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(57)【要約】
　複数の鍵データベースを用いて同一のデータを同期す
る際に、あらかじめ設定された別鍵データベースの鍵を
利用して、別データベースで管理するデータを更新する
ため、鍵の復号回数を削減することによって、高速なデ
ータ同期処理を提供することを目的とする。木構造の鍵
データベースＡ１２０と鍵データベースＢ１２１を管理
する鍵管理ソフトウェア１１６が、上位アプリからのデ
ータの暗号化要求の際に、同期すべきか否かを判定し、
あらかじめ設定された別鍵データベースの鍵を利用し、
暗号化データの同期を行う。これにより、暗復号処理部
１１４へ暗号化された鍵のロード回数を削除し、高速な
データの暗復号を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれデータを暗号化して保管する複数の暗復号システムを有する情報処理装置であ
って、
　一の暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、
　前記対象データが、他の暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを
判断する判断手段と、
　保管されていると判断する場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化
データの鍵を取得する鍵取得手段と、
　前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵記憶手段と、
　前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得した前記鍵を前
記鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
する情報処理装置であって、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断手段と、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記暗号化データと
して、前記第２鍵を用いて前記対象データを暗号化して生成した第２暗号化対象データを
記憶している第２データ格納手段を備え、
　前記判断手段は、前記暗号化データとしての前記第２暗号化対象データが、前記第２デ
ータ格納手段に記憶されているか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第１暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて
前記対象データを暗号化して第１暗号化対象データを生成し、
　前記情報処理装置は、さらに、
　前記第１暗復号システムにおける第１データ格納手段と、
　生成した前記第１暗号化対象データを前記第１データ格納手段に書き込むデータ書込手
段と
　を備えることを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、さらに、
　前記対象データに対応付けて、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データが記
憶されている位置を示す位置情報を含む管理テーブルを記憶しているテーブル記憶手段を
備え、
　前記判断手段は、前記対象データに対応する位置情報が前記管理テーブルに記憶されて
いるか否かを判断することにより、前記暗号化データが前記第２暗号化手段において記憶
されているか否かを判断する
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　ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データ取得手段は、さらに、前記対象データの更新の指示を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記指示に係る前記対象データを暗号化して生成した暗号化
データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、
　前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する場合に、前記第１鍵記憶手段か
ら前記暗号化第２鍵を取得し、
　前記暗復号化手段は、さらに、取得した前記暗号化第２鍵を復号して第２鍵を生成し、
生成した第２鍵を用いて、前記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して
第２暗号化更新データを生成し、
　前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第２暗号化更新データを、前記第２デー
タ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象データに上書きする
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記暗復号化手段は、前記第１鍵に対応する復号鍵を用いて、前記暗号化第２鍵を復号
する
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記管理テーブルは、前記対象データに対応付けて、さらに、前記第１鍵に対応する復
号鍵が記憶されている位置を示す鍵位置情報を含み、
　前記暗復号手段は、前記鍵位置情報により示される位置から取得した前記復号鍵を用い
る
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第１鍵を用いて、前記更新データを暗号化して第１
暗号化更新データを生成し、
　前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１デー
タ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記データ書込手段は、前記第１暗号化更新データを前記第１データ格納手段に記憶さ
れている前記第１暗号化対象データに上書きした後、同期指示を受け取った場合に、前記
第２暗号化更新データを、前記第２データ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象
データに上書きする
　ことを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記管理テーブルに含まれる前記位置情報は、前記第２データ格納手段において前記第
２暗号化対象データが記憶されている位置を示し、
　前記データ書込手段は、前記位置情報により示される位置において、前記第２暗号化更
新データを書き込む
　ことを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号
化対象データを復号して、対象データを生成し、生成した対象データを基にして得られた
更新データを暗号化する
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記管理テーブルは、前記対象データの要約値と前記位置情報とを対応付けて含み、
　前記判断手段は、前記対象データからその要約値を算出し、得られた要約値に対応する
前記位置情報が前記管理テーブルに記憶されているか否かを判断する
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　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記管理テーブルは、前記第１暗号化対象データの要約値と前記位置情報とを対応付け
て含み、
　前記判断手段は、第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データから
その要約値を算出し、得られた要約値に対応する前記位置情報が前記管理テーブルに記憶
されているか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて用いられる第２鍵記憶
手段を備え、
　前記データ取得手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおける暗号化の対象データ
を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記
第１暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、
　前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する場合に、前記第１暗復号システ
ムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第１鍵を取得し、
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記対象データを暗
号化するために用いられる第２鍵を用いて、取得した前記第１鍵を暗号化して暗号化第１
鍵を生成し、
　前記鍵書込手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記対象データに対応
付けて、生成した前記暗号化第１鍵を前記第２鍵記憶手段に書き込む
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記第２鍵を用いて
前記対象データを暗号化して第２暗号化対象データを生成し、
　前記情報処理装置は、さらに、
　前記第２暗復号システムにおける第２データ格納手段と、
　生成した前記第２暗号化対象データを前記第２データ格納手段に書き込むデータ書込手
段と
　を備えることを特徴とする請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記データ取得手段は、さらに、前記対象データの更新の指示を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記指示に係る前記対象データを暗号化して生成した暗号化
データが、前記第１暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、
　前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する場合に、前記第２鍵記憶手段か
ら前記暗号化第１鍵を取得し、
　前記暗復号化手段は、さらに、取得した前記暗号化第１鍵を復号して第１鍵を生成し、
生成した第１鍵を用いて、前記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して
第１暗号化更新データを生成し、
　前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１デー
タ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする
　ことを特徴とする請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記第１鍵記憶手段は、第１暗復号システムにおいて、鍵を階層構造により管理し、階
層構造の各鍵の下位には、当該鍵を用いて復号できるように暗号化された鍵が割り当てら
れており、
　鍵書込手段は、前記暗号化第２鍵を、前記第２鍵の下位に割り当てて書き込む
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
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　前記情報処理装置は、さらに、第１暗復号システムにおける暗号化データを利用するア
プリケーションプログラムに従って動作するプロセッサを備えており、
　前記アプリケーションプログラムは、暗号化の対象データを出力する命令を含み、
　前記プロセッサは、前記データ取得手段に対して、暗号化の対象データを出力する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システムにおいて復号された鍵を、前記
第１暗復号システム用であることを示す第１タイプ情報と対応付けて保持し、前記第２暗
復号システムにおいて復号された鍵を、前記第２暗復号システム用であることを示す第２
タイプ情報と対応付けて保持する鍵格納手段を備え、
　前記暗復号化手段は、前記第１暗復号システムにおいては、前記第１タイプ情報と対応
付けられた鍵を用いて復号を行い、
　前記暗復号化手段は、前記第２暗復号システムにおいては、前記第２タイプ情報と対応
付けられた鍵を用いて暗号化を行い、
　前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システムにおける復号の結果、前記第１
タイプ情報と対応付けられて前記鍵格納手段に保持された鍵について、前記第１タイプ情
報を前記第２暗復号システム用であることを示す前記第２タイプ情報に書き換えることで
、前記鍵を用いた前記更新データの暗号化を前記第２暗復号システムにおいて行わせる制
御手段を備える
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記鍵格納手段は、所定の容量を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵
それぞれがどのブロックに格納されているかを示すブロック情報を、前記保持する鍵それ
ぞれと対応付けて保持している
　ことを特徴とする請求項２０に記載の情報処理装置。
【請求項２２】
　前記暗復号化手段は、
　制御部と、
　前記第１暗復号システム用の前記第１鍵を保持する鍵格納部と、
　前記鍵格納部に保持されている前記第１鍵を用いて、暗号化する暗復号エンジン部とを
備え、
　前記制御部は、前記第１鍵を取得して前記鍵格納部に保持させるにあたって、前記鍵格
納部の空き領域が不足している場合に、前記鍵格納部が既に保持している一の鍵を、前記
暗復号エンジン部により、暗号化して前記鍵格納部の外に退避し、前記鍵格納部において
、退避対象の前記鍵が保持されていた領域に取得した前記第１鍵を上書きし、前記第１暗
復号システムにおける前記第１鍵を用いた暗号化が完了した後、退避した前記暗号化鍵を
、前記暗復号エンジン部により、復号して前記第１鍵が保持されている領域に上書きする
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項２３】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
し、前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段を備える情報処理装置に
おいて用いられる方法であって、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと
、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断ステップと、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得ステップと、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化ステップ
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と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
し、前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段を備える情報処理装置に
おいて用いられるコンピュータプログラムであって、
　コンピュータである前記情報処理装置に、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと
、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断ステップと、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得ステップと、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化ステップ
と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップと
　を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記コンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてい
ることを特徴とする請求項２４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
する集積回路であって、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断手段と、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段と
　を備えることを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の暗復号システムにおいてデータを共有する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（ＰＣ）や携帯電話などの情報処理装置に
格納された個人情報などのデータの盗難が問題となっている。
【０００３】
　このようなデータの盗難は、コンピュータウイルスなどの悪意のあるプログラムによっ
て行われることがある。悪意のあるプログラムは、対象とする情報処理装置で動作する他
のプログラムの不具合などを利用して、当該情報処理装置に入り込んで不正に動作し、当
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該情報処理装置の記憶部に格納されているデータを読み取り、ネットワークを介して、読
み取ったデータを攻撃者などに送付する。
【０００４】
　このようなデータの盗難を防ぐために、データを暗号化することによってデータを保護
することができる。データ暗号化技術として、ファイルシステムを用いた暗号処理によっ
て実現する技術や、ファイルシステムに依存しない技術が存在する。
【０００５】
　特許文献１には、ファイルに対応するファイル鍵を用いて、ファイルを暗号化する技術
が開示されている。これにより、ファイルごとに異なる鍵で暗号化を行うことが可能であ
る。
【０００６】
　また、非特許文献１には、ファイルシステムに依存しない技術として、Ｔｒｕｓｔｅｄ
　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｇｒｕｏｐ（ＴＣＧ）において、データの暗号化を行うＰｒｏｔ
ｅｃｔｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅという仕様が公開されている。以下に、非特許文献１におい
て開示されている暗復号処理モジュールについて説明する。
【０００７】
　この暗復号処理モジュールを実現するための鍵管理ソフトウェアは、鍵データベースを
有し、鍵データベースは、この暗復号処理モジュールで用いられる鍵を木構造により管理
する。鍵データベースは、暗復号処理モジュールの外部の記憶装置に存在する。鍵データ
ベースの木構造は、説明を簡単にするために、３階層から構成され、１個のルート、２個
の中間ノード、４個のリーフから構成されるとする。前記ルートの直下には、２個の中間
ノードが接続し、２個の中間ノードの直下には、それぞれ、２個のリーフが接続している
。ルートには、ルート鍵が割り当てられる。第１及び第２の中間ノードには、それぞれ、
ルート鍵を用いて暗号化された鍵Ａ及びルート鍵を用いて暗号化された鍵Ｂが格納される
。第１の中間ノードの直下に接続する２個のリーフには、それぞれ、第１の中間ノードの
鍵Ａを用いて暗号化された鍵Ｃ及び暗号化された鍵Ｄが格納される。第２の中間ノードの
直下に接続する２個のリーフには、それぞれ、第２の中間ノードの鍵Ｂを用いて暗号化さ
れた鍵Ｅ及び暗号化された鍵Ｆが格納される。ここで、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵Ｅ及び鍵Ｆは、そ
れぞれ、データを暗号化又は復号するために使用される鍵である。
【０００８】
　前記暗復号処理モジュールは、不揮発性メモリ、暗復号エンジン及び鍵格納部から構成
されている。また、前記暗復号処理モジュールは、外部からの処理データの盗み取り及び
改竄ができないように耐タンパ化されている。不揮発性メモリは、前記ルート鍵を格納し
ている。ルート鍵は、公開鍵暗号方式の秘密鍵（私有鍵）や、共通鍵暗号方式の秘密鍵で
ある。暗復号エンジンは、暗号化された鍵の復号、鍵の暗号化、暗号化されたデータの復
号及びデータの暗号化を行う。鍵格納部は、暗復号エンジンが使用する鍵を格納する。
【０００９】
　このように、ルート鍵は、耐タンパ化された暗復号処理モジュールの内部に格納される
ことにより、保護されている。一方、その他の鍵Ａ、鍵Ｂ、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵Ｅ及び鍵Ｆは
、暗復号処理モジュールの外部の記憶装置において、暗号化されることにより、保護され
ている。
【００１０】
　鍵管理ソフトウェアは、暗復号処理モジュールの外部のアプリケーションプログラムか
ら鍵Ｃの取得を要求されると、鍵Ｃに対応するリーフの親である中間ノードに格納された
暗号化鍵Ｂを鍵管理データベースから取得し、暗号化鍵Ｂを暗復号処理モジュールへ出力
する。暗復号処理モジュールは、暗復号エンジンにより、暗号化鍵Ｂをルート鍵を用いて
復号して鍵Ｂを生成する。次に、鍵管理ソフトウェアは、鍵Ｃに対応するリーフに格納さ
れた暗号化鍵Ｃを鍵管理データベースから取得し、暗号化鍵Ｃを暗復号処理モジュールへ
出力する。暗復号処理モジュールは、暗復号エンジンにより、暗号化鍵Ｃを鍵Ｂを用いて
復号し、復号して得られた鍵Ｃを鍵格納部に格納する。次に、鍵管理ソフトウェアは、暗
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復号処理モジュールから鍵のロード終了を示す通知を受け取る。これで鍵の暗復号処理モ
ジュールへのロード処理が終了する。
【００１１】
　暗復号処理モジュールの鍵格納部に鍵Ｃが格納された後に、鍵管理ソフトウェアは、ア
プリケーションプログラムからデータの暗号化又は復号を要求され、鍵管理ソフトウェア
は、アプリケーションプログラムから受け取ったデータを、暗復号処理モジュールへ出力
し、鍵Ｃを用いて暗号化又は復号を行うように、暗復号処理モジュールに依頼する。暗復
号処理モジュールは、受け取ったデータを、暗復号エンジンにより、鍵格納部に格納され
た鍵Ｃを用いて、暗号化又は復号し、暗号文又は復号文を出力する。鍵管理ソフトウェア
は、暗復号処理モジュールから受け取った暗号文又は復号文を、アプリケーションプログ
ラムに出力する。これで、暗復号処理が終了する。
【００１２】
　以上説明したように、鍵データベース及び暗復号処理モジュールを用いることで、平文
の鍵（ルート鍵）は、常に耐タンパ化された暗復号処理モジュールの内部に格納されて使
用することが可能となる。そのため、平文の鍵の盗み取りを防ぐ事が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】日本国特表２００６－５１０９５８号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】ＴＣＧ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｏ
ｖｅｒｖｉｅｗ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　１．３　２８ｔｈ　
Ｍａｒｃｈ　２００７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ここで、非特許文献１により開示された方法により、１個の暗復号処理モジュールと、
異なる木構造により構成された２個の鍵データベースとを用いる場合を想定する。
【００１６】
　例えば、情報処理装置が、音楽を配信する音楽配信システム及び映画を配信する映画配
信システムを利用して、音楽及び映画の供給を受ける場合に、音楽配信システムと、映画
配信システムとは、異なる音楽配信業者と映画配信業者とにより運営されているので、そ
れぞれのシステムで用いられる鍵データベースが異なるものとなることは多い。
【００１７】
　このような場合において、それぞれの鍵データベースにより、１個の共有データを暗号
化した暗号化共有データを保持しているとする。
【００１８】
　このとき、共有データの更新が発生すると、まず、第１の鍵データベースにおいて、ル
ート鍵を用いて、中間ノードの暗号化鍵を復号し、得られた鍵を用いて、リーフの暗号化
鍵を復号し、得られた鍵を用いて、更新された共有データを暗号化して、保持する。次に
、第１の鍵データベースの場合と同様に、第２の鍵データベースにおいて、ルート鍵を用
いて、中間ノードの暗号化鍵を復号し、得られた鍵を用いて、リーフの暗号化鍵を復号し
、得られた鍵を用いて、更新された共有データを暗号化して、保持する。
【００１９】
　このように、異なる木構造の２個の鍵データベースを用いて、１個の共有データを暗号
化して保持する場合には、それぞれの鍵データベースにおいて、ルートからリーフへの方
向の鍵の復号処理が発生する。このため、情報処理装置の負荷が大きくなるという問題が
ある。
【００２０】
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　上記の問題を解決するために、本発明は、複数の暗復号システムにおいて同一のデータ
をそれぞれ暗号化して保持する場合において、処理の負荷が大きくならないようにするこ
とができる情報処理装置、方法、プログラム及び集積回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施態様である情報処理装置は、それぞれデー
タを暗号化して保管する複数の暗復号システムを有する情報処理装置であって、一の暗復
号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象データが
、他の暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを判断する判断手段と
、保管されていると判断する場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化
データの鍵を取得する鍵取得手段と、前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵記憶
手段と、前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得した前記
鍵を前記鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　このように構成されているので、他の暗復号システムの鍵を、一の暗復号システムから
直接復号することができる。これにより、他の暗復号システムにおいて前記鍵を取得する
手間が省け、情報処理装置の負荷が大きくならないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１の情報処理装置１０のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図２】情報処理装置１０のソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図３】鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１の木構造を示す。
【図４】ノード情報構造体１５０のデータ構造の一例を示す。
【図５】ノード情報構造体１６０のデータ構造の一例を示す。
【図６】管理テーブル２２０のデータ構造の一例を示す。
【図７】暗復号処理部１１４への鍵のロードの動作を示すフローチャートである。
【図８】データの暗復号の動作を示すフローチャートである。
【図９】共有しているデータＢを同期して更新する動作を示すフローチャートである。
【図１０】管理テーブル２２０の更新の動作を示すフローチャートである。図１１へ続く
。
【図１１】管理テーブル２２０の更新の動作を示すフローチャートである。図１２へ続く
。
【図１２】管理テーブル２２０の更新の動作を示すフローチャートである。図１１から続
く。
【図１３】鍵の取得の動作を示すフローチャートである。
【図１４】共有データの更新の動作を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態２の情報処理装置１０が備える暗復号処理部２６０の構成
を示すブロック図である。
【図１６】本発明の実施の形態３の情報処理装置１０が備える暗復号処理部２７０の構成
を示すブロック図である。
【図１７】鍵テーブル２７４のデータ構造の一例を示す。
【図１８】鍵テーブル２７４の別のデータ構造の一例を示す。
【図１９】鍵格納部３３０のデータ構造の一例を示す。
【図２０】ブロック管理テーブル３３１のデータ構造の一例を示す。
【図２１】変形例としての鍵データベースＡ２８３及び鍵データベースＢ２８４の木構造
の一例を示す。
【図２２】変形例としての管理テーブルの管理情報３００のデータ構造の一例を示す。
【図２３】変形例としての鍵管理ソフトウェアによる管理テーブルの更新処理を示すフロ
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ーチャートである。
【図２４】変形例としての、暗号化データのハッシュ値を用いる場合の管理テーブル３２
０の一例を示す。
【図２５】変形例として同期すべきデータの鍵の取得を示すフローチャートである。
【図２６】変形例として共有データを同期するよう指示された場合に、他の暗復号システ
ムが管理する共有データの更新処理を示すフローチャートである。
【図２７】変形例として、暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給される情
報処理装置のソフトウェア構成を示す。
【図２８】変形例として、暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給された際
のデータ同期処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　請求項１に記載の態様である情報処理装置は、それぞれデータを暗号化して保管する複
数の暗復号システムを有する情報処理装置であって、一の暗復号システムにおける暗号化
の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象データが、他の暗復号システムにお
いて暗号化されて保管されているか否かを判断する判断手段と、保管されていると判断す
る場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化データの鍵を取得する鍵取
得手段と、前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵記憶手段と、前記一の暗復号シ
ステムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得した前記鍵を前記鍵記憶手段に書き
込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項２に記載の態様である情報処理装置は、それぞれデータを暗号化して記憶
する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有する情報処理装置であって、前記第
１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象デ
ータを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されて
いるか否かを判断する判断手段と、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号シ
ステムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得
手段と、前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、前記第１暗復号
システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１鍵を用いて、取得
した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、前記第１暗復号シ
ステムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化第２鍵を前記第１鍵
記憶手段に書き込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項３に記載の態様の前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システム
において、前記暗号化データとして、前記第２鍵を用いて前記対象データを暗号化して生
成した第２暗号化対象データを記憶している第２データ格納手段を備え、前記判断手段は
、前記暗号化データとしての前記第２暗号化対象データが、前記第２データ格納手段に記
憶されているか否かを判断する。
【００２７】
　また、請求項４に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さら
に、前記第１暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて前記対象データを暗号化して
第１暗号化対象データを生成し、前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システム
における第１データ格納手段と、生成した前記第１暗号化対象データを前記第１データ格
納手段に書き込むデータ書込手段とを備える。
【００２８】
　また、請求項５に記載の態様の前記情報処理装置は、さらに、前記対象データに対応付
けて、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データが記憶されている位置を示す位
置情報を含む管理テーブルを記憶しているテーブル記憶手段を備え、前記判断手段は、前
記対象データに対応する位置情報が前記管理テーブルに記憶されているか否かを判断する
ことにより、前記暗号化データが前記第２暗号化手段において記憶されているか否かを判
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断する。
【００２９】
　また、請求項６に記載の態様の前記情報処理装置において、前記データ取得手段は、さ
らに、前記対象データの更新の指示を取得し、前記判断手段は、さらに、前記指示に係る
前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて
記憶されているか否かを判断し、前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する
場合に、前記第１鍵記憶手段から前記暗号化第２鍵を取得し、前記暗復号化手段は、さら
に、取得した前記暗号化第２鍵を復号して第２鍵を生成し、生成した第２鍵を用いて、前
記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して第２暗号化更新データを生成
し、前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第２暗号化更新データを、前記第２デ
ータ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象データに上書きする。
【００３０】
　また、請求項７に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、前記
第１鍵に対応する復号鍵を用いて、前記暗号化第２鍵を復号する。
【００３１】
　また、請求項８に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルは、前記
対象データに対応付けて、さらに、前記第１鍵に対応する復号鍵が記憶されている位置を
示す鍵位置情報を含み、前記暗復号手段は、前記鍵位置情報により示される位置から取得
した前記復号鍵を用いる。
【００３２】
　また、請求項９に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さら
に、前記第１鍵を用いて、前記更新データを暗号化して第１暗号化更新データを生成し、
前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１データ
格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする。
【００３３】
　また、請求項１０に記載の態様の前記情報処理装置において、前記データ書込手段は、
前記第１暗号化更新データを前記第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対
象データに上書きした後、同期指示を受け取った場合に、前記第２暗号化更新データを、
前記第２データ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象データに上書きする。
【００３４】
　また、請求項１１に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルに含ま
れる前記位置情報は、前記第２データ格納手段において前記第２暗号化対象データが記憶
されている位置を示し、前記データ書込手段は、前記位置情報により示される位置におい
て、前記第２暗号化更新データを書き込む。
【００３５】
　また、請求項１２に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さ
らに、前記第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データを復号して、
対象データを生成し、生成した対象データを基にして得られた更新データを暗号化する。
【００３６】
　また、請求項１３に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルは、前
記対象データの要約値と前記位置情報とを対応付けて含み、前記判断手段は、前記対象デ
ータからその要約値を算出し、得られた要約値に対応する前記位置情報が前記管理テーブ
ルに記憶されているか否かを判断する。
【００３７】
　また、請求項１４に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルは、前
記第１暗号化対象データの要約値と前記位置情報とを対応付けて含み、前記判断手段は、
第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データからその要約値を算出し
、得られた要約値に対応する前記位置情報が前記管理テーブルに記憶されているか否かを
判断する。
【００３８】
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　また、請求項１５に記載の態様の前記情報処理装置において、前記情報処理装置は、さ
らに、前記第２暗復号システムにおいて用いられる第２鍵記憶手段を備え、前記データ取
得手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得し、前記
判断手段は、さらに、前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第１暗
復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、前記鍵取得手段は、さらに、記憶
されていると判断する場合に、前記第１暗復号システムにおいて前記暗号化データを暗号
化するために用いられる第１鍵を取得し、前記暗復号化手段は、さらに、前記第２暗復号
システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第２鍵を用いて、取得
した前記第１鍵を暗号化して暗号化第１鍵を生成し、前記鍵書込手段は、さらに、前記第
２暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化第１鍵を
前記第２鍵記憶手段に書き込む。
【００３９】
　また、請求項１６に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さ
らに、前記第２暗復号システムにおいて、前記第２鍵を用いて前記対象データを暗号化し
て第２暗号化対象データを生成し、前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システ
ムにおける第２データ格納手段と、生成した前記第２暗号化対象データを前記第２データ
格納手段に書き込むデータ書込手段とを備える。
【００４０】
　また、請求項１７に記載の態様の前記情報処理装置において、前記データ取得手段は、
さらに、前記対象データの更新の指示を取得し、前記判断手段は、さらに、前記指示に係
る前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第１暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断し、前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断す
る場合に、前記第２鍵記憶手段から前記暗号化第１鍵を取得し、前記暗復号化手段は、さ
らに、取得した前記暗号化第１鍵を復号して第１鍵を生成し、生成した第１鍵を用いて、
前記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して第１暗号化更新データを生
成し、前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１
データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする。
【００４１】
　また、請求項１８に記載の態様の前記情報処理装置において、前記第１鍵記憶手段は、
第１暗復号システムにおいて、鍵を階層構造により管理し、階層構造の各鍵の下位には、
当該鍵を用いて復号できるように暗号化された鍵が割り当てられており、鍵書込手段は、
前記暗号化第２鍵を、前記第２鍵の下位に割り当てて書き込む。
【００４２】
　また、請求項１９に記載の態様の前記情報処理装置において、前記情報処理装置は、さ
らに、第１暗復号システムにおける暗号化データを利用するアプリケーションプログラム
に従って動作するプロセッサを備えており、前記アプリケーションプログラムは、暗号化
の対象データを出力する命令を含み、前記プロセッサは、前記データ取得手段に対して、
暗号化の対象データを出力する。
【００４３】
　また、請求項２０に記載の態様の前記情報処理装置において、前記情報処理装置は、さ
らに、前記第１暗復号システムにおいて復号された鍵を、前記第１暗復号システム用であ
