ復

元手段45は、暗号ィビデータを復号ィビする分割データ復号化手段6 と、分割データ

復号ィロ手段6 の復号ィビした分割データを暗号ィビされた状態のデータファイルに復

元する暗号ィビデータファイル復元手段62と、暗号ィビデータファイル復元手段62の復

元した暗号ィビデータファイルを復号ィビしてデータファイルを復元するデータファイル

復号ィロ手段63と、復元したデータファイルを格納するデータファイル格納手段64を

備える。分割データ復号ィロ手段6 は、配布された分割データの復元機能f を〒ぅ。

又、データファイル復号ィロ手段63は、復号ィビと共に、データファイル暗号ィビかつ一

体ィロ手段 (図2の符号3 )で行った一体ィロ処理関数 の逆関数の を行ぅ。

０1０9 図 7は、配布された暗号ィビデータ(図 4の符号 ， の復元を行ぅ機能f の一例

を示す流れ図である。まず、ディザスタリカバリ装置の発生した擬似乱数生成器Gの

発生させた暗号鍵を読み込むと共に、データファイルのぅちまだ入手できていない
個のブロックbのフラグを取得する (S63 )。ここで、b 二ロ、 、・‥ の「 」は、

データファイルの復元に必要なファイルが見つかっていないことを示すフラグである。

一方 「０」であれば、データファイルの復元に必要なファイルが見つかっていることを

示す。そして、図 4で説明した情報 Ⅲのブロック番号に対応するブロック番号 の

ブロックb 「ごとに、フラグが 「 」であるか、すなわちファイルが見つかっているか否

かを判定する ( 633)。ブロックb 「のフラグが 「０」、すなわちファイルが見つかって

いれば、次のブロック番号のブロックヘ進む ( 634)。一方、フラグが 「 」であれば、

ディザスタリカバリ装置から管理端末に送信された時系列情報d のクライアント番

号Sと、クライアント端末から収集した暗号ィビデータ を読み込む (S635) 。暗号ィビデ

ータ の受信に成功した場合 ( 636)、ブロックb 「のフラグを「０」とする ( 637)



そして、次のブロックヘ進む ( 639)。一方、暗号ィビデータ の読み込みが成功しな

ければ、次のブロック番号のブロックヘ進む ( 638)。これを繰り返して全部のブロッ
クを取得したかどぅか調べる。

０11０ 次に、擬似乱数生成器Gから暗号ィビの際に使用した暗号鍵を取得する ( 639～
64 )。ここで、取得した時系列情報dⅢには、本当のブロック番号 Ⅲと実際にその

