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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して相互に接続された送信側装置、受信側装置および通信支援装置を
有するデータ通信システムにおいて、
　前記通信支援装置は、
　通信契約関係が確立された前記送信側装置および前記受信側装置の間におけるデータ通
信で必要な情報が格納される媒介記憶手段を有し、
　前記送信側装置は、
　オリジナルデータに対して加工処理を施して転送データセットを生成するデータ加工処
理手段と、
　前記受信側装置で前記転送データセットに対して復元処理を施して前記オリジナルデー
タを復元するための復元条件を含む定義ファイルを生成する定義ファイル生成手段と、
　を有し、
　前記送信側装置から前記転送データセットが前記受信側装置での利用のために送信され
、且つ、前記定義ファイルが前記通信支援装置に対して送信されて前記媒介記憶手段に格
納され、
　前記受信側装置は、
　前記媒介記憶手段に格納された定義ファイルに含まれる復元条件に従って前記転送デー
タセットに対して復元処理を施して前記オリジナルデータを復元するデータ復元処理手段
と、
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　を有し、
　前記オリジナルデータに対する加工処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルには、前記受信側装置における前記オリジナルデータへの復元を前記
送信側装置で支配するための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に利用された暗
号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データセットが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送
データセットが復元されている場合に限って第二回目の転送データセットが復元できるよ
うに、前記暗号鍵の提供条件が規定される、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記通信支援装置は、
　前記通信契約関係を確立させるために、前記送信側装置および前記受信側装置の各々の
証明書を発行する証明書発行手段、をさらに有し、
　前記通信契約関係は、前記証明書を利用した前記送信側装置および前記受信側装置の間
の相互認証によって確立される、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記オリジナルデータに対する加工処理には、データ暗号化処理とデータ圧縮処理とを
含むエンコード処理が含まれ、
　前記定義ファイルにおける復元条件には、前記エンコード処理に対応したデコード処理
に関するデコード処理情報が含まれ、
　前記データ復元処理手段は、前記デコード処理情報に基づいて前記転送データセットに
対してデコード処理を実行する、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記転送データセットは、第一データセグメントおよび第二データセグメントを含み、
そのうちの少なくとも一つのデータセグメントは中継サーバへアップロードされ、
　前記定義ファイルにおける復元条件には、前記中継サーバの所在を表す中継サーバ所在
情報が含まれ、
　前記受信手段は、前記中継サーバ所在情報に基づいて、前記中継サーバにアップロード
された前記データセグメントをダウンロードする、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記転送データセットは、第一データセグメントおよび第二データセグメントを含み、
前記第一データセグメントおよび前記第二データセグメントには、互いに異なる通信プロ
トコルが割り当てられ、
　前記定義ファイルにおける復元条件には、前記第一データセグメントおよび第二データ
セグメントの少なくとも一方の通信プロトコルを表すプロトコル情報が含まれ、
　前記受信手段は、前記プロトコル情報に基づいて前記転送データを受信する、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記定義ファイルには、前記受信側装置における前記オリジナルデータへの復元を前記
送信側装置で支配するための特別制限条件が含まれる、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項７】
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　請求項６に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記オリジナルデータに対する加工処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルにおける特別制限条件には、前記データ暗号化処理に利用された暗号
鍵の提供条件が示され、この提供条件が満たされる場合に限って、前記暗号鍵が前記受信
側装置に提供される、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項８】
　請求項１に記載のデータ通信システムにおいて、
　前記データ加工処理手段は、前記オリジナルデータを複数のピースに分割し、前記各ピ
ースからそれぞれ一部のデータを欠落させて前記各ピースを欠落元ピースと欠落分ピース
とに分割し、前記複数の欠落元ピースおよび前記複数の欠落分ピースを含む前記転送デー
タセットを生成し、
　前記送信側装置は、前記複数の欠落元ピースを第一データセグメントとして前記受信側
装置へ送信し、前記複数の欠落分ピースを第二セグメントとして中継サーバへアップロー
ドし、
　前記受信側装置は、前記定義ファイルに含まれる中継サーバ所在情報に基づいて前記中
継サーバから前記複数の欠落分ピースをダウンロードする、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項９】