ることを示す第１タイプ情報と対応付けて保持し、前記第２暗復号システムにおいて復号
された鍵を、前記第２暗復号システム用であることを示す第２タイプ情報と対応付けて保
持する鍵格納手段を備え、前記暗復号化手段は、前記第１暗復号システムにおいては、前
記第１タイプ情報と対応付けられた鍵を用いて復号を行い、前記暗復号化手段は、前記第
２暗復号システムにおいては、前記第２タイプ情報と対応付けられた鍵を用いて暗号化を
行い、前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システムにおける復号の結果、前記
第１タイプ情報と対応付けられて前記鍵格納手段に保持された鍵について、前記第１タイ
プ情報を前記第２暗復号システム用であることを示す前記第２タイプ情報に書き換えるこ
とで、前記鍵を用いた前記更新データの暗号化を前記第２暗復号システムにおいて行わせ
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る制御手段を備える。
【００４４】
　また、請求項２１に記載の態様の前記情報処理装置において、前記鍵格納手段は、所定
の容量を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵それぞれがどのブロックに
格納されているかを示すブロック情報を、前記保持する鍵それぞれと対応付けて保持して
いる。
【００４５】
　また、請求項２２に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、制
御部と、前記第１暗復号システム用の前記第１鍵を保持する鍵格納部と、前記鍵格納部に
保持されている前記第１鍵を用いて、暗号化する暗復号エンジン部とを備え、前記制御部
は、前記第１鍵を取得して前記鍵格納部に保持させるにあたって、前記鍵格納部の空き領
域が不足している場合に、前記鍵格納部が既に保持している一の鍵を、前記暗復号エンジ
ン部により、暗号化して前記鍵格納部の外に退避し、前記鍵格納部において、退避対象の
前記鍵が保持されていた領域に取得した前記第１鍵を上書きし、前記第１暗復号システム
における前記第１鍵を用いた暗号化が完了した後、退避した前記暗号化鍵を、前記暗復号
エンジン部により、復号して前記第１鍵が保持されている領域に上書きする。
【００４６】
　また、請求項２３に記載の態様の方法は、それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗
復号システム及び第２暗復号システムを有し、前記第１暗復号システムにおいて用いられ
る第１鍵記憶手段を備える情報処理装置において用いられる方法であって、前記第１暗復
号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと、前記対象デー
タを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されてい
るか否かを判断する判断ステップと、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号
システムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取
得ステップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用
いられる第１鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復
号化ステップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成
した前記暗号化第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップとを備えることを
特徴とする。
【００４７】
　また、請求項２４に記載の態様のコンピュータプログラムは、それぞれデータを暗号化
して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有し、前記第１暗復号システ
ムにおいて用いられる第１鍵記憶手段を備える情報処理装置において用いられるコンピュ
ータプログラムであって、コンピュータである前記情報処理装置に、前記第１暗復号シス
テムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと、前記対象データを暗
号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されているか否
かを判断する判断ステップと、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システ
ムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得ステ
ップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられ
る第１鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化ス
テップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前
記暗号化第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップとを実行させるためのコ
ンピュータプログラムであることを特徴とする。
【００４８】
　また、請求項２５に記載の態様の前記コンピュータプログラムは、コンピュータ読み取
り可能な記録媒体に記録されている。
【００４９】
　また、請求項２６に記載の態様の集積回路は、それぞれデータを暗号化して記憶する第
１暗復号システム及び第２暗復号システムを有する集積回路であって、前記第１暗復号シ
ステムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象データを暗号
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化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されているか否か
を判断する判断手段と、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにお
いて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得手段と、前
記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、前記第１暗復号システムに
おいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１鍵を用いて、取得した前記第
２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、前記第１暗復号システムにお
いて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化第２鍵を前記第１鍵記憶手段に
書き込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【００５０】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明を行う。
【００５１】
　１．実施の形態１
　本発明に係る１の実施の形態としての情報処理装置１０について説明する。
【００５２】
　（情報処理装置１０の概要）
　情報処理装置１０においては、第１の暗復号システム及び第２の暗復号システムがそれ
ぞれ独立して動作し、第１及び第２の暗復号システム間で、１個のデータを共有して利用
する。第１及び第２の暗復号システムは、異なる暗復号システムであり、それぞれ、鍵デ
ータベース及び暗号化されたデータから構成される。
【００５３】
　一例として、情報処理装置１０は、音楽を配信する音楽配信システム及び映画を配信す
る映画配信システムを利用し、音楽配信システムから音楽の供給を受け、映画配信システ
ムから映画の供給を受ける。音楽配信システムと、映画配信システムとは、異なる音楽配
信業者と映画配信業者とにより運営されている。第１の暗復号システムは、音楽配信シス
テムのための暗復号システムであり、第２の暗復号システムは、映画配信システムのため
の暗復号システムである。第１及び第２の暗復号システムにおいて、共有するデータの一
例は、情報処理装置１０の利用者の住所である。
【００５４】
　（住所を共有する場合）
　ここでは、一例として、住所を共有する場合について説明する。
【００５５】
　なお、映画配信システムにおける第２の暗復号システムにおいて、既に利用者の暗号化
された住所が保持されているものとする。具体的には、情報処理装置１０は、第２の暗復
号システムのためのサブ暗号化データ格納部を備えており、このサブ暗号化データ格納部
は、第２の暗復号システムの第２鍵を用いて、対象データである住所を暗号化して生成し
た第２暗号化対象データつまり暗号化された住所を記憶しているものとする。しかし、第
１の暗復号システムにおいては、まだ利用者の暗号化された住所を保持していないものと
する。
【００５６】
　情報処理装置１０は、音楽配信システムにおける第１の暗復号システムにおいて、利用
者の住所を暗号化して保持するために、暗号化の対象データである利用者の住所を取得す
る。次に、対象データである住所を暗号化して生成した暗号化データ（暗号化された住所
）が、第２の暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断する。具体的には、情
報処理装置１０は、第２暗号化対象データ（暗号化された住所）が、第２の暗復号システ
ムのためサブ暗号化データ格納部に記憶されているか否かを判断する。次に、暗号化デー
タ（暗号化された住所）が第２の暗復号システムにおいて記憶されていると判断する場合
に、第２の暗復号システムにおいて前記暗号化データ（暗号化された住所）を暗号化する
ために用いられている第２鍵を、第２の暗復号システムから取得する。ここで、情報処理
装置１０は、第１の暗復号システムにおいて用いられる鍵データベースＡを保持している
。情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、前記対象データ（利用者の住所
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）を暗号化するために用いられる第１鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号
化第２鍵を生成し、第１の暗復号システムの鍵データベースＡにおいて、前記対象データ
（利用者の住所）に対応付けて、生成した前記暗号化第２鍵を鍵データベースＡに書き込
む。
【００５７】
　また、情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて前記
対象データ（利用者の住所）を暗号化して第１暗号化対象データ（暗号化された住所）を
生成する。情報処理装置１０は、第１暗号化対象データ（暗号化された住所）を記憶する
ためのサブ暗号化データ格納部を備えており、第１の暗復号システムのためのサブ暗号化
データ格納部に、生成した前記第１暗号化対象データ（暗号化された住所）を書き込む。
【００５８】
　以上により、第１の暗復号システムにおいて、暗号化された住所を保持することにより
、第１の暗復号システムと第２の暗復号システムにおいて、住所を共有することになる。
さらに、第１の暗復号システムにおいては、住所に対応付けて、第２の暗復号システムに
おいて住所の暗号化に用いられた第２鍵を、第１の暗復号システムにおいて、暗号化して
保持することとなる。
【００５９】
　（共有している住所を更新する場合）
　次に、一例として、情報処理装置１０の利用者が、第１の暗復号システムと第２の暗復
号システムにおいて、共有している対象データである住所を更新する場合について説明す
る。
【００６０】
　情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、対象データである住所の更新の
指示を取得する。情報処理装置１０は、上記と同様にして、さらに、前記指示に係る前記
対象データ（旧住所）を暗号化して生成した暗号化データ（暗号化された旧住所）が、第
２の暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断する。記憶されていると判断す
る場合に、鍵データベースＡから前記暗号化第２鍵を取得し、取得した前記暗号化第２鍵
を復号して第２鍵を生成し、生成した第２鍵を用いて、前記対象データ（旧住所）の更新
により得られた更新データ（新住所）を暗号化して第２暗号化更新データ（暗号化された
新住所）を生成し、生成した前記第２暗号化更新データ（暗号化された新住所）を、第２
の暗号化システムのためのサブ暗号化データ格納部に記憶されている前記第２暗号化対象
データ（暗号化された旧住所）に上書きする。
【００６１】
　また、情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて、更
新データ（新住所）を暗号化して第１暗号化更新データ（暗号化された新住所）を生成し
、生成した前記第１暗号化更新データ（暗号化された新住所）を、第１の暗号化システム
のためのサブ暗号化データ格納部に記憶されている前記第１暗号化対象データ（暗号化さ
れた旧住所）に上書きする。
【００６２】
　以上により、第２の暗復号システムに依存することなく、第１の暗復号システムのみで
、第２の暗復号システムにおいて用いられている第２鍵を知ることができる。
【００６３】
　１．１　情報処理装置１０のハードウェア構成
　情報処理装置１０は、図１に示すように、ＣＰＵ１１１、第１記憶部１１２、第２記憶
部１１３、暗復号処理部１１４、バス１１５及び入出力部（図示していない）から構成さ
れる。ＣＰＵ１１１、第１記憶部１１２、第２記憶部１１３、暗復号処理部１１４及び入
出力部は、バス１１５を介して互いに接続されている。
【００６４】
　以下、情報処理装置１０の各構成要素の詳細について説明する。
【００６５】
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　ＣＰＵ１１１は、マイクロプロセッサであって、第１記憶部１１２に格納されているプ
ログラム等に含まれる命令コードを読み出し、解読し、実行することにより、情報処理装
置１０全体の動作を制御する。
【００６６】
　第１記憶部１１２は、揮発性の半導体メモリにより構成され、鍵管理ソフトウェア１１
６、アプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、デー
タアクセス部１１９、鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１を格納してい
る。
【００６７】
　第２記憶部１１３は、ハードディスクユニットから構成され、暗号化データ格納部１２
２を有している。暗号化データ格納部１２２は、サブ暗号化データ格納部１２２ａ及びサ
ブ暗号化データ格納部１２２ｂから構成されている。暗号化データ格納部１２２は、アプ
リケーションプログラムＡ１１７やアプリケーションプログラムＢ１１８などで使用する
暗号化されたデータを格納する。サブ暗号化データ格納部１２２ａは、アプリケーション
プログラムＡ１１７で使用する暗号化されたデータを格納する。サブ暗号化データ格納部
１２２ｂは、アプリケーションプログラムＢ１１８で使用する暗号化されたデータを格納
する。
【００６８】
　暗復号処理部１１４は、不揮発性メモリ部１２３、暗復号エンジン部１２４、鍵データ
ベースＢ用鍵格納部１２５及び鍵データベースＡ用鍵格納部１２６から構成されており、
暗復号処理部１１４は、暗復号処理部１１４の外部からの処理データの盗み取り及び改竄
ができないように耐タンパ化されている。
【００６９】
　不揮発性メモリ部１２３は、外部電源から電力が供給されない場合でも、記憶している
データが失われない不揮発性の半導体メモリから構成されている。不揮発性メモリ部１２
３は、鍵データベースＡ用のルート鍵１２７と鍵データベースＢ用のルート鍵１２８を格
納している。
【００７０】
　鍵データベースＡ用のルート鍵１２７及び鍵データベースＢ用のルート鍵１２８は、公
開鍵暗号方式（public key cryptosystem、非対称暗号方式asymmetric key cryptosystem
とも呼ぶ。）の秘密鍵（私有鍵）や、共通鍵暗号方式（secret key cryptosystem、対称
暗号方式symmetric key cryptosystemとも呼ぶ）の秘密鍵である。また、鍵データベース
Ａ用のルート鍵１２７及び鍵データベースＢ用のルート鍵１２８は、それぞれ、鍵データ
ベースＡ及び鍵データベースＢのルートに対応する鍵である。鍵データベースＡ用のルー
ト鍵１２７及び鍵データベースＢ用のルート鍵１２８は、鍵データベースＡ及び鍵データ
ベースＢの他のすべてのノードの鍵の復号に用いる鍵であるので、第１記憶部１１２上の
鍵データベースＡ１２０や鍵データベースＢ１２１ではなく、耐タンパ化された暗復号処
理部１１４により管理され、保持されている。なお、鍵データベースＡ１２０及び鍵デー
タベースＢ１２１に含まれる鍵の全てを耐タンパ化された暗復号処理部１１４の不揮発性
メモリ部１２３に記録すると、暗復号処理部１１４に求められる記録容量が大きくなって
しまうため、他の全てのノードの鍵を復号する際に必要となるルート鍵だけを耐タンパ化
された暗復号処理部１１４の不揮発性メモリ部１２３において保護している。
【００７１】
　暗復号エンジン部１２４は、暗号化された鍵の復号、鍵の暗号化、暗号化されたデータ
の復号及びデータの暗号化を行う。暗復号においては、公開鍵暗号方式であるＲＳＡ暗号
や共通鍵暗号方式であるＡＥＳ暗号などの暗号アルゴリズムなどを用いる。
【００７２】
　鍵データベースＢ用鍵格納部１２５は、暗復号エンジン部１２４を利用する際に、鍵デ
ータベースＢ１２１で管理された鍵を格納する。
【００７３】
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　鍵データベースＡ用鍵格納部１２６は、暗復号エンジン部１２４を利用する際に、鍵デ
ータベースＡ１２０で管理された鍵を格納する。
【００７４】
　なお、鍵データベースＡ１２０、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６、鍵データベース
Ａ用のルート鍵１２７及びサブ暗号化データ格納部１２２ａは、第１の暗復号システムを
構成し、鍵データベースＢ１２１、鍵データベースＡ用鍵格納部１２５、鍵データベース
Ｂ用のルート鍵１２８及びサブ暗号化データ格納部１２２ｂは、第２の暗復号システムを
構成している。
【００７５】
　１．２　情報処理装置１０のソフトウェア構成
　情報処理装置１０のソフトウェア構成について、図２を用いて説明する。
【００７６】
　情報処理装置１０では、アプリケーションプログラムＡ１１７及びアプリケーションプ
ログラムＢ１１８は、それぞれ、鍵管理ソフトウェア１１６を介して、鍵データベースＡ
１２０及び鍵データベースＢ１２１にアクセスし、データアクセス部１１９を介して、暗
号化データ格納部１２２にアクセスする。なお、情報処理装置１０においては、図示して
いないＯＳ、デバイスドライバ、そのほかのアプリケーションプログラムも動作する。
【００７７】
　なお、以下に説明するように、アプリケーションプログラムＡ１１７とアプリケーショ
ンプログラムＢ１１８とは、データＢを共有している。
【００７８】
　（１）鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１
　ここでは、鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１について説明する。
（鍵データベースＡ１２０）
　鍵データベースＡ１２０は、ｎ分木である木構造を用いて、鍵を管理するデータベース
であり、アプリケーションプログラムＡ１１７により利用される。鍵データベースＡ１２
０により用いる木構造の一例を図３に示す。
【００７９】
　鍵データベースＡ１２０の木構造は、一例として、図３に示すように、４階層から構成
され、１個のルート１３２、２個の中間ノード１３３及び１３４、４個のリーフ１３５～
１３８及び１個のリーフ２３９から構成されている。ルート１３２の直下には、２個の中
間ノード１３３及び１３４が接続し、中間ノード１３３の直下には、２個のリーフ１３５
及び１３６が接続し、中間ノード１３４の直下には、２個のリーフ１３７及び１３８が接
続している。また、リーフ１３８の直下には、１個のリーフ２３９が接続している。
【００８０】
　ルート１３２には、鍵データベースＡ用のルート鍵１２７が割り当てられている。上述
したように、ルート鍵１２７は、鍵データベースＡ１２０内ではなく、暗復号処理部１１
４の不揮発性メモリ部１２３に格納されている。
【００８１】
　中間ノード１３３及び１３４には、それぞれ、鍵Ａ及び鍵Ｂが割り当てられ、リーフ１
３５、１３６、１３７、１３８、２３９には、それぞれ、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵Ｅ、鍵Ｆ及び鍵
Ｉが割り当てられている。
【００８２】
　中間ノード１３３には、ルート鍵１２７を用いて暗号化された鍵Ａが格納され、中間ノ
ード１３４には、ルート鍵１２７を用いて暗号化された鍵Ｂが格納される。リーフ１３５
には、中間ノード１３３の鍵Ａを用いて暗号化された鍵Ｃが格納され、リーフ１３６には
、中間ノード１３３の鍵Ａを用いて暗号化された鍵Ｄが格納され、リーフ１３７には、中
間ノード１３４の鍵Ｂを用いて暗号化された鍵Ｅが格納され、リーフ１３８には、中間ノ
ード１３４の鍵Ｂを用いて暗号化された鍵Ｆが格納されている。ここで、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵
Ｅ及び鍵Ｆは、それぞれ、データを暗号化又は復号するために使用される鍵である。
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【００８３】
　リーフ２３９には、後述する鍵データベースＢ１２１のリーフ１４２の鍵Ｉが暗号化さ
れて格納されている。ここで、リーフ２３９に格納されている暗号化された鍵Ｉは、リー
フ１３８の鍵Ｆを用いて暗号化されたものである。
【００８４】
　なお、一例として、図３に示すように、暗号化されたデータＡ（１４６）は、リーフ１
３６に割り当てられた鍵Ｄを用いて、データＡを暗号化して生成したものであり、暗号化
されたデータＢ（１４７）は、データＢをリーフ１３８に割り当てられた鍵Ｆを用いて暗
号化して生成したものである。
【００８５】
　鍵データベースＡ１２０は、第１記憶部１１２において、複数のノード情報構造体を記
憶しており、これらの複数のノード情報構造体により木構造を構成している。複数のノー
ド情報構造体は、鍵データベースＡ１２０のルート、複数の中間ノード及び複数のリーフ
のそれぞれに対応しており、鍵データベースＡ１２０において鍵を管理するために使用さ
れる。図４に、鍵データベースＡ１２０のノード情報構造体１５０のデータ構造の一例を
示す。
【００８６】
　ノード情報構造体１５０は、図４に示すように、鍵長１５１、鍵１５２、親ノード識別
子１５３、鍵ハンドラ値１５４、データハンドラ値１５５、データ１５６及びその他の付
属情報１５７から構成される。
【００８７】
　鍵長１５１のフィールドには、暗復号を行う場合に使用する鍵の長さが格納される。格
納される値はビット長やバイト長などの数値でもよい。さらに、予め決められている鍵の
長さに対応する識別子でもよい。
【００８８】
　鍵１５２のフィールドには、暗復号を行う場合に使用する鍵を暗号化して生成した暗号
化鍵が格納される。また、鍵１５２のフィールドには、暗号化鍵の存在する位置を示す位
置情報が格納されてもよい。ただし、ルートに対応する鍵は、ノード情報構造体の鍵１５
２のフィールドには格納されない。また、鍵１５２のフィールドに格納される暗号化鍵は
、親ノード識別子１５３で指定されているノード番号により定まる中間ノード又はルート
の鍵（各ノードの親ノードの鍵）を使用して暗号化されたものである。
【００８９】
　親ノード識別子１５３のフィールドには、当該ノード情報構造体１５０に対応するノー
ドの親ノードを指定する識別子が格納される。また、親ノード識別子１５３のフィールド
には、親ノードの位置を示す位置情報が格納されるとしてもよい。さらに、予め決められ
ている識別子や動的に生成した識別子を格納してもよい。これらの識別子は、親ノードを
指定する。
【００９０】
　鍵ハンドラ値１５４のフィールドには、当該ノードに割り当てられた暗号化鍵が存在す
る位置を示す位置情報が格納される。暗号化鍵が存在しない場合には、ＮＵＬＬが格納さ
れる。
【００９１】
　データハンドラ値１５５のフィールドには、当該ノード情報構造体１５０に対応する鍵
を用いて暗号化されたデータが存在する場合に、当該暗号化データの生成の基になった平
文データの存在する位置を示す位置情報が格納される。このような暗号化データが存在し
ない場合には、ＮＵＬＬが格納される。
【００９２】
　データ１５６のフィールドには、ノード情報構造体１５０を用いてデータを格納する際
に、暗号化されたデータが格納される。
【００９３】
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　その他の付属情報１５７は、他に各ノードが必要とする情報を格納するフィールドであ
る。
【００９４】
　一例として、リーフ２３９のノード情報構造体の鍵のフィールドには、後述する鍵デー
タベースＢ１２１のリーフ１４２に対応する鍵Ｉが暗号化されて格納されており、リーフ
２３９のノード情報構造体の親ノード識別子には、リーフ１３８を識別する識別子（ノー
ド番号）が格納されている。なお、リーフ１４２は、鍵データベースＢ１２１において、
データＢを暗号化する鍵を格納するリーフである。
【００９５】
　以上説明したように、鍵データベースＡは、第１の暗復号システムにおいて、鍵を階層
構造により管理している。階層構造の各鍵の下位には、当該鍵を用いて復号できるように
暗号化された鍵が割り当てられている。
（鍵データベースＢ１２１）
　鍵データベースＢ１２１は、ｎ分木である木構造を用いて、鍵を管理するデータベース
であり、アプリケーションプログラムＢ１１８により利用される。鍵データベースＢ１２
１により用いる木構造の一例を図３に示す。
【００９６】
　鍵データベースＢ１２１の木構造は、一例として、図３に示すように、４階層から構成
され、１個のルート１３９、２個の中間ノード１４０及び１４１、４個のリーフ１４２～
１４５、及び１個のリーフ２４７から構成されている。ルート１３９の直下には、２個の
中間ノード１４０及び１４１が接続し、中間ノード１４０の直下には、２個のリーフ１４
２及び１４３が接続し、中間ノード１４１の直下には、２個のリーフ１４４及び１４５が
接続している。また、リーフ１４２の直下には、リーフ２４７が接続している。
【００９７】
　ルート１３９には、鍵データベースＢ用のルート鍵１２８が割り当てられている。上述
したように、ルート鍵１２８は、鍵データベースＢ１２１内ではなく、暗復号処理部１１
４の不揮発性メモリ部１２３に格納されている。
【００９８】
　中間ノード１４０及び１４１には、それぞれ、鍵Ｇ及び鍵Ｈが割り当てられ、リーフ１
４２、１４３、１４４、１４５、２４７には、それぞれ、鍵Ｉ、鍵Ｊ、鍵Ｋ、鍵Ｌ及び鍵
Ｆが割り当てられている。
【００９９】
　中間ノード１４０には、ルート鍵１２８を用いて暗号化された鍵Ｇが格納され、中間ノ
ード１４１には、ルート鍵１２８を用いて暗号化された鍵Ｈが格納される。リーフ１４２
には、中間ノード１４０の鍵Ｇを用いて暗号化された鍵Ｉが格納され、リーフ１４３には
、中間ノード１４０の鍵Ｇを用いて暗号化された鍵Ｊが格納され、リーフ１４４には、中
間ノード１４１の鍵Ｈを用いて暗号化された鍵Ｋが格納され、リーフ１４５には、中間ノ
ード１４１の鍵Ｈを用いて暗号化された鍵Ｌが格納されている。ここで、鍵Ｉ、鍵Ｊ、鍵
Ｋ及び鍵Ｌは、それぞれ、データを暗号化又は復号するために使用される鍵である。
【０１００】
　リーフ２４７には、鍵データベースＡ１２０のリーフ１３８の鍵Ｆが暗号化されて格納
されている。ここで、リーフ２４７に格納されている暗号化された鍵Ｆは、リーフ１４２
の鍵Ｉを用いて暗号化されたものである。
【０１０１】
　なお、一例として、図３に示すように、暗号化されたデータＢ（１４８）は、リーフ１
４２に割り当てられた鍵Ｉを用いて、データＢを暗号化して生成したものである。
【０１０２】
　ここで、図３に示す暗号化されたデータＢ（１４７）と、暗号化されたデータＢ（１４
８）とは、暗号化の基になるデータＢが共通している。つまり、アプリケーションプログ
ラムＡ１１７とアプリケーションプログラムＢ１１８とは、データＢを共有している。
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【０１０３】
　鍵データベースＢ１２１は、第１記憶部１１２において、複数のノード情報構造体を記
憶しており、これらの複数のノード情報構造体により木構造を構成している。複数のノー
ド情報構造体は、鍵データベースＢ１２１のルート、複数の中間ノード及び複数のリーフ
のそれぞれに対応しており、鍵データベースＢ１２１において鍵を管理するために使用さ
れる。図５に、鍵データベースＢ１２１のノード情報構造体１６０のデータ構造の一例を
示す。
【０１０４】
　ノード情報構造体１６０は、図５に示すように、暗号種別１６１、鍵長１６２、鍵やデ
ータを格納した場所のリンク先情報１６３、親ノード識別子１６４、鍵ハンドラ値１６５
、データハンドラ値及びその他の付属情報１６７から構成される。
【０１０５】
　図５に示すノード情報構造体１６０は、図４に示すノード情報構造体１５０に含まれる
鍵１５２及びデータ１５６に代えて、暗号種別１６１及びリンク先情報１６３を含む。そ
の他の構成要素については、ここでは、説明を省略する。
【０１０６】
　暗号種別１６１のフィールドには、ＲＳＡ暗号や楕円暗号などの公開鍵暗号方式や、Ａ
ＥＳ暗号や３ＤＥＳ暗号などの共通鍵暗号方式の暗号アルゴリズムの名称や、前述の暗号
アルゴリズムに対応する識別子が格納される。なお、公開鍵方式の場合には、本フィール
ドには、親ノードに割り当てられた公開鍵で暗号化された秘密鍵と、公開鍵が格納される
。
【０１０７】
　リンク先情報１６３のフィールドには、暗復号に利用する鍵のファイルや、暗号化され
たデータのファイルが存在する場所を指し示す情報が格納される。
【０１０８】
　一例として、リーフ２４７のノード情報構造体のリンク先情報により示される位置には
、鍵データベースＡ１２０のリーフ１３８に割り当てられた鍵Ｆが暗号化されて格納され
ており、リーフ２４７のノード情報構造体の親ノード識別子には、リーフ１４２を識別す
る識別子（ノード番号）が格納されている。なお、リーフ１３８は、鍵データベースＡ１
２０において、データＢを暗号化する鍵を格納するリーフである。
【０１０９】
　以上説明したように、鍵データベースＢは、第２の暗復号システムにおいて、鍵を階層
構造により管理している。階層構造の各鍵の下位には、当該鍵を用いて復号できるように
暗号化された鍵が割り当てられている。
【０１１０】
　（２）暗号化データ格納部１２２
　暗号化データ格納部１２２は、暗号化されたデータを格納する。暗号化データ格納部１
２２は、サブ暗号化データ格納部１２２ａ及びサブ暗号化データ格納部１２２ｂから構成
されている。
【０１１１】
　サブ暗号化データ格納部１２２ａは、一例として、リーフ１３６の鍵Ｄを用いて暗号化
されたデータＡ（１４６）及びリーフ１３８の鍵Ｆを用いて暗号化されたデータＢ（１４
７）を格納している。また、サブ暗号化データ格納部１２２ｂは、リーフ１４２の鍵Ｉを
用いて暗号化されたデータＢ（１４８）を格納している。
【０１１２】
　ここで、図３に示す暗号化されたデータＢ（１４７）と、暗号化されたデータＢ（１４
８）とは、暗号化の基になるデータＢが共通している。つまり、アプリケーションプログ
ラムＡ１１７とアプリケーションプログラムＢ１１８とは、データＢを共有している。
【０１１３】
　（３）アプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８及
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びデータアクセス部１１９
　アプリケーションプログラムＡ１１７は、鍵データベースＡ１２０によって管理された
鍵を用いて、暗号化データ格納部１２２に格納される暗号化データを利用するソフトウェ
アである。アプリケーションプログラムＡ１１７は、第１の暗復号システムに対するデー
タ処理を要求するコンピュータ命令を含んでいる。例えば、第１の暗復号システムに対す
るデータの新規の登録（暗号化して記憶）、参照（復号して参照）、更新（復号して更新
し、再度暗号化して記憶）、削除などである。また、暗号化の対象データを出力する命令
を含む。
【０１１４】
　アプリケーションプログラムＢ１１８は、鍵データベースＢ１２１によって管理された
鍵を用いて、暗号化データ格納部１２２に格納される暗号化データを利用するソフトウェ
アである。アプリケーションプログラムＢ１１８は、第２の暗復号システムに対するデー
タ処理を要求するコンピュータ命令を含んでいる。例えば、第２の暗復号システムに対す
るデータの新規の登録（暗号化して記憶）、参照（復号して参照）、更新（復号して更新
し、再度暗号化して記憶）、削除などである。また、暗号化の対象データを出力する命令
を含む。
【０１１５】
　データアクセス部１１９は、暗号化データ格納部１２２にアクセスし、暗号化データを
読み出し、更新し、又は書き込むためのソフトウェアである。
【０１１６】
　（４）鍵管理ソフトウェア１１６
　鍵管理ソフトウェア１１６は、図２に示すように、利用データベース判定部２０１、平
文データ抽出部２０２、ハッシュ値生成部２０３、ハッシュ値判定部２０４、ハンドラ値
判定部２０５、鍵取得部２０６、管理テーブル格納部２０７、管理テーブル更新部２０８
及び鍵書込部２０９から構成されている。ここで、ハッシュ値生成部２０３、ハッシュ値
判定部２０４及び管理テーブル格納部２０７は、一の暗復号システムにおける暗号化の対
象データが、他の暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを判断する
判断部を構成している。鍵取得部２０６は、この判断部により、保管されていると判断す
る場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化データの鍵を取得する。鍵
書込部２０９は、前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得
した前記鍵を鍵データベースＡ１２０（又は鍵データベースＢ１２１）に書き込む。
（管理テーブル格納部２０７）
　管理テーブル格納部２０７は、図６に示す管理テーブル２２０を保持している。
【０１１７】
　管理テーブル２２０は、暗号化データ格納部１２２に存在する複数の暗号化データのそ
れぞれが、鍵データベースＡ１２０と鍵データベースＢ１２１の鍵を用いて、どのように
管理されているかを示す。管理テーブル２２０は、暗号化されたデータで管理するデータ
から生成したハッシュ値をエントリとして構成される。
【０１１８】
　管理テーブル２２０は、図６に示すように、複数の管理情報から構成されている。複数
の管理情報は、それぞれ、暗号化データ格納部１２２に格納されている複数の暗号化デー
タに対応している。各管理情報は、ハッシュ値、第１データハンドラ値、第２データハン
ドラ値、第１鍵ハンドラ値及び第２鍵ハンドラ値から構成されている。
【０１１９】
　ハッシュ値は、対応する暗号化データの基になった平文データから生成されたハッシュ
値である。
【０１２０】
　第１データハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データで
あって、鍵データベースＡのリーフに割り当てられた暗号化データの基になった平文デー
タのデータハンドラ値である。平文データのデータハンドラ値は、当該平文データが存在
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する位置を示す位置情報である。この第１データハンドラ値は、図４のノード情報構造体
１５０のデータハンドラ値１５５に対応する。平文データが、鍵データベースＡ１２０に
より管理されていない場合には、第１データハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。
【０１２１】
　第２データハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データで
あって、鍵データベースＢのリーフに割り当てられた暗号化データの基になった平文デー
タのデータハンドラ値である。平文データのデータハンドラ値は、当該平文データが存在
する位置を示す位置情報である。この第２データハンドラ値は、図５のノード情報構造体
１６０のデータハンドラ値１６６に対応する。平文データが、鍵データベースＢ１２１に
より管理されていない場合には、第２データハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。
【０１２２】
　第１鍵ハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データを暗号
化する鍵のハンドラ値である。言い換えると、対応する暗号化データが、鍵データベース
Ａ１２０により管理されている場合において、当該暗号化データを暗号化するために用い
られた鍵を暗号化して生成した暗号化鍵が、鍵データベースＡ１２０のどこに存在してい
るかを示す位置データである。対応する暗号化データが、鍵データベースＡ１２０により
管理されていない場合には、第１鍵ハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。この第１鍵ハンド
ラ値は、図４のノード情報構造体の鍵ハンドラ値１５４に対応する。
【０１２３】
　第２鍵ハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データを暗号
化する鍵のハンドラ値である。言い換えると、対応する暗号化データが、鍵データベース
Ｂ１２１により管理されている場合において、当該暗号化データを暗号化するために用い
られた鍵を暗号化して生成した暗号化鍵が、鍵データベースＢ１２１のどこに存在してい
るかを示す位置データである。対応する暗号化データが、鍵データベースＢ１２１により
管理されていない場合には、第２鍵ハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。この第２鍵ハンド
ラ値は、図５のノード情報構造体１６０の鍵ハンドラ値１６５に対応する。
（鍵管理ソフトウェア１１６のその他の構成要素）
　利用データベース判定部２０１は、要求元のアプリケーションプログラムから、ノード
情報構造体を受け取り、受け取ったノード情報構造体を用いて、要求元のアプリケーショ
ンプログラムが、鍵データベースＡ１２０又は鍵データベースＢ１２１のどちらかを利用
するかを判断する。受け取ったノード情報構造体が図４に示すノード情報構造体１５０で
ある場合には、鍵データベースＡ１２０を利用すると決定する。受け取ったノード情報構
造体が図５に示すノード情報構造体１６０である場合には、鍵データベースＢ１２１を利
用すると決定する。次に、データベースの判定結果をハンドラ値判定部２０５へ出力する
。
【０１２４】
　平文データ抽出部２０２は、要求元のアプリケーションプログラムからノード情報構造
体を取得し、取得したノード情報構造体からデータハンドラ値を抽出し、抽出したデータ
ハンドラ値がＮＵＬＬでない場合には、抽出したデータハンドラ値により示される位置か
ら平文データを取得し、取得した平文データをハッシュ値生成部２０３へ出力する。この
ように、平文データ抽出部２０２は、一の暗復号システムにおける暗号化の対象データを
取得するデータ取得部である。
【０１２５】
　ハッシュ値生成部２０３は、平文データ抽出部２０２から平文データを受け取り、受け
取った平文データから、一意のハッシュ値（要約値）を生成する。たとえば、一方向性関
数（ＳＨＡ１アルゴリズムなど）を利用して、一意なハッシュ値を生成し、生成したハッ
シュ値をハッシュ値判定部２０４へ出力する。
【０１２６】
　ハッシュ値判定部２０４は、ハッシュ値生成部２０３からハッシュ値を受け取り、管理
テーブル格納部２０７が管理している管理テーブル２２０に格納されているハッシュ値を
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参照し、管理テーブル２２０にハッシュ値生成部２０３により生成されたハッシュ値と一
致するハッシュ値が存在するか否かを判定する。判定結果をハンドラ値判定部２０５へ出
力する。また、一致するハッシュ値が存在する場合に、そのハッシュ値を含む管理情報を
管理テーブル２２０から読み出し、読み出した管理情報をハンドラ値判定部２０５へ出力
する。
【０１２７】
  ハンドラ値判定部２０５は、利用データベース判定部２０１からデータベースの判定結
果を受け取る。また、ハッシュ値判定部２０４から判定結果を受け取る。一致するハッシ
ュ値が存在する場合に、そのハッシュ値を含む管理情報を受け取る。受け取った判定結果
が一致するハッシュ値が存在することを示す場合に、受け取った管理情報に含まれる管理
情報に含まれる第１鍵ハンドラ値又は第２鍵ハンドラ値がＮＵＬＬか否か判定する。
【０１２８】
　第１鍵ハンドラ値及び第２鍵ハンドラ値のうちのどちらについて判定するかについては
、利用データベース判定部２０１から受け取ったデータベースの判定結果を用いる。つま
り、データベースの判定結果が、鍵データベースＡの利用を示す場合には、鍵データベー
スＡのリーフの鍵ハンドラ値である第１鍵ハンドラ値について判定する。一方、データベ
ースの判定結果が、鍵データベースＢの利用を示す場合には、鍵データベースＢのリーフ
の鍵ハンドラ値である第２鍵ハンドラ値について判定する。次に、その判定結果を鍵取得
部２０６へ出力する。判定結果がＮＵＬＬでないことを示す場合に、さらに、データベー
スの判定結果が、鍵データベースＡの利用を示す場合には、第１鍵ハンドラ値を鍵取得部
２０６へ出力する。データベースの判定結果が、鍵データベースＢの利用を示す場合には
、第２鍵ハンドラ値を鍵取得部２０６へ出力する。
【０１２９】
　鍵取得部２０６は、ハンドラ値判定部２０５から判定結果を受け取る。受け取った判定
結果がＮＵＬＬでないことを示す場合には、さらに、鍵ハンドラ値を受け取る。次に、迂
路取った鍵ハンドラ値により示される位置から、暗号化鍵を取得し、取得した暗号化鍵を
暗復号処理部１１４の暗復号エンジン部１２４へ出力する。
【０１３０】
　鍵書込部２０９は、鍵データベースＡ１２０又は鍵データベースＢ１２１のノード情報
構造体を更新する。また、新たにノード情報構造体を生成し、生成したノード情報構造体
を鍵データベースＡ１２０又は鍵データベースＢ１２１に追加して書き込む。また、鍵書
込部２０９は、暗号化鍵を、当該鍵の下位に割り当てて書き込む。
【０１３１】
　管理テーブル更新部２０８は、管理テーブル格納部２０７が管理している管理テーブル
を更新する。
【０１３２】
　１．３　情報処理装置１０の動作説明
　ここでは、情報処理装置１０の動作について説明する。
