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(57) 要約 [課題 ] 情報の盗難若 し は漏洩を確実に防止するためのシステムを提供することである。 解決手
段 ] 情報の登録先を決定する情報登録先決定 I5 2 と、分散単位情報を生成する分散単位情報生成 I5 3 と、分散単
位情報生成 I5 3 と接続可能な複数のス トレージグリッド とからな り、分散単位情報生成 I5 3 は、元子一タを多重
化するとともに、個 の分散単位情報 に、元子一タを構成する全要素が含まれないよ にするとともに、同一の
要素が重複 しないよ にして、上記多重化 した子一タを、複数の分散単位情報に分割 して複数の分散単位情報を生
成 し、情報登録先決定部が生成 した、分散単位情報とその登録先であるス トレージグ リッドとの対応関係にかかわ
る管理情報に基づいて、上記分散単位情報を個 のス トレージグ リッドに登録する。



明 細 苫

吉報管理システムおよび日音号ィビシステム

ま支術分野

０００1 この発明は、電子清報の盗難若しくは侃洩を確実に防止するためのンステムに関

する。

背月沌支 村

０００2 電子文菩化した機密 清報か、盗まれたり破壊されたりすることかないょうにするため

、様々な対策か採られている。例えは、上記機密 清報に、簡卓にアクセスてきないょ

うにし、アクセス時には甜柾清報の入力を大める方怯か知られている。

また、テータにアクセスされたり、あるいはインターセプトされたりしても、内容か知ら

れないょうに、元テータを暗号化してから登録したり、暗号化と、甜柾の両方を利用し

たりしている。

特井文献 1 特開平 ０ ０595 号公報

発明の開ぅ示

発明が解 央しようとする裸題

０００3 しかしなから、従来から知られているいすれのンステムも、不正アクセスを完全に防

止することはてきす、しかも、不正アクセスされた場合には、暗号化清報も解抗されて

しまうことかあった。そこて、現状ては、たとえ、不正にアクセスされても、清報か侃洩

しないンステムか大められている。

０００4 この発明の目的は、電子清報の盗難若しくは侃洩を確実に防止するためのンステ

ムを提供することてある。

裸題を角榊央するための手段

０００5 第 の発明は、清報の登録先を決定する清報登録先決定部と、分散卓位 清報を生

成する分散卓位 清報生成部と、この分散卓位 清報生成部と接続可能な複数のストレ

ーンクリノトとからなり、上記情報登録先決定部は、分散卓位 清報生成部て生成され

る分散卓位 清報ことにその登録先のストレーンクリノトを特定する機能と、分散卓位

清報とその登録先てあるストレーンクリノトとの対応関係にかかわる管理清報を生成



する機能と、生成した管理情報を分散単位情報生成部へ通知する機能とを備え、上

記分散単位情報生成部は、予め設定された単位データ長または予め設定された分

割数を某準にして元データを分割して、 ョ，個の要素からなるべクトル 二 (a ，a

‥・，a ) とする機能と、当該分散単位情報生成部に入力された多重化数 は 三 ある

いは予め設定された多重化数 は 三 のいずれかに某づいて、上記ベクトル をは倍

して 二 二 ‥・ ) とする機能と

、この多重ィヒされたべクトルは の全要素を、当該分散単位情報生成部に入力され

た分散数 。三 あるいは予め設定された分散数 。三 に某づいて、上記ベクトル

の全要素が含まれず、かつ、ベクトル の同一要素が重複しないよぅに、。個の分散

単位情報に分ける機能と、上記情報登録先決定部から通知された分散単位情報とス

トレージグリッドとの対応関係を定めた管理情報に某づいて上記各分散単位情報を

対応するストレージグリッドヘ登録する機能とを備えた点に特徴を有する。

なお、上記多重化数 は 、分散数 。及び要素数 ，のそれぞれは自然数であり、しか

も、分散数 。は2以上でなければならない。

０００6 また、上記情報登録先決定部と分散単位情報生成部とは、同一装置に設けてもか

まわないし、別装置として通信回線を介して接続するよぅにしてもかまわない。

さらに、各ストレージグリッドと分散単位情報生成部とは、通信手段を介して接続可

能にしてもよレ七、あるレソま、それらを直接接続可能にしてもよいが、いずれにしても

、分散化の効果を発揮させるためには、ストレージグリッドと分散単位情報生成部とは

、それぞれ別なハードウェアに搭載し、物理的距離ができるだけ離れるよぅにして設

置し、別々に管理することが望ま 、。

上記 「 」は、ベクトルを結合する記号であり、例えば ( ) 、ベクトル の次に

、ベクトル を、その順番を変えないで並べて結合した数列ベクトルのことである。

０００7 第2の発明は、第 の発明を前提とし、上記情報登録先決定部は、条件 または条

件2のいずれかな満たす上記要素数 ，、多重化数 は および分散数 。の細み合わせ

を決定する機能と、決定した要素数 ，と多重化数 は との組を出力する機能とを備える

とともに、上記条件 は、分散数 。と要素数 ，との最大公約数 が のとき、多重化数

は く分散数 。を満たすものであり、上記条件2は、分散数 。と要素数 ，との最大公



約数 が でないとき、上記分散数 。および要素数 ，が互いに割り切れない関係で

あって、かつ、多重化数 は 三 (分散数 。 最大公約数 )を満たすものである点に特

徴を有する。

０００8 第3の発明は、上記第 または第2の発明を前提とし、上記分散単位情報生成部は

、元データを多重化数 は で多重化したべクトルの全要素を、その要素順に、行方向

あるいは列方向に並べ、それを列方向あるいは行方向に繰り返して、分散数 。に応

じた列数あるいは行数と、所要の行数または列数とからなるマトリクスを生成する機能

と、このマトリクスの各列あるいは各行を、 の分散単位情報とする機能とを備えた点、

に特徴を有する。

０００9 第4の発明は、第 ～第3の発明を前提とし、管理情報を記憶する上記情報登録先

決定部またはこの情報登録先決定部とは別の管理情報記憶部と、上記分散単位情

報から元データを復元する情報復元部とを備え、この情報復元部は、各ストレージグ

リッドから分散単位情報を収集する機能と、上記管理情報を取得する機能と、上記管

理情報から特定した配列順に某づいて、上記収集した分散単位情報を並べる機能と

を備えた点に特徴を有する。

なお、上記情報復元部が、ストレージグリッドから分散単位情報を収集するために

は、情報復元部が 自らストレージグリッドヘアクセスして情報を収集する場合と、上記

情報登録先決定部または管理情報記憶部からの指示に某づいて、ストレージグリッド

が、必要な情報を情報復元部へ送信する場合とがある。

００1０ 第5の発明は、上記第 ～第4の発明を前提とし、上記分散単位情報生成部に連

係する暗号化部を備え、この暗号化部は、元データを暗号化する機能を備え、分散

単位情報生成部は、暗号化部が暗号化したデータを多重化数 は で多重化する機能

を備えた点に特徴を有する。

００11 第6の発明の暗号化システムは、平文人力部と、暗号化部と、擬似乱数生成部とか
らなり、擬似乱数生成部は、擬似乱数生成用のシードを、予め設定された情報呈単

位を某にして要素に分割する機能、これらの要素を行見出しおよび列見出しとしたマ
トリクスを生成する機能、このマトリクスにおける特定のセルを第 のセルとし、この第

のセルには、その第 のセルに対応する行見出しおよび列見出しの数値同上を加算



し、その加算結果に対して予め定めたゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その

演算結果をあてはめる機能、上記マトリクスにおける上記第 のセル以外のセルには

、対応する行および列にあてはめられた数値のぅち、少なくとも3つ以上の数値を加

算することによって、多重マルコフ過程を形成し、ゼロ以外の数 を法とする演算を行

ない、その演算結果をあてはめる機能、上記各数値をあてはめた各セルの数値を、

列単位または行単位で、列順または行順に並べ替える機能を実行して擬似乱数を

生成し、かつ、この擬似乱数生成部は、擬似乱数のデータ長が上記平文のデータ長

以上の場合には、この擬似乱数を暗号化部に対して出力する一方、生成された擬似

乱数のデータ長が上記平文のデータ長未満の場合には、上記擬似乱数生成部は、

上記生成された擬似乱数の一部または全ての要素を、行見出しまたは列見出しのい

ずれか一方若しくは両方としてマトリクスを生成する機能、このマトリクスにおける特定

のセルを第 のセルとし、この第 のセルには、その第 のセルに対応する行見出し

および列見出しの数値同上を加算し、その加算結果に対して予め定めたゼロ以外の

数 を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる機能、上記マトリクスにおけ

る上記第 のセル以外のセルには、対応する行および列にあてはめられた数値のぅ

ち、少なくとも3つ以上の数値を加算し、その加算結果に対して を法とする演算を行

ない、その演算結果をあてはめる機能、上記各数値をあてはめた各セルの数値を、

列単位または行単位で、列順または行順に並べ替える機能を実行して擬似乱数を

生成するとともに、この生成された擬似が平文のデータ長以上になるまで上記擬似

乱数生成機能を繰り返し実行し、平文のデータ長以上の擬似乱数が生成されたとき

、その擬似乱数を上記暗号化部に対して出力し、さらに、上記暗号化部は、擬似乱

数生成部から入力された擬似乱数のべクトルを暗号キ一として用い、上記平文と暗

号キ一との直和を演算して、暗号化する点に特徴を有する。

上記多重マルコフ過程とは、離散時間的あるいは連続時間的なマルコフ連鎖のこ

とである。

第7の発明は、平文人力部と、暗号化部と、擬似乱数生成部とからなり、上記擬似

乱数生成部は、平文人力部から入力された平文ごとに対応した可変シードを用いて

、上記平文のデータ長以上のデータ長を有する可変擬似乱数を生成する機能を備



え、上記暗号化部は、上記生成された可変擬似乱数のべクトルと予め設定された固

定ベクトルとを直和して暗号キ一を生成する機能と、生成した暗号キ一と上記平文と

の直和を演算して暗号化する機能とを備えた点に特徴を有する。

００13 第8の発明は、平文人力部と、暗号化部と、擬似乱数生成部とからなり、上記擬似

乱数生成部は、平文人力部から入力された平文に対応し、平文ごとに設定する可変

シードを用いて、上記平文のデータ長以上のデータ長を有する可変擬似乱数を生成

する機飴と、予め設定された固定シードを用いて、上記平文のデータ長以上のデー

タ長を有する可変擬似乱数を生成する機能とを備え、上記暗号化部は、上記生成さ

れた両可変擬似乱数からなるべクトルを直和して暗号キ一を生成する機能と、生成し

た暗号キ一と上記平文との直和を演算して暗号化する機能とを備えた点に特徴を有

する。

００14 第9の発明の暗号化システムは、上記第7、第8の発明を前提とし、上記擬似乱数

生成部は、平文人力部から入力された平文に対応させた可変のべクトルと予め設定

された固定のべクトルとを直和して上記可変シードを生成する機能を備えた点に特

徴を有する。

００15 第 ０の発明は、上記第7～9の発明を前提とし、上記擬似乱数生成部は、擬似乱

数生成用のシードを、予め設定された情報呈単位を某にして要素に分割する機能、