　ネットワークを介して相互に接続されたユーザ端末間の通信契約関係を確立させる通信
支援装置において、
　前記各ユーザ端末を利用する正式登録されたユーザに対して証明書を発行する証明書発
行手段と、
　前記正式登録されたユーザ同士が各々の証明書を利用して確立した前記ユーザ端末間の
通信契約関係に関する契約情報が登録される契約情報登録手段と、
　前記通信契約関係が確立されたユーザ端末間でのデータ通信に必要な情報が格納される
媒介記憶手段と、
　を有し、
　前記ユーザ端末間でのデータ通信において、
　送信側ユーザ端末が、オリジナルデータに対してデータ暗号化処理を施して転送データ
セットを生成し、さらに、受信側ユーザ端末で前記転送データセットに対して復元処理を
施して前記オリジナルデータを復元するための復元条件を含む定義ファイルを生成し、
　前記送信側ユーザ端末から前記転送データセットが前記受信側ユーザ端末での利用のた
めに送信され、且つ、前記定義ファイルが当該通信支援装置に対して送信されて前記媒介
記憶手段に格納され、
　前記定義ファイルには、前記受信側ユーザ端末における前記オリジナルデータへの復元
を前記送信側ユーザ端末で支配するための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に
利用された暗号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データセットが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送
データセットが復元されている場合に限って第二回目の転送データセットが復元できるよ
うに、前記暗号鍵の提供条件が規定される、
　ことを特徴とする通信支援装置。
【請求項１０】
　ネットワークを介して受信側装置および通信支援装置に接続される送信側装置において
、
　オリジナルデータに対して加工処理を施して転送データセットを生成するデータ加工処
理手段と、
　前記受信側装置で前記転送データセットに対して復元処理を施して前記オリジナルデー
タを復元するための復元条件を含む定義ファイルを生成する定義ファイル生成手段と、
　前記転送データセットを前記受信側装置での利用のために送信し、且つ、前記定義ファ
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イルを前記通信支援装置に対して送信する送信手段と、
　を有し、
　前記オリジナルデータに対する加工処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルには、前記受信側装置における前記オリジナルデータへの復元を当該
送信側装置で支配するための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に利用された暗
号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データセットが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送
データセットが復元されている場合に限って第二回目の転送データセットが復元できるよ
うに、前記暗号鍵の提供条件が規定される、
　ことを特徴とする送信側装置。
【請求項１１】
　ネットワークを介して送信側装置および通信支援装置に接続される受信側装置において
、
　前記送信側装置でオリジナルデータに対して加工処理を施されて生成された転送データ
セットを受信する受信手段と、
　前記送信側装置で生成され前記通信支援装置に格納された定義ファイルに含まれる復元
条件に従って、前記転送データセットに対して復元処理を施して前記オリジナルデータを
復元するデータ復元処理手段と、
　を有し、
　前記オリジナルデータに対する加工処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルには、当該受信側装置における前記オリジナルデータへの復元を前記
送信側装置で支配するための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に利用された暗
号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データセットが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送
データセットが復元されている場合に限って第二回目の転送データセットが復元できるよ
うに、前記暗号鍵の提供条件が規定される、
　ことを特徴とする受信側装置。
【請求項１２】
　ネットワークを介して相互に接続された送信側装置および受信側装置の間で、送信側装
置から受信側装置へデータを転送するためのデータ通信方法において、
　前記送信側装置は、
　オリジナルデータに対してエンコード処理を施して転送データを生成し、
　前記受信側装置が前記転送データに対してデコード処理を施して前記オリジナルデータ
を復元するためのデコード情報を含む定義ファイルを生成し、
　前記転送データを前記受信側装置での利用のために送信し、且つ、前記定義ファイルを
通信支援装置に対して送信し、
　前記受信側装置は、
　前記転送データを受信し、
　前記通信支援装置に格納された定義ファイルに含まれるデコード情報に従って前記転送
データに対してデコード処理を施して前記オリジナルデータを復元し、
　前記オリジナルデータに対するエンコード処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルには、前記受信側装置における前記オリジナルデータへの復元を前記
送信側装置で支配するための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に利用された暗
号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送データ
が復元されている場合に限って第二回目の転送データが復元できるように、前記暗号鍵の
提供条件が規定される、