ブロックを配布したクライアント番号sⅢ、ディザスタリカバリ装置がクライアント端末へ

送信したブロックのワード数の始め 、及び終わりのワード数 を保持しているので、

ブロック番号 Ⅲの暗号ィビに使用した暗号鍵を取得することができる。そして、擬似

乱数生成器Gからの暗号鍵を用いてデータX を復号ィビする (S6 42) 。以上の手順を

すべてのクライアント端末数 になるまで繰り返し(S6 43) 、フラグが 「 」のブロックb

がなくなると( 644)、データファイルの復元が可能になる。一方、フラグが 「 」のブロ

、ソクbが つでも残っている場合は、データファイルの回復は失敗となる ( 645)。本

実施形態では、遠隔地に分散配置したクライアント端末に暗号ィビデータ を複数格

納することができるので、 つのブロックbに対して複数の暗号化データ が存在しぅ

る。このためフラグが 「０」とならないブロックbの存在確率を極めて少なくすることがで

きる。

０111 以上、図 に示す本実施形態に係るディザスタリカバリシステム9 の動作によって、

マスターサーバ皿の記憶するデータファイルを一括して暗号ィビした後に、随時分割

し、さらに暗号ィビして、遊休状態にあるクライアント端末 2のそれぞれへ暗号ィビデー

タのバックアップを行ぅことができる。

０112 データセンタの故障時におけるファイルの復元率を見積もった。ファイルの分割数

を 、冗長度を 、クライアント端末の故障率を (くく ) とした場合、回復率は、

与 と表せる。合計で ００ のデータファイルを2０分割し、冗長度が ０

、端末の故障率が2０ である場合を想定すると、本実施形態に係るディザスタリカバ

リ装置の故障率PはO・999998 となった。また、合計で G のデータファイルを4０分

割し、冗長度が ０、端末の故障率が33 である場合を想定すると、本実施形態に

係るディザスタリカバリ装置の故障率Pは ・99939 となった。

０113 更に、暗号鍵送信手段36は、暗号ィビデータ送信手段35の送信の際に ( 2０9 、



新たな暗号鍵及び暗号鍵更新命令をクライアント端末 2へ送信する (S2 ０)。又、

暗号鍵送信手段36 は、一定時間が経過すると( 2０9) 、新たな暗号鍵及び暗号鍵

更新命令をクライアント端末 2へ送信する (S2 ０)。暗号鍵送信手段36から暗号鍵

更新命令を受信したクライアント端末 2は、新たな暗号鍵を用いて、記憶している暗

号ィビデータをさらに暗号ィビする (S ０7)

０114 更に、図 2及び図2に示すディザスタリカバリシステム9 では、暗号ィビデータ交換

手段37は、暗号化ヂ一タ送信手段3 5の送信の際に( 2０9 、遊休状態にあるクライ

アント端末 2の記憶している暗号ィビデータ同士を交換する (S2 )。又、暗号ィビデ

ータ交換手段3 7は、一定時間が経過すると( 2０9) 、クライアント端末 2へ読出命

令を送信し、暗号ィビデータ同士を交換し、新たな暗号ィビデータ及びそれを記憶させ

る命令を送信する (S2 )。暗号ィビデータ交換手段3 7から読出命令を受信したクラ

イアント端末 2は、暗号化データを暗号ィビデータ交換手段3 7へ送信する。その後、

クライアント端末 2は、暗号ィビデータ交換手段3 7から送信された新たな暗号ィビデー

タ及びそれを記憶させる命令を受信すると、新たな暗号ィビデータを記憶する (S ０8)