これらの要素を行見出しおよび列見出しとした演算表 (以下にマトリクスといぅ)を生成

する機能、このマトリクスにおける特定のセルを第 のセルとし、この第 のセルには、

その第 のセルに対応する行見出しおよび列見出しの数値同上を加算し、その加算

結果に対して予め定めたゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その演算結果を

あてはめる機能、上記マトリクスにおける上記第 のセル以外のセルには、対応する

行および列にあてはめられた数値のぅち、少なくとも3つ以上の数値を加算することに

よって、多重マルコフ過程を形成し、ゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その演

算結果をあてはめる機能、上記各数値をあてはめた各セルの数値を、列単位または

行単位で、列順または行順に並べ替える機能を実行して擬似乱数を生成し、かつ、

この擬似乱数生成部は、擬似乱数のデータ長が上記平文のデータ長以上の場合に

は、この擬似乱数を暗号化部に対して出力する一方、生成された擬似乱数のデータ



長が上記平文のデータ長未満の場合には、上記擬似乱数生成部は、上記生成され

た擬似乱数の一部または全ての要素を、行見出しまたは列見出しのいずれか一方

若しくは両方としてマトリクスを生成する機能、このマトリクスにおける特定のセルを第

のセルとし、この第 のセルには、その第 のセルに対応する行見出しおよび列見

出しの数値同上を加算し、その加算結果に対して予め定めたゼロ以外の数 を法と

する演算を行ない、その演算結果をあてはめる機能、上記マトリクスにおける上記第

のセル以外のセルには、対応する行および列にあてはめられた数値のぅち、少なく

とも3つ以上の数値を加算し、その加算結果に対して を法とする演算を行ない、そ

の演算結果をあてはめる機能、上記各数値をあてはめた各セルの数値を、列単位ま

たは行単位で、列順または行順に並べ替える機能を実行して擬似乱数を生成すると

ともに、この生成された擬似乱数が平文のデータ長以上になるまで上記擬似乱数生

成機能を繰り返し実行し、平文のデータ長以上の擬似乱数が生成されたとき、その

擬似乱数を上記暗号化部に対して出力する点に特徴を有する。

００16 なお、上記第6～第 ０の発明において、平文とは、暗号化する前のデータのことで

ある。例えば、安全に保存したい元データをそのまま暗号化する場合は、その元デー

タが平文であるが、元データを多重化したり、分割したり、何らかの加工を加えてから

暗号化する場合は、加工後のデータを平文といぅ。また、上記平文には、テキストデ

ータだけでなく、画像データや音データなどが含まれる。

さらに、上記可変擬似乱数、可変シードおよび可変のべクトルの「可変」とは、平文

ごとに設定したり、生成したりするものといぅ意味で用い、「固定」は、平文には関係な

く固定的に設定されるものの意味である。

００17 すなわち、上記可変ベクトルは、平文ごとに設定するべクトルであり、可変シードは

、擬似乱数のシードであって、平文ごとに決まるシードである。

また、可変擬似乱数は、暗号化の都度、平文ごとに生成される擬似乱数であり、上

記可変シードを用いて生成する擬似乱数のほか、予め設定された固定のべクトルを

シードとする場合においても、生成された擬似乱数はデータ長に応じて値が典なるこ

とから可変擬似乱数に含むものとする。

そして、上記固定ベクトルおよび固定のべクトルとは、予め設定した固定値であるべ



クトルてある。

発明の効果

００18 第 の発明によれは、個々の分散卓位 清報には、元テータに某ついて生成した数

列ヘクトルの全要素か含まれす、かつ、上記ヘクトルの要素か重複しないよぅに含ま

れているのて、この卓位て、別々にストレーシクリノトに登録したり、適信したりするこ

とによって、元テータの清報内容を盗まれることを防止てきる。

しかも、一つのストレーシクリノトには、元テータから生成した数列ヘクトルの要素の

一部かとひとひに含まれているたけなのて、分散卓位 清報の卓位て清報を盗んても

、元テータを復元することは ００ 不可能てある。全要素か整っていす、元テータの

清報か欠落しているのて、数列ヘクトルの要素を並へ替えても、元テータを再生する

ことはてきない。すなわち、個々の分散卓位 清報範囲て、清報呈的安全性を確保し

ている。

００19 さらに、全てのストレーシクリノトの清報を盗まれても、管理清報てあるストレーシクリ

ノトと分散卓位 清報との対応関係か盗まれなけれは、分散された要素の細み合わせ

を試さない限り、情報は盗まれない。分散して登録した分散卓位 清報の配列を、上記

管理清報なしに予側するためには、配列の細み合わせを試す必要かあるか、ストレ

ーシクリノトの個数を０としたとき、分散卓位 清報の配列順を考慮した全ての細み合

わせ数は P となり， 、そのエントロピーは o ( ) となる。従って、システムか備え。 2 。 ， た

ストレーシクリノトの個数あるいは分散数 。のいすれか一方または両方を大きくすれ

は、配列を試すための計算呈か急激に増えることになる。

００2０ 一方て、現状のコンピュータの計算能カては、等価安全性か8０ヒノト(8０ヒノト安

全性 ) 以上てあれは、計算呈的に安全と考えられている。そこて、8０三 o ( ) と
2 。 ，

なるよぅな０と を選へは、計算呈的安全性も確保てきると考えられる。例えは、 二

の場合、o ( ) く8０く o ( )てあることから、分散数 を25以上となる
2 24 24 2 25 25

よぅにすれは計算呈的安企性か得られることになる。なお、等価安全性とは、暗号化

方式を共適某準て秤価するための値 (暗号アルコリスムの安全性を示す尺度 )てあり

、対称鍵暗号方式即ち共適鍵暗号方式におけるエントロピーに等しい値てある。米

国立標準技術研究所 ( S )のヵイトライン (SP8００ 等)ては2００年を目処



に 0ビット安全性を終了し、1 2ビット安全性を達成するよぅ勧告している。その場合

、上記の例では o く 2く1o なので 三 3 となるよぅにするだけ
2 3０ 3０ 2 3 3

でこの基準は容易にクリアされると考えられる。

さらにまた、元データのべクトルを多重化数 は で多重化しているので、( は )個ま

でのストレージグリッドの情報、すなわち、分散単位情報を破壊されても、残りのストレ

ージグリッドに、全要素が記憶されているので、この情報から元データを再生すること

ができる。従って、重要な情報を守ることができる。

第2の発明によれば、各分散単位情報に、元データのべクトル の一部の要素しか

含まれず、かつ、同一要素が重複して含まれないといぅ条件な満たさなければならな

いが、この条件な満たすために、ベクトル の要素数 ，、多重化数 は および分散数

。の組み合わせを、自動的に決定することができる。

第3の発明によれば、一つの分散単位情報に、同一の要素を重複しないよぅに配

列することが簡単にできるため、各分散単位情報に、上記ベクトル の一部の要素し

か含まれず、かつ、ベクトル の同一要素が重複しないよぅに要素を分けることが容

易にできるよぅになる。

第4の発明によれば、分散して登録した分散単位情報を収集して、元データを簡単

に復元することができる。

第5の発明によれば、元データを暗号化してから、多重化し、分散単位データを生

成するので、管理情報が盗まれるなどして分散単位情報の配列がわかったとしても、

元データを復元することが困難になる。

第6～第 ０の発明の暗号化システムによれば、規則性が予測困難な擬似乱数の

べクトルを用いて暗号化することによって、暗号文の解読を計算呈的もしくは情報理

論的に解読困難なものにすることができる。

しかも、入力された平文に応じて、擬似乱数生成部が、平文ごとに擬似乱数を自動

的に生成し、その擬似乱数で暗号キ一を生成するよぅにしているので、暗号キ一を平

文に応じて可変にすることができる。典なる平文の暗号化に、同一の暗号キ一を用い

た場合には、そのキ一で暗号化された暗号文を対比することによって暗号キ一を予

測できることがある。しかし、平文ごとに暗号キ一を変更するよぅにすれば、暗号キ一



を予測することが不可能となり、暗号を見破られることがなくなる。平文ごとに典なる暗

号キ一を用いることになって、暗号キ一を推測されることも防止できる。

このよぅな暗号は、暗号キ一がなければ、復号化して平文を生成することができない

ので、情報の洞洩を防止できる。

第6の発明によれば、平文のデータ長以上のデータ長を有する擬似乱数を自動的

に生成できるので、解読され難い暗号化を効率的に行なぅことができる。

００24 第7、第8の発明によれば、擬似乱数生成部で生成した可変擬似乱数を用いること

によって平文ごとに、対応した暗号キ一を生成することができる。

また、暗号キ一を、可変擬似乱数と固定ベクトルまたは固定のべクトルをシードして

生成した可変ベクトルとの和で生成するよぅにしているので、受信側にも、固定擬似

乱数または固定シードを予め設定しておけば、暗号を送信する際には、可変シード

のみを送信することによって、暗号の受信側で暗号キ一を生成することができる。

このよぅに、復号化側で暗号キ一を生成できれば、暗号キ一を通信する必要がなく

、通信経路で暗号キ一が盗まれる危険性がない。また、通信経路で、可変シードを

盗んだとしても、予め設定された固定擬似乱数や、固定シードを盗まなければ、暗号

キ一を生成することは困難である。

００25 特に、第8の発明によれば、擬似乱数生成部によって、可変シードを用いて生成さ

れた可変擬似乱数と、固定シードを用いて生成された擬似乱数のべクトルとを直和し

て暗号キ一を生成するよぅにしているので、平文のデータ長に応じたデータ長の大き

な固定ベクトルを設定しておく場合と比べて、データ記憶の負荷を 、さくできる。しか

も、この発明で生成した暗号を通信する際には、暗号キ一の代わりに可変シードのみ

を送ればよいので、配送コストも大幅に低減できる。

００26 また、第9の発明では、上記可変シードを、可変のべクトルと固定のべクトルとの和

によって生成するよぅにしているので、可変シードをより見破られ難くすることができる

。その結果、暗号文の安企性をさらに上げることができる。

００27 第 ０の発明によれば、擬似乱数を生成するための偵算には、多重マルコフ過程を

形成したので、初期値鋭敏性と、一様性とを持ちながら、周期性がない擬似乱数を

生成できるので、きわめて安全性が高い暗号化が可能になる。



発明を実施するための最良の形態

００28 図 ～図7を用いてこの発明の情報管理システムの実施形態を説明する。

このシステムは、図 に示すように、情報登録先決定部2を有する管理ザーバー と

、分散単位情報生成部4および情報復元部 5を有するユーザー端末3と、この発明の

ストレージグリッドである複数のストレージグリッドS ，S 2 S 3 S4，・‥，S とからな

る。

なお、上記各ストレージグリッドS S 2 S 3 S 4，・‥，S は、ユーザー端末3から

のアクセスに応じて全て同様に機能するので、以下の説明において、個々のストレー

ジグリッドを区別して説明する必要がない場合には、全てのストレージグリッドに符号

Sを用いる。各ストレージグリッドに区別が必要な場合には、S S 2 S 3 S4，・‥，
S のように、S に数字を付した符号を用いるものとする。そして、このシステムが備え