【０１３３】
　（１）暗復号処理部１１４への鍵のロードの動作及びデータの暗復号の動作
　（ａ）暗復号処理部１１４への鍵のロードの動作について、図７に示すフローチャート
を用いて説明する。
【０１３４】
　鍵管理ソフトウェア１１６は、一例として、アプリケーションプログラムＡ１１７から
図３に示す鍵Ａのロードを要求される（Ｓ４００）。
【０１３５】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、鍵データベースＡ１２０から、指定された鍵Ａに
対応するノードに格納されている暗号化鍵Ａを取得し、取得した暗号化鍵Ａを暗復号処理
部１１４へ出力する（Ｓ４０１）。
【０１３６】
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　次に、暗復号処理部１１４は、鍵管理ソフトウェア１１６から暗号化鍵Ａを受け取り、
暗復号エンジン部１２４により、暗号化鍵Ａを、不揮発性メモリ部１２３に格納されてい
るルート鍵１２７を用いて復号し、得られた鍵Ａを鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に
格納する（Ｓ４０２）。
【０１３７】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、暗復号処理部１１４から鍵Ａのロード終了を示す
通知を受け取る（Ｓ４０３）。
【０１３８】
　以上により、暗復号処理部１１４への鍵のロード処理が終了する。
【０１３９】
　鍵Ｃ、鍵Ｄなどの暗復号処理部１１４へのロードについても上記と同様の動作により可
能である。例えば、暗号化鍵Ｃを基にして鍵Ｃを暗復号処理部１１４へロードする場合に
は、上記のステップＳ４００～Ｓ４０３に従って鍵Ａをロードした後に、上記のステップ
Ｓ４００～Ｓ４０３と同様の動作をさせる。その場合に、特に、上記ステップＳ４０１に
おいて、鍵管理ソフトウェア１１６は、鍵データベースＡ１２０から暗号化鍵Ｃを取得し
、ステップＳ４０２において、暗復号処理部１１４は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２
６に格納されている鍵Ａを用いて、暗号化鍵Ｃを復号すればよい。鍵Ｄのロード処理につ
いても同様である。
【０１４０】
　このように、図３に示す鍵Ｃを暗復号処理部１１４へロードするためには、次のように
すればよい。
【０１４１】
　（i）上記のステップＳ４００～Ｓ４０３に従って、鍵Ａをロードする。
【０１４２】
　（ii）鍵Ａがロードされた後に、上記に説明したように、ステップＳ４００～Ｓ４０３
と同様にして、鍵Ｃをロードする。
【０１４３】
　また、図３の鍵データベースＡ１２０のリーフ２３９の鍵Ｉを暗復号処理部１１４へロ
ードするためには、次のようにすればよい。
【０１４４】
　（i）上記のステップＳ４００～Ｓ４０３と同様にして、鍵Ｂをロードする。
【０１４５】
　（ii）鍵Ｂがロードされた後に、上記のステップＳ４００～Ｓ４０３と同様にして、鍵
Ｆをロードする。この場合、上記ステップＳ４０１において、鍵管理ソフトウェア１１６
は、鍵データベースＡ１２０から暗号化鍵Ｆを取得し、ステップＳ４０２において、暗復
号処理部１１４は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に格納されている鍵Ｂを用いて、
暗号化鍵Ｆを復号する。
【０１４６】
　（iii）鍵Ｆがロードされた後に、上記のステップＳ４００～Ｓ４０３と同様にして、
鍵Ｉをロードする。この場合、上記ステップＳ４０１において、鍵管理ソフトウェア１１
６は、鍵データベースＡ１２０から暗号化鍵Ｉを取得し、ステップＳ４０２において、暗
復号処理部１１４は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に格納されている鍵Ｆを用いて
、暗号化鍵Ｉを復号する。
【０１４７】
　また、アプリケーションプログラムＢ１１８から鍵のロードを要求される場合について
も、上記と同様に動作させればよい。
【０１４８】
　（ｂ）次に、データの暗復号の動作について、図８に示すフローチャートを用いて説明
する。ここでは、図３に示す暗号化されたデータＢ（１４７）を復号する場合を例として
説明する。なお、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６には、鍵Ｆが格納されているものと
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する。
【０１４９】
　鍵Ｆが鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に格納された後に、鍵管理ソフトウェア１１
６は、アプリケーションプログラムＡ１１７から暗号化されたデータＢ（１４７）の復号
処理を要求される（Ｓ４１０）。
【０１５０】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、アプリケーションプログラムＡ１１７から暗号化
されたデータＢ（１４７）を受け取り、暗号化されたデータＢ（１４７）を暗復号処理部
１１４へ出力し、鍵Ｆを用いて復号を行うように、暗復号処理部１１４に依頼する（Ｓ４
１１）。
【０１５１】
　次に、暗復号処理部１１４は、暗号化されたデータＢ（１４７）を受け取り、受け取っ
た暗号化されたデータＢ（１４７）を、暗復号エンジン部１２４により、鍵データベース
Ａ用鍵格納部１２６に格納された鍵Ｆを用いて復号し、データＢを出力する（Ｓ４１２）
。
【０１５２】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、暗復号処理部１１４からデータＢを受け取り、デ
ータＢをアプリケーションプログラムＡ１１７へ出力し、復号の完了をアプリケーション
プログラムＡ１１７に通知する（Ｓ４１３）。
【０１５３】
　以上により、復号処理を終了する。
【０１５４】
　なお、データを暗号化する場合にも、上記と同様にすればよい。この場合、ステップ４
１２において、暗復号エンジン部１２４は、鍵格納部に格納された鍵を用いてデータを暗
号化すればよい。
【０１５５】
　（２）データの同期更新処理
　上述したように、アプリケーションプログラムＡ１１７とアプリケーションプログラム
Ｂ１１８とは、データＢを共有している。ここでは、共有しているデータＢを同期して更
新する際の情報処理装置１０の動作について、図９に示すフローチャートを用いて説明す
る。
【０１５６】
　アプリケーションプログラムＡ１１７が、アプリケーションプログラムＢ１１８と共有
しているデータＢを更新する際に、情報処理装置１０は、次のように動作する。
【０１５７】
　アプリケーションプログラムＡ１１７は、上述したように、鍵管理ソフトウェア１１６
と鍵データベースＡ１２０を用いて、鍵データベースＡ１２０のルートからデータＢに対
応するリーフ１３８までのそれぞれのノードに格納された暗号化鍵を順番に復号させる（
Ｓ２０１）。
【０１５８】
　次に、アプリケーションプログラムＡ１１７は、更新されたデータＢを、ステップＳ２
０１で取得した鍵Ｆで暗号化するように、鍵管理ソフトウェア１１６に依頼し、鍵管理ソ
フトウェア１１６は、管理テーブル２２０を更新する（Ｓ２０２）。なお、このステップ
のさらに詳細な内容については、図１０～図１２を用いて後述する。
【０１５９】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、管理テーブル２２０を用いて、暗号化の対象のデ
ータ（更新する前のデータＢ）が、鍵データベースＡ１２０と鍵データベースＢ１２１と
で共有しているデータであるか否かを判断する（Ｓ２０３）。共有しているデータである
か否かは、次のようにして行う。つまり、鍵管理ソフトウェア１１６は、更新する前のデ
ータＢのハッシュ値をハッシュ値生成部２０３に生成させ、ハッシュ値判定部２０４に生
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成したハッシュ値と同じハッシュ値を含む管理情報が管理テーブル２２０に存在するか否
かを判定させ、存在する場合に、ハンドラ値判定部２０５による判定は、次の通りとなる
。
【０１６０】
　ハンドラ値判定部２０５は、この管理情報に含まれる第１鍵ハンドラ値及び第２鍵ハン
ドラ値のうち、指定された側の暗復号システムとは異なるもう一方の側の暗復号システム
の鍵ハンドラ値が、ＮＵＬＬでない場合には、第１の暗復号システム及び第２の暗復号シ
ステムにおいて、共有していると決定する。この場合、ステップＳ２０４へ制御を移す。
【０１６１】
　一方、ハンドラ値判定部２０５は、この管理情報に含まれる第１鍵ハンドラ値及び第２
鍵ハンドラ値のうち、指定された側の暗復号システムとは異なるもう一方の側の暗復号シ
ステムの鍵ハンドラ値が、ＮＵＬＬである場合には、第１の暗復号システム及び第２の暗
復号システムにおいて、共有していないと決定する。この場合、ステップＳ２０６へ制御
を移す。
【０１６２】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、データＢの同期処理で利用する鍵を取得する。つ
まり、相手側の鍵を取得する（Ｓ２０４）。なお、このステップの詳細な内容については
、図１３を用いて後述する。
【０１６３】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、相手側の共有するデータを同期して更新する（Ｓ
２０５）。なお、このステップの詳細な内容については、図１４を用いて後述する。
【０１６４】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、上記に述べたようにして、自身の更新されたデー
タＢを暗号化し、暗号化された更新データＢをサブ暗号化データ格納部１２２ａに上書き
で書き込む（ステップＳ２０６）。次に、処理を終了する。
【０１６５】
　なお、上記の説明では、アプリケーションプログラムＡ１１７が、共有データを更新す
ることとして説明を行ったが、アプリケーションプログラムＢ１１８も、同様な方法で、
共有データを更新することができる。
【０１６６】
　ここで、ステップＳ２０３における判定結果及びその後の処理を整理すると次のように
なる。なお、ここでは、第１鍵ハンドラ値は、指定された側の暗復号システムの鍵ハンド
ラ値であり、第２鍵ハンドラ値は、もう一方の側の暗復号システムの鍵ハンドラ値である
としている。
【０１６７】
　（i）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値と第２鍵ハンドラ値の両方が、Ｎ
ＵＬＬでない場合と判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システム及び第２の暗復号システムの両方が、対象のデー
タを有している。
【０１６８】
　第２の暗復号システムにおける暗号化データの鍵を取得し、取得した鍵を第１の暗復号
システムで暗号化し、第１の暗復号システムで暗号化鍵を記憶する。また、第２の暗復号
システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化
更新データにより暗号化データを上書きする。さらに、第１の暗復号システムにおいて、
更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化更新データにより暗
号化データを上書きする。
【０１６９】
　（ii）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値がＮＵＬＬであり、第２鍵ハンド
ラ値がＮＵＬＬでないと判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システムは、対象のデータを有しておらず、第２の暗復号
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システムは、対象のデータを有している。
【０１７０】
　第２の暗復号システムにおける暗号化データの鍵を取得し、取得した鍵を第１の暗復号
システムで暗号化し、第１の暗復号システムで暗号化鍵を記憶する。また、第２の暗復号
システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化
更新データにより暗号化データを上書きする。さらに、第１の暗復号システムにおいて、
更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化更新データを書き込
む。
【０１７１】
　（iii）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値がＮＵＬＬでなく、第２鍵ハン
ドラ値がＮＵＬＬであると判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システムは、対象のデータを有しており、第２の暗復号シ
ステムは、対象のデータを有していない。
【０１７２】
　第１の暗復号システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、
生成した暗号化更新データにより暗号化データを上書きする。
【０１７３】
　第２の暗復号システムにおける処理はない。
【０１７４】
　（iv）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値がＮＵＬＬであり、第２鍵ハンド
ラ値もＮＵＬＬであると判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システムは、対象のデータを有しておらず、第２の暗復号
システムも、対象のデータを有していない。
【０１７５】
　第１の暗復号システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、
生成した暗号化更新データを書き込む。
【０１７６】
　このケースでは、データの更新ではなく、新規のデータの書き込みである。
【０１７７】
　第２の暗復号システムにおける処理はない。
（３）管理テーブル２２０の更新
　ここでは、管理テーブル２２０の更新の動作について、図１０～図１２に示すフローチ
ャートを用いて説明する。なお、ここで説明する管理テーブル２２０の更新の動作は、図
９のステップＳ２０２の詳細である。
【０１７８】
　利用データベース判定部２０１は、アプリケーションプログラム（アプリケーションプ
ログラムＡ１１７又はアプリケーションプログラムＢ１１８）から入力されたコマンドを
用いて、入力されたデータ（ノード情報構造体）が、鍵データベースＡ用であるのか、又
は鍵データベースＢ用であるのかを判定する（Ｓ２１１）。アプリケーションプログラム
は、鍵データベースＡ１２０で管理された鍵やデータを利用する場合には、鍵データベー
スＡ１２０用のコマンドとノード情報構造体１５０を利用し、鍵データベースＢ１２１で
管理され鍵やデータを利用する場合には、鍵データベースＢ１２１用のコマンドとノード
情報構造体１６０を利用する。そのため、利用データベース判定部２０１は、アプリケー
ションプログラムから入力されたコマンドを参照して、入力されたデータつまりノード情
報構造体がノード情報構造体１５０であるか、又はノード情報構造体１６０であるかを判
定することにより、鍵データベースＡ１２０用であるのか、又は鍵データベースＢ１２１
用であるのかを判定することが可能である。
【０１７９】
　鍵データベースＡ１２０用である場合、平文データ抽出部２０２は、ノード情報構造体
１５０から平文データとデータハンドラ値とを抽出する（Ｓ２１２）。また、鍵データベ
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ースＢ１２１用である場合、平文データ抽出部２０２は、ノード情報構造体１６０からデ
ータハンドラ値を抽出し、ノード情報構造体１６０のリンク先情報により定まる位置から
平文データを抽出する（Ｓ２１３）。
【０１８０】
　次に、ハッシュ値生成部２０３は、抽出された平文データからハッシュ値を生成する（
Ｓ２１４）。
【０１８１】
　次に、ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０に格納された管理情報に含まれ
る平文データのハッシュ値のうち、ステップＳ２１４で生成されたハッシュ値とが一致す
るものが存在するか否かを判断する。具体的には、次のようにする。
【０１８２】
　ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０内で管理情報のエントリ番号を示す変
数Ｎに初期値０を代入する（Ｓ２１５）。ここで、管理テーブル２２０のエントリ番号と
は、管理テーブル２２０に含まれる管理情報を一意に識別する識別情報である。
【０１８３】
　次に、ハッシュ値判定部２０４は、Ｎ番目の管理情報内のハッシュ値が、ステップＳ２
１４で生成したハッシュ値と一致するか否かを確認する（Ｓ２１６）。一致しない場合（
Ｓ２１６でＮＯ）、Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号でなければ
（Ｓ２１８でＮＯ）、Ｎに１を加算し（Ｓ２２０）、ステップＳ２１６へ戻る。
【０１８４】
　Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号であれば（Ｓ２１８でＹＥＳ
）、Ｓ２１９へ制御を移す。
【０１８５】
　Ｎ番目の管理情報内のハッシュ値が、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値と一致す
れば（Ｓ２１６でＹＥＳ）、管理テーブル２２０の同一の管理情報内の一方のデータハン
ドラ値がＮＵＬＬか否かを判断する（Ｓ２１７）。具体的には、ハンドラ値判定部２０５
は、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値と一致する値が格納されている管理テーブル
２２０の管理情報を参照し、その管理情報内の第１及び第２データハンドラ値を参照する
。もし、第１及び第２データハンドラ値のうち、アプリケーションプログラムにより指定
された鍵データベースとは異なるもう一方の鍵データベース用のデータハンドラ値がＮＵ
ＬＬ（空）ならば、もう一方の鍵データベースでは、他のアプリケーションプログラムか
ら暗号化依頼されているデータを共有していないということを示す。また、もし、アプリ
ケーションプログラムにより指定された鍵データベースとは異なるもう一方の鍵データベ
ース用のデータハンドラ値がＮＵＬＬ（空）でないならば、他のアプリケーションプログ
ラムから暗号化依頼されているデータを共有していることを示す。したがって、一方のデ
ータハンドラ値がＮＵＬＬ（空）ならば、ステップＳ２１９に制御を移す（Ｓ２１７でＹ
ＥＳ）。また、一方のデータハンドラ値のフィールドがＮＵＬＬ（空）でないならば、ス
テップＳ２２１に制御を移す（Ｓ２１７でＮＯ）。
【０１８６】
　ハッシュ値判定部２０４が、管理テーブルに、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値
が存在しないと判定した場合には（Ｓ２１８でＹＥＳ）、又は、管理テーブル２２０の同
一の管理情報内の一方のデータハンドラ値がＮＵＬＬであると判断した場合（Ｓ２１７で
ＹＥＳ）、管理テーブル更新部２０８は、管理テーブル２２０に新たな管理情報を追加し
、その管理情報の各フィールドに、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値及びノード情
報構造体のデータハンドラ値を格納する（Ｓ２１９）。次に、当該処理は終了する。
【０１８７】
　次に、管理テーブル更新部２０８は、管理テーブル２２０の管理情報において、指定さ
れた鍵データベースに対応するデータハンドラ値のフィールドに、アプリケーションプロ
グラムから受け取ったノード情報構造体から抽出したデータハンドラ値を格納する（Ｓ２
２１）。たとえば、アプリケーションプログラムＡ１１７が、鍵データベースＡ１２０を
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用いて、暗号化処理を要求した場合には、アプリケーションプログラムＡ１１７から受け
取ったノード情報構造体から抽出したデータハンドラ値が、管理テーブル２２０の管理情
報内の鍵データベースＡに対応するデータハンドラ値のフィールドに格納される。
【０１８８】
　次に、鍵取得部２０６は、アプリケーションプログラムから受け取ったノード情報構造
体により示され、データハンドラ値に対応するデータを暗号化するように指定された鍵を
、異なる鍵データベース用鍵格納部に転送する（Ｓ２２２）。例えば、アプリケーション
プログラムＡ１１７から指示された場合には、指定された鍵を鍵データベースＢ用鍵格納
部１２５に転送する。また、アプリケーションプログラムＢ１１８から指示された場合に
は、指定された鍵を鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に転送する。
【０１８９】
　次に、鍵取得部２０６は、指定された鍵データベースとは異なる鍵データベース用の鍵
格納部に、データＢの親ノードに対応する鍵ハンドラにより示される鍵がロードされてい
るか否か確認する（Ｓ２２３）。例えば、アプリケーションプログラムＡ１１７から指示
された場合には、データＢの親ノードに対応する鍵ハンドラにより示される鍵が鍵データ
ベースＢ用鍵格納部１２５にロードされているか否かを確認する。また、アプリケーショ
ンプログラムＢ１１８から指示された場合には、データＢの親ノードに対応する鍵ハンド
ラにより示される鍵が鍵データベースＡ用鍵格納部１２６にロードされているか否かを確
認する。
【０１９０】
　もし、対応する鍵がロードされているならば（Ｓ２２３でＹＥＳ）、改めてロードする
必要がないため、ステップＳ２２５へ制御を移す。もし、対応する鍵がロードされていな
いならば（Ｓ２２３でＮＯ）、鍵取得部２０６は、異なる鍵データベースのルートからデ
ータＢの親ノードまでの暗号化鍵を取得し、暗号化鍵の復号化を繰り返して、データＢを
暗号化する鍵を取得する（Ｓ２２４）。
【０１９１】
　次に、鍵取得部２０６は、データＢの暗号化のために取得した鍵を、データハンドラ値
に対応するデータを暗号化するように指定された鍵を用いて、つまり、ステップＳ２２２
で転送した鍵を用いて暗号化して暗号化鍵を生成する。次に、指定された鍵データベース
が鍵データベースＡの場合には、生成した暗号化鍵を、データＢのノード情報構造体１５
０の鍵のフィールドに格納することにより、鍵データベースＡを更新する。また、指定さ
れた鍵データベースが鍵データベースＢの場合には、生成した暗号化鍵を、データＢのノ
ード情報構造体１６０のリンク先情報のフィールドに、暗号化鍵が格納された位置を示す
情報を格納することにより、鍵データベースＢを更新する（Ｓ２２５）。次に、処理を終
了する。
【０１９２】
　このような操作によって、データＢと、データＢのノードに対応する鍵ハンドラの鍵と
が、同じノード（リーフ）で管理されることになる。
【０１９３】
　（４）鍵の取得の動作
　鍵の取得の動作について、図１３に示すフローチャートを用いて説明する。なお、ここ
で説明する鍵の取得の動作は、図９のステップＳ２０４の詳細である。
【０１９４】
　ハッシュ値生成部２０３は、抽出された平文データからハッシュ値を生成する（Ｓ２３
１）。
【０１９５】
　次に、ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０に格納されている管理情報内の
ハッシュ値と、ステップＳ２３１で生成されたハッシュ値とが一致するものが存在するか
否かを判断する。具体的には、次のようにして行う。
【０１９６】
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　ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０内で管理情報のエントリ番号を示す変
数Ｎに初期値０を代入する（Ｓ２３２）。次に、Ｎ番目の管理情報のハッシュ値が、ステ
ップＳ２３１で生成したハッシュ値と一致するか否かを確認する（Ｓ２３３）。一致しな
い場合（Ｓ２３３でＮＯ）、Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号で
なければ（Ｓ２３８でＮＯ）、Ｎに１を加算し（Ｓ２３９）、ステップＳ２３３へ戻る。
【０１９７】
　Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号であれば（Ｓ２３８でＹＥＳ
）、処理を終了する。
【０１９８】
　一致する場合（Ｓ２３３でＹＥＳ）、ハンドラ値判定部２０５は、ステップＳ２３１で
生成したハッシュ値と一致する値が格納されている管理テーブル２２０の管理情報を参照
し、その管理情報内の第１データハンドラ値及び第２データハンドラ値を参照する。すな
わち、鍵データベースＡのリーフのデータハンドラ値と、鍵データベースＢのリーフのデ
ータハンドラ値とを参照する。もし、第１及び第２データハンドラ値が全てＮＵＬＬ（空
）でないならば、もう一方の鍵データベースでも、アプリケーションプログラムから暗号
化依頼されているデータを共有していることを示す。また、もし、第１及び第２データハ
ンドラ値の少なくとも一方がＮＵＬＬ（空）ならば、もう一方の鍵データベースでは、ア
プリケーションプログラムから暗号化依頼されているデータを共有していないことを示す
。したがって、第１及び第２データハンドラ値の少なくとも一方がＮＵＬＬ（空）ならば
（Ｓ２３４でＮＯ）、処理を終了する。
【０１９９】
　また、第１及び第２データハンドラ値のフィールドが全てＮＵＬＬ（空）でないならば
（Ｓ２３４でＹＥＳ）、ハンドラ値判定部２０５は、管理テーブル２２０の前記管理情報
から、指定された鍵管理データベースに対応する鍵ハンドラ値を取得する（Ｓ２３５）。
【０２００】
　次に、鍵取得部２０６は、ステップＳ２３５で取得した鍵ハンドラ値に対応する暗号化
された鍵を取得し、暗号化鍵を暗復号処理部１１４を用いて復号し、取得した鍵を暗復号
処理部１１４の鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に鍵をロードする（Ｓ２３６）。また
、ステップＳ２３６における復号処理で用いる鍵は、共有データの暗号化の際に利用する
鍵と同一のため、ステップＳ２３６を行う時点で、暗復号処理部１１４にロードされてい
る。
【０２０１】
　次に、処理を終了する。
【０２０２】
　（５）共有データの更新の動作
　共有データの更新の動作について、図１４に示すフローチャートを用いて説明する。な
お、ここで説明する共有データの更新の動作は、図９のステップＳ２０５の詳細である。
【０２０３】
　データアクセス部１１９は、図１３に示す鍵の取得の動作において取得した鍵を、異な
る鍵データベース用鍵格納部に転送する（Ｓ２４１）。
【０２０４】
　次に、データアクセス部１１９は、異なる鍵データベース用のノード情報構造体を生成
し、生成したノード情報構造体の各フィールドに値を格納し、修正されたデータを異なる
鍵データベースに格納する（Ｓ２４２）。
【０２０５】
　次に、暗復号エンジン部１２４は、データアクセス部１１９の指示により、ステップＳ
２４１で転送した鍵を用いて、更新データを暗号化する（Ｓ２４３）。
【０２０６】
　そして、共有データのハッシュ値を参照して、管理テーブル２２０の対応する管理情報
を抽出し、抽出した管理情報において、異なる鍵データベースのデータハンドラ値に格納
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されている値を参照して、共有データのノードを特定する。次に、異なる鍵データベース
で管理されている共有データのノードの暗号化データを、暗号化された更新データにより
、上書きすることによって、リンクを更新する（Ｓ２４４）。次に、処理を終了する。
【０２０７】
　なお、共有データのハッシュ値はステップＳ２１２やＳ２１３ですでに生成した値を利
用してもよいし、新たに生成してもよい。また、別の更新方法として、鍵データベース及
び暗号化されたデータの各ノードの位置情報を管理する情報が存在するならば、その位置
情報を新たなノード情報構造が格納されている位置を指し示すように変更することでもよ
い。
【０２０８】
　以上により、本実施の形態の情報処理装置１０は、鍵データベースＢ側が格納している
鍵を、鍵データベースＡを含む暗復号システムから直接復号することができる。これによ
り、鍵を鍵データベースＢの木構造をたどって取得する手間が省け、更新されたデータを
高速に同期させることができる。
【０２０９】
　また、同様の態様にすることより、本実施の形態の情報処理装置は、鍵データベースＡ
側が格納している鍵を、鍵データベースＢを含む暗復号システムから直接復号することが
できる。これにより、鍵を鍵データベースＡの木構造をたどって取得する手間が省け、更
新されたデータを高速に同期させることができる。
【０２１０】
　また、本実施の形態の情報処理装置は、共有データの更新時には、共有データノードを
特定してそのノードを更新する。そのため、共有データの更新を行う際に、誤って異なる
ノードのデータを破壊することを防げる。また、共有データを特定された位置に上書きす
るため、古い共有データを確実に破棄することができる。
【０２１１】
　２．実施の形態２
　本発明に係る別の実施の形態としての情報処理装置１０が備える暗復号処理部２６０に
ついて説明する。
【０２１２】
　実施の形態２の情報処理装置１０は、実施の形態１の情報処理装置１０が備える暗復号
処理部１１４に代えて、図１５に示す暗復号処理部２６０を備えている。暗復号処理部２
６０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４と類似する構成を有している。ここでは、暗
復号処理部１１４との相違点を中心として説明する。
【０２１３】
　暗復号処理部２６０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４が有する不揮発性メモリ部
１２３、暗復号エンジン部１２４、鍵データベースＢ用鍵格納部１２５及び鍵データベー
スＡ用鍵格納部１２６に加えて、さらに、同期専用鍵格納部２６５を備えている。
【０２１４】
　また、実施の形態２では、実施の形態１のステップＳ２２２とＳ２４１において、鍵デ
ータベースＢ用鍵格納部１２５又は鍵データベースＡ用鍵格納部１２６への転送に代えて
、鍵を同期専用鍵格納部２６５に転送して利用する。
【０２１５】
　すなわち、鍵取得部２０６は、アプリケーションプログラムから受け取ったノード情報
構造体により示され、データハンドラ値に対応するデータを暗号化するように指定された
鍵を、同期専用鍵格納部２６５に転送する（Ｓ２２２）。
【０２１６】
　また、データアクセス部１１９は、図１３に示す鍵の取得の動作において取得した鍵を
、同期専用鍵格納部２６５に転送する（Ｓ２４１）。
【０２１７】
　このように、同期専用鍵格納部２６５を備えることによって、データ同期処理において
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、実施の形態１の鍵データベースＡ用鍵格納部１２６及び鍵データベースＢ用鍵格納部１
２５を利用する必要がない。したがって、データ同期処理時に、鍵データベースＡ用鍵格
納部１２６や鍵データベースＢ用鍵格納部１２５に格納されている鍵を破棄する必要がな
い。
【０２１８】
　３．実施の形態３
　本発明に係る別の実施の形態としての情報処理装置１０が備える暗復号処理部２７０に
ついて説明する。
【０２１９】
　実施の形態３の情報処理装置１０は、実施の形態１の情報処理装置１０が備える暗復号
処理部１１４に代えて、図１６に示す暗復号処理部２７０を備えている。暗復号処理部２
７０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４と類似する構成を有している。ここでは、暗
復号処理部１１４との相違点を中心として説明する。
【０２２０】
　暗復号処理部２７０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４が有する不揮発性メモリ部
１２３及び暗復号エンジン部１２４に加えて、さらに、共用鍵格納部２７３を備えている
。暗復号処理部２７０は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６及び鍵データベースＢ用鍵
格納部１２５を備えていない。共用鍵格納部２７３は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２
６及び鍵データベースＢ用鍵格納部１２５に相当する。
【０２２１】
　共用鍵格納部２７３は、図１６に示すように、鍵テーブル２７４を格納している。
【０２２２】
　鍵テーブル２７４は、図１７に示すように、複数の鍵情報を含む。各鍵情報は、タイプ
及び鍵から構成されている。タイプは、利用する鍵データベースを示す。つまり、鍵デー
タベースＡ用であるか又は鍵データベースＢ用であるかを示す。鍵のフィールドには、上
述した鍵が格納される。
【０２２３】
　実施の形態３の情報処理装置１０では、実施の形態１のステップＳ２２２とＳ２４１に
おいて、鍵を転送する代わりに、鍵テーブル２７４において、利用するデータベースのタ
イプを変更する。
【０２２４】
　データベースのタイプの変更の一例を、図１７及び図１８を用いて説明する。ここで、
図１７に示す例では、鍵データベースＢにおいて、共有データは、鍵データベースＢの鍵
である“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”で暗号化されているものとする。
【０２２５】
　まず、実施の形態１で説明した方法を用いて、鍵データベースＡで管理されている、鍵
データベースＢの鍵“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、共用鍵格納部２７３にロ
ードする。この時点では、鍵データベースＢの鍵“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”
は、鍵データベースＡで管理されているため、図１７の鍵テーブル２７４において、デー
タベースのタイプは、“データベースＡ用”２７５である。
【０２２６】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６が、暗復号処理部２７０に対して、ロードした鍵“０
ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＢ用に変更するよう指定する。暗
復号処理部２７０は、共用鍵格納部２７３の鍵テーブル２７４において、ロードした鍵“
０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＢ用に変更する（図１８）。図
１８の鍵テーブル２７４において、データベースのタイプは、“データベースＢ用”２７
６となる。
【０２２７】
　そして、鍵管理ソフトウェア１１６は、実施の形態１で説明した方法を用いて、共有デ
ータを更新（同期）する。
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【０２２８】
　その後、鍵管理ソフトウェア１１６が、暗復号処理部２７０に対して、ロードした鍵“
０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＡ用に変更するよう指定する。
暗復号処理部２７０は、共用鍵格納部２７３の鍵テーブル２７４において、ロードした鍵
“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＡ用に変更する（図１７）。
図１７の鍵テーブル２７４において、データベースのタイプは、“データベースＡ用”２
７５となる。
【０２２９】
　このように、共用鍵格納部２７３を備え、鍵テーブル２７４を用いることによって、デ
ータ同期処理において、鍵の転送が不要になる。また、鍵データベースＡと鍵データベー
スＢとで鍵を共用するので鍵の格納に必要な領域のサイズを小さくすることができる。
【０２３０】
　なお、共有データの更新（同期）の後に、鍵データベースのタイプを変更するように指
定しないでもよい。
【０２３１】
　また、共有データの更新（同期）の後に、暗復号処理部２７０は、利用した鍵を破棄し
てもよい。
【０２３２】
　４．その他変形例
　（１）上記の各実施の形態では、鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１
は、半導体メモリである第１記憶部１１２に格納されているが、ハードディスクユニット
から構成される第２記憶部１１３に格納されているとしてもよい。
【０２３３】
　（２）上記の各実施の形態では、暗復号処理部１１４を、ハードウェア装置で実現して
いたが、ソフトウェアで実現してもよい。さらに、暗復号処理部１１４を実現するソフト
ウェアは、安全なソフトウェア実行環境で実行されてもよい。
【０２３４】
　（３）上記の各実施の形態において、ステップＳ２２２とステップＳ２４１において、
鍵転送された後に、各鍵格納部から破棄すべき鍵を、ルート鍵で暗号化して、一時的に暗
復号処理部の不揮発性メモリに格納し、同期処理終了後に、再度、暗復号処理部内部の揮
発性メモリにロードしてもよい。なお、同期処理の間は、暗復号処理部に対する、新たな
処理要求を受け付けないことで、各鍵格納部内部の場所などの情報を変更しないこととす
る。
【０２３５】
　この場合に、暗復号化処理部は、制御部と、第１の暗復号システム用の前記第１鍵を保
持する第１鍵格納部と、第２の暗復号システム用の前記第２鍵を保持する第１鍵格納部と
、前記第１及び第２鍵格納部に保持されている前記第１鍵及び第２鍵を用いて、暗号化す
る暗復号エンジン部とを備える。前記制御部は、前記第１鍵を取得して前記第１鍵格納部
に保持させるにあたって、前記第１鍵格納部の空き領域が不足しているか否かを判断し、
前記第１鍵格納部の空き領域が不足している場合に、前記第１鍵格納部が既に保持してい
る一の鍵を、前記暗復号エンジン部により、暗号化して前記第１鍵格納部の外に退避し、
前記第１鍵格納部において、退避対象の前記鍵が保持されていた領域に、取得した前記第
１鍵を上書きし、前記第１暗復号システムにおける前記第１鍵を用いた暗号化が完了した
後、退避した前記暗号化鍵を、前記暗復号エンジン部により、復号して前記第１鍵が保持
されている領域に上書きする。
【０２３６】
　（４）上記の各実施の形態において、各鍵格納部を固定長サイズのブロック単位で管理
し、鍵の長さに応じて、複数ブロックを用いて鍵を格納してもよい。その場合には、ブロ
ック管理用のブロック管理テーブルを用いて、各鍵格納部を管理してもよい。
【０２３７】
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　各鍵格納部を固定長サイズのブロック単位で管理する場合の一例を図１９に示す。図１
９に示す鍵格納部３３０は、固定長サイズの１０個のブロックから構成されており、鍵は
、ブロック単位で管理される。
【０２３８】
　鍵格納部を固定長サイズのブロック単位で管理する場合のブロック管理テーブルの一例
を図２０に示す。図２０に示すブロック管理テーブル３３１は、鍵格納部３３０のどのブ
ロックが、どの鍵データベースの鍵を格納するため利用されているかを示す。ブロック管
理テーブル３３１は、鍵データベースのタイプ及び利用するブロック番号からなる組を複
数個含んで構成されており、データベースのタイプと利用するブロック番号の対応関係の
表を構成している。
【０２３９】
　ブロック管理テーブル３３１は、鍵格納部３３０のブロック＃１及びブロック＃２に格
納された２個のデータを連結してできた連結体が鍵データベースＡ用の一つの鍵であり、
ブロック＃３及びブロック＃４に格納された２個のデータを連結してできた連結体が鍵デ
ータベースＡ用の一つの鍵であり、ブロック＃５、ブロック＃６、ブロック＃７及びブロ
ック＃８に格納された４個のデータを連結してできた連結体が鍵データベースＢ用の一つ
の鍵であり、ブロック＃９に格納されたデータが鍵データベースＢ用の一つの鍵であり、
ブロック＃１０に格納されたデータが鍵データベースＢ用の一つの鍵であることを示す。
【０２４０】
　この構成によると、鍵を保持する領域をブロック単位で効率的に管理することができる
。
【０２４１】
　以上説明したように、情報処理装置は、第１の暗復号システムにおいて復号された鍵を
、第１の暗復号システム用であることを示す第１タイプ情報と対応付けて保持し、第２の
暗復号システムにおいて復号された鍵を、第２の暗復号システム用であることを示す第２
タイプ情報と対応付けて保持する鍵格納部（図１９に示す）を備えている。
【０２４２】
　暗復号化処理部は、第１の暗復号システムにおいては、前記第１タイプ情報と対応付け
られた鍵を用いて復号を行い、第２の暗復号システムにおいては、前記第２タイプ情報と
対応付けられた鍵を用いて暗号化を行う。
【０２４３】
　情報処理装置は、さらに、第１の暗復号システムにおける復号の結果、第１タイプ情報
と対応付けられて、鍵格納部に保持された鍵について、第１タイプ情報を第２の暗復号シ
ステム用であることを示す第２タイプ情報に書き換えることで、前記鍵を用いた前記更新
データの暗号化を第２の暗復号システムにおいて行わせる制御手段を備える。
【０２４４】
　また、鍵格納部は、所定の容量を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵
それぞれがどのブロックに格納されているかを示すブロック情報を、前記保持する鍵それ
ぞれと対応付けて保持している。
【０２４５】
　（５）上記の各実施の形態において、管理テーブルの各管理情報を、当該管理情報に対
応するリーフの鍵で暗号化して保持してもよい。その場合には、管理テーブルは、管理情
報ごとに分割され、各管理情報は、リーフにより管理される。
【０２４６】
　管理テーブルを、管理情報ごとに分割してリーフで管理する場合の一例を図２１に示す
。アプリケーションプログラムＡ２８０、アプリケーションプログラムＢ２８１、鍵デー
タベースＡ２８３及び鍵データベースＢ２８４は、実施の形態１のアプリケーションプロ
グラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、鍵データベースＡ１２０及び鍵
データベースＢ１２１と同一である。鍵管理ソフトウェア２８２は、鍵データベースＡ２
８３及び鍵データベースＢ２８４を用いて、後述の方法を用いて、管理する。
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【０２４７】
　管理テーブルの各管理情報は、当該管理情報に対応するデータを暗号化する鍵が割り当
てられているノードの鍵で暗号化される。図２１に示す一例では、共有されるデータＢに
ついては、鍵データベースＡ２８３において、データＢを暗号化する鍵が割り当てられて
いるノード２８７（リーフ－４）の鍵を用いて、データＢに対応する管理情報が暗号化さ
れて、格納される（２８９）。同様に、共有されるデータＢについては、鍵データベース
Ｂ２８４において、データＢを暗号化する鍵が割り当てられているノード２９３（リーフ
－５）の鍵で、データＢに対応する管理情報が暗号化されて、格納される（２９５）。
【０２４８】
　図２１のデータＢに対応する管理テーブルの管理情報３００を図２２に一例として示す
。管理情報３００を構成する要素は、図６に示す管理テーブル２２０の管理情報を構成す
る要素と同一である。
【０２４９】