０115 上記のよぅに、暗号鍵送信手段36及び暗号ィビデータ交換手段3 7は、定期的又は

不定期にクライアント端末 2に記憶されている暗号ィビデータを変更し、暗号ィビデー

タの盗聴をさらに困難にする。ここで、本実施形態においては、暗号鍵送信手段36

及び暗号ィビデータ交換手段3 7のぅち、暗号鍵送信手段3 6のみを実行してもよいし、

暗号化データ交換手段3 7を実行してもよい。これらの暗号ィビデータの分散のさせ方

を、複数の遠隔地にあるクライアント端末 2のェンドュ一ザにとって全く関知しない
時間間隔で、従前にバックアップした暗号化データとは別の内容をもつ新たな暗号

ィビデータに置換処理させれば、もともとの、一体ィビされた、データファイルの復元は、

暗号鍵送信手段36及び暗号ィビデータ交換手段3 7の時系列情報を含む一連のシー

ケンスを知っている管理端末 3のみしか実施できない。

０116 以上説明したよぅに、本実施形態に係るディザスタリカバリシステム9 は、ディザス

タリカバリ装置 4が、データファイル暗号化かつ一体化手段3 、データファイル分割

手段3 3、分割データ暗号ィロ手段34及び暗号化データ送信手段3 5を有するので、



分散設置されている複数のクライアント端末 2に、データファイルのバックアップをす

ることができる。ここで、データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段3 によってランダムな

状態になっているデータファイルをデータファイル分割手段3 3が分割する。これによ

り、データファイル分割手段3 3によって分割された順番を正確に再現できなければ、

マスターサーバの記憶するデータファイルの解読をすることが不可能となる。更に、

分割データ暗号ィロ手段34が、乱数となっている分割データをさらに乱数に暗号ィビす

るので、解読される可能性を極めて低くすることができる。これにより、高速なストリー

ム暗号を用い、安全にかつ効率的にデータファイルをクライアント端末に分散させる

ことができる。

０117 このよぅに、暗号ィビされているデータファイルを適切な大きさに分割し、更に、それら

の分割された分割データを地理的に異なる地域に、異なる暗号鍵で暗号ィビして分散

配備する。よって、マスターサーバロのある地域に災害が発生した場合であっても、

分散格納されている複数のクライアント端末 2の記憶する暗号ィビデータを基にデー

タファイルを復旧することができる。

０118 ネットワーク 5に接続された自治体や病院内にあるコンピュータセンターが保有し

ている各種の重要データを遠隔地に分散設置されている複数のクライアント端末 2

を効果的に活用して、分散配備させ、当該のコンピュータセンターが万が一の災害

時に備え、効果的なバックアップを行ぅことができる。グリッドコンピューティング技術を

用いて、更に、暗号ィビと暗号解読用の暗号鍵の複数の管理端末 3への効果的なバ

、ソクアップを、ネットワーク技術を活用して実施し、当該の重要データが災害時に殆ど

が、破壊された場合においても、また、遠隔地におけるクライアント端末 2の一部ま

たは、殆どが破壊された場合においても、予め地域に分散格納されているクライアン

ト端末 2上のデータを転送する手段を用いることにより当該重要データのバックを実

現することができる。特に、遠隔地域にバックアップされる情報は、全て定期的に、か

つ不定期に暗号化キ一を更新させることにより、更に、当該データファイルの分割さ

れた断片情報を変更することができる。これにより、容易にはネットワーク 5上からデ

ータの盗聴が実施できず、かつ、復元も殆ど不可能にすることができる。更に、その

データファイルをネットワーク 5内のルータ等の交換ノード間で P 接続による暗号



ィロ技術を活用することにより、情報の安全性・秘匿性等を高いレベルまでに向上する

ことができる。

産業上の利用可能，性

本発明は、通信ネットワークを用いて、データファイルを安全かつ効率的にバックア

、ソプすることができるので、大規模かつ重要なデータベースを災害から保護すること

ができる。



請求の範囲

つまたは複数のデータファイルを暗号ィビし、暗号ィビした前記データファイルを複

数のデータピースに分割して前記データピース同士を可逆演算することで一体ィビし、

一体ィビした前記データファイルを複数の分割データに分割し、前記分割データごと

に異なる暗号鍵を用いて暗号化し、暗号ィビした前記分割データを、分散配置された

複数のクライアント端末に通信ネットワークを介して記憶させることを特徴とするディザ

スタリヵバリ装置。

2 分散設置されている複数のクライアント端末とマスターサーバとが通信ネットワーク

で接続され、前記マスターサーバに接続されるディザスタリヵバリ装置であって、

前記クライアント端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、遊休状態

にある前記クライアント端末から受信する識別情報受信手段と、

前記マスターサーバの記憶するデータファイルを暗号ィビするデータファイル暗号ィビ

かつ一体ィロ手段と、

前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の暗号ィビした暗号ィビデータファイルを

分割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデータファイル

分割手段と、

前記データファイル分割手段の出カする前記分割データを、前記分割データごと

に異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号ィビデータを出カする分割データ暗号ィロ手

段と、

前記分割データ暗号ィロ手段の出カする前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信

手段の受信する前記クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ送信し、前

記クライアント端末に記憶させる暗号ィビデータ送信手段と、を有することを特徴とする

ディザスタリヵバリ装置。

3 分散設置されている複数のクライアント端末とマスターサーバとが通信ネットワーク

で接続され、前記マスターサーバに接続されるディザスタリヵバリ装置であって、

前記クライアント端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、遊休状態

にある前記クライアント端末から受信する識別情報受信手段と、