ているストレージグリッドSの個数を０とする。

００29 上記ユーザー端末3は、この発明のシステムにおいて、安全に登録したい情報、こ

の発明の元データをもっているユーザーが使用する端末であり、管理ザーバー およ

び複数のストレージグリッドS に接続可能である。そして、このユーザー端末3の分散

単位情報生成部4と、情報復元部 5とは、それぞれ、管理ザーバー の情報登録先決

定部2および各ストレージグリッドS にアクセス可能である。

００3０ ただし、この発明のストレージグリッドとしては、上記のように通信手段 ０に接続した

ザーバーに限らない。ユーザー端末3に接続できるデータ記憶手段ならどのようなも

一方、上記管理ザーバー は、各ストレージグリッドSから、ュ一ザ一が登録したデ

ータを入手できないよぅにしている。

００3 1 そして、上記ュ一ザ一端末3の分散単位情報生成部4は、後で詳しく説明するが、

情報を複数の単位に分割して分散単位情報を生成する機能と、生成した分散単位

情報をそれぞれ、別々のストレージグリッドS に登録する機能とを備えている。

また、ュ一ザ一端末3の情報復元部 5は、上記分散単位情報生成部4が生成し、各

ストレージグリッドS に分散して登録した分散単位情報を収集し、元データに復元する

機能を備えている。



００32 さらに、上記管理ザーバー の情報登録先決定部2は、上記分散単位情報生成部

4が生成した複数の分散単位情報の登録先を決定する機能を備えている。すなわち

、どの分散単位情報をどのストレージグリッドSへ登録すべきかを決定する。そして、

各分散単位情報とストレージグリッドS との対応関係を、ュ一ザ一端末3からのアクセ

スに応じて当該ュ一ザ一琳末3に通知する。

なお、上記情報登録先決定部2は、上記分散単位情報の具体的な内容ではなく、

分散単位情報の単位特定コードや、単位名など、その情報の分散単位を特定するこ

とができる情報に登録先を対応付けるよぅにする。

００33 例えば、分散単位情報ごとに番号を付けて第 ～第 のグループとした場合、第

グループはストレージグリッド 、第2グループはストレージグリッドS 2、とレぢよぅに、

対応関係を決める。

そして、分散単位情報のグループとストレージグリッドS との対応関係は、分散単位

情報が生成されるごとに情報登録先決定部2がランダムに決定するよぅにしている。

分散単位情報の登録先をランダムに決定するとは、分散単位情報生成部4が生成す

る分散単位情報の数分の登録先を、複数のストレージグリッドSからランダムに選択

するとともに、個々の分散単位情報とストレージグリッドとの対応付けをランダムに行

なぅとレぢことである。

００34 上記分散単位情報と登録先との対応関係が、そのまま分散単位情報の配列順に

対応するので、この対応関係をランダムに決定することによって、計算呈的に配タ1ほ

の予測を困難にし、情報をより確実に守ることができる。

上記のよぅにして決定した、分散単位情報とストレージグリッドとの対応関係を定め

た情報が、この発明の管理情報である。

００35 このステムによって、ュ一ザ一端末3が生成した元データを安全に保存し、それを

取り出す例を、以下に説明する。

はじめに、ュ一ザ一端末3によって生成した元データから、上記分散単位情報生成

部4が分散単位情報を生成する手順を説明する。そして、以下に説明する分散単位

情報の生成手順は、ュ一ザ一端末3の分散単位情報生成部4に予め設定したプログ

ラムによって自動的に行なわれるものである。



なお、ここでは、元データは図2に示す「さみだれをあつめてはやしもがみがわばし

ょぅ」れう4 2バイトからなるデータとする。

００36 まず、分散単位情報生成部4は、上記元データを、予め設定された単位データ長

からなる要素で構成されるべクトル とした場合の要素数 ，を算出する。この単位デ

ータ長は、上記分散単位情報生成部4が、分散単位情報を生成する際に、予め設定

しておくものであるが、その大きさはいくらでもかまわないし、元データに応じて変更し

てもかまわない。この実施形態では、元データの 文字に対応する「2バイト」を上記

単位データ長としている。

そこで、上記単位データ長の要素からなるべクトル は、図2に示すよぅに、4 2バイ

トの元データを、 文字に対応する単位データ長で区切ったものとなり、要素数 ，二2

個の要素からなるべクトル 二 (a ，a ，a ，・‥，a ) となる。
3 2

００37 なお、上記単位データ長の分散単位情報生成部4への設定は、人が手入力で行な

ってもよレ七、分散単位情報生成部4が、自動的に決定するよぅにしてもよい。あるい

は、他の装置で単位データ長を決定して、その単位データ長をュ一ザ一端末3の分

散単位情報生成部4へ入力するよぅにしても良い。

００38 また、元データのデータ長と、単位データ長およびべクトル の要素数 ，には、(元

データのデータ長 ) (単位データ長 ) 二 (要素数 ，) の関係が成り立つ。そこで、分

散単位情報生成部4は、必要な要素数 ，とするために、元データのデータ長を判断

し、そのデータ長に応じて単位データ長を決定するよぅにしてもよい。

また、上記単位データ長を設定する代わりに、要素数 ，を予め設定しておくよぅにし

、分散単位情報生成部4は、設定された要素数 ，に某づいて単位データ長を算出

するよぅにしてもよい。

００39 次に、分散単位情報生成部4は、上記ベクトル を多重化数 は で多重化する。この

多重化数 は は、予め、分散単位情報生成部4に設定しておいてもよレ七、その都度、

ユーザーが入力してもよく、さらに、他の装置で決定した数値を入力してもよい。

ここでは、多重化数 は 二2とし、ベクトル を2重化したべクトルのべクトル2 を生成

する。このべクトルのべクトル2 は、 二 二 2とすると、 2 となる。ここで

、「 」はべクトルを結合する記号であり、ベクトル2 は、図3に示すよぅにべクトル



の要素 「a ，a ，a ，・‥，a 」を2回繰り返したものとなる。従って、この実施形態に
3 2

お

いては、この発明の多重化数 は が2であり、ベクトル2 は、4 2個の要素か

００4０ このよぅに、上記ベクトル を多重化したら、次に、この全要素を、分散数 個の分

散単位情報に分ける。なお、分散数 。は、予め分散単位情報生成部4に設定してお

いても良いし、その都度ュ一ザ一が入力しても良く、さらに、他の装置で決定した数

値を入力しても良い。ただし、以下には、分散数 二 6とし、6個の分散単位情報を

生成する場合について説明する。4 2個の要素を6個の分散単位情報に分けて、各

分散単位情報には7個の要素が含まれるよぅにするが、各分散単位情報には、上記

ベクトル の全要素が含まれないよぅにするとともに、同一の要素が重複しないよぅに

する。

上記4 2個の要素を7個に分け、各分散単位情報に、ベクトル の全要素が含まれ

ず、かつ、同一の要素が重複しないよぅにするために、例えば、図4に示すよぅな7

6列のマトリクス ( ) の各セルに、上記全要素を、行列順に配置する。

００4 1 すなわち、上記要素a ，a ，a ，・‥，を、マトリクス (b ) のb から行方向へ順番に並
3

べ、b に、要素a を配置したら、第2 の 列b から行方向へ要素a ，a ，・‥を並
6 6 2 7 8

べる。このよぅに、行方向へ並べることを繰り返して、最後のセル、第7 第6列b にa

をあ
2

てはめ、全ての要素を配置する。このよぅにすると、b からb に、ベクトル の
43

全要素が一通り配置され、b からb に、再度、ベクトル の全要素が配置されること
44 76

になる。そして、これらの要素で構成されるマトリクス (b ) の各列をそれぞれ、分散単

位情報d d2 d3 d4 d5 d6とする。つまり、分散単位情報生成部4は、図5に示

す6個の分散単位情報d d2 d3 d4 d5 d6を生成する。

００42 上記のよぅにして生成した個々の分散単位情報d d2 d3 d4 d5 d6には、そ

れぞれ7個の要素が含まれるが、各分散単位情報d d2 d3 d4 d5 d6に、同一

の要素が重複して含まれない。

上記ベクトル を多重化して生成したべクトルの全要素を、分散数 の分散単位情

報に分ける方法は上記の方法に限らないが、マトリクス (b ) の行方向へ、各要素をべ

クトル 内の並び順に並べることによって、一つの分散単位情報に、ベクトル の全



要素が含まれず、同じ要素が重複して含まれない分散単位情報を簡単に生成できる

００43 また、上記多重化数 は および分散数 は、どのよぅにして決めても良いが、「一つの

分散単位情報に、ベクトル の全要素が含まれず、同じ要素が重複して含まれない」

れぢ条件な満たすよぅに、上記多重化数 は および分散数 を決める必要がある。こ

の条件を満たすために、ベクトル の要素数 ，、多重化数 は および分散数 を、次

の条件 または2のいずれかな満たすよぅに決める。

上記条件 は、分散数 。と要素数 ，との最大公約数 が のとき、多重化数 は く分

散数 。であり、上記条件2は、分散数 。と要素数 ，との最大公約数 が でないとき、

上記分散数 および要素数 ，が互いに割り切れない関係であって、かつ、多重化

数 は 三 (分散数 。 最大公約数 )である。

上記条件 または2を満たす、分散数 。、要素数 ，、多重化数 は を採用しなければ

ならない。

００44 この実施形態では、管理ザーバー の情報登録先決定部2が、上記条件な満たす

多重化数 は と、分散数 。とを決定する。

具体的には、ュ一ザ一端末3に元データが入力されたら、分散単位情報生成部4

は、上記の手順でべクトル を生成する。その際に、元データのデータ長と単位デー

タ長とに某づいてべクトル の要素数 ，を算出する。分散単位情報生成部4が要素

数 ，を算出したら、ュ一ザ一端末3は、管理ザーバー ヘアクセスし、上記要素数 ，
を送信する。要素数 ，を受信した管理ザーバー の情報登録先決定部2は、要素数

，に応じて多重化数 は 、分散数 。を何通りか算定する。なお、上記分散数 。は、こ

のシステムのストレージグリッドS の個数 を上限とする。

００45 実際には、上記要素数 ，に対応して、上記条件 または2のいずれかな満たす多

重化数 は と分散数 。との細み合わせが複数ある場合があるので、情報登録先決定

部2は、可能な細み合わせを特定したら、それをュ一ザ一端末3へ送信してそれを表

示させ、その中からュ一ザ一にひとつの細み合わせを選択させるよぅにする。

情報登録先決定部2が提示した多重化数 は と分散数 。との組の中から、ュ一ザ一

がいずれかの細み合わせを選択した場合、その選択信号の入力によって対応する



多重化数 は と分散数 。とが、分散単位情報生成部4に設定されるとともに、この設定

された多重化数 は は、管理ザーバー へも通知され、管理情報とともに情報登録先

決定部2に記憶される。つまり、この実施形態では、上記情報登録先決定部2が管理

情報を記憶する機能を備えているが、この情報登録先決定部2とは別の管理情報記

憶部を備えてもよい。

００46 また、情報登録先決定部2は、分散単位情報と登録先との対応関係を特定した登

録先対応テーブルを作成して、このテーブルを上記分散単位情報生成部4へ送信

するよぅにしている。そして、情報登録先決定部2は、この登録先対応テーブルに、元

データを特定するための情報を対応付けて管理情報として記憶する。

なお、上記登録先対応テーブルには、分散単位情報の配列順の情報も含まれてい
る。

００47 分散単位情報生成部4は、上記のよぅに決定された多重化数 は および分散数 。に
某づき、図4に示すマトリクスを用いて、図5に示す分散単位情報d d2 d3 d4，d