　共有データを暗号化するためのリーフの鍵は、共有データの更新時に必ず探索される。
管理テーブルには、他の鍵データベースで管理されているリーフの鍵によって暗号化され
た共有データの位置が記録される。そのため、この管理テーブルにそのようなリーフの鍵
を対応付けることで、同期処理時に更新すべき共有データの位置の探索を簡便化すること
ができる。
【０２５０】
　以上説明したように、管理テーブルは、暗号化データの要約値と各ハンドラ値（位置情
報）とを対応付けて含む。判断部は、暗号化データ格納部に記憶されている暗号化データ
からその要約値を算出し、得られた要約値に対応する各ハンドラ値（位置情報）が管理テ
ーブルに記憶されているか否かを判断する。
【０２５１】
　（６）上記の各実施の形態において、管理テーブルの各管理情報を、暗復号処理部に格
納されているルート鍵を用いて暗号化して保持してもよい。
【０２５２】
　（７）上記の各実施の形態では、アプリケーションプログラムが、データを暗号化する
際に、鍵管理ソフトウェアが管理テーブルを更新しているが、鍵管理ソフトウェアは、そ
れ以外のタイミングで管理テーブルを更新してもよい。
【０２５３】
　図２３は、アプリケーションプログラム（アプリケーションプログラムＡ又はアプリケ
ーションプログラムＢ）がデータを復号する際に、鍵管理ソフトウェアによる管理テーブ
ルの更新処理を示すフローチャートである。
【０２５４】
　アプリケーションプログラム（ここでは、一例として、アプリケーションプログラムＡ
）は、データＢを復号するように、鍵管理ソフトウェアに要求する（Ｓ５００）。
【０２５５】
　次に、鍵管理ソフトウェアは、復号を要求されたデータＢを格納しているノード情報構
造体から平文データを取得する（Ｓ５０１）。
【０２５６】
　鍵管理ソフトウェアは、アプリケーションプログラムから使用するように指定された鍵
データベースとは異なる鍵データベース用のノード情報構造体に、取得した平文データを
格納する（Ｓ５０２）。
【０２５７】
　鍵管理ソフトウェアは、暗復号エンジン部に対して、ステップＳ５０２で平文データを
格納したノード情報構造体を、アプリケーションプログラムから使用するように指定され
た鍵データベースとは異なる鍵データベースの全てのリーフの鍵で暗号化するように指示
し、暗復号エンジン部は、平文データを格納したノード情報構造体を暗号化する（Ｓ５０
３）。
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【０２５８】
　鍵管理ソフトウェアは、ステップＳ５０３で暗号化したノード情報構造体を、アプリケ
ーションプログラムから使用するように指定された鍵データベースとは異なる鍵データベ
ースで暗号化されて管理されているデータと一致するか否かを判断する（Ｓ５０４）。一
致するならば（Ｓ５０４でＹＥＳ）、そのデータは共有データであると判断し、管理テー
ブルを更新し（Ｓ５０５）、管理テーブルの更新を終了する。
【０２５９】
　また、ステップＳ５０４で一致しないと判断された場合には（Ｓ５０３でＮＯ）、管理
テーブルの更新を終了する。
【０２６０】
　なお、ステップＳ５０４における一致するか否かを判断する際には、暗号化データのハ
ッシュ値を用いて比較してもよい。また、暗号化データのハッシュ値を管理テーブルの平
文データのハッシュ値のフィールドに格納してもよい。
【０２６１】
　図２４に、共有データの特定の際に、暗号化データのハッシュ値を用いる場合の管理テ
ーブル３２０の一例を示す。図２４の管理テーブル３２０と図６の管理テーブル２２０と
の違いは、ハッシュ値を生成する対象が、管理テーブル３２０では暗号化データであるの
に対して、管理テーブル２２０では平文データであることである。それ以外の管理テーブ
ルのフィールドは、同一である。
【０２６２】
　図２５に、図２４に示す管理テーブル３２０を用いて、共有データを特定し、同期すべ
きデータの鍵を取得するフローチャートを示す。
【０２６３】
　図２５に示すフローチャートと、実施の形態１で説明した鍵取得のフローチャート（図
１３）との違いは、実施の形態１の鍵取得では、ステップＳ２３１において平文データか
らハッシュ値を生成していることに対して、図２５のフローチャートでは、ステップＳ２
３１ａにおいて暗号化データからハッシュ値を生成することである。
【０２６４】
　図２５のステップＳ２３２以降の処理は、図１３のステップＳ２３２以降の処理と同一
である。
【０２６５】
　（８）上記の各実施の形態において、鍵管理ソフトウェアや管理テーブルを、安全なソ
フトウェア実行環境で実行及び管理してもよい。安全なソフトウェア実行環境を実現する
技術として、正当なソフトウェアのみを起動する技術であるセキュアブートを用いてもよ
い。さらに、別の方法で安全なソフトウェア実行環境を構築してもよい。
【０２６６】
　（９）上記の各実施の形態では、ノード情報構造体に含まれる暗号種別として、楕円曲
線暗号方式やＮＴＲＵ暗号方式を指定してもよい。さらに、ノード情報構造体に含まれる
鍵長として、鍵のビット長の指定以外に、あらかじめ定義された定義情報で、鍵長を指定
してもよい。また、暗復号エンジン部は、楕円曲線暗号方式やＮＴＲＵ暗号方式の暗復号
を実現してもよい。
【０２６７】
　（１０）上記の各実施の形態では、ノード情報構造体において、鍵ハンドラ値のフィー
ルドとデータハンドラ値のフィールドとを異なるフィールドを用いて実現したが、同一の
フィールドを用いて実現してもよい。
【０２６８】
　例えば、対応する鍵とデータとが存在する位置を示すために、同一の番号を用い、ノー
ド情報構造体において、当該番号を格納する１個のフィールドのみを設けてもよい。この
番号の一例は、鍵データベースの木構造のノードを識別する識別情報である。
【０２６９】
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　この場合に、各鍵データベースにおいて、領域を確保し、この領域に鍵ハンドラ値とデ
ータハンドラ値とを組にして格納する。この領域において、この組の記憶されている位置
を前記の番号により識別するようにする。
【０２７０】
　また、この場合に、各鍵データベースにおいて、鍵ハンドラ値領域を確保し、この鍵ハ
ンドラ値領域に鍵ハンドラ値を格納する。この鍵ハンドラ値領域において、この鍵ハンド
ラ値が記憶されている位置を前記の番号により識別するようにする。また、各鍵データベ
ースにおいて、データハンドラ値領域を確保し、このデータハンドラ値領域にデータハン
ドラ値を格納する。このデータハンドラ値領域において、このデータハンドラ値が記憶さ
れている位置を前記の番号により識別するようにする。
【０２７１】
　（１１）上記の各実施の形態では、ハッシュ値をＳＨＡ－１アルゴリズムを用いて生成
するとしたが、それ以外の方法を用いてもよい。たとえば、SHA-2（SHA-224、SHA-256、S
HA-384、SHA-512）アルゴリズムやＭＤ５（Message Digest 5）アルゴリズムなどでもよ
い。
【０２７２】
　（１２）上記の各実施の形態では、情報処理装置は、一方の暗復号システムが管理する
共有データが更新されると、そのたびに他の暗復号システムが管理する共有データを更新
している。しかし、これに限られるものではなく、共有データを同期するよう指示された
場合に、他の暗復号システムが管理する共有データを更新するとしてもよい。これにより
、他の暗復号システム側で共有データが必要になった時にだけ、その共有データを更新す
ることができるので、更新処理を行う回数を少なくすることができる。
【０２７３】
　図２６に、共有データを同期するよう指示された場合に、他の暗復号システムが管理す
る共有データの更新処理のフローチャートを示す。
【０２７４】
　図２６に示すフローチャートと、実施の形態１で説明したデータ同期のフローチャート
（図９）との違いは、図２６で示すフローチャートにおいて、ステップＳ５１１において
、同期指示があるか否かを判断する判断ステップが追加されたことである。
【０２７５】
　ステップＳ５１１において、同期指示がある場合には、ステップＳ２０１に制御を移す
。ステップＳ２０１以降の処理は、図９のステップＳ２０１以降の処理と同一である。
【０２７６】
　また、ステップＳ５１１において、同期指示が無い場合には、ステップＳ２０６に制御
を移し、ステップＳ２０６において、自身の更新データＢを暗号化し、次に、処理を終了
する。
【０２７７】
　また、ステップＳ５１１における同期指示の判断では、鍵管理ソフトウェアで管理する
フラグの値や、鍵管理ソフトウェアへのデータ暗復号回数や、鍵管理ソフトウェアの利用
時間などを用いて判断してもよい。
【０２７８】
　また、データアクセス部１１９は、第１の暗復号システムにおいて暗号された更新デー
タを、サブ暗号化データ格納部１２２ａに記憶されている暗号化データに上書きする。そ
の後、同期指示を受け取った場合に、データアクセス部１１９は、第２の暗復号システム
において暗号化された更新データを、サブ暗号化データ格納部１２２ｂに記憶されている
暗号化データに上書きする。
【０２７９】
　（１３）上記の各実施の形態では、情報処理装置における共有データの更新の詳細につ
いては触れていないが、共有データの更新を、暗号化された共有データを復号してから行
うとしてもよい。例えば、コンテンツの利用回数を示す情報のような累積的に変化するよ
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うな共有データを管理することができる。利用回数が暗号化されて第１の暗復号システム
及び第２の暗復号システムにおいて保持されている。第１の暗復号システムにおいてコン
テンツを利用する際に、暗号化された利用回数を復号し、利用回数を得、得られ利用回数
から「１」を減じる。次に、「１」を減じた利用回数を再度暗号化する。このとき、第２
の暗復号システムにおいて保持されている暗号化利用回数に、新たな暗号化利用回数を上
書きする。
【０２８０】
　また、暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給されるとしてもよい。つま
り、共有データを更新して得られた更新データが、外部から供給されるとしてもよい。こ
の場合、第１の暗復号システムにおいて、更新データを暗号化して、暗号化更新データを
保持し、第２の暗復号システムにおいても、更新データを暗号化して、暗号化更新データ
を保持する。
【０２８１】
　暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給される情報処理装置のソフトウェ
ア構成を図２７に示す。
【０２８２】
　アプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、鍵デー
タベースＡ１２０、鍵データベースＢ１２１及び暗号化データ格納部１２２は、実施の形
態１のアプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、鍵
データベースＡ１２０、鍵データベースＢ１２１及び暗号化データ格納部１２２と同一で
ある。
【０２８３】
　鍵管理ソフトウェア１１６ａは、図２７に示すように、鍵管理ソフトウェア１１６が有
する利用データベース判定部２０１、平文データ抽出部２０２、ハッシュ値生成部２０３
、ハッシュ値判定部２０４、ハンドラ値判定部２０５、鍵取得部２０６、管理テーブル格
納部２０７、管理テーブル更新部２０８及び鍵書込部２０９に加えて、さらに、データ状
態変更部３２４を含む。
【０２８４】
　データ状態変更部３２４は、暗号化データ格納部１２２に格納されているデータの状態
を管理及び変更する。
【０２８５】
　暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給された際のデータ同期処理につい
て、図２８に示すフローチャートを用いて説明する。
【０２８６】
　鍵管理ソフトウェア１１６ａのデータ状態変更部３２４は、暗号化データ格納部１２２
に格納されている暗号化データＢを復号して、平文データを取得し、アプリケーションプ
ログラムＡ１１７から指定された変更を平文データに反映して、更新データＢを作成する
（Ｓ５２１）。
【０２８７】
　例えば、アプリケーションプログラムＡ１１７は、鍵データベースＡ１２０のリーフに
割り当てられた鍵で暗号化されているデータＢに対して、累積的な変更として、１を減算
するように、鍵管理ソフトウェア１１６ａに指示した場合、データ状態変更部３２４は、
鍵データベースＡ１２０を用いて、暗号化データＢを復号して平文データを取得し、平文
データから１を減算する。そして、減算された結果のデータを更新データＢとする。
【０２８８】
　ステップＳ２０１以降の処理は、図９のステップＳ２０１以降の処理と同一である。
【０２８９】
　なお、図２８のステップＳ２０５において、鍵管理ソフトウェア１１６ａは、暗号化さ
れた更新データＢにより、相手側の暗号化データＢを更新する。
【０２９０】
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　（１４）上記の実施の形態で述べた構成要素については、その一部または全てを実現可
能な範囲でソフトウェアとして実装してもよい。この場合、集積回路上に乗せなくてはな
らないハードウェアの量を抑えることができるので、より集積度を向上させることができ
る。
【０２９１】
　（１５）上記の各実施の形態では、アプリケーションプログラムＡが鍵データベースＡ
を用い、アプリケーションプログラムＢが鍵データベースＢを用い、また、不揮発性メモ
リ部１２３には、鍵データベースＡ用のルート鍵及び鍵データベースＢ用のルート鍵が記
憶され、暗復号処理部には、鍵データベースＡ用鍵格納部及び鍵データベースＢ用鍵格納
部が存在するとしているが、これには限定されない。
【０２９２】
　情報処理装置には、ｎ（ｎは、３以上の正整数）個のアプリケーションプログラムが記
憶され、ｎ個の鍵データベースが保持され、ｎ個のアプリケーションプログラムは、それ
ぞれ、ｎ個の鍵データベースに対応し、アプリケーションプログラムは、対応する鍵デー
タベースを用い、不揮発性メモリ部１２３には、ｎ個の鍵データベース用のルート鍵が記
憶され、暗復号処理部には、ｎ個の鍵データベース用の鍵格納部が存在し、暗号化データ
格納部は、ｎ個のサブ暗号化データ格納部を備えるとしてもよい。
【０２９３】
　この場合に、情報処理装置は、それぞれデータを暗号化して保管するｎ個の暗復号シス
テムを有し、この情報処理装置は、ｎ個の暗復号システムのうちのいずれか一の暗復号シ
ステムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得部と、前記対象データが、他の
暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを判断する判断部と、保管さ
れていると判断する場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化データの
鍵を取得する鍵取得部と、前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵データベース（
鍵記憶手段）と、前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得
した前記鍵を前記鍵データベースに書き込む鍵書込部とを備えるとしてもよい。
【０２９４】
　（１６）本発明の第１の態様に係る情報処理装置は、第１システムと第２システムとが
動作する情報処理装置であって、前記第１システムと前記第２システムとは、データを暗
号化して管理する互いに独立したシステムであり、前記情報処理装置は、前記第１システ
ムと前記第２システムとの間で共有される共有データを前記第１システム用の鍵である第
１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第１データ格納部と、前記共有データ
を前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第
２データ格納部と、前記第１システム用の鍵として、前記第１暗号鍵を用いて暗号化され
た前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部と、前記第１システムと前記第２システムとを
制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記第１データ格納部に格納されている暗号化
共有データの更新が指示されると、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して
前記第１データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応す
る第１復号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御
し、前記第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して
前記第２データ格納部に記録することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２
システムを制御するものである。
【０２９５】
　これによると、本態様の情報処理装置は、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗
号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵
に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システ
ムを制御し、前記第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗
号化して前記第２データ格納部に記録する。これにより、本態様の情報処理装置は、第２
のシステムの持つ第２暗号鍵を、第１のシステムから直接復号することができる。これに
より、第２のシステムに第２暗号鍵を取得する手間が省け、更新されたデータを高速に同
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期させることができる。
【０２９６】
　また、本発明の第２の態様に係る情報処理装置において、前記制御部は、更に、前記第
２データ格納部における前記暗号化共有データの位置を特定し、前記第２暗号鍵で前記更
新された共有データを前記特定された位置に上書きするよう前記第２システムを制御する
ものである。
【０２９７】
　これによると、暗号化共有データの位置を特定するため、暗号化共有データの更新を行
う際に、誤って異なるデータを破壊することを防げる。また、共有データを特定された位
置に上書きするため、古い共有データを確実に破棄することができる。
【０２９８】
　また、本発明の第３の態様に係る情報処理装置は、さらに、暗号化された前記共有デー
タの前記第２データ格納部における位置を示す情報を、前記第１復号鍵と対応付けて管理
する共有データ管理部を備え、前記制御部は、前記第１復号鍵に対応付けられた前記情報
を基に、前記第２データ格納部における前記暗号化共有データの所在を特定し、前記位置
に前記第２更新データを上書きするよう、前記第２システムを制御するものである。
【０２９９】
　これによると、共有データの第２データ格納部における位置を示す情報を、第１復号鍵
と対応付けて管理する。第１復号鍵は、共有データの更新時に必ず探索される情報である
。本態様では、暗号化共有データの位置、すなわち、更新すべき共有データの位置をその
ような第１復号鍵に対応付けているため、共有データの位置の探索を簡便化することがで
きる。
【０３００】
　また、本発明の第４の態様に係る情報処理装置は、さらに、暗号化された前記共有デー
タの前記第２データ格納部における位置を示す情報を、前記共有データの要約値と対応付
けて管理する共有データ管理部を備え、前記制御部は、前記第１データ格納部に格納され
ている暗号化共有データを前記第１復号鍵を用いて復号し、復号により得た共有データに
ついての要約値を計算し、前記要約値を用いて前記共有データ管理部の管理する情報を参
照することで、前記第２データ格納部における前記暗号化共有データの位置を特定し、前
記位置に前記第２更新データを上書きするよう、前記第２システムを制御するものである
。
【０３０１】
　これによると、第２データ格納部における位置を示す情報を、前記共有データの要約値
として対応づけて管理する。共有データの要約値はデータサイズを小さくすることができ
るため、小さなサイズのデータで管理することができる。また、共有データの要約値と対
応付けて管理するため、共有データが改竄されている場合は正しい要約値が得られなくな
り、共有データの位置も特定できない。これにより、不正な読み出しを防止することがで
きる。
【０３０２】
　また、本発明の第５の態様に係る情報処理装置は、さらに、暗号化された前記共有デー
タの前記第２データ格納部における位置を示す情報を、前記第１データ格納部に格納され
ている暗号化共有データの要約値と対応付けて管理する共有データ管理部を備え、制御部
は、前記第１データ格納部に格納されている前記暗号化共有データの要約値を計算し、前
記要約値を用いて前記共有データ管理部の管理する情報を参照することで、前記第２デー
タ格納部における前記暗号化共有データの位置を特定し、前記位置に前記第２更新データ
を上書きするよう、前記第２システムを制御するものである。
【０３０３】
　これによると、第２データ格納部における位置を示す情報を、前記第１データ格納部に
格納されている暗号化共有データの要約値として対応づけて管理する。暗号化共有データ
の要約値はデータサイズを小さくすることができるため、小さなサイズのデータで管理す
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ることができる。また、暗号化共有データの要約値と対応付けて管理するため、暗号化共
有データが改竄されている場合は正しい要約値が得られなくなり、暗号化共有データの位
置を特定できない。これにより、不正な読み出しを防止することができる。
【０３０４】
　また、本発明の第６の態様に係る情報処理装置は、更に、前記第２システム用の鍵とし
て、前記第２暗号鍵を用いて暗号化された前記第１暗号鍵を格納する第２鍵格納部を備え
、前記制御部は、更に、前記第２データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新
が指示されると、更新された共有データを前記第２暗号鍵で暗号化して前記第２データ格
納部に記録し、前記暗号化された第１暗号鍵を前記第２暗号鍵に対応する第２復号鍵を用
いて復号して前記第１暗号鍵を生成するよう、前記第２システムを制御し、前記第２シス
テムで生成された第１暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第１データ格
納部に記録することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第１システムを制御す
るものである。
【０３０５】
　これによると、第２システムに対しても、共有データの同期を行うことができる。
【０３０６】
　また、本発明の第７の態様に係る情報処理装置において、前記制御部は、前記第１デー
タ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示されると、さらに、前記第１デ
ータ格納部に格納されている暗号化共有データを、前記第１復号鍵を用いて復号し、前記
復号された共有データを前記更新された共有データに更新するよう、前記第１システムを
制御するものである。
【０３０７】
　これによると、共有データを復号してから更新することができる。これにより、例えば
、コンテンツの利用回数を示す情報のような累積的に変化するような共有データを管理す
ることができる。
【０３０８】
　また、本発明の第８の態様に係る情報処理装置において、前記制御部は、前記第１デー
タ格納部に格納されている暗号化共有データが更新された後、前記第１システムと前記第
２システムとの間で前記共有データを同期するよう指示された場合に、前記第１システム
で生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部
に記録し、前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システムを制御するものであ
る。
【０３０９】
　これによると、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データが更新された
後、前記第１システムと前記第２システムとの間で前記共有データを同期するよう指示さ
れた場合に、第２システムの共有データを更新する。これにより、第２システムで更新さ
れた共有データが必要になった時にだけ、第２システムの共有データを更新することがで
きるので、更新処理を行う回数を削減することができる。
【０３１０】
　また、本発明の第９の態様に係る情報処理装置は、更に、前記第１復号鍵を含む前記第
１システム用の鍵を階層構造で管理する階層管理部を備え、前記階層構造において、各鍵
の下位には前記各鍵を用いて復号できるよう暗号化された鍵が割り当てられており、前記
階層管理部は、暗号化された前記第２暗号鍵を前記第１復号鍵の下位に対応付けて管理す
るものである。
【０３１１】
　これによると、第１システムは、木構造等の階層構造で管理された鍵データベースを利
用することができる。
【０３１２】
　また、本発明の第１０の態様に係る情報処理装置は、さらに、前記第１システムが管理
するデータを利用するソフトウェアを動作させる動作部を備え、前記制御部は、前記デー
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タ格納部に格納されている暗号化共有データの更新の指示を前記ソフトウェアから受け付
けるものである。
【０３１３】
　これによると、第１システムをアプリケーションから利用することができる。
【０３１４】
　また、本発明の第１１の態様に係る情報処理装置は、更に、前記第１システムが復号し
た鍵を、前記第１システム向けであることを示す情報と対応付けて保持し、前記第２シス
テムが復号した鍵を、前記第２システム向けであることを示す情報と対応付けて保持する
保持部を備え、前記第１システムは、前記第１システム向けであることを示す情報と対応
付けられた鍵を用いて復号を行い、前記第２システムは、前記第２システム向けであるこ
とを示す情報と対応付けられた鍵を用いて暗号化を行い、前記制御部は、前記第１システ
ムによる復号の結果、前記第１システム向けであることを示す情報と対応付けられて前記
保持手段に保持された第２暗号鍵について、前記情報を前記第２システム向けであること
を示す情報に書き換えることで、前記第２暗号鍵を用いた前記更新された共有データの暗
号化を前記第２システムに行わせるものである。
【０３１５】
　これによると、制御部は、前記第１システムによる復号の結果、前記第１システム向け
であることを示す情報と対応付けられて前記保持手段に保持された第２暗号鍵について、
前記情報を前記第２システム向けであることを示す情報に書き換えることで、前記第２暗
号鍵を用いた前記更新された共有データの暗号化を前記第２システムに行わせる。したが
って、暗復号に用いる鍵の格納に必要な領域のサイズを小さくすることができる。また、
暗復号に用いる鍵を復号化した状態で保持しつづけるため、鍵の復号回数を削減すること
ができる。
【０３１６】
　また、本発明の第１２の態様に係る情報処理装置において、前記保持部は、所定の容量
を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵それぞれがどのブロックに格納さ
れているかを示す情報を、前記保持する鍵それぞれと対応付けて保持するものである。
【０３１７】
　この構成によると、鍵を保持する領域をブロック単位で効率的に管理することができる
。
【０３１８】
　また、本発明の第１３の態様に係る情報処理装置において、前記情報処理装置は、更に
、前記第２システム向けの鍵を保持する保持部を備え、前記第２システムは、前記保持部
の保持する鍵を用いて暗号化を行い、前記制御部は、前記第２暗号鍵を前記保持部に保持
させることで、前記第２システムに前記更新後の共有データの暗号化を行わせ、前記第２
暗号鍵を前記保持部に保持させるにあたって、前記保持部の空き領域が不足している場合
には、前記保持部が既に保持している鍵を暗号化して前記保持部の外に退避し、退避した
前記鍵が保持されていた領域に前記第２暗号鍵を上書きし、前記第２システムによる前記
第２更新データの生成が完了した後、退避した前記鍵を復号して前記第２暗号鍵が保持さ
れている領域に上書きするものである。
【０３１９】
　この構成によると、制御部は、第２暗号鍵を前記保持部に保持させるにあたって、前記
保持部の空き領域が不足している場合には、前記保持部が既に保持している鍵を暗号化し
て前記保持部の外に退避し、退避した前記鍵が保持されていた領域に前記第２暗号鍵を上
書きし、前記第２システムによる前記第２更新データの生成が完了した後、退避した前記
鍵を復号して前記第２暗号鍵が保持されている領域に上書きする。したがって、保持部に
十分な空き領域がない場合であっても、共有データの更新ができる。また、保持部外に鍵
を対比する際には暗号化を行うので、保持部の外で鍵を奪うなどの攻撃から鍵を保護する
ことができる。
【０３２０】
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　また、本発明の第１４の態様に係る情報処理方法は、第１システムと第２システムとが
動作する情報処理装置で用いられる情報処理方法であって、前記第１システムと前記第２
システムとは、データを暗号化して管理する互いに独立したシステムであり、前記情報処
理装置は、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有される共有データを前記第
１システム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第１データ
格納部と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗号化した暗号
化共有データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用の鍵として、前記第１
暗号鍵を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部とを備え、前記情報
処理方法は、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示され
ると、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録
し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号し
て前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成
された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録
することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システムを制御するものであ
る。
【０３２１】
　また、本発明の第１５の態様に係る情報処理プログラムは、第１システムと第２システ
ムとが動作する情報処理装置で用いられる情報処理プログラムであって、前記第１システ
ムと前記第２システムとは、データを暗号化して管理する互いに独立したシステムであり
、前記情報処理装置は、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有される共有デ
ータを前記第１システム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納す
る第１データ格納部と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗
号化した暗号化共有データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用の鍵とし
て、前記第１暗号鍵を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部とを備
え、前記情報処理プログラムは、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有デー
タの更新が指示されると、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１
データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復
号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記
第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２
データ格納部に記録することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システム
を制御するものである。
【０３２２】
　本発明の第１６の態様に係る情報処理プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録
媒体に記録されているものである。
【０３２３】
　本発明の第１７の態様に係る情報処理集積回路は、第１システムと第２システムとが動
作する情報処理装置で用いられる集積回路であって、前記第１システムと前記第２システ
ムとは、データを暗号化して管理する互いに独立したシステムであり、前記情報処理装置
は、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有される共有データを前記第１シス
テム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第１データ格納部
と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗号化した暗号化共有
データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用の鍵として、前記第１暗号鍵
を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部とを備え、前記集積回路は
、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示されると、更新
された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗
号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２
暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成された第２
暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録することで
前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システムを制御するものである。
【０３２４】
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　また、本発明の一の実施態様である情報処理装置は、第１システムと第２システムとが
動作する情報処理装置であって、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有され
る共有データを前記第１システム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データ
を格納する第１データ格納部と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗
号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用
の鍵として、前記第１暗号鍵を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納
部と、前記第１システムと前記第２システムとを制御する制御部とを備え、前記制御部は
、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示されると、更新
された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗
号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２
暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成された第２
暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録することを
特徴とする。
【０３２５】
　このような構成により、本発明に関する情報処理装置は、更新された共有データを前記
第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を
前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、
前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された
共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録する。この構成により、本発明に関
する情報処理装置は、第２のシステムの持つ第２暗号鍵を、第１のシステムから直接復号
することができる。これにより、第２のシステムに第２暗号鍵を取得する手間が省け、更
新されたデータを高速に同期させることができる。
【０３２６】
　（１７）上記の実施の形態で述べた構成要素については、１個のシステムＬＳＩ（Ｌａ
ｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）から構成されていると
してもよい。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造された超
多機能ＬＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構
成されるコンピュータシステムである。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラムが記憶
されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作
することにより、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０３２７】
　また、上記の各装置を構成する構成要素の各部は、個別に１チップ化されていても良い
し、一部又は全てを含むように１チップ化されてもよい。この場合、上記の構成要素をソ
フトウェアで実装するよりも処理を高速化することができる。
【０３２８】
　（１８）システムＬＳＩは集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウル
トラＬＳＩと呼称されることもあるが、システムＬＳＩを上記のいずれの集積度で実現し
た場合も本発明に含まれることは言うまでもない。また、ＬＳＩ製造後に、プログラムす
ることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａ
ｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロ
セッサを利用しても良い。
【０３２９】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて構成要素の集積化を行ってもよい。バイ
オ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０３３０】
　（１９）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱着可能なＩ
Ｃカードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ＩＣカードまた
は前記モジュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成されるコンピュ
ータシステムである。前記ＩＣカードまたは前記モジュールは、上記の超多機能ＬＳＩを
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含むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作す
ることにより、前記ＩＣカードまたは前記モジュールは、その機能を達成する。このＩＣ
カードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
【０３３１】
　（２０）また、本発明は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号をコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙＤ
ｉｓｃ）、半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に
記録されている前記デジタル信号であるとしてもよい。
【０３３２】
　また、本発明は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号を、電気通信回
線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等
を経由して伝送するものとしてもよい。
【０３３３】
　また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって
、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッサ
は、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。
【０３３４】
　また、前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送すること
により、または前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記ネットワーク等を経由して
移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
【０３３５】
　（２１）これらの実施の形態および変形例の組合せであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０３３６】
　本発明にかかる複数の木構造の鍵データベースの鍵で保護されたデータを管理する鍵管
理ソフトウェアにおける、鍵使用の高速化手法は、２つの鍵データベースを用いて同一の
データを同期する際に、あらかじめ設定された別鍵データベースの鍵を利用して、別デー
タベースで管理するデータを更新するため、鍵の復号回数を削減するという効果を有する
。そのため、高速なデータ同期を行う機器等の分野で特に有効である。
【符号の説明】
【０３３７】
　　　１０　　情報処理装置