前記マスターサーバの記憶するデータファイルを暗号ィビし、暗号ィビした前記データ



ファイルを複数のデータピースに分割して前記データピース同士を可逆演算すること

で一体ィビするデータファイル暗号ィビかつ一体化手段と、

前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の暗号化して一体ィビした暗号ィビデータ

ファイルを分割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデー

タファイル分割手段と、

前記データファイル分割手段の出カする前記分割データを、前記分割データごと

に異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号ィビデータを出カする分割データ暗号化手

段と、

前記分割データを送信する前記クライアント端末を秘匿された方法で決定し、前記

分割データ暗号ィロ手段の出カする前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信手段の

受信する前記クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ送信し、前記クライ

アント端末に記憶させる暗号ィビデータ送信手段と、を有することを特徴とするディザス

タリヵバリ装置。

4 前記クライアント端末に動作をさせる暗号鍵更新命令と共に新たな暗号鍵を前記ク

ライアント端末へ送信する暗号鍵送信手段をさらに有し、

前記暗号鍵更新命令は、前記クライアント端末に、当該暗号鍵を用いて当該クライ

アント端末の記憶する前記暗号ィビデータを暗号ィビさせ、当該クライアント端末の記憶

する前記暗号ィビデータを更新させることを特徴とする請求項 から3のいずれかに記

載のディザスタリヵバリ装置。

5 前記暗号ィビデータ送信手段は、 P ( a P a e e o )装置を介し

て前記通信ネットワークと接続されており、

前記 P 装置は、前記暗号ィビデータ送信手段の送信した前記暗号ィビデータを更

に暗号ィビして前記クライアント端末へ送信することを特徴とする請求項 から4のいず

れかに記載のディザスタリヵバリ装置。

6 前記クライアント端末のそれぞれに記憶されている前記暗号ィビデータを読み出し、

前記クライアント端末識別情報の異なる前記クライアント端末に記憶されている前記

暗号ィビデータと交換し、交換後の前記暗号ィビデータを、前記クライアント端末のそれ

ぞれに記憶させる暗号ィビデータ交換手段をさらに有することを特徴とする請求項 か



ら5のいずれかに記載のディザスタリカバリ装置。

7 前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段、前記分割データ暗号ィロ手段及び前

記暗号ィビデータ送信手段の時系列情報の送信を指示する時系列情報送信命令の

入力を契機に、前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の暗号ィビした暗号鍵及

び時系列情報、前記分割データ暗号化手段の暗号ィビした前記暗号鍵及び時系列

情報並びに前記暗号ィビデータ送信手段の送信した前記クライアント端末の前記クラ

イアント端末識別情報及び時系列情報を、前記マスターサーバ及び前記クライアント

端末と通信ネットワークで接続されている管理端末へ送信する時系列情報送信手段

をさらに有することを特徴とする請求項 から6のいずれかに記載のディザスタリカバリ

8 前記管理端末が複数であり、

前記時系列情報送信手段は、複数の前記管理端末のそれぞれに前記暗号鍵及

び前記クライアント端末識別情報並びにこれらの時系列情報を送信することを特徴と

する請求項7に記載のディザスタリヵバリ装置。

9 分散設置されている複数のクライアント端末とマスターサーバとが通信ネットワーク

で接続され、前記マスターサーバに接続されるディザスタリヵバリ装置を実現するた

めのディザスタリヵバリプログラムであって、

前記クライアント端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、遊休状態

にある前記クライアント端末から受信する識別情報受信手順と、

前記マスターサーバの記憶するデータファイルを暗号ィビするデータファイル暗号ィビ

かつ一体ィロ手順と、

前記データファイル暗号化かつ一体化手順で暗号ィビした暗号ィビデータファイルを

分割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデータファイル

分割手順と、

前記データファイル分割手順で出力した前記分割データを、前記分割データごと

に異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号化データを出カする分割データ暗号ィロ手

順と、

前記分割データ暗号ィロ手順で出力した前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信



手順で受信した前記クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ送信し、前

記クライアント端末に記憶させる暗号ィビデータ送信手順と、を前記ディザスタリカバリ

装置に実行させるためのディザスタリカバリプログラム。

０ 分散設置されている複数のクライアント端末とマスターサーバとが通信ネットワーク

で接続され、前記マスターサーバに接続されるディザスタリカバリ装置を実現するた

めのディザスタリカバリプログラムであって、

前記クライアント端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、遊休状態

にある前記クライアント端末から受信する識別情報受信手順と、

前記マスターサーバの記憶するデータファイルを暗号ィビし、暗号ィビした前記データ

ファイルを複数のデータピースに分割して前記データピース同士を可逆演算すること

で一体化するデータファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順と、

前記データファイル暗号化かつ一体化手順で暗号ィビして一体ィビした暗号ィビデータ

ファイルを分割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデー

タファイル分割手順と、

前記データファイル分割手順で出力した前記分割データを、前記分割データごと