5，d6を生成する。このとき、上記ベクトル の要素数 ，二2 、多重化数 は 二2、分散

数 二 6は、上記条件2を満たしているので、各分散単位情報d d2 d3，・‥には

、ベクトル の全要素は含まれず、かつ、同一要素の重複もない。

００48 分散単位情報生成部4は、分散単位情報を生成したら、上記管理ザーバー の情

報登録先決定部2から送信された登録先対応テーブルに某づいて各分散単位情報

を登録する。例えば、情報登録先決定部2から、図6に示す分散単位情報と登録先

ストレージグリッドS との登録先対応テーブルが送信された場合、分散単位情報生成

部4は、図7に示すよぅに、各ストレージグリッド5に、各分散単位情報を登録する。す

なわち、ストレージグリッドS S 2 S 3 S4 S 5 S 6に、それぞれ、7個の要素から

なる分散単位情報d3 d2 d6 d4 d5 d を登録する。

００49 そして、上記各ストレージグリッド5に登録した分散単位情報には、この情報管理シ

ステムとは別の任意の認証システムを使用し、許可された者しかアクセスできないよぅ

にするが、それでも、不正アクセスによって分散単位情報が盗まれる可能性はある。

しかし、このシステムでは、元データに対応したべクトル が、分散して登録されるの

で、いずれかのストレージグリッドSから分散単位情報が盗まれたとしても、その中に



は、ベクトル の一部しか含まれていないことになる。そのため、一つのストレージグリ

ッドSから情報を盗んでも、それだけで元データを知ることはできない。つまり、個々の

ストレージグリッドSあるいは個々の分散単位情報の範囲で、情報量的安全性を確保

している。

００5０ かりに、複数のストレージグリッド5のセキュリティを破って、全ての分散単位情報を

盗めたとしても、分散単位情報の配列が分からなければ、元データを突き止めること

ほできない。

つまり、上記のよぅに複数のストレージグリッドS に情報を分散して登録することによ

って、もしも、個々のストレージグリッドS に登録された分散単位情報にアクセスされて

も、情報を守ることができる。

００5 1 また、分散して登録した分散単位情報の配列を、上記管理情報なしに予測するた

めには、配列の組み合わせを試す必要があるが、分散単位情報の配列順を考慮し

た全ての組み合わせ数は P となる。従って、システムが備えたストレージグリッドの

個数。あるいは分散数 のいずれか一方または両方を大きくすれば、配列を試すた

めの計算呈が急激に増えることになる。

一方で、現状のコンピュータの計算能力では、エントロピーが 8０以上であれば、計

算呈的安全と吉われている。従って、2
。
三 P となるよぅな０と を選べば、計算呈

的安全性も確保できる。

例えば、ストレージグリッド個数。二分散数 の場合、 P く2 ０く P である。
24 24 25 25

つ

まり、ストレージグリッドの個数 と、分散数 とを25以上にすれば、エントロピーが 8

0を超えることになり、計算呈的安全性を得られる。

また、エントロピー8０は、2 ０く P となるので、スト
０００ 8

レージグリッドの個数 が ００

0の場合には、分散数 が8で、計算呈的安全性を得られる。

００5 2 次に、上記情報を登録したユーザーが、元データを復元する手順を説明する。

ユーザーが、ユーザー端末3の情報復元部 5に対し、特定の情報の復元を指示す

ると、情報復元部 5は、管理ザーバー の情報登録先決定部2ヘアクセスし、元デー

タを特定するための情報を指定して登録先及び情報の配列順である登録先対応テ

ーブルと、多重化数 は とを問い合わせる。なお、上記情報復元部 5の指示は、例えば



、ュ一ザ一認証によってュ一ザ一が特定されると、そのュ一ザ一の閲覧可能なファイ

ルー覧を管理ザーバー がュ一ザ一に送信し、その中からュ一ザ一がファイルを特

定することによって実行される。

情報登録先決定部2は、指定された元データを特定するための情報に対応付けて

記憶している登録先対応テーブル (図6参照 ) と、多重化数 は とを上記情報復元部 5

へ送信する。

００5 3 ここでは、図6に示す対応テーブルが情報復元部 5へ送信されるので、情報復元部

5は、この対応テーブルに従ってストレージグリッド ～S 6から、それぞれ分散単位

情報を収集する。このとき、管理ザーバーがセッション と共に送信先情報とファイル

特定情報をグリッドに送信し、それを受けてグリッドがュ一ザ一に該当するファイルを

送信する。ュ一ザ一側システムは受信ファイルの正当性をセッション によって確認、

するよぅにしてもよい。そして、収集した6個の分散単位情報を、d ～d6の順に並べ

替えて、図4に示すマトリクス (b )を作る。このマトリクス (b ) の要素を、b から行方向

へ繰り返し、順に並べたものが、ベクトル を繰り返した 2 であり、これをそ

のまま繋げたものが、元データを2回繰り返した情報になる。すなわち、「さみだれを

あつめてはやし‥・ばしょぅさみだれを‥・ばしょぅ」となる。

００54 上記分散単位情報の並べ替えによって元データを2回繰り返した情報が生成され

るのは、上記分散単位情報生成部4が、ベクトル を多重化する際に、多重化数 は

二2としたためである。上記情報復元部 5は、情報登録先決定部2から受信した多重

化数 は で分割して、上記ベクトル2 をべクトル 、すなわち元データとする。

ただし、管理情報に、元データのデータ長や、元データの要素を含む登録先を特

定する情報を含み、情報復元部 5が、その管理情報に某づいて、元データを復元す

るために必要な分散単位データのみを収集するよぅにしてもよい。例えば、図7に示

す6個のストレージグリッドには、二重化した元データの全要素が分散して登録されて

いるが、これらのストレージグリッドのぅち、3個のストレージグリッドS 3 S4 S 5に、元

データの全要素が含まれている。従って、元データの復元のためには、全ての情報

登録先から分散単位情報を収集しなくても、上記3個のストレージグリッドS 3 S4，S

5のみから情報を収集すれば足りる。



００5 5 また、上記実施形態では、情報復元部 5が、自ら、ストレージグリッドにアクセスして

情報を収集する例を説明したが、ュ一ザ一からの指示に基づいて、情報登録先決定

部あるいは管理情報記憶部が、元データの復元に必要な情報を記憶しているストレ

ージグリッド指令を出して、記憶している分散単位情報を上記情報復元部 5へ送信さ

せるよぅにしてもよい。情報復元部 5は、ストレージグリッドから送られた情報を、管理

情報に基づいて復元する。

００56 上記のように、情報を多重化し、分散して登録することによって、情報を守ることが

できる。

特に、元データに対応するべクトル を多重化してから分散するよぅにしているため

、全ストレージグリッドSから見れば、元データに含まれる要素が、それぞれ複数個、

登録されていることになる。そのため、一部のストレージグリッドSが破壊されて、そこ

に登録された分散単位情報が消失したとしても、元データを復元することができる。な

ぜなら、消失した分散単位情報に含まれる要素と同じ要素が、他の分散単位情報に

含まれているからである。厳密には、多重化数 は で多重化した場合には、 は 個

の分散単位情報が消失しても、残りの分散単位情報から、元データの復元が可能で

ある。

００5 7 例えば、図7に示すストレージグリッド ～S 6のぅち、ストレージグリッド が壊れて

しまった場合、分散単位情報 3が消失してしまぅことになる。しかし、この分散単位情

報d3に含まれる要素と全く同じ要素が、分散単位情報d6に含まれている。この分散

単位情報d6は、ストレージグリッドS 3に登録されているので、ストレージグリッド が

破壊されても消失することはない。

００58 従って、上記情報復元部 5が、各ストレージグリッド5から収集した分散単位情報を

配列順に並べ替えれば、消失して抜けている部分に対応する要素と同一の要素が、

他の分散単位情報に含まれていることが分かり、元データを復元することができる。

００59 なお、上記実施形態では、上記分散単位情報生成部4および情報復元部 5を同一

のュ一ザ一端末3に設けて、このュ一ザ一端末3を用いて、情報の登録と復元とを行

なっている。しかし、上記分散単位情報生成部4および情報復元 は、必ずしも同

一端末に備えなくてもよい。例えば、情報を登録する際に使用する端末には、少なく



とも分散単位情報生成部4を備え、情報を復元する際に使用する端末には、少なくと

も情報復元部 5を備えていればよい。

このよぅに、分散単位情報生成部4と情報復元部 5とを別の端末に備え、分散単位

情報生成部4が登録した情報を、情報復元部 5で復元するよぅにすれば、分散単位

情報生成部4側から情報復元部 5側へ情報を盗まれることなく送信することができる。

００6０ また、この実施形態では、情報登録先決定部2を、ュ一ザ一端末3とは別装置であ

る管理ザーバー に設けているが、情報登録先決定部2をュ一ザ一端末3に設けて、

ュ一ザ一端末3で情報登録先を決定するよぅにしてもよい。ただし、このよぅにュ一ザ

一端末3で、情報と登録先を決定し、管理情報を生成するよぅにした場合には、その

管理情報をュ一ザ一端末3から分離できるメモりなどに記憶させるよぅにした方が安

全である。

なお、情報登録先決定部2をュ一ザ一端末3と別装置の管理ザーバー に設けれ

ば、一つの情報登録先決定部2に、複数の分散単位情報生成部4を接続することが

できる。

００6 1 また、上記管理ザーバー の管理者が、ュ一ザ一端末3の使用者とは、別の者であ

っても、管理ザーバー は、ストレージグリッドSから分散単位情報を入手する機能を

備えていないので、管理ザーバー から元データや、分散単位情報などが盗まれるこ

とはない。

さらに、分散単位情報生成部4に、データを暗号化する手段を連係して、元データ

を暗号化し、暗号化した分散単位情報を記憶するよぅにすれば、多重分散によるエン

トロピーに暗号化によるエントロピーを加えたエントロピーを確保でき、計算呈的安全

性をさらに高くすることができる。

さらにまた、情報登録先決定部2に管理情報を暗号化する手段を連係し、暗号化し

た管理情報を通信するよぅにすれば、管理情報の通信経路上での安全も保たれる。

００62 次に、図8～図 4に示した暗号化システムについて説明する。

図8は、このシステムを構成する暗号化装置6のブロック図であって、この暗号化装

置6は、データ入出力部7と、暗号化部8と、擬似乱数生成部9とからなる。

上記暗号化部8は、データ入出力部7から入力された平文を暗号化して暗号文を



生成する機能と、生成した暗号文を、データ入出力部7を介して出力する機能とを備

また、擬似乱数生成部9は、後で説明する方法によって、予測不可能な擬似乱数を

生成する機能を備えている。

なお、上記データ入出力部7を介して、平文の入力および暗号文の出力を行なぅが

、この実施形態では、上記データ入出力部7が、この発明の平文人力部に相当する

００63 そして、上記暗号化部8は、擬似乱数生成部9で生成された擬似乱数に某づいて

暗号キ一を生成し、この暗号キ一を用いて平文を暗号化する。

ここでは、元データを多重化して生成したべクトルを平文 とし、暗号キー を用

いて暗号化した暗号文をXとする。上記暗号キー は、平文 のデータ長以上のデ

ータ長をもった擬似乱数からなるべクトルである。暗号化部8は、図9に示す式㈲ の

演算を行ない、この暗号キー と平文 とのべクトル直和のべクトルを生成する。こ

のべクトルが暗号文Xである。

００64 次に、暗号化部8が、暗号キー を生成し、暗号文Xを生成する手順を、図 ０を

用いて説明する。

図 ０に示すよぅに、暗号化部8には、擬似乱数のシードの某になるべクトル と、

平文 のデータ長以上のデータ長を持ち、平文 の不確定性を下回らない不確定

性を有するべクトル とを予め記憶している。

これらの、ベクトル とべクトル とは、予め、設定されたものであり、暗号化処理の

たびに変更する必要はない。そして、上記ベクトル は、この発明の可変シードを生

成するための固定のべクトルであり、上記ベクトル は、上記擬似乱数生成部9で生

成された擬似乱数と直和するためのこの発明の固定ベクトルである

００65 また、擬似乱数生成部9は、入力されたシードを用いて擬似乱数を生成するための

擬似乱数生成プログラムを予め記憶している。この擬似乱数生成プログラムの擬似

乱数生成手順については、後で詳しく説明するが、この擬似乱数生成プログラムは

任意のべクトルからなるシードを用いて、任意のデータ長の擬似乱数を生成できる。

そして、この擬似乱数生成プログラムが、シードCを用いて擬似乱数を生成したとき、



生成された擬似乱数を関数で (C)と表わすことにする。

００66 また、平文 が暗号文Xに暗号ィヒされて出力される際に、暗号化装置6におけるデ

ータの流れを、図 ０の矢印( )から(4)で示している。

図 ０の矢印( ) のよぅに、暗号化すべきべクトルである平文 が暗号化部8に入力

されると、暗号化部8は、次に説明するよぅにしてべクトル団を決める。このべクトル団
は、平文 ごとに、暗号化部8で決めるべクトルで、暗号化を行なぅたびに典なるもの

を決定する必要がある。そのためにほ、暗号化部8が、例えば、現時点の日時、分秒

に対応する数字や、物理乱数生成器で生成された乱数や、任意のテキストとデータ

などを用いて、ベクトル団を決めるよぅにしておけばよい。

００67 暗号化部8は、ベクトル団を特定したら、図 ０の矢印( ) に沿って記載したよぅに、

このべクトル団と予め設定された固定のべクトル との直和 ( を偵算し、こ

れを可変シードとして擬似乱数生成部9へ入力する。なお、ここでは、上記 「十」は、

ベクトルの直和記号を表わすものとし、図9， 2 6 7に示す偵算式における

直和記号の代わりに用いる。

つまり、平文 ごとに設定する可変のべクトル団と固定のべクトル との直和 (

で、この発明の可変シードを生成する。

さらに、暗号化部8は、入力された平文 のデータ長を特定する。

暗号化部8は、上記のよぅに可変シードを生成するとともに、平文 のデータ長を特

定したら、生成した可変シードと、平文 のデータ長とを擬似乱数生成部9へ入力す

る (矢印(2) )

００68 上記可変シードと、平文 のデータ長とを入力された擬似乱数生成部9は、入力さ

れた可変シードに某づいて、上記平文 のデータ長以上の擬似乱数 ( )を

生成し、それを矢印(3) のよぅに、暗号化部8へ返す。この擬似乱数 ( ) は、

平文 に対応した可変シードに某づいて生成されたもので、この発明の可変擬似乱

数である。

暗号化部8は、擬似乱数生成部9で生成された可変擬似乱数 ( ) のべクト

ルに予め記憶しているべクトル を直和して、図 の式 ( ) に示すように暗号キー

を生成する。さらに、この暗号キー を用いて図9の式㈲ に従って暗号文Xを生成し



て出力する (矢印 (4 ) )