　　１１１　　ＣＰＵ
　　１１２　　第１記憶部
　　１１３　　第２記憶部
　　１１４　　暗復号処理部
　　１１５　　バス
　　１１６　　鍵管理ソフトウェア
　　１１７　　アプリケーションプログラムＡ
　　１１８　　アプリケーションプログラムＢ
　　１１９　　データアクセス部
　　１２０　　鍵データベースＡ
　　１２１　　鍵データベースＢ
　　１２２　　暗号化データ格納部
　　１２３　　不揮発性メモリ部
　　１２４　　暗復号エンジン部
　　１２５　　鍵データベースＢ用鍵格納部
　　１２６　　鍵データベースＡ用鍵格納部
　　２０１　　利用データベース判定部
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　　２０２　　平文データ抽出部
　　２０３　　ハッシュ値生成部
　　２０４　　ハッシュ値判定部
　　２０５　　ハンドラ値判定部
　　２０６　　鍵取得部
　　２０７　　管理テーブル格納部
　　２０８　　管理テーブル更新部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月28日(2011.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の暗復号システムにおいてデータを共有する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（ＰＣ）や携帯電話などの情報処理装置に
格納された個人情報などのデータの盗難が問題となっている。
【０００３】
　このようなデータの盗難は、コンピュータウイルスなどの悪意のあるプログラムによっ
て行われることがある。悪意のあるプログラムは、対象とする情報処理装置で動作する他
のプログラムの不具合などを利用して、当該情報処理装置に入り込んで不正に動作し、当
該情報処理装置の記憶部に格納されているデータを読み取り、ネットワークを介して、読
み取ったデータを攻撃者などに送付する。
【０００４】
　このようなデータの盗難を防ぐために、データを暗号化することによってデータを保護
することができる。データ暗号化技術として、ファイルシステムを用いた暗号処理によっ
て実現する技術や、ファイルシステムに依存しない技術が存在する。
【０００５】
　特許文献１には、ファイルに対応するファイル鍵を用いて、ファイルを暗号化する技術
が開示されている。これにより、ファイルごとに異なる鍵で暗号化を行うことが可能であ
る。
【０００６】
　また、非特許文献１には、ファイルシステムに依存しない技術として、Ｔｒｕｓｔｅｄ
　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｇｒｕｏｐ（ＴＣＧ）において、データの暗号化を行うＰｒｏｔ
ｅｃｔｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅという仕様が公開されている。以下に、非特許文献１におい
て開示されている暗復号処理モジュールについて説明する。
【０００７】
　この暗復号処理モジュールを実現するための鍵管理ソフトウェアは、鍵データベースを
有し、鍵データベースは、この暗復号処理モジュールで用いられる鍵を木構造により管理
する。鍵データベースは、暗復号処理モジュールの外部の記憶装置に存在する。鍵データ
ベースの木構造は、説明を簡単にするために、３階層から構成され、１個のルート、２個
の中間ノード、４個のリーフから構成されるとする。前記ルートの直下には、２個の中間
ノードが接続し、２個の中間ノードの直下には、それぞれ、２個のリーフが接続している
。ルートには、ルート鍵が割り当てられる。第１及び第２の中間ノードには、それぞれ、
ルート鍵を用いて暗号化された鍵Ａ及びルート鍵を用いて暗号化された鍵Ｂが格納される
。第１の中間ノードの直下に接続する２個のリーフには、それぞれ、第１の中間ノードの
鍵Ａを用いて暗号化された鍵Ｃ及び暗号化された鍵Ｄが格納される。第２の中間ノードの
直下に接続する２個のリーフには、それぞれ、第２の中間ノードの鍵Ｂを用いて暗号化さ
れた鍵Ｅ及び暗号化された鍵Ｆが格納される。ここで、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵Ｅ及び鍵Ｆは、そ
れぞれ、データを暗号化又は復号するために使用される鍵である。
【０００８】
　前記暗復号処理モジュールは、不揮発性メモリ、暗復号エンジン及び鍵格納部から構成
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されている。また、前記暗復号処理モジュールは、外部からの処理データの盗み取り及び
改竄ができないように耐タンパ化されている。不揮発性メモリは、前記ルート鍵を格納し
ている。ルート鍵は、公開鍵暗号方式の秘密鍵（私有鍵）や、共通鍵暗号方式の秘密鍵で
ある。暗復号エンジンは、暗号化された鍵の復号、鍵の暗号化、暗号化されたデータの復
号及びデータの暗号化を行う。鍵格納部は、暗復号エンジンが使用する鍵を格納する。
【０００９】
　このように、ルート鍵は、耐タンパ化された暗復号処理モジュールの内部に格納される
ことにより、保護されている。一方、その他の鍵Ａ、鍵Ｂ、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵Ｅ及び鍵Ｆは
、暗復号処理モジュールの外部の記憶装置において、暗号化されることにより、保護され
ている。
【００１０】
　鍵管理ソフトウェアは、暗復号処理モジュールの外部のアプリケーションプログラムか
ら鍵Ｃの取得を要求されると、鍵Ｃに対応するリーフの親である中間ノードに格納された
暗号化鍵Ｂを鍵管理データベースから取得し、暗号化鍵Ｂを暗復号処理モジュールへ出力
する。暗復号処理モジュールは、暗復号エンジンにより、暗号化鍵Ｂをルート鍵を用いて
復号して鍵Ｂを生成する。次に、鍵管理ソフトウェアは、鍵Ｃに対応するリーフに格納さ
れた暗号化鍵Ｃを鍵管理データベースから取得し、暗号化鍵Ｃを暗復号処理モジュールへ
出力する。暗復号処理モジュールは、暗復号エンジンにより、暗号化鍵Ｃを鍵Ｂを用いて
復号し、復号して得られた鍵Ｃを鍵格納部に格納する。次に、鍵管理ソフトウェアは、暗
復号処理モジュールから鍵のロード終了を示す通知を受け取る。これで鍵の暗復号処理モ
ジュールへのロード処理が終了する。
【００１１】
　暗復号処理モジュールの鍵格納部に鍵Ｃが格納された後に、鍵管理ソフトウェアは、ア
プリケーションプログラムからデータの暗号化又は復号を要求され、鍵管理ソフトウェア
は、アプリケーションプログラムから受け取ったデータを、暗復号処理モジュールへ出力
し、鍵Ｃを用いて暗号化又は復号を行うように、暗復号処理モジュールに依頼する。暗復
号処理モジュールは、受け取ったデータを、暗復号エンジンにより、鍵格納部に格納され
た鍵Ｃを用いて、暗号化又は復号し、暗号文又は復号文を出力する。鍵管理ソフトウェア
は、暗復号処理モジュールから受け取った暗号文又は復号文を、アプリケーションプログ
ラムに出力する。これで、暗復号処理が終了する。
【００１２】
　以上説明したように、鍵データベース及び暗復号処理モジュールを用いることで、平文
の鍵（ルート鍵）は、常に耐タンパ化された暗復号処理モジュールの内部に格納されて使
用することが可能となる。そのため、平文の鍵の盗み取りを防ぐ事が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】日本国特表２００６－５１０９５８号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】ＴＣＧ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｏ
ｖｅｒｖｉｅｗ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　１．３　２８ｔｈ　
Ｍａｒｃｈ　２００７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ここで、非特許文献１により開示された方法により、１個の暗復号処理モジュールと、
異なる木構造により構成された２個の鍵データベースとを用いる場合を想定する。
【００１６】
　例えば、情報処理装置が、音楽を配信する音楽配信システム及び映画を配信する映画配
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信システムを利用して、音楽及び映画の供給を受ける場合に、音楽配信システムと、映画
配信システムとは、異なる音楽配信業者と映画配信業者とにより運営されているので、そ
れぞれのシステムで用いられる鍵データベースが異なるものとなることは多い。
【００１７】
　このような場合において、それぞれの鍵データベースにより、１個の共有データを暗号
化した暗号化共有データを保持しているとする。
【００１８】
　このとき、共有データの更新が発生すると、まず、第１の鍵データベースにおいて、ル
ート鍵を用いて、中間ノードの暗号化鍵を復号し、得られた鍵を用いて、リーフの暗号化
鍵を復号し、得られた鍵を用いて、更新された共有データを暗号化して、保持する。次に
、第１の鍵データベースの場合と同様に、第２の鍵データベースにおいて、ルート鍵を用
いて、中間ノードの暗号化鍵を復号し、得られた鍵を用いて、リーフの暗号化鍵を復号し
、得られた鍵を用いて、更新された共有データを暗号化して、保持する。
【００１９】
　このように、異なる木構造の２個の鍵データベースを用いて、１個の共有データを暗号
化して保持する場合には、それぞれの鍵データベースにおいて、ルートからリーフへの方
向の鍵の復号処理が発生する。このため、情報処理装置の負荷が大きくなるという問題が
ある。
【００２０】
　上記の問題を解決するために、本発明は、複数の暗復号システムにおいて同一のデータ
をそれぞれ暗号化して保持する場合において、処理の負荷が大きくならないようにするこ
とができる情報処理装置、方法、プログラム及び集積回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施態様である情報処理装置は、それぞれデー
タを暗号化して保管する複数の暗復号システムを有する情報処理装置であって、一の暗復
号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象データが
、他の暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを判断する判断手段と
、保管されていると判断する場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化
データの鍵を取得する鍵取得手段と、前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵記憶
手段と、前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得した前記
鍵を前記鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　このように構成されているので、他の暗復号システムの鍵を、一の暗復号システムから
直接復号することができる。これにより、他の暗復号システムにおいて前記鍵を取得する
手間が省け、情報処理装置の負荷が大きくならないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１の情報処理装置１０のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図２】情報処理装置１０のソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図３】鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１の木構造を示す。
【図４】ノード情報構造体１５０のデータ構造の一例を示す。
【図５】ノード情報構造体１６０のデータ構造の一例を示す。
【図６】管理テーブル２２０のデータ構造の一例を示す。
【図７】暗復号処理部１１４への鍵のロードの動作を示すフローチャートである。
【図８】データの暗復号の動作を示すフローチャートである。
【図９】共有しているデータＢを同期して更新する動作を示すフローチャートである。
【図１０】管理テーブル２２０の更新の動作を示すフローチャートである。図１１へ続く
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。
【図１１】管理テーブル２２０の更新の動作を示すフローチャートである。図１２へ続く
。
【図１２】管理テーブル２２０の更新の動作を示すフローチャートである。図１１から続
く。
【図１３】鍵の取得の動作を示すフローチャートである。
【図１４】共有データの更新の動作を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態２の情報処理装置１０が備える暗復号処理部２６０の構成
を示すブロック図である。
【図１６】本発明の実施の形態３の情報処理装置１０が備える暗復号処理部２７０の構成
を示すブロック図である。
【図１７】鍵テーブル２７４のデータ構造の一例を示す。
【図１８】鍵テーブル２７４の別のデータ構造の一例を示す。
【図１９】鍵格納部３３０のデータ構造の一例を示す。
【図２０】ブロック管理テーブル３３１のデータ構造の一例を示す。
【図２１】変形例としての鍵データベースＡ２８３及び鍵データベースＢ２８４の木構造
の一例を示す。
【図２２】変形例としての管理テーブルの管理情報３００のデータ構造の一例を示す。
【図２３】変形例としての鍵管理ソフトウェアによる管理テーブルの更新処理を示すフロ
ーチャートである。
【図２４】変形例としての、暗号化データのハッシュ値を用いる場合の管理テーブル３２
０の一例を示す。
【図２５】変形例として同期すべきデータの鍵の取得を示すフローチャートである。
【図２６】変形例として共有データを同期するよう指示された場合に、他の暗復号システ
ムが管理する共有データの更新処理を示すフローチャートである。
【図２７】変形例として、暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給される情
報処理装置のソフトウェア構成を示す。
【図２８】変形例として、暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給された際
のデータ同期処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　請求項１に記載の態様である情報処理装置は、それぞれデータを暗号化して保管する複
数の暗復号システムを有する情報処理装置であって、一の暗復号システムにおける暗号化
の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象データが、他の暗復号システムにお
いて暗号化されて保管されているか否かを判断する判断手段と、保管されていると判断す
る場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化データの鍵を取得する鍵取
得手段と、前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵記憶手段と、前記一の暗復号シ
ステムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得した前記鍵を前記鍵記憶手段に書き
込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項２に記載の態様である情報処理装置は、それぞれデータを暗号化して記憶
する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有する情報処理装置であって、前記第
１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象デ
ータを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されて
いるか否かを判断する判断手段と、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号シ
ステムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得
手段と、前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、前記第１暗復号
システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１鍵を用いて、取得
した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、前記第１暗復号シ
ステムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化第２鍵を前記第１鍵
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記憶手段に書き込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項３に記載の態様の前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システム
において、前記暗号化データとして、前記第２鍵を用いて前記対象データを暗号化して生
成した第２暗号化対象データを記憶している第２データ格納手段を備え、前記判断手段は
、前記暗号化データとしての前記第２暗号化対象データが、前記第２データ格納手段に記
憶されているか否かを判断する。
【００２７】
　また、請求項４に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さら
に、前記第１暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて前記対象データを暗号化して
第１暗号化対象データを生成し、前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システム
における第１データ格納手段と、生成した前記第１暗号化対象データを前記第１データ格
納手段に書き込むデータ書込手段とを備える。
【００２８】
　また、請求項５に記載の態様の前記情報処理装置は、さらに、前記対象データに対応付
けて、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データが記憶されている位置を示す位
置情報を含む管理テーブルを記憶しているテーブル記憶手段を備え、前記判断手段は、前
記対象データに対応する位置情報が前記管理テーブルに記憶されているか否かを判断する
ことにより、前記暗号化データが前記第２暗号化手段において記憶されているか否かを判
断する。
【００２９】
　また、請求項６に記載の態様の前記情報処理装置において、前記データ取得手段は、さ
らに、前記対象データの更新の指示を取得し、前記判断手段は、さらに、前記指示に係る
前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて
記憶されているか否かを判断し、前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する
場合に、前記第１鍵記憶手段から前記暗号化第２鍵を取得し、前記暗復号化手段は、さら
に、取得した前記暗号化第２鍵を復号して第２鍵を生成し、生成した第２鍵を用いて、前
記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して第２暗号化更新データを生成
し、前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第２暗号化更新データを、前記第２デ
ータ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象データに上書きする。
【００３０】
　また、請求項７に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、前記
第１鍵に対応する復号鍵を用いて、前記暗号化第２鍵を復号する。
【００３１】
　また、請求項８に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルは、前記
対象データに対応付けて、さらに、前記第１鍵に対応する復号鍵が記憶されている位置を
示す鍵位置情報を含み、前記暗復号手段は、前記鍵位置情報により示される位置から取得
した前記復号鍵を用いる。
【００３２】
　また、請求項９に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さら
に、前記第１鍵を用いて、前記更新データを暗号化して第１暗号化更新データを生成し、
前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１データ
格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする。
【００３３】
　また、請求項１０に記載の態様の前記情報処理装置において、前記データ書込手段は、
前記第１暗号化更新データを前記第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対
象データに上書きした後、同期指示を受け取った場合に、前記第２暗号化更新データを、
前記第２データ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象データに上書きする。
【００３４】
　また、請求項１１に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルに含ま
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れる前記位置情報は、前記第２データ格納手段において前記第２暗号化対象データが記憶
されている位置を示し、前記データ書込手段は、前記位置情報により示される位置におい
て、前記第２暗号化更新データを書き込む。
【００３５】
　また、請求項１２に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さ
らに、前記第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データを復号して、
対象データを生成し、生成した対象データを基にして得られた更新データを暗号化する。
【００３６】
　また、請求項１３に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルは、前
記対象データの要約値と前記位置情報とを対応付けて含み、前記判断手段は、前記対象デ
ータからその要約値を算出し、得られた要約値に対応する前記位置情報が前記管理テーブ
ルに記憶されているか否かを判断する。
【００３７】
　また、請求項１４に記載の態様の前記情報処理装置において、前記管理テーブルは、前
記第１暗号化対象データの要約値と前記位置情報とを対応付けて含み、前記判断手段は、
第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データからその要約値を算出し
、得られた要約値に対応する前記位置情報が前記管理テーブルに記憶されているか否かを
判断する。
【００３８】
　また、請求項１５に記載の態様の前記情報処理装置において、前記情報処理装置は、さ
らに、前記第２暗復号システムにおいて用いられる第２鍵記憶手段を備え、前記データ取
得手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得し、前記
判断手段は、さらに、前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第１暗
復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、前記鍵取得手段は、さらに、記憶
されていると判断する場合に、前記第１暗復号システムにおいて前記暗号化データを暗号
化するために用いられる第１鍵を取得し、前記暗復号化手段は、さらに、前記第２暗復号
システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第２鍵を用いて、取得
した前記第１鍵を暗号化して暗号化第１鍵を生成し、前記鍵書込手段は、さらに、前記第
２暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化第１鍵を
前記第２鍵記憶手段に書き込む。
【００３９】
　また、請求項１６に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、さ
らに、前記第２暗復号システムにおいて、前記第２鍵を用いて前記対象データを暗号化し
て第２暗号化対象データを生成し、前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システ
ムにおける第２データ格納手段と、生成した前記第２暗号化対象データを前記第２データ
格納手段に書き込むデータ書込手段とを備える。
【００４０】
　また、請求項１７に記載の態様の前記情報処理装置において、前記データ取得手段は、
さらに、前記対象データの更新の指示を取得し、前記判断手段は、さらに、前記指示に係
る前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第１暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断し、前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断す
る場合に、前記第２鍵記憶手段から前記暗号化第１鍵を取得し、前記暗復号化手段は、さ
らに、取得した前記暗号化第１鍵を復号して第１鍵を生成し、生成した第１鍵を用いて、
前記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して第１暗号化更新データを生
成し、前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１
データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする。
【００４１】
　また、請求項１８に記載の態様の前記情報処理装置において、前記第１鍵記憶手段は、
第１暗復号システムにおいて、鍵を階層構造により管理し、階層構造の各鍵の下位には、
当該鍵を用いて復号できるように暗号化された鍵が割り当てられており、鍵書込手段は、
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前記暗号化第２鍵を、前記第２鍵の下位に割り当てて書き込む。
【００４２】
　また、請求項１９に記載の態様の前記情報処理装置において、前記情報処理装置は、さ
らに、第１暗復号システムにおける暗号化データを利用するアプリケーションプログラム
に従って動作するプロセッサを備えており、前記アプリケーションプログラムは、暗号化
の対象データを出力する命令を含み、前記プロセッサは、前記データ取得手段に対して、
暗号化の対象データを出力する。
【００４３】
　また、請求項２０に記載の態様の前記情報処理装置において、前記情報処理装置は、さ
らに、前記第１暗復号システムにおいて復号された鍵を、前記第１暗復号システム用であ
ることを示す第１タイプ情報と対応付けて保持し、前記第２暗復号システムにおいて復号
された鍵を、前記第２暗復号システム用であることを示す第２タイプ情報と対応付けて保
持する鍵格納手段を備え、前記暗復号化手段は、前記第１暗復号システムにおいては、前
記第１タイプ情報と対応付けられた鍵を用いて復号を行い、前記暗復号化手段は、前記第
２暗復号システムにおいては、前記第２タイプ情報と対応付けられた鍵を用いて暗号化を
行い、前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システムにおける復号の結果、前記
第１タイプ情報と対応付けられて前記鍵格納手段に保持された鍵について、前記第１タイ
プ情報を前記第２暗復号システム用であることを示す前記第２タイプ情報に書き換えるこ
とで、前記鍵を用いた前記更新データの暗号化を前記第２暗復号システムにおいて行わせ
る制御手段を備える。
【００４４】
　また、請求項２１に記載の態様の前記情報処理装置において、前記鍵格納手段は、所定
の容量を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵それぞれがどのブロックに
格納されているかを示すブロック情報を、前記保持する鍵それぞれと対応付けて保持して
いる。
【００４５】
　また、請求項２２に記載の態様の前記情報処理装置において、前記暗復号化手段は、制
御部と、前記第１暗復号システム用の前記第１鍵を保持する鍵格納部と、前記鍵格納部に
保持されている前記第１鍵を用いて、暗号化する暗復号エンジン部とを備え、前記制御部
は、前記第１鍵を取得して前記鍵格納部に保持させるにあたって、前記鍵格納部の空き領
域が不足している場合に、前記鍵格納部が既に保持している一の鍵を、前記暗復号エンジ
ン部により、暗号化して前記鍵格納部の外に退避し、前記鍵格納部において、退避対象の
前記鍵が保持されていた領域に取得した前記第１鍵を上書きし、前記第１暗復号システム
における前記第１鍵を用いた暗号化が完了した後、退避した前記暗号化鍵を、前記暗復号
エンジン部により、復号して前記第１鍵が保持されている領域に上書きする。
【００４６】
　また、請求項２３に記載の態様の方法は、それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗
復号システム及び第２暗復号システムを有し、前記第１暗復号システムにおいて用いられ
る第１鍵記憶手段を備える情報処理装置において用いられる方法であって、前記第１暗復
号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと、前記対象デー
タを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されてい
るか否かを判断する判断ステップと、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号
システムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取
得ステップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用
いられる第１鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復
号化ステップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成
した前記暗号化第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップとを備えることを
特徴とする。
【００４７】
　また、請求項２４に記載の態様のコンピュータプログラムは、それぞれデータを暗号化
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して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有し、前記第１暗復号システ
ムにおいて用いられる第１鍵記憶手段を備える情報処理装置において用いられるコンピュ
ータプログラムであって、コンピュータである前記情報処理装置に、前記第１暗復号シス
テムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと、前記対象データを暗
号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されているか否
かを判断する判断ステップと、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システ
ムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得ステ
ップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられ
る第１鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化ス
テップと、前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前
記暗号化第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップとを実行させるためのコ
ンピュータプログラムであることを特徴とする。
【００４８】
　また、請求項２５に記載の態様の前記コンピュータプログラムは、コンピュータ読み取
り可能な記録媒体に記録されている。
【００４９】
　また、請求項２６に記載の態様の集積回路は、それぞれデータを暗号化して記憶する第
１暗復号システム及び第２暗復号システムを有する集積回路であって、前記第１暗復号シ
ステムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、前記対象データを暗号
化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されているか否か
を判断する判断手段と、記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにお
いて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得手段と、前
記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、前記第１暗復号システムに
おいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１鍵を用いて、取得した前記第
２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、前記第１暗復号システムにお
いて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化第２鍵を前記第１鍵記憶手段に
書き込む鍵書込手段とを備えることを特徴とする。
【００５０】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明を行う。
【００５１】
　１．実施の形態１
　本発明に係る１の実施の形態としての情報処理装置１０について説明する。
【００５２】
　（情報処理装置１０の概要）
　情報処理装置１０においては、第１の暗復号システム及び第２の暗復号システムがそれ
ぞれ独立して動作し、第１及び第２の暗復号システム間で、１個のデータを共有して利用
する。第１及び第２の暗復号システムは、異なる暗復号システムであり、それぞれ、鍵デ
ータベース及び暗号化されたデータから構成される。
【００５３】
　一例として、情報処理装置１０は、音楽を配信する音楽配信システム及び映画を配信す
る映画配信システムを利用し、音楽配信システムから音楽の供給を受け、映画配信システ
ムから映画の供給を受ける。音楽配信システムと、映画配信システムとは、異なる音楽配
信業者と映画配信業者とにより運営されている。第１の暗復号システムは、音楽配信シス
テムのための暗復号システムであり、第２の暗復号システムは、映画配信システムのため
の暗復号システムである。第１及び第２の暗復号システムにおいて、共有するデータの一
例は、情報処理装置１０の利用者の住所である。
【００５４】
　（住所を共有する場合）
　ここでは、一例として、住所を共有する場合について説明する。
【００５５】
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　なお、映画配信システムにおける第２の暗復号システムにおいて、既に利用者の暗号化
された住所が保持されているものとする。具体的には、情報処理装置１０は、第２の暗復
号システムのためのサブ暗号化データ格納部を備えており、このサブ暗号化データ格納部
は、第２の暗復号システムの第２鍵を用いて、対象データである住所を暗号化して生成し
た第２暗号化対象データつまり暗号化された住所を記憶しているものとする。しかし、第
１の暗復号システムにおいては、まだ利用者の暗号化された住所を保持していないものと
する。
【００５６】
　情報処理装置１０は、音楽配信システムにおける第１の暗復号システムにおいて、利用
者の住所を暗号化して保持するために、暗号化の対象データである利用者の住所を取得す
る。次に、対象データである住所を暗号化して生成した暗号化データ（暗号化された住所
）が、第２の暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断する。具体的には、情
報処理装置１０は、第２暗号化対象データ（暗号化された住所）が、第２の暗復号システ
ムのためサブ暗号化データ格納部に記憶されているか否かを判断する。次に、暗号化デー
タ（暗号化された住所）が第２の暗復号システムにおいて記憶されていると判断する場合
に、第２の暗復号システムにおいて前記暗号化データ（暗号化された住所）を暗号化する
ために用いられている第２鍵を、第２の暗復号システムから取得する。ここで、情報処理
装置１０は、第１の暗復号システムにおいて用いられる鍵データベースＡを保持している
。情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、前記対象データ（利用者の住所
）を暗号化するために用いられる第１鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号
化第２鍵を生成し、第１の暗復号システムの鍵データベースＡにおいて、前記対象データ
（利用者の住所）に対応付けて、生成した前記暗号化第２鍵を鍵データベースＡに書き込
む。
【００５７】
　また、情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて前記
対象データ（利用者の住所）を暗号化して第１暗号化対象データ（暗号化された住所）を
生成する。情報処理装置１０は、第１暗号化対象データ（暗号化された住所）を記憶する
ためのサブ暗号化データ格納部を備えており、第１の暗復号システムのためのサブ暗号化
データ格納部に、生成した前記第１暗号化対象データ（暗号化された住所）を書き込む。
【００５８】
　以上により、第１の暗復号システムにおいて、暗号化された住所を保持することにより
、第１の暗復号システムと第２の暗復号システムにおいて、住所を共有することになる。
さらに、第１の暗復号システムにおいては、住所に対応付けて、第２の暗復号システムに
おいて住所の暗号化に用いられた第２鍵を、第１の暗復号システムにおいて、暗号化して
保持することとなる。
【００５９】
　（共有している住所を更新する場合）
　次に、一例として、情報処理装置１０の利用者が、第１の暗復号システムと第２の暗復
号システムにおいて、共有している対象データである住所を更新する場合について説明す
る。
【００６０】
　情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、対象データである住所の更新の
指示を取得する。情報処理装置１０は、上記と同様にして、さらに、前記指示に係る前記
対象データ（旧住所）を暗号化して生成した暗号化データ（暗号化された旧住所）が、第
２の暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断する。記憶されていると判断す
る場合に、鍵データベースＡから前記暗号化第２鍵を取得し、取得した前記暗号化第２鍵
を復号して第２鍵を生成し、生成した第２鍵を用いて、前記対象データ（旧住所）の更新
により得られた更新データ（新住所）を暗号化して第２暗号化更新データ（暗号化された
新住所）を生成し、生成した前記第２暗号化更新データ（暗号化された新住所）を、第２
の暗号化システムのためのサブ暗号化データ格納部に記憶されている前記第２暗号化対象
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データ（暗号化された旧住所）に上書きする。
【００６１】
　また、情報処理装置１０は、第１の暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて、更
新データ（新住所）を暗号化して第１暗号化更新データ（暗号化された新住所）を生成し
、生成した前記第１暗号化更新データ（暗号化された新住所）を、第１の暗号化システム
のためのサブ暗号化データ格納部に記憶されている前記第１暗号化対象データ（暗号化さ
れた旧住所）に上書きする。
【００６２】
　以上により、第２の暗復号システムに依存することなく、第１の暗復号システムのみで
、第２の暗復号システムにおいて用いられている第２鍵を知ることができる。
【００６３】
　１．１　情報処理装置１０のハードウェア構成
　情報処理装置１０は、図１に示すように、ＣＰＵ１１１、第１記憶部１１２、第２記憶
部１１３、暗復号処理部１１４、バス１１５及び入出力部（図示していない）から構成さ
れる。ＣＰＵ１１１、第１記憶部１１２、第２記憶部１１３、暗復号処理部１１４及び入
出力部は、バス１１５を介して互いに接続されている。
【００６４】
　以下、情報処理装置１０の各構成要素の詳細について説明する。
【００６５】
　ＣＰＵ１１１は、マイクロプロセッサであって、第１記憶部１１２に格納されているプ
ログラム等に含まれる命令コードを読み出し、解読し、実行することにより、情報処理装
置１０全体の動作を制御する。
【００６６】
　第１記憶部１１２は、揮発性の半導体メモリにより構成され、鍵管理ソフトウェア１１
６、アプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、デー
タアクセス部１１９、鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１を格納してい
る。
【００６７】
　第２記憶部１１３は、ハードディスクユニットから構成され、暗号化データ格納部１２
２を有している。暗号化データ格納部１２２は、サブ暗号化データ格納部１２２ａ及びサ
ブ暗号化データ格納部１２２ｂから構成されている。暗号化データ格納部１２２は、アプ
リケーションプログラムＡ１１７やアプリケーションプログラムＢ１１８などで使用する
暗号化されたデータを格納する。サブ暗号化データ格納部１２２ａは、アプリケーション
プログラムＡ１１７で使用する暗号化されたデータを格納する。サブ暗号化データ格納部
１２２ｂは、アプリケーションプログラムＢ１１８で使用する暗号化されたデータを格納
する。
【００６８】
　暗復号処理部１１４は、不揮発性メモリ部１２３、暗復号エンジン部１２４、鍵データ
ベースＢ用鍵格納部１２５及び鍵データベースＡ用鍵格納部１２６から構成されており、
暗復号処理部１１４は、暗復号処理部１１４の外部からの処理データの盗み取り及び改竄
ができないように耐タンパ化されている。
【００６９】
　不揮発性メモリ部１２３は、外部電源から電力が供給されない場合でも、記憶している
データが失われない不揮発性の半導体メモリから構成されている。不揮発性メモリ部１２
３は、鍵データベースＡ用のルート鍵１２７と鍵データベースＢ用のルート鍵１２８を格
納している。
【００７０】
　鍵データベースＡ用のルート鍵１２７及び鍵データベースＢ用のルート鍵１２８は、公