に異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした暗号化データを出カする分割データ暗号ィロ手

順と、

前記分割データを送信する前記クライアント端末を秘匿された方法で決定し、前記

分割データ暗号化手順で出力した前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信手順で

受信した前記クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ送信し、前記クライ

アント端末に記憶させる暗号ィビデータ送信手順と、を前記ディザスタリカバリ装置に

実行させるためのディザスタリカバリプログラム。

前記クライアント端末に動作をさせる暗号鍵更新命令と共に新たな暗号鍵を前記ク

ライアント端末へ送信する暗号鍵送信手順を、前記暗号ィビデータ送信手順の後に前

記ディザスタリカバリ装置にさらに実行させ、

前記暗号鍵更新命令は、前記クライアント端末に、当該暗号鍵を用いて当該クライ

アント端末の記憶する前記暗号化データを暗号化させ、当該クライアント端末の記憶

する前記暗号ィビデータを更新させることを特徴とする請求項9又は ０に記載のディ



ザスタリカバリプログラム。

2 前記暗号ィビデータ送信手順において、 P ( a P a e e o )を介

して前記通信ネットワークヘ送信し、当該 P を介しての送信の際に、前記暗号ィビ

データ送信手順において送信した前記暗号ィビデータを更に暗号ィビして前記クライア

ント端末へ送信することを特徴とする請求項9から皿のいずれかに記載のディザスタ

リカバリプログラム。

3 前記クライアント端末のそれぞれに記憶されている前記暗号ィビデータを読み出し、

前記クライアント端末識別情報の異なる前記クライアント端末に記憶されている前記

暗号ィビデータと交換し、交換後の前記暗号ィビデータを、前記クライアント端末のそれ

ぞれに記憶させる暗号ィビデータ交換手順を、前記暗号ィビデータ送信手順の後に前

記ディザスタリカバリ装置にさらに実行させることを特徴とする請求項9から 2のいず

れかに記載のディザスタリカバリプログラム。

4 前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順、前記分割データ暗号ィロ手順及び前

記暗号ィビデータ送信手順における時系列情報の送信を指示する時系列情報送信

命令の入力を契機に、前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手順で暗号ィビした暗

号鍵及び時系列情報、前記分割データ暗号ィロ手順で暗号ィビした前記暗号鍵及び

時系列情報並びに前記分割データ送信手順で送信した前記クライアント端末の前記

クライアント端末識別情報及び時系列情報を、前記マスターサーバ及び前記クライア

ント端末と通信ネットワークで接続されている管理端末へ送信する時系列情報送信

手順を前記ディザスタリカバリ装置にさらに実行させることを特徴とする請求項9から

3のいずれかに記載のディザスタリカバリプログラム。

5 前記管理端末が複数であり、

前記時系列情報送信手順において、複数の前記管理端末のそれぞれに前記暗号

鍵及び前記クライアント端末識別情報並びにこれらの時系列情報を送信することを

特徴とする請求項 4に記載のディザスタリカバリプログラム。

6 請求項9から 5のいずれかに記載のディザスタリカバリプログラムを格納した読み

取り可能な記録媒体。

7 マスターサーバと、前記マスターサーバから分散設置されている複数のクライアント



端末とが互いに通信ネットワークで接続されているディザスタリヵバリシステムであっ
て、

前記クライアント端末は、

遊休状態であることを判定し、遊休状態であるとの判定を契機に、前記クライアント

端末のそれぞれに固有のクライアント端末識別情報を、前記マスターサーバヘ送信

する識別情報送信手段と、

前記マスターサーバの送信する前記暗号化データを受信する暗号化データ受信

手段と、

前記暗号ィビデータ受信手段の受信する暗号ィビデータを記憶する暗号ィビデータ記

憶手段と、

前記マスターサーバは、

データファイルを記憶するデータファイル記憶手段と、

前記識別情報送信手段の送信する前記クライアント端末識別情報を受信する識別

情報受信手段と、

前記データファイル記憶手段の記憶する前記データファイルを暗号ィビするデータフ

ァイル暗号ィビかつ一体ィロ手段と、

前記データファイル暗号ィビかつ一体ィロ手段の暗号ィビした暗号ィビデータファイルを

分割し、当該暗号ィビデータファイルを分割した分割データを出カするデータファイル

分割手段と、

前記データファイル分割手段の出カする前記分割データを、前記分割データごと

に異なる暗号鍵を用いて暗号ィビした前記暗号ィビデータを出カする分割データ暗号

ィロ手段と、

前記分割データ暗号ィロ手段の出カする前記暗号ィビデータを、前記識別情報受信

手段の受信する前記クライアント端末識別情報の前記クライアント端末へ送信する暗

号ィビデータ送信手段と、を有することを特徴とするディザスタリヵバリシステム。



































INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2007/054234
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06F21/24(2006 .01) i , G06F12/00 (2006 .01) i, H04L9/14 (2006 .01) i

According to International Patent Classi cation (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G06F21/24 , G06F12/00 , H04L9/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2007
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2007 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2007

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X JP 2005-202458 A (Try Corp.),
Y 28 July, 2005 (28.07.05), 2 - 5 , 7 - 1 2 ,