なお、このよぅにして生成された暗号キー は、平文 の不確定性を下回らない不

確定性を有する固定ベクトル を、可変擬似乱数 (R )からなるべクトルで置

換したべクトルとみなすことができる。従って、上記暗号キー の不確定性も、平交

の不確定性を下回らない。従って情報理論的安全を有する暗号化ができることに

なる。なおこのとき、暗号キー のエントロピーと、団， および (

) のエントロピーは全て等しく、 (R R ) はこのエントロピーにおける全ての値を

変数として採り得る。

００6 9 なお、この実施形態の暗号化システムでは、平文 以上のデータ長を持つべクトル

が必要であるが、データ長の大きな元データを暗号化するためには、元データを、

上記ベクトル のデータ長以下のデータ長を有するデータに分割して、個々の分割

データをそれぞれ平文 とすることにより、この暗号化システムでの暗号化が可能に

なる。このよぅに、元データを分割して、分割した単位で暗号化するよぅにすれば、デ

ータ長の大きな元データを暗号化するために、巨大なべクトル を設定しなくても済

む。

００7０ 暗号化手順は、上記のとおりである。このよぅにして生成された暗号文Xを復号化す

るためには、上記暗号キー が必要であるが、この暗号キー は、可変擬似乱数

のべクトルと固定ベクトル との直和である。また、上記可変擬似乱数は、固定のべク

トル と可変のべクトル団との直和をシードとして生成した擬似乱数である。

従って、復号側にも、上記擬似乱数生成部9を備えるとともに、上記固定ベクトル
と、固定のべクトル とを予め設定し、暗号文Xごとに対応する可変のべクトル団の

みを暗号化装置6から受信すれば、上記暗号化装置6と同様に、上記暗号キー を

生成することができる。そして、生成した暗号キー を用いて、図 2の式 ( ) の演算

によって暗号文Xの復号化が可能である。従って、暗号文の送受信の際に、暗号化

ごとに典なる暗号キー を送受信する必要がない。暗号キー そのものを送受信

することがないため、暗号キー が通信経路中で盗まれる危険もない。攻撃者がシ

ード団をインターセプトするなどして盗んだとしても、 及び が判らなければ を

特定することは数学的に不可能である。



００7 1 さらに、上記可変のべクトル団が、通信中に盗まれたとしても、このべクトル団から上

記暗号キー を再生されることもないので安全である。

また、この暗号生成システムのよぅに、平文と、平文の不確定性を下回らないべクト

ルとの直和によって暗号を生成する方式は、ベクトル およびべクトル が洞洩しな

い限り、シャノン ( hannon) 8 4 9で証明されているよぅに、情報理論的に解読でき

ないといぅ特徴がある。すなわち、平文の不確定性を下回らない擬似乱数、すなわち

上記暗号キー を用いて暗号化することによって、生成された暗号文の不確定性が

、平文の不確定性と同等以上になる。この暗号文は、情報理論的安全性をもち、解

読は不可能といぅことになる。つまり、ベクトル およびべクトル さえ洞洩しなければ

、第三者に暗号化した情報内容を盗まれる心配はない。

００7 2 そして、この暗号化システムにおいては、上記したよぅに、暗号文を、通信手段を用

いて送受信する場合にも、暗号キー そのものを送受信する必要がないので、通信

中に暗号キ一が盗まれることはない。また、暗号キ一の元になる固定ベクトル と、可

変擬似乱数のシードの某になる固定のべクトル も、暗号化のたびに通信する必要

のないデータなので、盗まれる危険性が極めて低く、結果として暗号キー を第三

者に生成される危険性はほとんどない。

つまり、この暗号化システムを用いて情報を暗号化することによって、機密情報など

を確実に守ることができる。

００7 3 次に、上記擬似乱数生成部9が、当該擬似乱数生成部9に予め設定された擬似乱

数生成プログラムに基づいて、 進法で表した擬似乱数を生成する手順を、図 3

図 4 に基づいて説明する。なお、この実施形態では、上記 を、 二 ０とした例であ

る。ただし、 は ０に限らず、ゼロ以外の数ならどのよぅな値でもかまわない。

００74 擬似乱数生成部9は、上記暗号化部8から、ベクトル団とべクトル の直和からな

る可変シードと、平文 のデータ長とが入力されたら(図 ０参照 ) 、上記可変シードを

用いて、平文 のデータ長以上の擬似乱数を生成する。

まず、擬似乱数生成部9は、上記可変シードのべクトルを分割して、図 3に示す行

見出 および列見出しに、それぞれ、分割した要素を擬似乱数の種として配置し、

マトリクス (「) の計算表を作成する。



そして、このマトリクス (「) の各セルに、予め決められた順に数値をあてはめていく。

００75 ただし、最初にあてはめるべきセル、例えば、図 3の T 列のセル には、その

セル に対応する第 列にあてはめた列見出しの数値と、同じく上記セル に対応

する第 行にあてはめた行見出しの数値とを加算し、その加算値に対して 二 ０を法

とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる。

そして、以後にあてはめるべき、上記セル 以外の全てのセルには、当該セルに対

応する行および列において、セルまたは見出しにすでにあてはめられている数値のう

ち、少なくとも3つ以上の数値の合計に対する ０を法とする演算結果をそのセルにあ

てはめる。

００76 上記の方法を、図 3に基づいてさらに具体的に説明する。

この例では、特定の平文 に対応して生成された上記可変シードとなるべクトル (

二 (０，5， ，5，0，8) とする。このべクトルを前後に分割して、図 3に示すよ

うに、行見出 には「5，0，8」を配置し、列見出しには「０，5， 」を配置して3行3列

のマトリクスを作成する。

００77 上記のように可変シードを行および列の見出しとして、3行3列のマトリクス (「) のセ

ルを作成したら、以下の演算によって各セルに数値をあてはめる。

まず、第 行第 列のセル には、第 行の行見出し「5」と第 列の列見出し「０」の

和 「5」に対して ０を法とする演算を行ない、演算結果である「5」をあてはめる。

次に、上記セル 以外のセル、例えば、第2 第 列のセル には、すでにあ
2

ては

められている第2 の行見出し「０」、第 列の列見出し「０」、および第 列のセル

の数値 「5」の和 「5」に対して ０を法とする演算を行ない、演算結果である「5」をあて

はめる。このようにしてまず第 列のセル からセル の順に数値をあてはめ、そ
2 3

れ

を列ごとに繰り返す。なお、上記セル が、この発明の第 のセルに相当する。

００78 なお、上記の具体例ではセル を、最初に数値をあてはめるべきセルとしているが

、最初に数値をあてはめるべきセルは、いずれのセルであってもよい。また、最初の

セル以外のセルに数値をあてはめる順序も、どのように決めてもよい。ただし、上記し

たように、数値をあてはめるべきセルに対応する所または列上のセルまたは見出しに

すでにあてはめられている数値のうち、少なくとも3つ以上の数値を加算し、その結果



に対して ０を法とする演算を行なわなければならない。

そして、図 3の例は、数値をあてはめるべきセルに対応する所または列のセルまた

は見出しにすでにあてはめられている数値の全ての数値を加算し、その結果に対し

て ０を法とする演算を行ない、演算結果をあてはめたものである。

００79 以上のようにして、全てのセルに数値をあてはめたら、それらを、セル から、図 2

の矢印で示す順に並べて、9桁の擬似乱数のべクトル「5，5，8，5，5， ，6，7， 」

を生成する。ただし、上記マトリクスの各数値をどのような順序で並べて擬似乱数の

さらに、桁数の大きな擬似乱数を生成する場合には、セルが多いマトリクスを作成し

、上記した手順によって各セルに数値をあてはめる。そして、上記マトリクスの各セル

にあてはめられた数値を並べれば、桁数の大きな擬似乱数を単純な方法で生成する

こともできる。

００8０ この暗号化システムでは、上記のようにして3行3列のマトリクスで生成した擬似乱数

を行見出しまたは列見出しとして、さらに大きな桁数の擬似乱数を生成するようにし

ている。図 4は、図 3のマトリクスで生成した9桁の擬似乱数を行見出しに配置する

とともに、列見出しとして3桁の別のべクトルを配置し、9行3列のマトリクスを作成した

例である。