開鍵暗号方式（public key cryptosystem、非対称暗号方式asymmetrickey cryptosystem
とも呼ぶ。）の秘密鍵（私有鍵）や、共通鍵暗号方式（secret key cryptosystem、対称
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暗号方式symmetrickey cryptosystemとも呼ぶ）の秘密鍵である。また、鍵データベース
Ａ用のルート鍵１２７及び鍵データベースＢ用のルート鍵１２８は、それぞれ、鍵データ
ベースＡ及び鍵データベースＢのルートに対応する鍵である。鍵データベースＡ用のルー
ト鍵１２７及び鍵データベースＢ用のルート鍵１２８は、鍵データベースＡ及び鍵データ
ベースＢの他のすべてのノードの鍵の復号に用いる鍵であるので、第１記憶部１１２上の
鍵データベースＡ１２０や鍵データベースＢ１２１ではなく、耐タンパ化された暗復号処
理部１１４により管理され、保持されている。なお、鍵データベースＡ１２０及び鍵デー
タベースＢ１２１に含まれる鍵の全てを耐タンパ化された暗復号処理部１１４の不揮発性
メモリ部１２３に記録すると、暗復号処理部１１４に求められる記録容量が大きくなって
しまうため、他の全てのノードの鍵を復号する際に必要となるルート鍵だけを耐タンパ化
された暗復号処理部１１４の不揮発性メモリ部１２３において保護している。
【００７１】
　暗復号エンジン部１２４は、暗号化された鍵の復号、鍵の暗号化、暗号化されたデータ
の復号及びデータの暗号化を行う。暗復号においては、公開鍵暗号方式であるＲＳＡ暗号
や共通鍵暗号方式であるＡＥＳ暗号などの暗号アルゴリズムなどを用いる。
【００７２】
　鍵データベースＢ用鍵格納部１２５は、暗復号エンジン部１２４を利用する際に、鍵デ
ータベースＢ１２１で管理された鍵を格納する。
【００７３】
　鍵データベースＡ用鍵格納部１２６は、暗復号エンジン部１２４を利用する際に、鍵デ
ータベースＡ１２０で管理された鍵を格納する。
【００７４】
　なお、鍵データベースＡ１２０、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６、鍵データベース
Ａ用のルート鍵１２７及びサブ暗号化データ格納部１２２ａは、第１の暗復号システムを
構成し、鍵データベースＢ１２１、鍵データベースＡ用鍵格納部１２５、鍵データベース
Ｂ用のルート鍵１２８及びサブ暗号化データ格納部１２２ｂは、第２の暗復号システムを
構成している。
【００７５】
　１．２　情報処理装置１０のソフトウェア構成
　情報処理装置１０のソフトウェア構成について、図２を用いて説明する。
【００７６】
　情報処理装置１０では、アプリケーションプログラムＡ１１７及びアプリケーションプ
ログラムＢ１１８は、それぞれ、鍵管理ソフトウェア１１６を介して、鍵データベースＡ
１２０及び鍵データベースＢ１２１にアクセスし、データアクセス部１１９を介して、暗
号化データ格納部１２２にアクセスする。なお、情報処理装置１０においては、図示して
いないＯＳ、デバイスドライバ、そのほかのアプリケーションプログラムも動作する。
【００７７】
　なお、以下に説明するように、アプリケーションプログラムＡ１１７とアプリケーショ
ンプログラムＢ１１８とは、データＢを共有している。
【００７８】
　（１）鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１
　ここでは、鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１について説明する。
（鍵データベースＡ１２０）
　鍵データベースＡ１２０は、ｎ分木である木構造を用いて、鍵を管理するデータベース
であり、アプリケーションプログラムＡ１１７により利用される。鍵データベースＡ１２
０により用いる木構造の一例を図３に示す。
【００７９】
　鍵データベースＡ１２０の木構造は、一例として、図３に示すように、４階層から構成
され、１個のルート１３２、２個の中間ノード１３３及び１３４、４個のリーフ１３５～
１３８及び１個のリーフ２３９から構成されている。ルート１３２の直下には、２個の中
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間ノード１３３及び１３４が接続し、中間ノード１３３の直下には、２個のリーフ１３５
及び１３６が接続し、中間ノード１３４の直下には、２個のリーフ１３７及び１３８が接
続している。また、リーフ１３８の直下には、１個のリーフ２３９が接続している。
【００８０】
　ルート１３２には、鍵データベースＡ用のルート鍵１２７が割り当てられている。上述
したように、ルート鍵１２７は、鍵データベースＡ１２０内ではなく、暗復号処理部１１
４の不揮発性メモリ部１２３に格納されている。
【００８１】
　中間ノード１３３及び１３４には、それぞれ、鍵Ａ及び鍵Ｂが割り当てられ、リーフ１
３５、１３６、１３７、１３８、２３９には、それぞれ、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵Ｅ、鍵Ｆ及び鍵
Ｉが割り当てられている。
【００８２】
　中間ノード１３３には、ルート鍵１２７を用いて暗号化された鍵Ａが格納され、中間ノ
ード１３４には、ルート鍵１２７を用いて暗号化された鍵Ｂが格納される。リーフ１３５
には、中間ノード１３３の鍵Ａを用いて暗号化された鍵Ｃが格納され、リーフ１３６には
、中間ノード１３３の鍵Ａを用いて暗号化された鍵Ｄが格納され、リーフ１３７には、中
間ノード１３４の鍵Ｂを用いて暗号化された鍵Ｅが格納され、リーフ１３８には、中間ノ
ード１３４の鍵Ｂを用いて暗号化された鍵Ｆが格納されている。ここで、鍵Ｃ、鍵Ｄ、鍵
Ｅ及び鍵Ｆは、それぞれ、データを暗号化又は復号するために使用される鍵である。
【００８３】
　リーフ２３９には、後述する鍵データベースＢ１２１のリーフ１４２の鍵Ｉが暗号化さ
れて格納されている。ここで、リーフ２３９に格納されている暗号化された鍵Ｉは、リー
フ１３８の鍵Ｆを用いて暗号化されたものである。
【００８４】
　なお、一例として、図３に示すように、暗号化されたデータＡ（１４６）は、リーフ１
３６に割り当てられた鍵Ｄを用いて、データＡを暗号化して生成したものであり、暗号化
されたデータＢ（１４７）は、データＢをリーフ１３８に割り当てられた鍵Ｆを用いて暗
号化して生成したものである。
【００８５】
　鍵データベースＡ１２０は、第１記憶部１１２において、複数のノード情報構造体を記
憶しており、これらの複数のノード情報構造体により木構造を構成している。複数のノー
ド情報構造体は、鍵データベースＡ１２０のルート、複数の中間ノード及び複数のリーフ
のそれぞれに対応しており、鍵データベースＡ１２０において鍵を管理するために使用さ
れる。図４に、鍵データベースＡ１２０のノード情報構造体１５０のデータ構造の一例を
示す。
【００８６】
　ノード情報構造体１５０は、図４に示すように、鍵長１５１、鍵１５２、親ノード識別
子１５３、鍵ハンドラ値１５４、データハンドラ値１５５、データ１５６及びその他の付
属情報１５７から構成される。
【００８７】
　鍵長１５１のフィールドには、暗復号を行う場合に使用する鍵の長さが格納される。格
納される値はビット長やバイト長などの数値でもよい。さらに、予め決められている鍵の
長さに対応する識別子でもよい。
【００８８】
　鍵１５２のフィールドには、暗復号を行う場合に使用する鍵を暗号化して生成した暗号
化鍵が格納される。また、鍵１５２のフィールドには、暗号化鍵の存在する位置を示す位
置情報が格納されてもよい。ただし、ルートに対応する鍵は、ノード情報構造体の鍵１５
２のフィールドには格納されない。また、鍵１５２のフィールドに格納される暗号化鍵は
、親ノード識別子１５３で指定されているノード番号により定まる中間ノード又はルート
の鍵（各ノードの親ノードの鍵）を使用して暗号化されたものである。
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【００８９】
　親ノード識別子１５３のフィールドには、当該ノード情報構造体１５０に対応するノー
ドの親ノードを指定する識別子が格納される。また、親ノード識別子１５３のフィールド
には、親ノードの位置を示す位置情報が格納されるとしてもよい。さらに、予め決められ
ている識別子や動的に生成した識別子を格納してもよい。これらの識別子は、親ノードを
指定する。
【００９０】
　鍵ハンドラ値１５４のフィールドには、当該ノードに割り当てられた暗号化鍵が存在す
る位置を示す位置情報が格納される。暗号化鍵が存在しない場合には、ＮＵＬＬが格納さ
れる。
【００９１】
　データハンドラ値１５５のフィールドには、当該ノード情報構造体１５０に対応する鍵
を用いて暗号化されたデータが存在する場合に、当該暗号化データの生成の基になった平
文データの存在する位置を示す位置情報が格納される。このような暗号化データが存在し
ない場合には、ＮＵＬＬが格納される。
【００９２】
　データ１５６のフィールドには、ノード情報構造体１５０を用いてデータを格納する際
に、暗号化されたデータが格納される。
【００９３】
　その他の付属情報１５７は、他に各ノードが必要とする情報を格納するフィールドであ
る。
【００９４】
　一例として、リーフ２３９のノード情報構造体の鍵のフィールドには、後述する鍵デー
タベースＢ１２１のリーフ１４２に対応する鍵Ｉが暗号化されて格納されており、リーフ
２３９のノード情報構造体の親ノード識別子には、リーフ１３８を識別する識別子（ノー
ド番号）が格納されている。なお、リーフ１４２は、鍵データベースＢ１２１において、
データＢを暗号化する鍵を格納するリーフである。
【００９５】
　以上説明したように、鍵データベースＡは、第１の暗復号システムにおいて、鍵を階層
構造により管理している。階層構造の各鍵の下位には、当該鍵を用いて復号できるように
暗号化された鍵が割り当てられている。
（鍵データベースＢ１２１）
　鍵データベースＢ１２１は、ｎ分木である木構造を用いて、鍵を管理するデータベース
であり、アプリケーションプログラムＢ１１８により利用される。鍵データベースＢ１２
１により用いる木構造の一例を図３に示す。
【００９６】
　鍵データベースＢ１２１の木構造は、一例として、図３に示すように、４階層から構成
され、１個のルート１３９、２個の中間ノード１４０及び１４１、４個のリーフ１４２～
１４５、及び１個のリーフ２４７から構成されている。ルート１３９の直下には、２個の
中間ノード１４０及び１４１が接続し、中間ノード１４０の直下には、２個のリーフ１４
２及び１４３が接続し、中間ノード１４１の直下には、２個のリーフ１４４及び１４５が
接続している。また、リーフ１４２の直下には、リーフ２４７が接続している。
【００９７】
　ルート１３９には、鍵データベースＢ用のルート鍵１２８が割り当てられている。上述
したように、ルート鍵１２８は、鍵データベースＢ１２１内ではなく、暗復号処理部１１
４の不揮発性メモリ部１２３に格納されている。
【００９８】
　中間ノード１４０及び１４１には、それぞれ、鍵Ｇ及び鍵Ｈが割り当てられ、リーフ１
４２、１４３、１４４、１４５、２４７には、それぞれ、鍵Ｉ、鍵Ｊ、鍵Ｋ、鍵Ｌ及び鍵
Ｆが割り当てられている。
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【００９９】
　中間ノード１４０には、ルート鍵１２８を用いて暗号化された鍵Ｇが格納され、中間ノ
ード１４１には、ルート鍵１２８を用いて暗号化された鍵Ｈが格納される。リーフ１４２
には、中間ノード１４０の鍵Ｇを用いて暗号化された鍵Ｉが格納され、リーフ１４３には
、中間ノード１４０の鍵Ｇを用いて暗号化された鍵Ｊが格納され、リーフ１４４には、中
間ノード１４１の鍵Ｈを用いて暗号化された鍵Ｋが格納され、リーフ１４５には、中間ノ
ード１４１の鍵Ｈを用いて暗号化された鍵Ｌが格納されている。ここで、鍵Ｉ、鍵Ｊ、鍵
Ｋ及び鍵Ｌは、それぞれ、データを暗号化又は復号するために使用される鍵である。
【０１００】
　リーフ２４７には、鍵データベースＡ１２０のリーフ１３８の鍵Ｆが暗号化されて格納
されている。ここで、リーフ２４７に格納されている暗号化された鍵Ｆは、リーフ１４２
の鍵Ｉを用いて暗号化されたものである。
【０１０１】
　なお、一例として、図３に示すように、暗号化されたデータＢ（１４８）は、リーフ１
４２に割り当てられた鍵Ｉを用いて、データＢを暗号化して生成したものである。
【０１０２】
　ここで、図３に示す暗号化されたデータＢ（１４７）と、暗号化されたデータＢ（１４
８）とは、暗号化の基になるデータＢが共通している。つまり、アプリケーションプログ
ラムＡ１１７とアプリケーションプログラムＢ１１８とは、データＢを共有している。
【０１０３】
　鍵データベースＢ１２１は、第１記憶部１１２において、複数のノード情報構造体を記
憶しており、これらの複数のノード情報構造体により木構造を構成している。複数のノー
ド情報構造体は、鍵データベースＢ１２１のルート、複数の中間ノード及び複数のリーフ
のそれぞれに対応しており、鍵データベースＢ１２１において鍵を管理するために使用さ
れる。図５に、鍵データベースＢ１２１のノード情報構造体１６０のデータ構造の一例を
示す。
【０１０４】
　ノード情報構造体１６０は、図５に示すように、暗号種別１６１、鍵長１６２、鍵やデ
ータを格納した場所のリンク先情報１６３、親ノード識別子１６４、鍵ハンドラ値１６５
、データハンドラ値及びその他の付属情報１６７から構成される。
【０１０５】
　図５に示すノード情報構造体１６０は、図４に示すノード情報構造体１５０に含まれる
鍵１５２及びデータ１５６に代えて、暗号種別１６１及びリンク先情報１６３を含む。そ
の他の構成要素については、ここでは、説明を省略する。
【０１０６】
　暗号種別１６１のフィールドには、ＲＳＡ暗号や楕円暗号などの公開鍵暗号方式や、Ａ
ＥＳ暗号や３ＤＥＳ暗号などの共通鍵暗号方式の暗号アルゴリズムの名称や、前述の暗号
アルゴリズムに対応する識別子が格納される。なお、公開鍵方式の場合には、本フィール
ドには、親ノードに割り当てられた公開鍵で暗号化された秘密鍵と、公開鍵が格納される
。
【０１０７】
　リンク先情報１６３のフィールドには、暗復号に利用する鍵のファイルや、暗号化され
たデータのファイルが存在する場所を指し示す情報が格納される。
【０１０８】
　一例として、リーフ２４７のノード情報構造体のリンク先情報により示される位置には
、鍵データベースＡ１２０のリーフ１３８に割り当てられた鍵Ｆが暗号化されて格納され
ており、リーフ２４７のノード情報構造体の親ノード識別子には、リーフ１４２を識別す
る識別子（ノード番号）が格納されている。なお、リーフ１３８は、鍵データベースＡ１
２０において、データＢを暗号化する鍵を格納するリーフである。
【０１０９】
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　以上説明したように、鍵データベースＢは、第２の暗復号システムにおいて、鍵を階層
構造により管理している。階層構造の各鍵の下位には、当該鍵を用いて復号できるように
暗号化された鍵が割り当てられている。
【０１１０】
　（２）暗号化データ格納部１２２
　暗号化データ格納部１２２は、暗号化されたデータを格納する。暗号化データ格納部１
２２は、サブ暗号化データ格納部１２２ａ及びサブ暗号化データ格納部１２２ｂから構成
されている。
【０１１１】
　サブ暗号化データ格納部１２２ａは、一例として、リーフ１３６の鍵Ｄを用いて暗号化
されたデータＡ（１４６）及びリーフ１３８の鍵Ｆを用いて暗号化されたデータＢ（１４
７）を格納している。また、サブ暗号化データ格納部１２２ｂは、リーフ１４２の鍵Ｉを
用いて暗号化されたデータＢ（１４８）を格納している。
【０１１２】
　ここで、図３に示す暗号化されたデータＢ（１４７）と、暗号化されたデータＢ（１４
８）とは、暗号化の基になるデータＢが共通している。つまり、アプリケーションプログ
ラムＡ１１７とアプリケーションプログラムＢ１１８とは、データＢを共有している。
【０１１３】
　（３）アプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８及
びデータアクセス部１１９
　アプリケーションプログラムＡ１１７は、鍵データベースＡ１２０によって管理された
鍵を用いて、暗号化データ格納部１２２に格納される暗号化データを利用するソフトウェ
アである。アプリケーションプログラムＡ１１７は、第１の暗復号システムに対するデー
タ処理を要求するコンピュータ命令を含んでいる。例えば、第１の暗復号システムに対す
るデータの新規の登録（暗号化して記憶）、参照（復号して参照）、更新（復号して更新
し、再度暗号化して記憶）、削除などである。また、暗号化の対象データを出力する命令
を含む。
【０１１４】
　アプリケーションプログラムＢ１１８は、鍵データベースＢ１２１によって管理された
鍵を用いて、暗号化データ格納部１２２に格納される暗号化データを利用するソフトウェ
アである。アプリケーションプログラムＢ１１８は、第２の暗復号システムに対するデー
タ処理を要求するコンピュータ命令を含んでいる。例えば、第２の暗復号システムに対す
るデータの新規の登録（暗号化して記憶）、参照（復号して参照）、更新（復号して更新
し、再度暗号化して記憶）、削除などである。また、暗号化の対象データを出力する命令
を含む。
【０１１５】
　データアクセス部１１９は、暗号化データ格納部１２２にアクセスし、暗号化データを
読み出し、更新し、又は書き込むためのソフトウェアである。
【０１１６】
　（４）鍵管理ソフトウェア１１６
　鍵管理ソフトウェア１１６は、図２に示すように、利用データベース判定部２０１、平
文データ抽出部２０２、ハッシュ値生成部２０３、ハッシュ値判定部２０４、ハンドラ値
判定部２０５、鍵取得部２０６、管理テーブル格納部２０７、管理テーブル更新部２０８
及び鍵書込部２０９から構成されている。ここで、ハッシュ値生成部２０３、ハッシュ値
判定部２０４及び管理テーブル格納部２０７は、一の暗復号システムにおける暗号化の対
象データが、他の暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを判断する
判断部を構成している。鍵取得部２０６は、この判断部により、保管されていると判断す
る場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化データの鍵を取得する。鍵
書込部２０９は、前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得
した前記鍵を鍵データベースＡ１２０（又は鍵データベースＢ１２１）に書き込む。
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（管理テーブル格納部２０７）
　管理テーブル格納部２０７は、図６に示す管理テーブル２２０を保持している。
【０１１７】
　管理テーブル２２０は、暗号化データ格納部１２２に存在する複数の暗号化データのそ
れぞれが、鍵データベースＡ１２０と鍵データベースＢ１２１の鍵を用いて、どのように
管理されているかを示す。管理テーブル２２０は、暗号化されたデータで管理するデータ
から生成したハッシュ値をエントリとして構成される。
【０１１８】
　管理テーブル２２０は、図６に示すように、複数の管理情報から構成されている。複数
の管理情報は、それぞれ、暗号化データ格納部１２２に格納されている複数の暗号化デー
タに対応している。各管理情報は、ハッシュ値、第１データハンドラ値、第２データハン
ドラ値、第１鍵ハンドラ値及び第２鍵ハンドラ値から構成されている。
【０１１９】
　ハッシュ値は、対応する暗号化データの基になった平文データから生成されたハッシュ
値である。
【０１２０】
　第１データハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データで
あって、鍵データベースＡのリーフに割り当てられた暗号化データの基になった平文デー
タのデータハンドラ値である。平文データのデータハンドラ値は、当該平文データが存在
する位置を示す位置情報である。この第１データハンドラ値は、図４のノード情報構造体
１５０のデータハンドラ値１５５に対応する。平文データが、鍵データベースＡ１２０に
より管理されていない場合には、第１データハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。
【０１２１】
　第２データハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データで
あって、鍵データベースＢのリーフに割り当てられた暗号化データの基になった平文デー
タのデータハンドラ値である。平文データのデータハンドラ値は、当該平文データが存在
する位置を示す位置情報である。この第２データハンドラ値は、図５のノード情報構造体
１６０のデータハンドラ値１６６に対応する。平文データが、鍵データベースＢ１２１に
より管理されていない場合には、第２データハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。
【０１２２】
　第１鍵ハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データを暗号
化する鍵のハンドラ値である。言い換えると、対応する暗号化データが、鍵データベース
Ａ１２０により管理されている場合において、当該暗号化データを暗号化するために用い
られた鍵を暗号化して生成した暗号化鍵が、鍵データベースＡ１２０のどこに存在してい
るかを示す位置データである。対応する暗号化データが、鍵データベースＡ１２０により
管理されていない場合には、第１鍵ハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。この第１鍵ハンド
ラ値は、図４のノード情報構造体の鍵ハンドラ値１５４に対応する。
【０１２３】
　第２鍵ハンドラ値は、当該管理情報のハッシュ値の生成の基になった平文データを暗号
化する鍵のハンドラ値である。言い換えると、対応する暗号化データが、鍵データベース
Ｂ１２１により管理されている場合において、当該暗号化データを暗号化するために用い
られた鍵を暗号化して生成した暗号化鍵が、鍵データベースＢ１２１のどこに存在してい
るかを示す位置データである。対応する暗号化データが、鍵データベースＢ１２１により
管理されていない場合には、第２鍵ハンドラ値は、ＮＵＬＬ値である。この第２鍵ハンド
ラ値は、図５のノード情報構造体１６０の鍵ハンドラ値１６５に対応する。
（鍵管理ソフトウェア１１６のその他の構成要素）
　利用データベース判定部２０１は、要求元のアプリケーションプログラムから、ノード
情報構造体を受け取り、受け取ったノード情報構造体を用いて、要求元のアプリケーショ
ンプログラムが、鍵データベースＡ１２０又は鍵データベースＢ１２１のどちらかを利用
するかを判断する。受け取ったノード情報構造体が図４に示すノード情報構造体１５０で
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ある場合には、鍵データベースＡ１２０を利用すると決定する。受け取ったノード情報構
造体が図５に示すノード情報構造体１６０である場合には、鍵データベースＢ１２１を利
用すると決定する。次に、データベースの判定結果をハンドラ値判定部２０５へ出力する
。
【０１２４】
　平文データ抽出部２０２は、要求元のアプリケーションプログラムからノード情報構造
体を取得し、取得したノード情報構造体からデータハンドラ値を抽出し、抽出したデータ
ハンドラ値がＮＵＬＬでない場合には、抽出したデータハンドラ値により示される位置か
ら平文データを取得し、取得した平文データをハッシュ値生成部２０３へ出力する。この
ように、平文データ抽出部２０２は、一の暗復号システムにおける暗号化の対象データを
取得するデータ取得部である。
【０１２５】
　ハッシュ値生成部２０３は、平文データ抽出部２０２から平文データを受け取り、受け
取った平文データから、一意のハッシュ値（要約値）を生成する。たとえば、一方向性関
数（ＳＨＡ１アルゴリズムなど）を利用して、一意なハッシュ値を生成し、生成したハッ
シュ値をハッシュ値判定部２０４へ出力する。
【０１２６】
　ハッシュ値判定部２０４は、ハッシュ値生成部２０３からハッシュ値を受け取り、管理
テーブル格納部２０７が管理している管理テーブル２２０に格納されているハッシュ値を
参照し、管理テーブル２２０にハッシュ値生成部２０３により生成されたハッシュ値と一
致するハッシュ値が存在するか否かを判定する。判定結果をハンドラ値判定部２０５へ出
力する。また、一致するハッシュ値が存在する場合に、そのハッシュ値を含む管理情報を
管理テーブル２２０から読み出し、読み出した管理情報をハンドラ値判定部２０５へ出力
する。
【０１２７】
ハンドラ値判定部２０５は、利用データベース判定部２０１からデータベースの判定結果
を受け取る。また、ハッシュ値判定部２０４から判定結果を受け取る。一致するハッシュ
値が存在する場合に、そのハッシュ値を含む管理情報を受け取る。受け取った判定結果が
一致するハッシュ値が存在することを示す場合に、受け取った管理情報に含まれる管理情
報に含まれる第１鍵ハンドラ値又は第２鍵ハンドラ値がＮＵＬＬか否か判定する。
【０１２８】
　第１鍵ハンドラ値及び第２鍵ハンドラ値のうちのどちらについて判定するかについては
、利用データベース判定部２０１から受け取ったデータベースの判定結果を用いる。つま
り、データベースの判定結果が、鍵データベースＡの利用を示す場合には、鍵データベー
スＡのリーフの鍵ハンドラ値である第１鍵ハンドラ値について判定する。一方、データベ
ースの判定結果が、鍵データベースＢの利用を示す場合には、鍵データベースＢのリーフ
の鍵ハンドラ値である第２鍵ハンドラ値について判定する。次に、その判定結果を鍵取得
部２０６へ出力する。判定結果がＮＵＬＬでないことを示す場合に、さらに、データベー
スの判定結果が、鍵データベースＡの利用を示す場合には、第１鍵ハンドラ値を鍵取得部
２０６へ出力する。データベースの判定結果が、鍵データベースＢの利用を示す場合には
、第２鍵ハンドラ値を鍵取得部２０６へ出力する。
【０１２９】
　鍵取得部２０６は、ハンドラ値判定部２０５から判定結果を受け取る。受け取った判定
結果がＮＵＬＬでないことを示す場合には、さらに、鍵ハンドラ値を受け取る。次に、迂
路取った鍵ハンドラ値により示される位置から、暗号化鍵を取得し、取得した暗号化鍵を
暗復号処理部１１４の暗復号エンジン部１２４へ出力する。
【０１３０】
　鍵書込部２０９は、鍵データベースＡ１２０又は鍵データベースＢ１２１のノード情報
構造体を更新する。また、新たにノード情報構造体を生成し、生成したノード情報構造体
を鍵データベースＡ１２０又は鍵データベースＢ１２１に追加して書き込む。また、鍵書
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込部２０９は、暗号化鍵を、当該鍵の下位に割り当てて書き込む。
【０１３１】
　管理テーブル更新部２０８は、管理テーブル格納部２０７が管理している管理テーブル
を更新する。
【０１３２】
　１．３　情報処理装置１０の動作説明
　ここでは、情報処理装置１０の動作について説明する。
【０１３３】
　（１）暗復号処理部１１４への鍵のロードの動作及びデータの暗復号の動作
　（ａ）暗復号処理部１１４への鍵のロードの動作について、図７に示すフローチャート
を用いて説明する。
【０１３４】
　鍵管理ソフトウェア１１６は、一例として、アプリケーションプログラムＡ１１７から
図３に示す鍵Ａのロードを要求される（Ｓ４００）。
【０１３５】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、鍵データベースＡ１２０から、指定された鍵Ａに
対応するノードに格納されている暗号化鍵Ａを取得し、取得した暗号化鍵Ａを暗復号処理
部１１４へ出力する（Ｓ４０１）。
【０１３６】
　次に、暗復号処理部１１４は、鍵管理ソフトウェア１１６から暗号化鍵Ａを受け取り、
暗復号エンジン部１２４により、暗号化鍵Ａを、不揮発性メモリ部１２３に格納されてい
るルート鍵１２７を用いて復号し、得られた鍵Ａを鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に
格納する（Ｓ４０２）。
【０１３７】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、暗復号処理部１１４から鍵Ａのロード終了を示す
通知を受け取る（Ｓ４０３）。
【０１３８】
　以上により、暗復号処理部１１４への鍵のロード処理が終了する。
【０１３９】
　鍵Ｃ、鍵Ｄなどの暗復号処理部１１４へのロードについても上記と同様の動作により可
能である。例えば、暗号化鍵Ｃを基にして鍵Ｃを暗復号処理部１１４へロードする場合に
は、上記のステップＳ４００～Ｓ４０３に従って鍵Ａをロードした後に、上記のステップ
Ｓ４００～Ｓ４０３と同様の動作をさせる。その場合に、特に、上記ステップＳ４０１に
おいて、鍵管理ソフトウェア１１６は、鍵データベースＡ１２０から暗号化鍵Ｃを取得し
、ステップＳ４０２において、暗復号処理部１１４は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２
６に格納されている鍵Ａを用いて、暗号化鍵Ｃを復号すればよい。鍵Ｄのロード処理につ
いても同様である。
【０１４０】
　このように、図３に示す鍵Ｃを暗復号処理部１１４へロードするためには、次のように
すればよい。
【０１４１】
　（i）上記のステップＳ４００～Ｓ４０３に従って、鍵Ａをロードする。
【０１４２】
　（ii）鍵Ａがロードされた後に、上記に説明したように、ステップＳ４００～Ｓ４０３
と同様にして、鍵Ｃをロードする。
【０１４３】
　また、図３の鍵データベースＡ１２０のリーフ２３９の鍵Ｉを暗復号処理部１１４へロ
ードするためには、次のようにすればよい。
【０１４４】
　（i）上記のステップＳ４００～Ｓ４０３と同様にして、鍵Ｂをロードする。
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【０１４５】
　（ii）鍵Ｂがロードされた後に、上記のステップＳ４００～Ｓ４０３と同様にして、鍵
Ｆをロードする。この場合、上記ステップＳ４０１において、鍵管理ソフトウェア１１６
は、鍵データベースＡ１２０から暗号化鍵Ｆを取得し、ステップＳ４０２において、暗復
号処理部１１４は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に格納されている鍵Ｂを用いて、
暗号化鍵Ｆを復号する。
【０１４６】
　（iii）鍵Ｆがロードされた後に、上記のステップＳ４００～Ｓ４０３と同様にして、
鍵Ｉをロードする。この場合、上記ステップＳ４０１において、鍵管理ソフトウェア１１
６は、鍵データベースＡ１２０から暗号化鍵Ｉを取得し、ステップＳ４０２において、暗
復号処理部１１４は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に格納されている鍵Ｆを用いて
、暗号化鍵Ｉを復号する。
【０１４７】
　また、アプリケーションプログラムＢ１１８から鍵のロードを要求される場合について
も、上記と同様に動作させればよい。
【０１４８】
　（ｂ）次に、データの暗復号の動作について、図８に示すフローチャートを用いて説明
する。ここでは、図３に示す暗号化されたデータＢ（１４７）を復号する場合を例として
説明する。なお、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６には、鍵Ｆが格納されているものと
する。
【０１４９】
　鍵Ｆが鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に格納された後に、鍵管理ソフトウェア１１
６は、アプリケーションプログラムＡ１１７から暗号化されたデータＢ（１４７）の復号
処理を要求される（Ｓ４１０）。
【０１５０】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、アプリケーションプログラムＡ１１７から暗号化
されたデータＢ（１４７）を受け取り、暗号化されたデータＢ（１４７）を暗復号処理部
１１４へ出力し、鍵Ｆを用いて復号を行うように、暗復号処理部１１４に依頼する（Ｓ４
１１）。
【０１５１】
　次に、暗復号処理部１１４は、暗号化されたデータＢ（１４７）を受け取り、受け取っ
た暗号化されたデータＢ（１４７）を、暗復号エンジン部１２４により、鍵データベース
Ａ用鍵格納部１２６に格納された鍵Ｆを用いて復号し、データＢを出力する（Ｓ４１２）
。
【０１５２】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、暗復号処理部１１４からデータＢを受け取り、デ
ータＢをアプリケーションプログラムＡ１１７へ出力し、復号の完了をアプリケーション
プログラムＡ１１７に通知する（Ｓ４１３）。
【０１５３】
　以上により、復号処理を終了する。
【０１５４】
　なお、データを暗号化する場合にも、上記と同様にすればよい。この場合、ステップ４
１２において、暗復号エンジン部１２４は、鍵格納部に格納された鍵を用いてデータを暗
号化すればよい。
【０１５５】
　（２）データの同期更新処理
　上述したように、アプリケーションプログラムＡ１１７とアプリケーションプログラム
Ｂ１１８とは、データＢを共有している。ここでは、共有しているデータＢを同期して更
新する際の情報処理装置１０の動作について、図９に示すフローチャートを用いて説明す
る。
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【０１５６】
　アプリケーションプログラムＡ１１７が、アプリケーションプログラムＢ１１８と共有
しているデータＢを更新する際に、情報処理装置１０は、次のように動作する。
【０１５７】
　アプリケーションプログラムＡ１１７は、上述したように、鍵管理ソフトウェア１１６
と鍵データベースＡ１２０を用いて、鍵データベースＡ１２０のルートからデータＢに対
応するリーフ１３８までのそれぞれのノードに格納された暗号化鍵を順番に復号させる（
Ｓ２０１）。
【０１５８】
　次に、アプリケーションプログラムＡ１１７は、更新されたデータＢを、ステップＳ２
０１で取得した鍵Ｆで暗号化するように、鍵管理ソフトウェア１１６に依頼し、鍵管理ソ
フトウェア１１６は、管理テーブル２２０を更新する（Ｓ２０２）。なお、このステップ
のさらに詳細な内容については、図１０～図１２を用いて後述する。
【０１５９】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、管理テーブル２２０を用いて、暗号化の対象のデ
ータ（更新する前のデータＢ）が、鍵データベースＡ１２０と鍵データベースＢ１２１と
で共有しているデータであるか否かを判断する（Ｓ２０３）。共有しているデータである
か否かは、次のようにして行う。つまり、鍵管理ソフトウェア１１６は、更新する前のデ
ータＢのハッシュ値をハッシュ値生成部２０３に生成させ、ハッシュ値判定部２０４に生
成したハッシュ値と同じハッシュ値を含む管理情報が管理テーブル２２０に存在するか否
かを判定させ、存在する場合に、ハンドラ値判定部２０５による判定は、次の通りとなる
。
【０１６０】
　ハンドラ値判定部２０５は、この管理情報に含まれる第１鍵ハンドラ値及び第２鍵ハン
ドラ値のうち、指定された側の暗復号システムとは異なるもう一方の側の暗復号システム
の鍵ハンドラ値が、ＮＵＬＬでない場合には、第１の暗復号システム及び第２の暗復号シ
ステムにおいて、共有していると決定する。この場合、ステップＳ２０４へ制御を移す。
【０１６１】
　一方、ハンドラ値判定部２０５は、この管理情報に含まれる第１鍵ハンドラ値及び第２
鍵ハンドラ値のうち、指定された側の暗復号システムとは異なるもう一方の側の暗復号シ
ステムの鍵ハンドラ値が、ＮＵＬＬである場合には、第１の暗復号システム及び第２の暗
復号システムにおいて、共有していないと決定する。この場合、ステップＳ２０６へ制御
を移す。
【０１６２】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、データＢの同期処理で利用する鍵を取得する。つ
まり、相手側の鍵を取得する（Ｓ２０４）。なお、このステップの詳細な内容については
、図１３を用いて後述する。
【０１６３】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、相手側の共有するデータを同期して更新する（Ｓ
２０５）。なお、このステップの詳細な内容については、図１４を用いて後述する。
【０１６４】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６は、上記に述べたようにして、自身の更新されたデー
タＢを暗号化し、暗号化された更新データＢをサブ暗号化データ格納部１２２ａに上書き
で書き込む（ステップＳ２０６）。次に、処理を終了する。
【０１６５】
　なお、上記の説明では、アプリケーションプログラムＡ１１７が、共有データを更新す
ることとして説明を行ったが、アプリケーションプログラムＢ１１８も、同様な方法で、
共有データを更新することができる。
【０１６６】
　ここで、ステップＳ２０３における判定結果及びその後の処理を整理すると次のように
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なる。なお、ここでは、第１鍵ハンドラ値は、指定された側の暗復号システムの鍵ハンド
ラ値であり、第２鍵ハンドラ値は、もう一方の側の暗復号システムの鍵ハンドラ値である
としている。
【０１６７】
　（i）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値と第２鍵ハンドラ値の両方が、Ｎ
ＵＬＬでない場合と判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システム及び第２の暗復号システムの両方が、対象のデー
タを有している。
【０１６８】
　第２の暗復号システムにおける暗号化データの鍵を取得し、取得した鍵を第１の暗復号
システムで暗号化し、第１の暗復号システムで暗号化鍵を記憶する。また、第２の暗復号
システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化
更新データにより暗号化データを上書きする。さらに、第１の暗復号システムにおいて、
更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化更新データにより暗
号化データを上書きする。
【０１６９】
　（ii）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値がＮＵＬＬであり、第２鍵ハンド
ラ値がＮＵＬＬでないと判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システムは、対象のデータを有しておらず、第２の暗復号
システムは、対象のデータを有している。
【０１７０】
　第２の暗復号システムにおける暗号化データの鍵を取得し、取得した鍵を第１の暗復号
システムで暗号化し、第１の暗復号システムで暗号化鍵を記憶する。また、第２の暗復号
システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化
更新データにより暗号化データを上書きする。さらに、第１の暗復号システムにおいて、
更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、生成した暗号化更新データを書き込
む。
【０１７１】
　（iii）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値がＮＵＬＬでなく、第２鍵ハン
ドラ値がＮＵＬＬであると判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システムは、対象のデータを有しており、第２の暗復号シ
ステムは、対象のデータを有していない。
【０１７２】
　第１の暗復号システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、
生成した暗号化更新データにより暗号化データを上書きする。
【０１７３】
　第２の暗復号システムにおける処理はない。
【０１７４】
　（iv）ステップＳ２０３において、第１鍵ハンドラ値がＮＵＬＬであり、第２鍵ハンド
ラ値もＮＵＬＬであると判断された場合
　この場合には、第１の暗復号システムは、対象のデータを有しておらず、第２の暗復号
システムも、対象のデータを有していない。
【０１７５】
　第１の暗復号システムにおいて、更新データを暗号化して暗号化更新データを生成し、
生成した暗号化更新データを書き込む。
【０１７６】
　このケースでは、データの更新ではなく、新規のデータの書き込みである。
【０１７７】
　第２の暗復号システムにおける処理はない。
（３）管理テーブル２２０の更新
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　ここでは、管理テーブル２２０の更新の動作について、図１０～図１２に示すフローチ
ャートを用いて説明する。なお、ここで説明する管理テーブル２２０の更新の動作は、図
９のステップＳ２０２の詳細である。
【０１７８】
　利用データベース判定部２０１は、アプリケーションプログラム（アプリケーションプ
ログラムＡ１１７又はアプリケーションプログラムＢ１１８）から入力されたコマンドを
用いて、入力されたデータ（ノード情報構造体）が、鍵データベースＡ用であるのか、又
は鍵データベースＢ用であるのかを判定する（Ｓ２１１）。アプリケーションプログラム
は、鍵データベースＡ１２０で管理された鍵やデータを利用する場合には、鍵データベー
スＡ１２０用のコマンドとノード情報構造体１５０を利用し、鍵データベースＢ１２１で
管理され鍵やデータを利用する場合には、鍵データベースＢ１２１用のコマンドとノード
情報構造体１６０を利用する。そのため、利用データベース判定部２０１は、アプリケー
ションプログラムから入力されたコマンドを参照して、入力されたデータつまりノード情
報構造体がノード情報構造体１５０であるか、又はノード情報構造体１６０であるかを判
定することにより、鍵データベースＡ１２０用であるのか、又は鍵データベースＢ１２１
用であるのかを判定することが可能である。
【０１７９】
　鍵データベースＡ１２０用である場合、平文データ抽出部２０２は、ノード情報構造体
１５０から平文データとデータハンドラ値とを抽出する（Ｓ２１２）。また、鍵データベ
ースＢ１２１用である場合、平文データ抽出部２０２は、ノード情報構造体１６０からデ
ータハンドラ値を抽出し、ノード情報構造体１６０のリンク先情報により定まる位置から
平文データを抽出する（Ｓ２１３）。
【０１８０】
　次に、ハッシュ値生成部２０３は、抽出された平文データからハッシュ値を生成する（
Ｓ２１４）。
【０１８１】
　次に、ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０に格納された管理情報に含まれ
る平文データのハッシュ値のうち、ステップＳ２１４で生成されたハッシュ値とが一致す
るものが存在するか否かを判断する。具体的には、次のようにする。
【０１８２】
　ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０内で管理情報のエントリ番号を示す変
数Ｎに初期値０を代入する（Ｓ２１５）。ここで、管理テーブル２２０のエントリ番号と
は、管理テーブル２２０に含まれる管理情報を一意に識別する識別情報である。