All pages; all drawings 1 4 - 1 7

A (Family: none) 6 , 1 3

X JP 2005-209086 A (Ricoh Co., Ltd.)
Y 04 August, 2005 (04.08.05), 2 - 5 , 7 - 1 2 ,

All pages; all drawings 1 4 - 1 7

A (Family: none) 6 , 1 3

X JP 2005-215735 A (Hitachi, Ltd . ) ,
Y 11 August, 2005 (11.08.05), 2 - 5 , 7 - 1 2 ,

All pages; all drawings 1 4 - 1 7

A US 2005/165972 Al 6 , 1 3

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general state of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P" document published pπor to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
2 7 March , 2 0 0 7 ( 2 7 . 0 3 . 0 7 ) 0 3 Apri l , 2 0 0 7 ( 0 3 . 0 4 . 0 7 )

Name and mailing address of the ISA/ A thonzed officer
Japanese Patent Office

F 。imile N o Tele hone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2007/054234

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

WO 2004/088520 Al ( inoru IKEDA) , 2 - 5 , 7 - 1 2 ,
14 October, 2004 (14.10.04), 1 4 - 1 7
All pages; all drawings
(Family: none)

JP 2005-252384 A (Zaidan Hojin Rikogaku 4 , 1 1
Shinkokai) ,
15 September, 2005 (15.09.05),
All pages; all drawings
(Family : none)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)



国際調査報告 国際出願番号

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I PC) )

Int.Cl. G06F21/24 (2006. 01) i , G06F12/00 (2006. 01) i , H04L9/14 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C )

Int.Cl. G06F21/24, G06F12/00, H04L9/14

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 7 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 7 年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 7 年

国際調査で使用した電子デ タ ス デ タ スの名称、調査に使用した用語

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X JP 2005-202458 A (株式会社 トライ 1
2005. 07. 28，全頁，全図 ア な し

Y 2-5, 7-12,
14-17

A 6, 13

庄 C欄の続きにも文献が列挙 されて る。 テ ト ア に関する別紙を参照。

ホ 引用文献のカテ の日の役に公表 さi た文献
ΓA 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 他の i 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
r p 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 r& j 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 7 . 0 3 . 2 0 0 7 0 3 . 0 4 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 S 3 0 4 4

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 高橋 克
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4 番 号 電話番号 03-3581-1 101 内線 3 5 4 6

様式 PCT ノ I S A ノ210 (第 2 ジ) (2005 年 4 月



国際調査報告 国際出願番号r ノ

C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X JP 2005-209086 A 株式会社
2005. 08. 04，全頁，全図 (7 ア V- な し

Y 2-5, 7-12,
14-17

A 6, 13

X JP 2005-215735 A 株式会社 日立製作所 1
2005.08. 11, 全頁，全図 & US 2005/165972 A l

Y 2-5, 7-12,
14-17

A 6, 13

Y WO 2004/088520 A l (池田 実 2-5, 7-12,
2004. 10. 14，全頁，全図 (7 ア な し) 14-17

JP 2005-252384 A (財団法人理工学振興会 4, 11

2005. 09. 15，全頁，全図 (7 ア な し)

様式 P C T ノ I S A ノ 2 1 O (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5年 4 月 )


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