００8 1 そして、この9行3列のマトリクスを用いて、上記3行3列のマトリクスを用いたときと同

様の手順によって各セルに数値をあてはめ、例えば、図に示す矢印のように数値を

並べれば、27桁の擬似乱数を生成することができる。

ただし、必要な擬似乱数が27桁未満の場合には、算出した27個の数値を並べる

際に、必要な個数だけを並べるようにすればよい。なお、このようにして生成された乱

数は、数学的にはシードを高次元に写像変換したものであることから、その不確定，性

は単純には理論上、シードの不確定性に等 、と考えられる。

００82 また、さらに大きな擬似乱数を生成するためには、図 4で示したマトリクスによって

生成した擬似乱数からなるべクトルの一部の要素、例えば、最後の3桁分の数値 (8

8，5)を列見出しとし、他の24個の数値を行見出しとして、24行3列のマトリクスを用

い、上記と同様の手順によって擬似乱数を生成する。そして、さらに大きな擬似乱数



を生成するためには、上記24 T3列のマトリクスによって生成された擬似乱数の一部

を列見出しとし、残りを行見出しとしたマトリクスを用いる。このような手順を繰り返せ

ば、レぺらでも大きな擬似乱数を生成することができる。つまり、必要な桁数になるま

で上記の手順を繰り返せば、所望の桁数の擬似乱数を得ることができる。従って、平

文 のデータ長が大きな場合には、上記のように擬似乱数の生成を繰り返して、擬

似乱数の桁数を大きくし、擬似乱数の長さを平文 のべクトルの長さ以上にすること

ができる。なお、このようにして生成された乱数の不確定性は理論上、シードの不確

定性に等しい。

００83 なお、上記では、3行3列のマトリクスで生成した9桁の擬似乱数を行見出しとし、新

たなべクトルを列見出しとして、2 7桁の乱数を生成し、それ以上の擬似乱数を生成

する際には、既に生成された擬似乱数を行見出しと列見出しに用いるようにしている

が、可変シードを用いて9桁の擬似乱数を生成したのち、その擬似乱数を分割して、

行見出しと列見出しとに用いるようにしてもよい。このとき、この実施形態のように、最

後の3桁分の数値を列見出しとし、残りを行見出しとするとレぢ規則を予め定めておけ

ば、桁数の大きな擬似乱数を自動的に生成することができる。このようにすれば、偵

算途中で、列見出しとなるべクトルを新たに用意する必要がなくなる。

００84 上記の手順は、擬似乱数生成部9に予め設定された擬似乱数生成プログラムによ

って実行され、所望の擬似乱数が 自動的に生成される。

このようにして生成された擬似乱数は、上記いずれの方法によっても、高い一様，性

と無周期性をもつ。なぜならこれらは多重マルコフ過程であり、かつ、初期値鋭敏，性

を持つため、この偵算結果にはェルゴード性があると認められるからである。また、そ

のことによって予測性が極めて低いものになる。

００85 もしも、ここで各セルの数値を、単に行見出しと列見出しとの2つの数値の和とした

ならば、各セルに配置された数値から行見出しや列見出しを予測することが可能に

なる。

これに対し、この暗号化システムの擬似乱数生成方法では、見出しの数値以外の

数値が必ず加算されるので、予測 生が極めて低いものになる。例えば、図 4に示す

マトリクス ( ) において、 列のセル 列のセル r 列のセル 、5



行 列のセル「は、いずれも行見出しが 「5」、列見出しが 「8」である。このよぅな見出

しの数値だけを加算した場合には、各セルに当てはめられる数値はすべて「3」となる

が、この実施形態の方法では、図 4に示すよぅに上記各セル「、「、
2 「、「の値は

4 5

全て典なる。このよぅにして、予測不可能な擬似乱数を生成できる。

００86 なお、上記のよぅに平文のべクトル以上の長さを有する擬似乱数ベクトルを用いた

暗号化を行なぅ場合、平文のデータ長が大きくなれば、大きな擬似乱数が必要にな

る。そのため、元データの情報呈が多くなると、巨大な擬似乱数が必要になるが、従

来は、周期性のない一様な擬似乱数を実用的な時間内に生成することが若しく困難

であった

００87 しかし、上記擬似乱数生成部9のよぅに自動的に予測不可能な擬似乱数を生成す

る機能を備え、第 段階では 体な擬似乱数を生成し、生成した擬似乱数を行見出

しや列見出しとして、さらに大きな擬似乱数を生成するよぅにすれば、いくらでも大き

な擬似乱数を自動的に生成できるので、大きな平文を暗号化するための暗号キ一を

簡単に生成することができる。

そして、この暗号化システムでは、擬似乱数生成部9が、上記の手順に従って生成

した擬似乱数を用いて、暗号キー を生成するよぅにしている。

００88 図 5～図 7は、暗号化手順を、先の図 ０とは相違させた他の暗号化システムを

示した図である。

この他の暗号化システムも、図8に示すシステムと同様に暗号化装置6を備え、この

暗号化装置6には、データ入出力部7、暗号化部8および擬似乱数生成部9を備えて

いる。そして、暗号化部8に平文 が入力されると、暗号化部8は、擬似乱数生成部

9が生成した擬似乱数を利用して、暗号キー 2を生成するとともに、その暗号キー

2によって平文 を暗号化し、暗号文Xを出力する。

００89 次に、暗号化部8が、暗号キー 2を生成し、暗号文Xを生成する手順を、図 5を

用いて説明する。

図 5に示すよぅに、暗号化部8には、擬似乱数のシードの某になる固定のべクトル
と、このべクトル とほ別の固定のべクトルで、上記擬似乱数とほ別の擬似乱数

のシードとなるべクトル 2とを予め記憶している。これら、ベクトル とべクトル 2と



は、予め設定されたものであり、暗号化処理のたびに変更する必要はない。但し、ベ

クトル とべクトル 2の次元はべクトル団に等 吃のとする。

００9０ また、擬似乱数生成部9は、入力されたシードを用いて擬似乱数を生成するための

擬似乱数生成プログラムを予め記憶している。この擬似乱数生成プログラムの擬似

乱数生成手順については、図 3、図 4に某づいて説明した場合と同じであり、この

擬似乱数生成プログラムは任意のべクトルからなるシードを用いて、任意のデータ長

の擬似乱数を生成できる。そして、この擬似乱数生成プログラムが、シードCを用いて

擬似乱数を生成したとき、生成された擬似乱数を関数で ( ) と表わすことにする。

００9 1 図 5の矢印 ( ) のよぅに、暗号化すべきべクトルである平文 が暗号化部8 に入力

されると、暗号化部8は、次に説明するよぅにしてべクトル団を決める。このべクトル団
は、平文 ごとに、暗号化部8で決めるべクトルで、暗号化を行なぅたびに典なるもの

を決定する必要がある。そのためには、暗号化部8が、例えば、現時点の日時、分秒

に対応する数字や、物理乱数生成器で生成された乱数や、任意のテキストデータな

どを用いて、ベクトル団を決めるよぅにしておけばよい。

００9 2 暗号化部8は、ベクトル団を特定したら、図 5の矢印 ( ) に沿って記載したよぅに、

れを可変シードとして擬似乱数生成部9へ入力する。

つまり、平文 ごとに設定する可変のべクトル団と固定のべクトル との直和 (

で、この発明の可変シードを生成する。

さらに、暗号化部8は、入力された平文 のデータ長を特定する。

そして、暗号化部8は、このよぅに可変シードを生成するとともに、平文 のデータ

長を特定したら、生成した可変シードと、予め設定された固定のべクトル 2からなる

固定シードと、平文 のデータ長とを擬似乱数生成部9へ入力する (矢印 (2

００9 3 上記可変シードと、ベクトル 2からなる固定シードと、平文 のデータ長とが入力さ

れた擬似乱数生成部9は、入力された可変シードに某づいて、上記平文 のデータ

長以上の擬似乱数 (R ) を生成するとともに、上記固定のべクトル 2からなる

固定シードに某づいて、上記平文 のデータ長以上の擬似乱数 ( 2)を生成する

。なお、上記可変擬似乱数 ( 2)は、固定シードを用いているが、平文 のデータ



長に応じた長さに生成される可変擬似乱数である。

００94 上記擬似乱数生成部9は、生成した可変擬似乱数 ( ) と、可変擬似乱数

( 2)とを、暗号ィヒ部8へ入力する (矢印 (3) ) 。これらの擬似乱数が入力された暗号

ィヒ部8は、図 6の式 ( v) のように、両擬似乱数からなるべクトルの直和を偵算して、

暗号キー 2を生成するとともに、この暗号キー 2と平文 との直和を偵算して暗号

文Xを生成し、それを出力する (矢印 (4 ) )