【０１８３】
　次に、ハッシュ値判定部２０４は、Ｎ番目の管理情報内のハッシュ値が、ステップＳ２
１４で生成したハッシュ値と一致するか否かを確認する（Ｓ２１６）。一致しない場合（
Ｓ２１６でＮＯ）、Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号でなければ
（Ｓ２１８でＮＯ）、Ｎに１を加算し（Ｓ２２０）、ステップＳ２１６へ戻る。
【０１８４】
　Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号であれば（Ｓ２１８でＹＥＳ
）、Ｓ２１９へ制御を移す。
【０１８５】
　Ｎ番目の管理情報内のハッシュ値が、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値と一致す
れば（Ｓ２１６でＹＥＳ）、管理テーブル２２０の同一の管理情報内の一方のデータハン
ドラ値がＮＵＬＬか否かを判断する（Ｓ２１７）。具体的には、ハンドラ値判定部２０５
は、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値と一致する値が格納されている管理テーブル
２２０の管理情報を参照し、その管理情報内の第１及び第２データハンドラ値を参照する
。もし、第１及び第２データハンドラ値のうち、アプリケーションプログラムにより指定
された鍵データベースとは異なるもう一方の鍵データベース用のデータハンドラ値がＮＵ
ＬＬ（空）ならば、もう一方の鍵データベースでは、他のアプリケーションプログラムか
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ら暗号化依頼されているデータを共有していないということを示す。また、もし、アプリ
ケーションプログラムにより指定された鍵データベースとは異なるもう一方の鍵データベ
ース用のデータハンドラ値がＮＵＬＬ（空）でないならば、他のアプリケーションプログ
ラムから暗号化依頼されているデータを共有していることを示す。したがって、一方のデ
ータハンドラ値がＮＵＬＬ（空）ならば、ステップＳ２１９に制御を移す（Ｓ２１７でＹ
ＥＳ）。また、一方のデータハンドラ値のフィールドがＮＵＬＬ（空）でないならば、ス
テップＳ２２１に制御を移す（Ｓ２１７でＮＯ）。
【０１８６】
　ハッシュ値判定部２０４が、管理テーブルに、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値
が存在しないと判定した場合には（Ｓ２１８でＹＥＳ）、又は、管理テーブル２２０の同
一の管理情報内の一方のデータハンドラ値がＮＵＬＬであると判断した場合（Ｓ２１７で
ＹＥＳ）、管理テーブル更新部２０８は、管理テーブル２２０に新たな管理情報を追加し
、その管理情報の各フィールドに、ステップＳ２１４で生成したハッシュ値及びノード情
報構造体のデータハンドラ値を格納する（Ｓ２１９）。次に、当該処理は終了する。
【０１８７】
　次に、管理テーブル更新部２０８は、管理テーブル２２０の管理情報において、指定さ
れた鍵データベースに対応するデータハンドラ値のフィールドに、アプリケーションプロ
グラムから受け取ったノード情報構造体から抽出したデータハンドラ値を格納する（Ｓ２
２１）。たとえば、アプリケーションプログラムＡ１１７が、鍵データベースＡ１２０を
用いて、暗号化処理を要求した場合には、アプリケーションプログラムＡ１１７から受け
取ったノード情報構造体から抽出したデータハンドラ値が、管理テーブル２２０の管理情
報内の鍵データベースＡに対応するデータハンドラ値のフィールドに格納される。
【０１８８】
　次に、鍵取得部２０６は、アプリケーションプログラムから受け取ったノード情報構造
体により示され、データハンドラ値に対応するデータを暗号化するように指定された鍵を
、異なる鍵データベース用鍵格納部に転送する（Ｓ２２２）。例えば、アプリケーション
プログラムＡ１１７から指示された場合には、指定された鍵を鍵データベースＢ用鍵格納
部１２５に転送する。また、アプリケーションプログラムＢ１１８から指示された場合に
は、指定された鍵を鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に転送する。
【０１８９】
　次に、鍵取得部２０６は、指定された鍵データベースとは異なる鍵データベース用の鍵
格納部に、データＢの親ノードに対応する鍵ハンドラにより示される鍵がロードされてい
るか否か確認する（Ｓ２２３）。例えば、アプリケーションプログラムＡ１１７から指示
された場合には、データＢの親ノードに対応する鍵ハンドラにより示される鍵が鍵データ
ベースＢ用鍵格納部１２５にロードされているか否かを確認する。また、アプリケーショ
ンプログラムＢ１１８から指示された場合には、データＢの親ノードに対応する鍵ハンド
ラにより示される鍵が鍵データベースＡ用鍵格納部１２６にロードされているか否かを確
認する。
【０１９０】
　もし、対応する鍵がロードされているならば（Ｓ２２３でＹＥＳ）、改めてロードする
必要がないため、ステップＳ２２５へ制御を移す。もし、対応する鍵がロードされていな
いならば（Ｓ２２３でＮＯ）、鍵取得部２０６は、異なる鍵データベースのルートからデ
ータＢの親ノードまでの暗号化鍵を取得し、暗号化鍵の復号化を繰り返して、データＢを
暗号化する鍵を取得する（Ｓ２２４）。
【０１９１】
　次に、鍵取得部２０６は、データＢの暗号化のために取得した鍵を、データハンドラ値
に対応するデータを暗号化するように指定された鍵を用いて、つまり、ステップＳ２２２
で転送した鍵を用いて暗号化して暗号化鍵を生成する。次に、指定された鍵データベース
が鍵データベースＡの場合には、生成した暗号化鍵を、データＢのノード情報構造体１５
０の鍵のフィールドに格納することにより、鍵データベースＡを更新する。また、指定さ
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れた鍵データベースが鍵データベースＢの場合には、生成した暗号化鍵を、データＢのノ
ード情報構造体１６０のリンク先情報のフィールドに、暗号化鍵が格納された位置を示す
情報を格納することにより、鍵データベースＢを更新する（Ｓ２２５）。次に、処理を終
了する。
【０１９２】
　このような操作によって、データＢと、データＢのノードに対応する鍵ハンドラの鍵と
が、同じノード（リーフ）で管理されることになる。
【０１９３】
　（４）鍵の取得の動作
　鍵の取得の動作について、図１３に示すフローチャートを用いて説明する。なお、ここ
で説明する鍵の取得の動作は、図９のステップＳ２０４の詳細である。
【０１９４】
　ハッシュ値生成部２０３は、抽出された平文データからハッシュ値を生成する（Ｓ２３
１）。
【０１９５】
　次に、ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０に格納されている管理情報内の
ハッシュ値と、ステップＳ２３１で生成されたハッシュ値とが一致するものが存在するか
否かを判断する。具体的には、次のようにして行う。
【０１９６】
　ハッシュ値判定部２０４は、管理テーブル２２０内で管理情報のエントリ番号を示す変
数Ｎに初期値０を代入する（Ｓ２３２）。次に、Ｎ番目の管理情報のハッシュ値が、ステ
ップＳ２３１で生成したハッシュ値と一致するか否かを確認する（Ｓ２３３）。一致しな
い場合（Ｓ２３３でＮＯ）、Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号で
なければ（Ｓ２３８でＮＯ）、Ｎに１を加算し（Ｓ２３９）、ステップＳ２３３へ戻る。
【０１９７】
　Ｎが管理テーブル２２０の終端の管理情報のエントリ番号であれば（Ｓ２３８でＹＥＳ
）、処理を終了する。
【０１９８】
　一致する場合（Ｓ２３３でＹＥＳ）、ハンドラ値判定部２０５は、ステップＳ２３１で
生成したハッシュ値と一致する値が格納されている管理テーブル２２０の管理情報を参照
し、その管理情報内の第１データハンドラ値及び第２データハンドラ値を参照する。すな
わち、鍵データベースＡのリーフのデータハンドラ値と、鍵データベースＢのリーフのデ
ータハンドラ値とを参照する。もし、第１及び第２データハンドラ値が全てＮＵＬＬ（空
）でないならば、もう一方の鍵データベースでも、アプリケーションプログラムから暗号
化依頼されているデータを共有していることを示す。また、もし、第１及び第２データハ
ンドラ値の少なくとも一方がＮＵＬＬ（空）ならば、もう一方の鍵データベースでは、ア
プリケーションプログラムから暗号化依頼されているデータを共有していないことを示す
。したがって、第１及び第２データハンドラ値の少なくとも一方がＮＵＬＬ（空）ならば
（Ｓ２３４でＮＯ）、処理を終了する。
【０１９９】
　また、第１及び第２データハンドラ値のフィールドが全てＮＵＬＬ（空）でないならば
（Ｓ２３４でＹＥＳ）、ハンドラ値判定部２０５は、管理テーブル２２０の前記管理情報
から、指定された鍵管理データベースに対応する鍵ハンドラ値を取得する（Ｓ２３５）。
【０２００】
　次に、鍵取得部２０６は、ステップＳ２３５で取得した鍵ハンドラ値に対応する暗号化
された鍵を取得し、暗号化鍵を暗復号処理部１１４を用いて復号し、取得した鍵を暗復号
処理部１１４の鍵データベースＡ用鍵格納部１２６に鍵をロードする（Ｓ２３６）。また
、ステップＳ２３６における復号処理で用いる鍵は、共有データの暗号化の際に利用する
鍵と同一のため、ステップＳ２３６を行う時点で、暗復号処理部１１４にロードされてい
る。
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【０２０１】
　次に、処理を終了する。
【０２０２】
　（５）共有データの更新の動作
　共有データの更新の動作について、図１４に示すフローチャートを用いて説明する。な
お、ここで説明する共有データの更新の動作は、図９のステップＳ２０５の詳細である。
【０２０３】
　データアクセス部１１９は、図１３に示す鍵の取得の動作において取得した鍵を、異な
る鍵データベース用鍵格納部に転送する（Ｓ２４１）。
【０２０４】
　次に、データアクセス部１１９は、異なる鍵データベース用のノード情報構造体を生成
し、生成したノード情報構造体の各フィールドに値を格納し、修正されたデータを異なる
鍵データベースに格納する（Ｓ２４２）。
【０２０５】
　次に、暗復号エンジン部１２４は、データアクセス部１１９の指示により、ステップＳ
２４１で転送した鍵を用いて、更新データを暗号化する（Ｓ２４３）。
【０２０６】
　そして、共有データのハッシュ値を参照して、管理テーブル２２０の対応する管理情報
を抽出し、抽出した管理情報において、異なる鍵データベースのデータハンドラ値に格納
されている値を参照して、共有データのノードを特定する。次に、異なる鍵データベース
で管理されている共有データのノードの暗号化データを、暗号化された更新データにより
、上書きすることによって、リンクを更新する（Ｓ２４４）。次に、処理を終了する。
【０２０７】
　なお、共有データのハッシュ値はステップＳ２１２やＳ２１３ですでに生成した値を利
用してもよいし、新たに生成してもよい。また、別の更新方法として、鍵データベース及
び暗号化されたデータの各ノードの位置情報を管理する情報が存在するならば、その位置
情報を新たなノード情報構造が格納されている位置を指し示すように変更することでもよ
い。
【０２０８】
　以上により、本実施の形態の情報処理装置１０は、鍵データベースＢ側が格納している
鍵を、鍵データベースＡを含む暗復号システムから直接復号することができる。これによ
り、鍵を鍵データベースＢの木構造をたどって取得する手間が省け、更新されたデータを
高速に同期させることができる。
【０２０９】
　また、同様の態様にすることより、本実施の形態の情報処理装置は、鍵データベースＡ
側が格納している鍵を、鍵データベースＢを含む暗復号システムから直接復号することが
できる。これにより、鍵を鍵データベースＡの木構造をたどって取得する手間が省け、更
新されたデータを高速に同期させることができる。
【０２１０】
　また、本実施の形態の情報処理装置は、共有データの更新時には、共有データノードを
特定してそのノードを更新する。そのため、共有データの更新を行う際に、誤って異なる
ノードのデータを破壊することを防げる。また、共有データを特定された位置に上書きす
るため、古い共有データを確実に破棄することができる。
【０２１１】
　２．実施の形態２
　本発明に係る別の実施の形態としての情報処理装置１０が備える暗復号処理部２６０に
ついて説明する。
【０２１２】
　実施の形態２の情報処理装置１０は、実施の形態１の情報処理装置１０が備える暗復号
処理部１１４に代えて、図１５に示す暗復号処理部２６０を備えている。暗復号処理部２
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６０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４と類似する構成を有している。ここでは、暗
復号処理部１１４との相違点を中心として説明する。
【０２１３】
　暗復号処理部２６０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４が有する不揮発性メモリ部
１２３、暗復号エンジン部１２４、鍵データベースＢ用鍵格納部１２５及び鍵データベー
スＡ用鍵格納部１２６に加えて、さらに、同期専用鍵格納部２６５を備えている。
【０２１４】
　また、実施の形態２では、実施の形態１のステップＳ２２２とＳ２４１において、鍵デ
ータベースＢ用鍵格納部１２５又は鍵データベースＡ用鍵格納部１２６への転送に代えて
、鍵を同期専用鍵格納部２６５に転送して利用する。
【０２１５】
　すなわち、鍵取得部２０６は、アプリケーションプログラムから受け取ったノード情報
構造体により示され、データハンドラ値に対応するデータを暗号化するように指定された
鍵を、同期専用鍵格納部２６５に転送する（Ｓ２２２）。
【０２１６】
　また、データアクセス部１１９は、図１３に示す鍵の取得の動作において取得した鍵を
、同期専用鍵格納部２６５に転送する（Ｓ２４１）。
【０２１７】
　このように、同期専用鍵格納部２６５を備えることによって、データ同期処理において
、実施の形態１の鍵データベースＡ用鍵格納部１２６及び鍵データベースＢ用鍵格納部１
２５を利用する必要がない。したがって、データ同期処理時に、鍵データベースＡ用鍵格
納部１２６や鍵データベースＢ用鍵格納部１２５に格納されている鍵を破棄する必要がな
い。
【０２１８】
　３．実施の形態３
　本発明に係る別の実施の形態としての情報処理装置１０が備える暗復号処理部２７０に
ついて説明する。
【０２１９】
　実施の形態３の情報処理装置１０は、実施の形態１の情報処理装置１０が備える暗復号
処理部１１４に代えて、図１６に示す暗復号処理部２７０を備えている。暗復号処理部２
７０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４と類似する構成を有している。ここでは、暗
復号処理部１１４との相違点を中心として説明する。
【０２２０】
　暗復号処理部２７０は、実施の形態１の暗復号処理部１１４が有する不揮発性メモリ部
１２３及び暗復号エンジン部１２４に加えて、さらに、共用鍵格納部２７３を備えている
。暗復号処理部２７０は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２６及び鍵データベースＢ用鍵
格納部１２５を備えていない。共用鍵格納部２７３は、鍵データベースＡ用鍵格納部１２
６及び鍵データベースＢ用鍵格納部１２５に相当する。
【０２２１】
　共用鍵格納部２７３は、図１６に示すように、鍵テーブル２７４を格納している。
【０２２２】
　鍵テーブル２７４は、図１７に示すように、複数の鍵情報を含む。各鍵情報は、タイプ
及び鍵から構成されている。タイプは、利用する鍵データベースを示す。つまり、鍵デー
タベースＡ用であるか又は鍵データベースＢ用であるかを示す。鍵のフィールドには、上
述した鍵が格納される。
【０２２３】
　実施の形態３の情報処理装置１０では、実施の形態１のステップＳ２２２とＳ２４１に
おいて、鍵を転送する代わりに、鍵テーブル２７４において、利用するデータベースのタ
イプを変更する。
【０２２４】
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　データベースのタイプの変更の一例を、図１７及び図１８を用いて説明する。ここで、
図１７に示す例では、鍵データベースＢにおいて、共有データは、鍵データベースＢの鍵
である“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”で暗号化されているものとする。
【０２２５】
　まず、実施の形態１で説明した方法を用いて、鍵データベースＡで管理されている、鍵
データベースＢの鍵“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、共用鍵格納部２７３にロ
ードする。この時点では、鍵データベースＢの鍵“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”
は、鍵データベースＡで管理されているため、図１７の鍵テーブル２７４において、デー
タベースのタイプは、“データベースＡ用”２７５である。
【０２２６】
　次に、鍵管理ソフトウェア１１６が、暗復号処理部２７０に対して、ロードした鍵“０
ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＢ用に変更するよう指定する。暗
復号処理部２７０は、共用鍵格納部２７３の鍵テーブル２７４において、ロードした鍵“
０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＢ用に変更する（図１８）。図
１８の鍵テーブル２７４において、データベースのタイプは、“データベースＢ用”２７
６となる。
【０２２７】
　そして、鍵管理ソフトウェア１１６は、実施の形態１で説明した方法を用いて、共有デ
ータを更新（同期）する。
【０２２８】
　その後、鍵管理ソフトウェア１１６が、暗復号処理部２７０に対して、ロードした鍵“
０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＡ用に変更するよう指定する。
暗復号処理部２７０は、共用鍵格納部２７３の鍵テーブル２７４において、ロードした鍵
“０ｘＡＡ　０ｘＢＢ　…　０ｘ１１”を、鍵データベースＡ用に変更する（図１７）。
図１７の鍵テーブル２７４において、データベースのタイプは、“データベースＡ用”２
７５となる。
【０２２９】
　このように、共用鍵格納部２７３を備え、鍵テーブル２７４を用いることによって、デ
ータ同期処理において、鍵の転送が不要になる。また、鍵データベースＡと鍵データベー
スＢとで鍵を共用するので鍵の格納に必要な領域のサイズを小さくすることができる。
【０２３０】
　なお、共有データの更新（同期）の後に、鍵データベースのタイプを変更するように指
定しないでもよい。
【０２３１】
　また、共有データの更新（同期）の後に、暗復号処理部２７０は、利用した鍵を破棄し
てもよい。
【０２３２】
　４．その他変形例
　（１）上記の各実施の形態では、鍵データベースＡ１２０及び鍵データベースＢ１２１
は、半導体メモリである第１記憶部１１２に格納されているが、ハードディスクユニット
から構成される第２記憶部１１３に格納されているとしてもよい。
【０２３３】
　（２）上記の各実施の形態では、暗復号処理部１１４を、ハードウェア装置で実現して
いたが、ソフトウェアで実現してもよい。さらに、暗復号処理部１１４を実現するソフト
ウェアは、安全なソフトウェア実行環境で実行されてもよい。
【０２３４】
　（３）上記の各実施の形態において、ステップＳ２２２とステップＳ２４１において、
鍵転送された後に、各鍵格納部から破棄すべき鍵を、ルート鍵で暗号化して、一時的に暗
復号処理部の不揮発性メモリに格納し、同期処理終了後に、再度、暗復号処理部内部の揮
発性メモリにロードしてもよい。なお、同期処理の間は、暗復号処理部に対する、新たな
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処理要求を受け付けないことで、各鍵格納部内部の場所などの情報を変更しないこととす
る。
【０２３５】
　この場合に、暗復号化処理部は、制御部と、第１の暗復号システム用の前記第１鍵を保
持する第１鍵格納部と、第２の暗復号システム用の前記第２鍵を保持する第１鍵格納部と
、前記第１及び第２鍵格納部に保持されている前記第１鍵及び第２鍵を用いて、暗号化す
る暗復号エンジン部とを備える。前記制御部は、前記第１鍵を取得して前記第１鍵格納部
に保持させるにあたって、前記第１鍵格納部の空き領域が不足しているか否かを判断し、
前記第１鍵格納部の空き領域が不足している場合に、前記第１鍵格納部が既に保持してい
る一の鍵を、前記暗復号エンジン部により、暗号化して前記第１鍵格納部の外に退避し、
前記第１鍵格納部において、退避対象の前記鍵が保持されていた領域に、取得した前記第
１鍵を上書きし、前記第１暗復号システムにおける前記第１鍵を用いた暗号化が完了した
後、退避した前記暗号化鍵を、前記暗復号エンジン部により、復号して前記第１鍵が保持
されている領域に上書きする。
【０２３６】
　（４）上記の各実施の形態において、各鍵格納部を固定長サイズのブロック単位で管理
し、鍵の長さに応じて、複数ブロックを用いて鍵を格納してもよい。その場合には、ブロ
ック管理用のブロック管理テーブルを用いて、各鍵格納部を管理してもよい。
【０２３７】
　各鍵格納部を固定長サイズのブロック単位で管理する場合の一例を図１９に示す。図１
９に示す鍵格納部３３０は、固定長サイズの１０個のブロックから構成されており、鍵は
、ブロック単位で管理される。
【０２３８】
　鍵格納部を固定長サイズのブロック単位で管理する場合のブロック管理テーブルの一例
を図２０に示す。図２０に示すブロック管理テーブル３３１は、鍵格納部３３０のどのブ
ロックが、どの鍵データベースの鍵を格納するため利用されているかを示す。ブロック管
理テーブル３３１は、鍵データベースのタイプ及び利用するブロック番号からなる組を複
数個含んで構成されており、データベースのタイプと利用するブロック番号の対応関係の
表を構成している。
【０２３９】
　ブロック管理テーブル３３１は、鍵格納部３３０のブロック＃１及びブロック＃２に格
納された２個のデータを連結してできた連結体が鍵データベースＡ用の一つの鍵であり、
ブロック＃３及びブロック＃４に格納された２個のデータを連結してできた連結体が鍵デ
ータベースＡ用の一つの鍵であり、ブロック＃５、ブロック＃６、ブロック＃７及びブロ
ック＃８に格納された４個のデータを連結してできた連結体が鍵データベースＢ用の一つ
の鍵であり、ブロック＃９に格納されたデータが鍵データベースＢ用の一つの鍵であり、
ブロック＃１０に格納されたデータが鍵データベースＢ用の一つの鍵であることを示す。
【０２４０】
　この構成によると、鍵を保持する領域をブロック単位で効率的に管理することができる
。
【０２４１】
　以上説明したように、情報処理装置は、第１の暗復号システムにおいて復号された鍵を
、第１の暗復号システム用であることを示す第１タイプ情報と対応付けて保持し、第２の
暗復号システムにおいて復号された鍵を、第２の暗復号システム用であることを示す第２
タイプ情報と対応付けて保持する鍵格納部（図１９に示す）を備えている。
【０２４２】
　暗復号化処理部は、第１の暗復号システムにおいては、前記第１タイプ情報と対応付け
られた鍵を用いて復号を行い、第２の暗復号システムにおいては、前記第２タイプ情報と
対応付けられた鍵を用いて暗号化を行う。
【０２４３】
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　情報処理装置は、さらに、第１の暗復号システムにおける復号の結果、第１タイプ情報
と対応付けられて、鍵格納部に保持された鍵について、第１タイプ情報を第２の暗復号シ
ステム用であることを示す第２タイプ情報に書き換えることで、前記鍵を用いた前記更新
データの暗号化を第２の暗復号システムにおいて行わせる制御手段を備える。
【０２４４】
　また、鍵格納部は、所定の容量を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵
それぞれがどのブロックに格納されているかを示すブロック情報を、前記保持する鍵それ
ぞれと対応付けて保持している。
【０２４５】
　（５）上記の各実施の形態において、管理テーブルの各管理情報を、当該管理情報に対
応するリーフの鍵で暗号化して保持してもよい。その場合には、管理テーブルは、管理情
報ごとに分割され、各管理情報は、リーフにより管理される。
【０２４６】
　管理テーブルを、管理情報ごとに分割してリーフで管理する場合の一例を図２１に示す
。アプリケーションプログラムＡ２８０、アプリケーションプログラムＢ２８１、鍵デー
タベースＡ２８３及び鍵データベースＢ２８４は、実施の形態１のアプリケーションプロ
グラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、鍵データベースＡ１２０及び鍵
データベースＢ１２１と同一である。鍵管理ソフトウェア２８２は、鍵データベースＡ２
８３及び鍵データベースＢ２８４を用いて、後述の方法を用いて、管理する。
【０２４７】
　管理テーブルの各管理情報は、当該管理情報に対応するデータを暗号化する鍵が割り当
てられているノードの鍵で暗号化される。図２１に示す一例では、共有されるデータＢに
ついては、鍵データベースＡ２８３において、データＢを暗号化する鍵が割り当てられて
いるノード２８７（リーフ－４）の鍵を用いて、データＢに対応する管理情報が暗号化さ
れて、格納される（２８９）。同様に、共有されるデータＢについては、鍵データベース
Ｂ２８４において、データＢを暗号化する鍵が割り当てられているノード２９３（リーフ
－５）の鍵で、データＢに対応する管理情報が暗号化されて、格納される（２９５）。
【０２４８】
　図２１のデータＢに対応する管理テーブルの管理情報３００を図２２に一例として示す
。管理情報３００を構成する要素は、図６に示す管理テーブル２２０の管理情報を構成す
る要素と同一である。
【０２４９】
　共有データを暗号化するためのリーフの鍵は、共有データの更新時に必ず探索される。
管理テーブルには、他の鍵データベースで管理されているリーフの鍵によって暗号化され
た共有データの位置が記録される。そのため、この管理テーブルにそのようなリーフの鍵
を対応付けることで、同期処理時に更新すべき共有データの位置の探索を簡便化すること
ができる。
【０２５０】
　以上説明したように、管理テーブルは、暗号化データの要約値と各ハンドラ値（位置情
報）とを対応付けて含む。判断部は、暗号化データ格納部に記憶されている暗号化データ
からその要約値を算出し、得られた要約値に対応する各ハンドラ値（位置情報）が管理テ
ーブルに記憶されているか否かを判断する。
【０２５１】
　（６）上記の各実施の形態において、管理テーブルの各管理情報を、暗復号処理部に格
納されているルート鍵を用いて暗号化して保持してもよい。
【０２５２】
　（７）上記の各実施の形態では、アプリケーションプログラムが、データを暗号化する
際に、鍵管理ソフトウェアが管理テーブルを更新しているが、鍵管理ソフトウェアは、そ
れ以外のタイミングで管理テーブルを更新してもよい。
【０２５３】
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　図２３は、アプリケーションプログラム（アプリケーションプログラムＡ又はアプリケ
ーションプログラムＢ）がデータを復号する際に、鍵管理ソフトウェアによる管理テーブ
ルの更新処理を示すフローチャートである。
【０２５４】
　アプリケーションプログラム（ここでは、一例として、アプリケーションプログラムＡ
）は、データＢを復号するように、鍵管理ソフトウェアに要求する（Ｓ５００）。
【０２５５】
　次に、鍵管理ソフトウェアは、復号を要求されたデータＢを格納しているノード情報構
造体から平文データを取得する（Ｓ５０１）。
【０２５６】
　鍵管理ソフトウェアは、アプリケーションプログラムから使用するように指定された鍵
データベースとは異なる鍵データベース用のノード情報構造体に、取得した平文データを
格納する（Ｓ５０２）。
【０２５７】
　鍵管理ソフトウェアは、暗復号エンジン部に対して、ステップＳ５０２で平文データを
格納したノード情報構造体を、アプリケーションプログラムから使用するように指定され
た鍵データベースとは異なる鍵データベースの全てのリーフの鍵で暗号化するように指示
し、暗復号エンジン部は、平文データを格納したノード情報構造体を暗号化する（Ｓ５０
３）。
【０２５８】
　鍵管理ソフトウェアは、ステップＳ５０３で暗号化したノード情報構造体を、アプリケ
ーションプログラムから使用するように指定された鍵データベースとは異なる鍵データベ
ースで暗号化されて管理されているデータと一致するか否かを判断する（Ｓ５０４）。一
致するならば（Ｓ５０４でＹＥＳ）、そのデータは共有データであると判断し、管理テー
ブルを更新し（Ｓ５０５）、管理テーブルの更新を終了する。
【０２５９】
　また、ステップＳ５０４で一致しないと判断された場合には（Ｓ５０３でＮＯ）、管理
テーブルの更新を終了する。
【０２６０】
　なお、ステップＳ５０４における一致するか否かを判断する際には、暗号化データのハ
ッシュ値を用いて比較してもよい。また、暗号化データのハッシュ値を管理テーブルの平
文データのハッシュ値のフィールドに格納してもよい。
【０２６１】
　図２４に、共有データの特定の際に、暗号化データのハッシュ値を用いる場合の管理テ
ーブル３２０の一例を示す。図２４の管理テーブル３２０と図６の管理テーブル２２０と
の違いは、ハッシュ値を生成する対象が、管理テーブル３２０では暗号化データであるの
に対して、管理テーブル２２０では平文データであることである。それ以外の管理テーブ
ルのフィールドは、同一である。
【０２６２】
　図２５に、図２４に示す管理テーブル３２０を用いて、共有データを特定し、同期すべ
きデータの鍵を取得するフローチャートを示す。
【０２６３】
　図２５に示すフローチャートと、実施の形態１で説明した鍵取得のフローチャート（図
１３）との違いは、実施の形態１の鍵取得では、ステップＳ２３１において平文データか
らハッシュ値を生成していることに対して、図２５のフローチャートでは、ステップＳ２
３１ａにおいて暗号化データからハッシュ値を生成することである。
【０２６４】
　図２５のステップＳ２３２以降の処理は、図１３のステップＳ２３２以降の処理と同一
である。
【０２６５】



(83) JP WO2010/041442 A1 2010.4.15

　（８）上記の各実施の形態において、鍵管理ソフトウェアや管理テーブルを、安全なソ
フトウェア実行環境で実行及び管理してもよい。安全なソフトウェア実行環境を実現する
技術として、正当なソフトウェアのみを起動する技術であるセキュアブートを用いてもよ
い。さらに、別の方法で安全なソフトウェア実行環境を構築してもよい。
【０２６６】
　（９）上記の各実施の形態では、ノード情報構造体に含まれる暗号種別として、楕円曲
線暗号方式やＮＴＲＵ暗号方式を指定してもよい。さらに、ノード情報構造体に含まれる
鍵長として、鍵のビット長の指定以外に、あらかじめ定義された定義情報で、鍵長を指定
してもよい。また、暗復号エンジン部は、楕円曲線暗号方式やＮＴＲＵ暗号方式の暗復号
を実現してもよい。
【０２６７】
　（１０）上記の各実施の形態では、ノード情報構造体において、鍵ハンドラ値のフィー
ルドとデータハンドラ値のフィールドとを異なるフィールドを用いて実現したが、同一の
フィールドを用いて実現してもよい。
【０２６８】
　例えば、対応する鍵とデータとが存在する位置を示すために、同一の番号を用い、ノー
ド情報構造体において、当該番号を格納する１個のフィールドのみを設けてもよい。この
番号の一例は、鍵データベースの木構造のノードを識別する識別情報である。
【０２６９】
　この場合に、各鍵データベースにおいて、領域を確保し、この領域に鍵ハンドラ値とデ
ータハンドラ値とを組にして格納する。この領域において、この組の記憶されている位置
を前記の番号により識別するようにする。
【０２７０】
　また、この場合に、各鍵データベースにおいて、鍵ハンドラ値領域を確保し、この鍵ハ
ンドラ値領域に鍵ハンドラ値を格納する。この鍵ハンドラ値領域において、この鍵ハンド
ラ値が記憶されている位置を前記の番号により識別するようにする。また、各鍵データベ
ースにおいて、データハンドラ値領域を確保し、このデータハンドラ値領域にデータハン
ドラ値を格納する。このデータハンドラ値領域において、このデータハンドラ値が記憶さ
れている位置を前記の番号により識別するようにする。
【０２７１】
　（１１）上記の各実施の形態では、ハッシュ値をＳＨＡ－１アルゴリズムを用いて生成
するとしたが、それ以外の方法を用いてもよい。たとえば、SHA-2（SHA-224、SHA-256、S
HA-384、SHA-512）アルゴリズムやＭＤ５（MessageDigest 5）アルゴリズムなどでもよい
。
【０２７２】
　（１２）上記の各実施の形態では、情報処理装置は、一方の暗復号システムが管理する
共有データが更新されると、そのたびに他の暗復号システムが管理する共有データを更新
している。しかし、これに限られるものではなく、共有データを同期するよう指示された
場合に、他の暗復号システムが管理する共有データを更新するとしてもよい。これにより
、他の暗復号システム側で共有データが必要になった時にだけ、その共有データを更新す
ることができるので、更新処理を行う回数を少なくすることができる。
【０２７３】
　図２６に、共有データを同期するよう指示された場合に、他の暗復号システムが管理す
る共有データの更新処理のフローチャートを示す。
【０２７４】
　図２６に示すフローチャートと、実施の形態１で説明したデータ同期のフローチャート
（図９）との違いは、図２６で示すフローチャートにおいて、ステップＳ５１１において
、同期指示があるか否かを判断する判断ステップが追加されたことである。
【０２７５】
　ステップＳ５１１において、同期指示がある場合には、ステップＳ２０１に制御を移す
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。ステップＳ２０１以降の処理は、図９のステップＳ２０１以降の処理と同一である。
【０２７６】
　また、ステップＳ５１１において、同期指示が無い場合には、ステップＳ２０６に制御
を移し、ステップＳ２０６において、自身の更新データＢを暗号化し、次に、処理を終了
する。
【０２７７】
　また、ステップＳ５１１における同期指示の判断では、鍵管理ソフトウェアで管理する
フラグの値や、鍵管理ソフトウェアへのデータ暗復号回数や、鍵管理ソフトウェアの利用
時間などを用いて判断してもよい。
【０２７８】
　また、データアクセス部１１９は、第１の暗復号システムにおいて暗号された更新デー
タを、サブ暗号化データ格納部１２２ａに記憶されている暗号化データに上書きする。そ
の後、同期指示を受け取った場合に、データアクセス部１１９は、第２の暗復号システム
において暗号化された更新データを、サブ暗号化データ格納部１２２ｂに記憶されている
暗号化データに上書きする。
【０２７９】
　（１３）上記の各実施の形態では、情報処理装置における共有データの更新の詳細につ
いては触れていないが、共有データの更新を、暗号化された共有データを復号してから行
うとしてもよい。例えば、コンテンツの利用回数を示す情報のような累積的に変化するよ
うな共有データを管理することができる。利用回数が暗号化されて第１の暗復号システム
及び第２の暗復号システムにおいて保持されている。第１の暗復号システムにおいてコン
テンツを利用する際に、暗号化された利用回数を復号し、利用回数を得、得られ利用回数
から「１」を減じる。次に、「１」を減じた利用回数を再度暗号化する。このとき、第２
の暗復号システムにおいて保持されている暗号化利用回数に、新たな暗号化利用回数を上
書きする。
【０２８０】
　また、暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給されるとしてもよい。つま
り、共有データを更新して得られた更新データが、外部から供給されるとしてもよい。こ
の場合、第１の暗復号システムにおいて、更新データを暗号化して、暗号化更新データを
保持し、第２の暗復号システムにおいても、更新データを暗号化して、暗号化更新データ
を保持する。
【０２８１】
　暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給される情報処理装置のソフトウェ
ア構成を図２７に示す。
【０２８２】
　アプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、鍵デー
タベースＡ１２０、鍵データベースＢ１２１及び暗号化データ格納部１２２は、実施の形
態１のアプリケーションプログラムＡ１１７、アプリケーションプログラムＢ１１８、鍵
データベースＡ１２０、鍵データベースＢ１２１及び暗号化データ格納部１２２と同一で
ある。
【０２８３】
　鍵管理ソフトウェア１１６ａは、図２７に示すように、鍵管理ソフトウェア１１６が有
する利用データベース判定部２０１、平文データ抽出部２０２、ハッシュ値生成部２０３
、ハッシュ値判定部２０４、ハンドラ値判定部２０５、鍵取得部２０６、管理テーブル格
納部２０７、管理テーブル更新部２０８及び鍵書込部２０９に加えて、さらに、データ状
態変更部３２４を含む。
【０２８４】
　データ状態変更部３２４は、暗号化データ格納部１２２に格納されているデータの状態
を管理及び変更する。
【０２８５】
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　暗号化された共有データの更新の指示が外部から供給された際のデータ同期処理につい
て、図２８に示すフローチャートを用いて説明する。
【０２８６】
　鍵管理ソフトウェア１１６ａのデータ状態変更部３２４は、暗号化データ格納部１２２
に格納されている暗号化データＢを復号して、平文データを取得し、アプリケーションプ
ログラムＡ１１７から指定された変更を平文データに反映して、更新データＢを作成する
（Ｓ５２１）。
【０２８７】
　例えば、アプリケーションプログラムＡ１１７は、鍵データベースＡ１２０のリーフに
割り当てられた鍵で暗号化されているデータＢに対して、累積的な変更として、１を減算
するように、鍵管理ソフトウェア１１６ａに指示した場合、データ状態変更部３２４は、
鍵データベースＡ１２０を用いて、暗号化データＢを復号して平文データを取得し、平文
データから１を減算する。そして、減算された結果のデータを更新データＢとする。
【０２８８】
　ステップＳ２０１以降の処理は、図９のステップＳ２０１以降の処理と同一である。
【０２８９】
　なお、図２８のステップＳ２０５において、鍵管理ソフトウェア１１６ａは、暗号化さ
れた更新データＢにより、相手側の暗号化データＢを更新する。
【０２９０】
　（１４）上記の実施の形態で述べた構成要素については、その一部または全てを実現可
能な範囲でソフトウェアとして実装してもよい。この場合、集積回路上に乗せなくてはな
らないハードウェアの量を抑えることができるので、より集積度を向上させることができ
る。
【０２９１】
　（１５）上記の各実施の形態では、アプリケーションプログラムＡが鍵データベースＡ
を用い、アプリケーションプログラムＢが鍵データベースＢを用い、また、不揮発性メモ
リ部１２３には、鍵データベースＡ用のルート鍵及び鍵データベースＢ用のルート鍵が記
憶され、暗復号処理部には、鍵データベースＡ用鍵格納部及び鍵データベースＢ用鍵格納
部が存在するとしているが、これには限定されない。
【０２９２】
　情報処理装置には、ｎ（ｎは、３以上の正整数）個のアプリケーションプログラムが記
憶され、ｎ個の鍵データベースが保持され、ｎ個のアプリケーションプログラムは、それ
ぞれ、ｎ個の鍵データベースに対応し、アプリケーションプログラムは、対応する鍵デー
タベースを用い、不揮発性メモリ部１２３には、ｎ個の鍵データベース用のルート鍵が記
憶され、暗復号処理部には、ｎ個の鍵データベース用の鍵格納部が存在し、暗号化データ
格納部は、ｎ個のサブ暗号化データ格納部を備えるとしてもよい。
【０２９３】
　この場合に、情報処理装置は、それぞれデータを暗号化して保管するｎ個の暗復号シス
テムを有し、この情報処理装置は、ｎ個の暗復号システムのうちのいずれか一の暗復号シ
ステムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得部と、前記対象データが、他の
暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを判断する判断部と、保管さ
れていると判断する場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化データの
鍵を取得する鍵取得部と、前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵データベース（
鍵記憶手段）と、前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得
した前記鍵を前記鍵データベースに書き込む鍵書込部とを備えるとしてもよい。
【０２９４】
　（１６）本発明の第１の態様に係る情報処理装置は、第１システムと第２システムとが
動作する情報処理装置であって、前記第１システムと前記第２システムとは、データを暗
号化して管理する互いに独立したシステムであり、前記情報処理装置は、前記第１システ
ムと前記第２システムとの間で共有される共有データを前記第１システム用の鍵である第
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１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第１データ格納部と、前記共有データ
を前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第
２データ格納部と、前記第１システム用の鍵として、前記第１暗号鍵を用いて暗号化され
た前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部と、前記第１システムと前記第２システムとを
制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記第１データ格納部に格納されている暗号化
共有データの更新が指示されると、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して
前記第１データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応す
る第１復号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御
し、前記第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して
前記第２データ格納部に記録することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２
システムを制御するものである。
【０２９５】
　これによると、本態様の情報処理装置は、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗
号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵
に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システ
ムを制御し、前記第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗
号化して前記第２データ格納部に記録する。これにより、本態様の情報処理装置は、第２
のシステムの持つ第２暗号鍵を、第１のシステムから直接復号することができる。これに
より、第２のシステムに第２暗号鍵を取得する手間が省け、更新されたデータを高速に同
期させることができる。
【０２９６】
　また、本発明の第２の態様に係る情報処理装置において、前記制御部は、更に、前記第
２データ格納部における前記暗号化共有データの位置を特定し、前記第２暗号鍵で前記更
新された共有データを前記特定された位置に上書きするよう前記第２システムを制御する
ものである。
【０２９７】
　これによると、暗号化共有データの位置を特定するため、暗号化共有データの更新を行
う際に、誤って異なるデータを破壊することを防げる。また、共有データを特定された位
置に上書きするため、古い共有データを確実に破棄することができる。
【０２９８】
　また、本発明の第３の態様に係る情報処理装置は、さらに、暗号化された前記共有デー
タの前記第２データ格納部における位置を示す情報を、前記第１復号鍵と対応付けて管理
する共有データ管理部を備え、前記制御部は、前記第１復号鍵に対応付けられた前記情報
を基に、前記第２データ格納部における前記暗号化共有データの所在を特定し、前記位置
に前記第２更新データを上書きするよう、前記第２システムを制御するものである。
【０２９９】
　これによると、共有データの第２データ格納部における位置を示す情報を、第１復号鍵
と対応付けて管理する。第１復号鍵は、共有データの更新時に必ず探索される情報である
。本態様では、暗号化共有データの位置、すなわち、更新すべき共有データの位置をその
ような第１復号鍵に対応付けているため、共有データの位置の探索を簡便化することがで
きる。
【０３００】
　また、本発明の第４の態様に係る情報処理装置は、さらに、暗号化された前記共有デー
タの前記第２データ格納部における位置を示す情報を、前記共有データの要約値と対応付
けて管理する共有データ管理部を備え、前記制御部は、前記第１データ格納部に格納され
ている暗号化共有データを前記第１復号鍵を用いて復号し、復号により得た共有データに
ついての要約値を計算し、前記要約値を用いて前記共有データ管理部の管理する情報を参
照することで、前記第２データ格納部における前記暗号化共有データの位置を特定し、前
記位置に前記第２更新データを上書きするよう、前記第２システムを制御するものである
。
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【０３０１】
　これによると、第２データ格納部における位置を示す情報を、前記共有データの要約値
として対応づけて管理する。共有データの要約値はデータサイズを小さくすることができ
るため、小さなサイズのデータで管理することができる。また、共有データの要約値と対
応付けて管理するため、共有データが改竄されている場合は正しい要約値が得られなくな
り、共有データの位置も特定できない。これにより、不正な読み出しを防止することがで
きる。
【０３０２】
　また、本発明の第５の態様に係る情報処理装置は、さらに、暗号化された前記共有デー
タの前記第２データ格納部における位置を示す情報を、前記第１データ格納部に格納され
ている暗号化共有データの要約値と対応付けて管理する共有データ管理部を備え、制御部
は、前記第１データ格納部に格納されている前記暗号化共有データの要約値を計算し、前
記要約値を用いて前記共有データ管理部の管理する情報を参照することで、前記第２デー
タ格納部における前記暗号化共有データの位置を特定し、前記位置に前記第２更新データ
を上書きするよう、前記第２システムを制御するものである。
【０３０３】
　これによると、第２データ格納部における位置を示す情報を、前記第１データ格納部に
格納されている暗号化共有データの要約値として対応づけて管理する。暗号化共有データ
の要約値はデータサイズを小さくすることができるため、小さなサイズのデータで管理す
ることができる。また、暗号化共有データの要約値と対応付けて管理するため、暗号化共
有データが改竄されている場合は正しい要約値が得られなくなり、暗号化共有データの位
置を特定できない。これにより、不正な読み出しを防止することができる。
【０３０４】
　また、本発明の第６の態様に係る情報処理装置は、更に、前記第２システム用の鍵とし
て、前記第２暗号鍵を用いて暗号化された前記第１暗号鍵を格納する第２鍵格納部を備え
、前記制御部は、更に、前記第２データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新
が指示されると、更新された共有データを前記第２暗号鍵で暗号化して前記第２データ格
納部に記録し、前記暗号化された第１暗号鍵を前記第２暗号鍵に対応する第２復号鍵を用
いて復号して前記第１暗号鍵を生成するよう、前記第２システムを制御し、前記第２シス
テムで生成された第１暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第１データ格
納部に記録することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第１システムを制御す
るものである。
【０３０５】
　これによると、第２システムに対しても、共有データの同期を行うことができる。
【０３０６】
　また、本発明の第７の態様に係る情報処理装置において、前記制御部は、前記第１デー
タ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示されると、さらに、前記第１デ
ータ格納部に格納されている暗号化共有データを、前記第１復号鍵を用いて復号し、前記
復号された共有データを前記更新された共有データに更新するよう、前記第１システムを
制御するものである。
【０３０７】
　これによると、共有データを復号してから更新することができる。これにより、例えば
、コンテンツの利用回数を示す情報のような累積的に変化するような共有データを管理す
ることができる。
【０３０８】
　また、本発明の第８の態様に係る情報処理装置において、前記制御部は、前記第１デー
タ格納部に格納されている暗号化共有データが更新された後、前記第１システムと前記第
２システムとの間で前記共有データを同期するよう指示された場合に、前記第１システム
で生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部
に記録し、前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システムを制御するものであ
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る。
【０３０９】
　これによると、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データが更新された
後、前記第１システムと前記第２システムとの間で前記共有データを同期するよう指示さ
れた場合に、第２システムの共有データを更新する。これにより、第２システムで更新さ
れた共有データが必要になった時にだけ、第２システムの共有データを更新することがで
きるので、更新処理を行う回数を削減することができる。
【０３１０】
　また、本発明の第９の態様に係る情報処理装置は、更に、前記第１復号鍵を含む前記第
１システム用の鍵を階層構造で管理する階層管理部を備え、前記階層構造において、各鍵
の下位には前記各鍵を用いて復号できるよう暗号化された鍵が割り当てられており、前記
階層管理部は、暗号化された前記第２暗号鍵を前記第１復号鍵の下位に対応付けて管理す
るものである。
【０３１１】
　これによると、第１システムは、木構造等の階層構造で管理された鍵データベースを利
用することができる。
【０３１２】
　また、本発明の第１０の態様に係る情報処理装置は、さらに、前記第１システムが管理
するデータを利用するソフトウェアを動作させる動作部を備え、前記制御部は、前記デー
タ格納部に格納されている暗号化共有データの更新の指示を前記ソフトウェアから受け付
けるものである。
【０３１３】
　これによると、第１システムをアプリケーションから利用することができる。
【０３１４】
　また、本発明の第１１の態様に係る情報処理装置は、更に、前記第１システムが復号し
た鍵を、前記第１システム向けであることを示す情報と対応付けて保持し、前記第２シス
テムが復号した鍵を、前記第２システム向けであることを示す情報と対応付けて保持する
保持部を備え、前記第１システムは、前記第１システム向けであることを示す情報と対応
付けられた鍵を用いて復号を行い、前記第２システムは、前記第２システム向けであるこ
とを示す情報と対応付けられた鍵を用いて暗号化を行い、前記制御部は、前記第１システ
ムによる復号の結果、前記第１システム向けであることを示す情報と対応付けられて前記
保持手段に保持された第２暗号鍵について、前記情報を前記第２システム向けであること
を示す情報に書き換えることで、前記第２暗号鍵を用いた前記更新された共有データの暗
号化を前記第２システムに行わせるものである。
【０３１５】
　これによると、制御部は、前記第１システムによる復号の結果、前記第１システム向け
であることを示す情報と対応付けられて前記保持手段に保持された第２暗号鍵について、
前記情報を前記第２システム向けであることを示す情報に書き換えることで、前記第２暗
号鍵を用いた前記更新された共有データの暗号化を前記第２システムに行わせる。したが
って、暗復号に用いる鍵の格納に必要な領域のサイズを小さくすることができる。また、
暗復号に用いる鍵を復号化した状態で保持しつづけるため、鍵の復号回数を削減すること
ができる。
【０３１６】
　また、本発明の第１２の態様に係る情報処理装置において、前記保持部は、所定の容量
を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵それぞれがどのブロックに格納さ
れているかを示す情報を、前記保持する鍵それぞれと対応付けて保持するものである。
【０３１７】
　この構成によると、鍵を保持する領域をブロック単位で効率的に管理することができる
。
【０３１８】
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　また、本発明の第１３の態様に係る情報処理装置において、前記情報処理装置は、更に
、前記第２システム向けの鍵を保持する保持部を備え、前記第２システムは、前記保持部
の保持する鍵を用いて暗号化を行い、前記制御部は、前記第２暗号鍵を前記保持部に保持
させることで、前記第２システムに前記更新後の共有データの暗号化を行わせ、前記第２
暗号鍵を前記保持部に保持させるにあたって、前記保持部の空き領域が不足している場合
には、前記保持部が既に保持している鍵を暗号化して前記保持部の外に退避し、退避した
前記鍵が保持されていた領域に前記第２暗号鍵を上書きし、前記第２システムによる前記
第２更新データの生成が完了した後、退避した前記鍵を復号して前記第２暗号鍵が保持さ
れている領域に上書きするものである。
【０３１９】
　この構成によると、制御部は、第２暗号鍵を前記保持部に保持させるにあたって、前記
保持部の空き領域が不足している場合には、前記保持部が既に保持している鍵を暗号化し
て前記保持部の外に退避し、退避した前記鍵が保持されていた領域に前記第２暗号鍵を上
書きし、前記第２システムによる前記第２更新データの生成が完了した後、退避した前記
鍵を復号して前記第２暗号鍵が保持されている領域に上書きする。したがって、保持部に
十分な空き領域がない場合であっても、共有データの更新ができる。また、保持部外に鍵
を対比する際には暗号化を行うので、保持部の外で鍵を奪うなどの攻撃から鍵を保護する
ことができる。
【０３２０】
　また、本発明の第１４の態様に係る情報処理方法は、第１システムと第２システムとが
動作する情報処理装置で用いられる情報処理方法であって、前記第１システムと前記第２
システムとは、データを暗号化して管理する互いに独立したシステムであり、前記情報処
理装置は、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有される共有データを前記第
１システム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第１データ
格納部と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗号化した暗号
化共有データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用の鍵として、前記第１
暗号鍵を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部とを備え、前記情報
処理方法は、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示され
ると、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録
し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号し
て前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成
された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録
することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システムを制御するものであ
る。
【０３２１】
　また、本発明の第１５の態様に係る情報処理プログラムは、第１システムと第２システ
ムとが動作する情報処理装置で用いられる情報処理プログラムであって、前記第１システ
ムと前記第２システムとは、データを暗号化して管理する互いに独立したシステムであり
、前記情報処理装置は、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有される共有デ
ータを前記第１システム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納す
る第１データ格納部と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗
号化した暗号化共有データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用の鍵とし
て、前記第１暗号鍵を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部とを備
え、前記情報処理プログラムは、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有デー
タの更新が指示されると、更新された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１
データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復
号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記
第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２
データ格納部に記録することで前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システム
を制御するものである。
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【０３２２】
　本発明の第１６の態様に係る情報処理プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録
媒体に記録されているものである。
【０３２３】
　本発明の第１７の態様に係る情報処理集積回路は、第１システムと第２システムとが動
作する情報処理装置で用いられる集積回路であって、前記第１システムと前記第２システ
ムとは、データを暗号化して管理する互いに独立したシステムであり、前記情報処理装置
は、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有される共有データを前記第１シス
テム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第１データ格納部
と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗号鍵で暗号化した暗号化共有
データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用の鍵として、前記第１暗号鍵
を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納部とを備え、前記集積回路は
、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示されると、更新
された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗
号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２
暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成された第２
暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録することで
前記暗号化共有データを更新するよう、前記第２システムを制御するものである。
【０３２４】
　また、本発明の一の実施態様である情報処理装置は、第１システムと第２システムとが
動作する情報処理装置であって、前記第１システムと前記第２システムとの間で共有され
る共有データを前記第１システム用の鍵である第１暗号鍵で暗号化した暗号化共有データ
を格納する第１データ格納部と、前記共有データを前記第２システム用の鍵である第２暗
号鍵で暗号化した暗号化共有データを格納する第２データ格納部と、前記第１システム用
の鍵として、前記第１暗号鍵を用いて暗号化された前記第２暗号鍵を格納する第１鍵格納
部と、前記第１システムと前記第２システムとを制御する制御部とを備え、前記制御部は
、前記第１データ格納部に格納されている暗号化共有データの更新が指示されると、更新
された共有データを前記第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗
号化された第２暗号鍵を前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２
暗号鍵を生成するよう、前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成された第２
暗号鍵で前記更新された共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録することを
特徴とする。
【０３２５】
　このような構成により、本発明に関する情報処理装置は、更新された共有データを前記
第１暗号鍵で暗号化して前記第１データ格納部に記録し、前記暗号化された第２暗号鍵を
前記第１暗号鍵に対応する第１復号鍵を用いて復号して前記第２暗号鍵を生成するよう、
前記第１システムを制御し、前記第１システムで生成された第２暗号鍵で前記更新された
共有データを暗号化して前記第２データ格納部に記録する。この構成により、本発明に関
する情報処理装置は、第２のシステムの持つ第２暗号鍵を、第１のシステムから直接復号
することができる。これにより、第２のシステムに第２暗号鍵を取得する手間が省け、更
新されたデータを高速に同期させることができる。
【０３２６】
　（１７）上記の実施の形態で述べた構成要素については、１個のシステムＬＳＩ（Ｌａ
ｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）から構成されていると
してもよい。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造された超
多機能ＬＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構
成されるコンピュータシステムである。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラムが記憶
されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作
することにより、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０３２７】
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　また、上記の各装置を構成する構成要素の各部は、個別に１チップ化されていても良い
し、一部又は全てを含むように１チップ化されてもよい。この場合、上記の構成要素をソ
フトウェアで実装するよりも処理を高速化することができる。
【０３２８】
　（１８）システムＬＳＩは集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウル
トラＬＳＩと呼称されることもあるが、システムＬＳＩを上記のいずれの集積度で実現し
た場合も本発明に含まれることは言うまでもない。また、ＬＳＩ製造後に、プログラムす
ることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａ
ｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロ
セッサを利用しても良い。
【０３２９】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて構成要素の集積化を行ってもよい。バイ
オ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０３３０】
　（１９）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱着可能なＩ
Ｃカードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ＩＣカードまた
は前記モジュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成されるコンピュ
ータシステムである。前記ＩＣカードまたは前記モジュールは、上記の超多機能ＬＳＩを
含むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作す
ることにより、前記ＩＣカードまたは前記モジュールは、その機能を達成する。このＩＣ
カードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
【０３３１】
　（２０）また、本発明は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号をコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙＤ
ｉｓｃ）、半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に
記録されている前記デジタル信号であるとしてもよい。
【０３３２】
　また、本発明は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号を、電気通信回
線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等
を経由して伝送するものとしてもよい。
【０３３３】
　また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって
、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッサ
は、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。
【０３３４】
　また、前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送すること
により、または前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記ネットワーク等を経由して
移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
【０３３５】
　（２１）これらの実施の形態および変形例の組合せであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０３３６】
　本発明にかかる複数の木構造の鍵データベースの鍵で保護されたデータを管理する鍵管
理ソフトウェアにおける、鍵使用の高速化手法は、２つの鍵データベースを用いて同一の
データを同期する際に、あらかじめ設定された別鍵データベースの鍵を利用して、別デー
タベースで管理するデータを更新するため、鍵の復号回数を削減するという効果を有する
。そのため、高速なデータ同期を行う機器等の分野で特に有効である。
【符号の説明】
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【０３３７】
　　　１０　　情報処理装置
　　１１１　　ＣＰＵ
　　１１２　　第１記憶部
　　１１３　　第２記憶部
　　１１４　　暗復号処理部
　　１１５　　バス
　　１１６　　鍵管理ソフトウェア
　　１１７　　アプリケーションプログラムＡ
　　１１８　　アプリケーションプログラムＢ
　　１１９　　データアクセス部
　　１２０　　鍵データベースＡ
　　１２１　　鍵データベースＢ
　　１２２　　暗号化データ格納部
　　１２３　　不揮発性メモリ部
　　１２４　　暗復号エンジン部
　　１２５　　鍵データベースＢ用鍵格納部
　　１２６　　鍵データベースＡ用鍵格納部
　　２０１　　利用データベース判定部
　　２０２　　平文データ抽出部
　　２０３　　ハッシュ値生成部
　　２０４　　ハッシュ値判定部
　　２０５　　ハンドラ値判定部
　　２０６　　鍵取得部
　　２０７　　管理テーブル格納部
　　２０８　　管理テーブル更新部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれデータを暗号化して保管する複数の暗復号システムを有する情報処理装置であ
って、
　一の暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、
　前記対象データが、他の暗復号システムにおいて暗号化されて保管されているか否かを
判断する判断手段と、
　保管されていると判断する場合に、他の暗復号システムにおいて保管されている暗号化
データの鍵を取得する鍵取得手段と、
　前記一の暗復号システムにおいて用いられる鍵記憶手段と、
　前記一の暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、取得した前記鍵を前
記鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
する情報処理装置であって、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断手段と、
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　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記暗号化データと
して、前記第２鍵を用いて前記対象データを暗号化して生成した第２暗号化対象データを
記憶している第２データ格納手段を備え、
　前記判断手段は、前記暗号化データとしての前記第２暗号化対象データが、前記第２デ
ータ格納手段に記憶されているか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第１暗復号システムにおいて、前記第１鍵を用いて
前記対象データを暗号化して第１暗号化対象データを生成し、
　前記情報処理装置は、さらに、
　前記第１暗復号システムにおける第１データ格納手段と、
　生成した前記第１暗号化対象データを前記第１データ格納手段に書き込むデータ書込手
段と
　を備えることを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、さらに、
　前記対象データに対応付けて、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データが記
憶されている位置を示す位置情報を含む管理テーブルを記憶しているテーブル記憶手段を
備え、
　前記判断手段は、前記対象データに対応する位置情報が前記管理テーブルに記憶されて
いるか否かを判断することにより、前記暗号化データが前記第２暗号化手段において記憶
されているか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データ取得手段は、さらに、前記対象データの更新の指示を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記指示に係る前記対象データを暗号化して生成した暗号化
データが、前記第２暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、
　前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する場合に、前記第１鍵記憶手段か
ら前記暗号化第２鍵を取得し、
　前記暗復号化手段は、さらに、取得した前記暗号化第２鍵を復号して第２鍵を生成し、
生成した第２鍵を用いて、前記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して
第２暗号化更新データを生成し、
　前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第２暗号化更新データを、前記第２デー
タ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象データに上書きする
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記暗復号化手段は、前記第１鍵に対応する復号鍵を用いて、前記暗号化第２鍵を復号
する
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記管理テーブルは、前記対象データに対応付けて、さらに、前記第１鍵に対応する復
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号鍵が記憶されている位置を示す鍵位置情報を含み、
　前記暗復号手段は、前記鍵位置情報により示される位置から取得した前記復号鍵を用い
る
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第１鍵を用いて、前記更新データを暗号化して第１
暗号化更新データを生成し、
　前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１デー
タ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記データ書込手段は、前記第１暗号化更新データを前記第１データ格納手段に記憶さ
れている前記第１暗号化対象データに上書きした後、同期指示を受け取った場合に、前記
第２暗号化更新データを、前記第２データ格納手段に記憶されている前記第２暗号化対象
データに上書きする
　ことを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記管理テーブルに含まれる前記位置情報は、前記第２データ格納手段において前記第
２暗号化対象データが記憶されている位置を示し、
　前記データ書込手段は、前記位置情報により示される位置において、前記第２暗号化更
新データを書き込む
　ことを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号
化対象データを復号して、対象データを生成し、生成した対象データを基にして得られた
更新データを暗号化する
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記管理テーブルは、前記対象データの要約値と前記位置情報とを対応付けて含み、
　前記判断手段は、前記対象データからその要約値を算出し、得られた要約値に対応する
前記位置情報が前記管理テーブルに記憶されているか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記管理テーブルは、前記第１暗号化対象データの要約値と前記位置情報とを対応付け
て含み、
　前記判断手段は、第１データ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データから
その要約値を算出し、得られた要約値に対応する前記位置情報が前記管理テーブルに記憶
されているか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記情報処理装置は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて用いられる第２鍵記憶
手段を備え、
　前記データ取得手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおける暗号化の対象データ
を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記
第１暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、
　前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する場合に、前記第１暗復号システ
ムにおいて前記暗号化データを暗号化するために用いられる第１鍵を取得し、
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記対象データを暗
号化するために用いられる第２鍵を用いて、取得した前記第１鍵を暗号化して暗号化第１
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鍵を生成し、
　前記鍵書込手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記対象データに対応
付けて、生成した前記暗号化第１鍵を前記第２鍵記憶手段に書き込む
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記暗復号化手段は、さらに、前記第２暗復号システムにおいて、前記第２鍵を用いて
前記対象データを暗号化して第２暗号化対象データを生成し、
　前記情報処理装置は、さらに、
　前記第２暗復号システムにおける第２データ格納手段と、
　生成した前記第２暗号化対象データを前記第２データ格納手段に書き込むデータ書込手
段と
　を備えることを特徴とする請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記データ取得手段は、さらに、前記対象データの更新の指示を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記指示に係る前記対象データを暗号化して生成した暗号化
データが、前記第１暗復号システムにおいて記憶されているか否かを判断し、
　前記鍵取得手段は、さらに、記憶されていると判断する場合に、前記第２鍵記憶手段か
ら前記暗号化第１鍵を取得し、
　前記暗復号化手段は、さらに、取得した前記暗号化第１鍵を復号して第１鍵を生成し、
生成した第１鍵を用いて、前記対象データの更新により得られた更新データを暗号化して
第１暗号化更新データを生成し、
　前記データ書込手段は、さらに、生成した前記第１暗号化更新データを、前記第１デー
タ格納手段に記憶されている前記第１暗号化対象データに上書きする
　ことを特徴とする請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記第１鍵記憶手段は、第１暗復号システムにおいて、鍵を階層構造により管理し、階
層構造の各鍵の下位には、当該鍵を用いて復号できるように暗号化された鍵が割り当てら
れており、
　鍵書込手段は、前記暗号化第２鍵を、前記第２鍵の下位に割り当てて書き込む
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記情報処理装置は、さらに、第１暗復号システムにおける暗号化データを利用するア
プリケーションプログラムに従って動作するプロセッサを備えており、
　前記アプリケーションプログラムは、暗号化の対象データを出力する命令を含み、
　前記プロセッサは、前記データ取得手段に対して、暗号化の対象データを出力する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システムにおいて復号された鍵を、前記
第１暗復号システム用であることを示す第１タイプ情報と対応付けて保持し、前記第２暗
復号システムにおいて復号された鍵を、前記第２暗復号システム用であることを示す第２
タイプ情報と対応付けて保持する鍵格納手段を備え、
　前記暗復号化手段は、前記第１暗復号システムにおいては、前記第１タイプ情報と対応
付けられた鍵を用いて復号を行い、
　前記暗復号化手段は、前記第２暗復号システムにおいては、前記第２タイプ情報と対応
付けられた鍵を用いて暗号化を行い、
　前記情報処理装置は、さらに、前記第１暗復号システムにおける復号の結果、前記第１
タイプ情報と対応付けられて前記鍵格納手段に保持された鍵について、前記第１タイプ情
報を前記第２暗復号システム用であることを示す前記第２タイプ情報に書き換えることで
、前記鍵を用いた前記更新データの暗号化を前記第２暗復号システムにおいて行わせる制
御手段を備える
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　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記鍵格納手段は、所定の容量を持つ複数のブロックから構成されており、保持する鍵
それぞれがどのブロックに格納されているかを示すブロック情報を、前記保持する鍵それ
ぞれと対応付けて保持している
　ことを特徴とする請求項２０に記載の情報処理装置。
【請求項２２】
　前記暗復号化手段は、
　制御部と、
　前記第１暗復号システム用の前記第１鍵を保持する鍵格納部と、
　前記鍵格納部に保持されている前記第１鍵を用いて、暗号化する暗復号エンジン部とを
備え、
　前記制御部は、前記第１鍵を取得して前記鍵格納部に保持させるにあたって、前記鍵格
納部の空き領域が不足している場合に、前記鍵格納部が既に保持している一の鍵を、前記
暗復号エンジン部により、暗号化して前記鍵格納部の外に退避し、前記鍵格納部において
、退避対象の前記鍵が保持されていた領域に取得した前記第１鍵を上書きし、前記第１暗
復号システムにおける前記第１鍵を用いた暗号化が完了した後、退避した前記暗号化鍵を
、前記暗復号エンジン部により、復号して前記第１鍵が保持されている領域に上書きする
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項２３】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
し、前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段を備える情報処理装置に
おいて用いられる方法であって、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと
、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断ステップと、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得ステップと、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化ステップ
と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
し、前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段を備える情報処理装置に
おいて用いられるコンピュータプログラムであって、
　コンピュータである前記情報処理装置に、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得ステップと
、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断ステップと、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得ステップと、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化ステップ
と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
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第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込ステップと
　を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記コンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてい
ることを特徴とする請求項２４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　それぞれデータを暗号化して記憶する第１暗復号システム及び第２暗復号システムを有
する集積回路であって、
　前記第１暗復号システムにおける暗号化の対象データを取得するデータ取得手段と、
　前記対象データを暗号化して生成した暗号化データが、前記第２暗復号システムにおい
て記憶されているか否かを判断する判断手段と、
　記憶されていると判断する場合に、前記第２暗復号システムにおいて前記暗号化データ
を暗号化するために用いられる第２鍵を取得する鍵取得手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて用いられる第１鍵記憶手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データを暗号化するために用いられる第１
鍵を用いて、取得した前記第２鍵を暗号化して暗号化第２鍵を生成する暗復号化手段と、
　前記第１暗復号システムにおいて、前記対象データに対応付けて、生成した前記暗号化
第２鍵を前記第１鍵記憶手段に書き込む鍵書込手段と
　を備えることを特徴とする集積回路。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】
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