つまり、この他の暗号化システムで用いる暗号キー 2は、図 の式 ( ) の固定擬

似乱数Kに替えて、可変擬似乱数 ( 2)を用いたものである。

００9 5 この暗号化システムでも、暗号ィヒ部8が、暗号化するたびに平文 に応じて暗号キ

ー 2を生成するようにしているが、この暗号キーE2は、予め設定しておくべクトル

2とともに、平文 に応じて決定する可変のべクトル団を用いることによって、平文

ごとに可変の暗号キ一にできる。また、この暗号キー 2は、2つの擬似乱数ベクト

ルの直和で生成されるので、一つの擬似乱数のべクトルと比べて、ほぼ2倍のェント

ロピーを持つことになる。このように、暗号キー 2のェントロピーを大きくすることによ

って、情報呈的安全性を得ることができる。

さらに、上記した暗号化システムの暗号キー と同様に、暗号キー 2の通信過程

での洞洩を防止できる。このように暗号化した情報を確実に守ることができる点は、先

の暗号化システムと同じである。

００96 なお、この他の暗号化システムでは、先に説明した別の暗号化システムで用いた固

定のべクトル の代わりに、固定シード 2を用いた乱数のべクトルを用いるようにして

いる。そのため、暗号ィヒ部8 に、予め設定しておく固定のべクトル 2のデータ長を、

固定ベクトル と比べて 、さくでき、データ記憶のための負荷を軽くできる。

このように、ベクトル 2のデータ長が 、さくてもよいのは、先のシステムでは、暗号

キー を、平文 以上のデータ長とするために、固定ベクトル も、平文 のデータ

長以上のデータ長を持つ必要があったが、乱数のシードとなるべクトル 2は、そのデ

ータ長が 、さくても、上記疑似乱数生成部9によって、平文 以上のデータ長を持っ
た乱数を生成することができ、暗号キー 2のデータ長を平文 以上にすることがで

きるからである。



００97 また、この暗号化システムでも、暗号キー 2を生成するために用いる2種類の予測

不可能な擬似乱数を、上記擬似乱数生成部9が、それぞれ自動的に生成することが

できる。

なお、上記擬似乱数生成プログラムを備えた擬似乱数生成部9とともに、ベクトル

、 2を予め設定された復号部を備えれば、この復号部が暗号キー 2を生成し、図

7の式 ( )の偵算によって、このシステムで生成された暗号文Xを復号化することが

できる。

００98 このよぅに、上記したいずれの暗号化システムを用いた場合にも、生成した暗号を

解読される心配はないし、暗号キ一を盗まれる危険性も極めて低いので、機密情報

などを安全に保存したり、送信したりすることができる。

なお、上記両暗号化システムでは、可変シードを、平文ごとに設定する可変のべク

トルと予め設定した固定のべクトルとの直和によって生成するよぅにしているが、可変

シードは、上記可変のべクトルのみで構成するよぅにしてもよい。要するに、暗号キ一

が、可変擬似乱数の直和を用いて生成されることによって、平文に対応した可変のキ

一が生成されればよいのである。

００99 ただし、 つの可変のべクトルのみで可変シードを構成するよりも、固定のべクトルと

の直和によって可変シードを生成するよぅにすれば、可変のべクトルが固定のべクト

ルによって別のべクトルに置換されることになるので、たとえ該可変ベクトルがインタ

ーセプトされるなどして攻撃者に洞洩することがあっても、シードの計算呈的安全性

は担保される。さらに、可変シードが、 つの可変のべクトルと つの固定のべクトルと

の直和でなく、さらに多くの別のべクトルを直和して生成してもかまわない。

０1００ 上記した2つの暗号化システムの実施形態では、暗号キ一を可変ベクトルと固定ベ

クトルとの直和で生成し、暗号キ一そのものを通信する必要がないよぅにしている。

しかし、暗号キ一を平文に応じて生成する擬似乱数からなる可変ベクトルのみで構

成するよぅにしてもよい。その場合に用いる可変ベクトルは、上記擬似乱数生成部9

によって生成され、平文のデータ長以上のデータ長を有する擬似乱数のべクトルで

なければならない。

０1０1 さらに、この暗号化システムを利用して、上記情報管理システムの元データや分散



単位データを暗号化したり、上記管理情報を暗号化したりすることもできる。このよう

に、上記暗号化システムを用いて情報を暗号化すれば、より安全性が高まる。この時

のェントロピーは、多重分散化によるェントロピーと暗号化によるェントロピーを足し

合わせたものとなる。

図面の簡単な説明

０1０2 図 情報管理システムの構成図である。

図2 元データの例を示した図である。

図3 多重化したべクトルの例を示した図である。

図4 分散単位情報を生成するためのマトリクスを示した図である。

図5 個々の分散単位情報を示した図である。

図6 分散単位情報の登録先を示す登録先対応テープルの例である。

図7 分散単位情報をストレージグリッドに登録した状態を示した図である。

図8 暗号化システムの構成図である。

図9 暗号化の例を示した演算式である。

図1０暗号化システムにおけるデータの流れを示した模式図である。

図11 暗号キ一の構成を示した演算式である。

図12 図8に示した暗号化システムにおける復号化の演算式である。

図13 擬似乱数生成手順を示したマトリクスである。

図14 擬似乱数生成手順を示したマトリクスである。

図15 他の暗号化システムにおけるデータの流れを示した模式図である。

図16 図 5に示した他の暗号システムにおける暗号キ一の構成を示した演算式であ

る。

図17 図 5に示した他の暗号化システムにおける復号化の演算式である。

符号の説明

０1０3 2 情報登録先決定部

4 分散単位情報生成部

5 情報復元部

s ， ～s ストレー



d ～d6 分散単位情報

(元データに某づく)ベクトル
， (ベクトル の)要素数

は 多重化数

。 分散数

6 暗号化装置

7 データ入出力部

8 暗号ィヒき日

9 擬似乱数生成部

2 暗号キー

平文

自然数

() 擬似乱数を生成する関数

団 可変のべクトル

2 固定のべクトル

固定ベクトル
(「) (擬似乱数の)マトリクス

行見出し

列見出し

十 ベクトルの直和をあらわす記号



請求の範囲

情報の登録先を決定する情報登録先決定部と、分散単位情報を生成する分散単

位情報生成部と、この分散単位情報生成部と接続可能な複数のストレージグリッドと

からなり、上記情報登録先決定部は、分散単位情報生成部で生成される分散単位

情報ごとにその登録先のストレージグリッドを特定する機能と、分散単位情報とその

登録先であるストレージグリッドとの対応関係にかかわる管理情報を生成する機能と、

生成した管理情報を分散単位情報生成部へ通知する機能とを備え、上記分散単位

情報生成部は、予め設定された単位データ長または予め設定された分割数を某準

にして元データを分割して、 ョ，個の要素からなるべクトル 二 (a ，a ・‥，a ) と

する機能と、当該分散単位情報生成部に入力された多重化数 は 三 あるいは予め

設定された多重化数 は 三 のいずれかに某づいて、上記ベクトル をは倍して 二

二 二‥・二 であるべクトル / 二 ( ‥・ ) とする機能と、この多
2 2

重ィヒされたべクトル / の全要素を、当該分散単位情報生成部に入力された分散数

。三 あるいは予め設定された分散数 。三 に某づいて、上記ベクトル の全要素

が含まれず、かつ、ベクトル の同一要素が重複しないよぅに、。個の分散単位情報

に分ける機能と、上記情報登録先決定部から通知された分散単位情報とストレージ

グリッドとの対応関係を定めた管理情報に某づいて上記各分散単位情報を対応する

ストレージグリッドヘ登録する機能とを備えた情報管理システム。

2 上記情報登録先決定部は、条件 または条件2のいずれかな満たす上記要素数 ，
、多重化数 は および分散数 。の細み合わせを決定する機能と、決定した要素数 ，と
多重化数 は との組を出力する機能とを備えるとともに、上記条件 は、分散数 と要

素数 ，との最大公約数 が のとき、多重化数 は く分散数 。な満たすものであり、上

記条件2は、分散数 。と要素数 ，との最大公約数 が でないとき、上記分散数 。お
よび要素数 ，が互いに割り切れない関係であって、かつ、多重化数 は 三 (分散数 。
最大公約数 )を満たすものである請求項 に記載の情報管理システム。

3 上記分散単位情報生成部は、元データを多重化数 は で多重化したべクトルの全要

素を、その要素順に、行方向あるいは列方向に並べ、それを列方向あるいは行方向

に繰り返して、分散数 。に応じた列数あるいは行数と、所要の行数または列数とから



なるマトリクスを生成する機能と、このマトリクスの各列あるいは各行を、 の分散単位

情報とする機能とを備えた請求項 または2記載の情報管理システム。

4 管理情報を記憶する上記情報登録先決定部またはこの情報登録先決定部とは別

の管理情報記憶部と、上記分散単位情報から元データを復元する情報復元部とを

備え、この情報復元部は、各ストレージグリッドから分散単位情報を収集する機能と、

上記管理情報を取得する機能と、上記管理情報から特定した配列順に某づいて、上

記収集した分散単位情報を並べる機能とを備えた請求項 ～3のいずれか に記載

の情報管理システム。

5 上記分散単位情報生成部に連係する暗号化部を備え、この暗号化部は、元データ

を暗号化する機能を備え、分散単位情報生成部は、暗号化部が暗号化したデータ

を多重化数 は で多重化する機能を備えた請求項 ～4のいずれか に記載の情報管

理システム。

6 平文人力部と、暗号化部と、擬似乱数生成部とからなり、擬似乱数生成部は、擬似

乱数生成用のシードを、予め設定された情報呈単位を某にして要素に分割する機能

、これらの要素を行見出しおよび列見出しとしたマトリクスを生成する機能、このマトリ

クスにおける特定のセルを第 のセルとし、この第 のセルには、その第 のセルに対

応する行見出しおよび列見出しの数値同上を加算し、その加算結果に対して予め定

めたゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる機能、上記

マトリクスにおける上記第 のセル以外のセルには、対応する行および列にあてはめ

られた数値のぅち、少なくとも3つ以上の数値を加算することによって、多重マルコフ

過程を形成し、ゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる

機能、上記各数値をあてはめた各セルの数値を、列単位または行単位で、列順また

は行順に並べ替える機能を実行して擬似乱数を生成し、かつ、この擬似乱数生成部

は、擬似乱数のデータ長が上記平文のデータ長以上の場合には、この擬似乱数を

暗号化部に対して出力する一方、生成された擬似乱数のデータ長が上記平文のデ

ータ長未満の場合には、上記擬似乱数生成部は、上記生成された擬似乱数の一部

または全ての要素を、行見出しまたは列見出しのいずれか一方若しくは両方としてマ

トリクスを生成する機能、このマトリクスにおける特定のセルを第 のセルとし、この第



のセルには、その第 のセルに対応する行見出しおよび列見出しの数値同上を加算

し、その加算結果に対して予め定めたゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その

演算結果をあてはめる機能、上記マトリクスにおける上記第 のセル以外のセルには

、対応する行および列にあてはめられた数値のぅち、少なくとも3つ以上の数値を加

算し、その加算結果に対して を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる

機能、上記各数値をあてはめた各セルの数値を、列単位または行単位で、列順また

は行順に並べ替える機飴を実行して擬似乱数を生成するとともに、この生成された擬

似が平文のデータ長以上になるまで上記擬似乱数生成機能を繰り返し実行し、平文

のデータ長以上の擬似乱数が生成されたとき、その擬似乱数を上記暗号化部に対し

て出力し、さらに、上記暗号化部は、擬似乱数生成部から入力された擬似乱数のべ

クトルを暗号キ一として用い、上記平文と暗号キ一との直和を演算して、暗号化する

暗号化システム。

7 平文人力部と、暗号化部と、擬似乱数生成部とからなり、上記擬似乱数生成部は、

平文人力部から入力された平文ごとに対応した可変シードを用いて、上記平文のデ

ータ長以上のデータ長を有する可変擬似乱数を生成する機能を備え、上記暗号化

部は、上記生成された可変擬似乱数のべクトルと予め設定された固定ベクトルとを直

和して暗号キ一を生成する機能と、生成した暗号キ一と上記平文との直和む演算し

て暗号化する機能とを備えた暗号化システム。

8 平文人力部と、暗号化部と、擬似乱数生成部とからなり、上記擬似乱数生成部は、

平文人力部から入力された平文に対応し、平文ごとに設定する可変シードを用いて

、上記平文のデータ長以上のデータ長を有する可変擬似乱数を生成する機能と、予

め設定された固定シードを用いて、上記平文のデータ長以上のデータ長を有する可

変擬似乱数を生成する機能とを備え、上記暗号化部は、上記生成された両可変擬

似乱数からなるべクトルを直和して暗号キ一を生成する機能と、生成した暗号キ一と

上記平文との直和を演算して暗号化する機能とを備えた暗号化システム。

9 上記擬似乱数生成部は、平文人力部から入力された平文に対応させた可変のべク

トルと予め設定された固定のべクトルとを直和して上記可変シードを生成する機飴を

備えた請求項7または8に記載の暗号化システム。



０ 上記擬似乱数生成部は、擬似乱数生成用のシードを、予め設定された情報呈単

位を某にして要素に分割する機能、これらの要素を行見出しおよび列見出しとした演

算表 (以下にマトリクスとレぢ)を生成する機能、このマトリクスにおける特定のセルを

第 のセルとし、この第 のセルには、その第 のセルに対応する行見出しおよび列

見出しの数値同上を加算し、その加算結果に対して予め定めたゼロ以外の数 を法

とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる機能、上記マトリクスにおける上記

第 のセル以外のセルには、対応する行および列にあてはめられた数値のうち、少な

くとも3つ以上の数値を加算することによって、多重マルコフ過程を形成し、ゼロ以外

の数 を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる機能、上記各数値をあて

はめた各セルの数値を、列単位または行単位で、列順または行順に並べ替える機能

を実行して擬似乱数を生成し、かつ、この擬似乱数生成部は、擬似乱数のデータ長

が上記平文のデータ長以上の場合には、この擬似乱数を暗号ィヒ部に対して出力す

る一方、生成された擬似乱数のデータ長が上記平文のデータ長未満の場合には、

上記擬似乱数生成部は、上記生成された擬似乱数の一部または全ての要素を、行

見出しまたは列見出しのいずれか一方若しくは両方としてマトリクスを生成する機能、

このマトリクスにおける特定のセルを第 のセルとし、この第 のセルには、その第 の

セルに対応する行見出しおよび列見出しの数値同上を加算し、その加算結果に対し

て予め定めたゼロ以外の数 を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる機

能、上記マトリクスにおける上記第 のセル以外のセルには、対応する行および列に

あてはめられた数値のうち、少なくとも3つ以上の数値を加算し、その加算結果に対し

て を法とする演算を行ない、その演算結果をあてはめる機能、上記各数値をあては

めた各セルの数値を、列単位または行単位で、列順または行順に並べ替える機能を

実行して擬似乱数を生成するとともに、この生成された擬似乱数が平文のデータ長

以上になるまで上記擬似乱数生成機能を繰り返し実行し、平文のデータ長以上の擬

似乱数が生成されたとき、その擬似乱数を上記暗号ィヒ部に対して出力する請求項7

～9のいずれか に記載の暗号化システム。
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"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance, the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y' document of particular relevance, the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, e hibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P ' document published pπor to t e international fling date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&' document member of the same patent family
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Y JP 2003-8593 A (Sharp Corp.), 7 , 9
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Par. No. [0 051]; Figs. 1 , 2
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JP 5-211495 A (NEC Corp., NEC Shizuoka, Ltd.), 8 , 9
20 August, 1993 (20.08.93),
Fig. 4
(Family: none)

JP 2-122745 A (Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd.
(KDD) ),
10 May, 1990 (10.05.90) ,
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JP 2006-48158 A (Toshiba Corp.), 1 - 5

16 February, 2006 (16.02.06),
Par. Nos. [0022] to [0036]
(Family: none)

JP 2005-322201 A (Hitachi, Ltd.), 6 - 1 0
17 November, 2005 (17.11.05),
Par. Nos. [0045] to [0053]; Fig. 10

US 2005/0220305 A l EP 1585006 A3

JP 2005-202757 A (Mitsubishi Electric Corp.),
28 July, 2005 (28.07.05) ,
Fig. 4
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Box No. II Observations here certain claims ere found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

I I Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
The inventions of claims 1-5 relate to an information management system

which registers distribution unit information into a corresponding storage
grid.
The inventions of claims 6-10 relate to an encryption system. However,

no technical relationship including a special technical feature can be seen
between the invention of claim 6 and the inventions of claims 7-10.
Accordingly, the inventions of the present international application are

divided into the following three groups: the inventions of claims 1-5, the
invention of claim 6 , and the inventions of claims 7-10.

I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

I I As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee.

I I The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.

I x I No protest accompanied the payment of additional search fees.
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国際調査報告 国際出 i 番号 P C T ノ J P 2 0 0 7 ノ0 7 1 5 5 7

A . 発明(O 属する分野 (D 分類 ( 際特許分類 ( I P C ) )
IntCl G09C1/00 (2006. 01) i , G06F2 1/24(2006. 01) 1 , H04L9/08 (2006. 01) i

B . 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資片 (国際特許分類 ( I P C ) )

IntCl G09C1/00, G06F21/24, H04L9/08

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれる もの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 8 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 2 0 0 8 年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 2 0 0 8 年

国際調査て使用した電子テ タ ス (テ タ ス の名称、調査に使用した用語 )

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の f
カテ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連す きは、その関連する箇所の表示 請木の範囲の番号

Y JP 2005-215735 A (株式会社 日立製作所 ) 2005. 08 11, 1, 3-5
A [0021] - [0075] 全図 US 2005/0165972 Al 2

Y JP 2004-29934 A (株式会社 ヌ・ティ・ティ ムイ ) 2004 . 01. 29, 1, 3-5
A [0014] - [0024] (7 ア な し) 2

Y JP 2000-209195 A (東洋通信機株式会社 ) 2000. 07. 28, 7-9

A [0007] [0009] 全図 (フア y な し) 6, 10

汀 C 欄の続きにも文献か 挙 されて る。 デ テ トフア リ に関する別紙を参 B 。

引用文献のカテ の 日の後に公表 れた文献
ΓA 特に関連 (O ある文献てはな < 、一般的技術水準を示す ΓT 国際出順 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出順 矛盾するものてはな < 、発明の原理又は理
ΓE 国際出願 日前 (D 出願または特許てあるか、国際出順 日 D理解 (D ために引用するも (D

以後に公表 れたもの X 特に関連のある文献てあ て、当該文献のみて発明
ΓL 優先権 張に疑義を提起する文献又は他 (D 文献 (D発行 D新規性又は進歩性かな と考えられるも (

日若し< は他の特別な理 由を確立するために引用す 特に関連のある文献てあ て、当該文献 他の 1 以
る文献 (理由を付す) 上 (D文献 と (D 、当業者にと て自明てある組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩 性かな 考えられるもの
ΓP J 国際出願 日前て、か 優先権の 張の基礎 となる出頗 Γ& J 同一 テ ト ア 5 ; リ 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 1 . 0 1 . 2 () 0 2 9 . 0 1 . 2 0 0 8

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 5 S 3 3 6 5

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 速水 雄大
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目 4 番 3 号 電話番号 0 3 - - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 4 6

様式 P C T ノ I S A ノ 2 1 0 (第 2 - ) ( 2 0 0 7 年 4 月 )



国際調査報告 国際出 番号 P C J P 2 O O 7 / 0 7 1 5 5 7

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの青見 (第 y の の続き

怯第8条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) 規定によ り、 こ O国際調査報告は次 O理 由によ り請求 CO 範囲CO 一部に て作
成 しなか た。

i ・ r 請水の範囲 は、 この国際調査機関か調査をす こ とを要 しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ ビ 請大の範囲 は、 有青義な国際調査をす こ かてきる程度まて所定の要件を満たして
な 国際出順の部分に係 るものてある。 ま 9 、

・ ヴ 請求の範囲 は、 従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及び第 文の規定に
従 て記載 れて なI 。

第m欄 発明 o単 性か欠如して1 る とき 60 意見 第 6O 3 O続き

次に述 るよ にこの国際出栢に二以上の発明かぁ この国際桐査機関は詔めた
請求の範囲 1 - 5 に係 る発明は、分散単位情報を対応するス ト ジグ ツ ド 登銅 す ，る If 報
管理 ステムに係 るものである。

請求の範囲 6 — 1 Oに係る発明泣、暗号f システムに係 るものである。し しなが ら、請求の
範囲 6 に係る発明 、請求 (D 範囲 7 - 1 O に係 る発明との間に、特別な技術的特徴を含む技術
的な関述を見 だすこ はできな

以上の理由 ら、本国際出願の発明は、請求の範囲 1 - 5 に係 る発明、請求の範囲 6 に係 る発
明、請求の範囲 7 - 1 0 に係る発明、の 3 個 認 められる。

・汀 出順人か必要な追加調査手数料をす て期間内に納付 したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
CO 範囲に て作成した

2・ r 追加調査手数料を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加洞査手数料C 納付を求めな た

・デ 出順人か必要な追加桐査手数料を一部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、 手数料の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ r 出順人か必要な追加調査手数料を期間内に納付 しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次 CO 請求 CO 範囲に て作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する圧青
r 追加洞査手数片及ひ、 該当する場合には、異議申立手数料 O納付 と共に、出願人 ら異議申立てかあ た。

追加洞査手数叫 O納付 と共に出順人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数料か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

汀 追加調査手数片の納付はあ たか、異議申立てほな た

様式PCT ノISAノ210 (第 l の続葉 (2) ) (2007午4月)



国際凋査報告 国際出順番号 PCT/JP2007/071 557

C (続き) 関連すS 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ リ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請木の範囲の番号

Y JP 2003-8593 A ( ヤ プ株式会社) 2003. 01. 10, 7 9
A [0051] ,図 1，2 (7 ァ な し) 6, 10

JP 5-211495 A ( 本電気株式会社，静岡日本電気株式会社 8, 9
1993.08.20, 図 4 ( ァ ! な し

JP 2-122745 A (国際電信電話株式会社) 1990. 05. 10,

第 3 頁右上欄第 17 行 - 左下欄第 行 (7 ァ ) なし)

JP 2006-48158 A (株式会社東芝) 2006. 02. 16 1-5
[0022] - [0036] (7 ァ な し)

JP 2005-322201 A (株式会社 日立製作所 ) 2005. 11. 17, 6-10
[0045] - [0053] ,図 10 US 2005/0220305 A l EP 1585006 A3

JP 2005-202757 A (三菱電機株式会社 ) 2005. 07. 28,

図 4 7 ァ な し

JP 2003-298573 A ( 7 ・ディ ・ケイ株式会社 ) 2003. 10. 17,

[0048] - [0050], 図 3 8 WO 2003/083806 Al

様式 P C T / I S A / 2 1 O (第 2 の続き ) ( 2 0 0 7午 4 月 )
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