　ことを特徴とするデータ通信方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のデータ通信方法において、
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　前記送信側装置および前記受信側装置は、前記通信支援装置により発行された前記送信
側装置および前記受信側装置の各々の証明書を互いに確認して相互認証を行って通信契約
関係を確立し、
　前記送信側装置は、前記通信契約関係に基づいて前記転送データを前記受信側装置での
利用のために送信する、
　ことを特徴とするデータ通信方法。
【請求項１４】
　ユーザ端末間の通信契約関係を確立させる処理をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムであって、
　前記各ユーザ端末を利用するユーザごとのユーザ申請情報が登録される申請情報登録ス
テップと、
　前記ユーザ申請情報に基づいて正式登録が許可された各ユーザに対して証明書を発行す
る証明書発行ステップと、
　前記正式登録が許可されたユーザ同士が各々の証明書を利用して確立した前記ユーザ端
末間の通信契約関係に関する契約情報が登録される契約情報登録ステップと、
　前記通信契約関係が確立されたユーザ端末間でのデータ通信に必要な情報が格納される
媒介記憶ステップと、
　をコンピュータに実行させ、
　前記ユーザ端末間でのデータ通信において、
　送信側ユーザ端末が、オリジナルデータに対してデータ暗号化処理を施して転送データ
セットを生成し、さらに、受信側ユーザ端末で前記転送データセットに対して復元処理を
施して前記オリジナルデータを復元するための復元条件を含む定義ファイルを生成し、
　前記送信側ユーザ端末から前記転送データセットが前記受信側ユーザ端末での利用のた
めに送信され、且つ、前記媒介記憶ステップにおいて前記定義ファイルが格納され、
　前記定義ファイルには、前記受信側ユーザ端末における前記オリジナルデータへの復元
を前記送信側ユーザ端末で支配するための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に
利用された暗号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データセットが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送
データセットが復元されている場合に限って第二回目の転送データセットが復元できるよ
うに、前記暗号鍵の提供条件が規定される、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　ネットワークを介して通信支援装置に接続されるコンピュータに、
　オリジナルデータに対してエンコード処理を施して転送データを生成するエンコード処
理ステップと、
　前記転送データから前記オリジナルデータを復元するためのデコード情報を含む定義フ
ァイルを生成する定義ファイル生成ステップと、
　前記転送データを転送先での利用のために送信し、且つ、前記定義ファイルを前記通信
支援装置に対して送信する送信ステップと、
　を実行させるためのプログラムであって、
　前記オリジナルデータに対するエンコード処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルには、前記転送先における前記オリジナルデータへの復元を支配する
ための特別制限条件として、前記データ暗号化処理に利用された暗号鍵の提供条件が含ま
れ、
　前記転送データが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送データ
が復元されている場合に限って第二回目の転送データが復元できるように、前記暗号鍵の
提供条件が規定される、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　ネットワークを介して通信支援装置に接続されるコンピュータに、
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　オリジナルデータに対してエンコード処理を施して生成された転送データを受信する受
信ステップと、
　前記通信支援装置に格納された定義ファイルに含まれるデコード情報に従って前記転送
データに対してデコード処理を施して前記オリジナルデータを復元するデコード処理ステ
ップと、
　を実行させるためのプログラムであって、
　前記オリジナルデータに対するエンコード処理にはデータ暗号化処理が含まれ、
　前記定義ファイルには前記データ暗号化処理に利用された暗号鍵の提供条件が含まれ、
　前記転送データが複数回数に亘って段階的に転送される場合に、第一回目の転送データ
が復元されている場合に限って第二回目の転送データが復元できるように、前記暗号鍵の
提供条件が規定される、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを利用したデータ通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等の公衆ネットワークを介してデータを安全に転送する仕組みとして、
ＶＰＮ（Virtual Private Network）が普及している。ＶＰＮでは、公衆ネットワークを
挟んだ送り手側と受け手側とに暗号化装置と復号化装置をそれぞれ設置し、送り手側でデ
ータを暗号化して公衆ネットワークに送信し、受け手側でその暗号化データを受信して復
号することで元の送信データを復元する。ＶＰＮを用いた場合、公衆ネットワーク上を流
れるデータを傍受されても、暗号が破られない限り秘密が保たれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　データの暗号化技術が存在する一方、不正にデータを取得してその暗号を解読する不正
ユーザも存在する。高度な暗号化技術を利用してデータを暗号化したとしても、暗号化さ
れたデータが公衆ネットワークなどを介して転送される状況下においては、不正ユーザが
暗号化データを取得し、その暗号を解読してしまう危険性がある。つまり、暗号化技術の
みを利用したデータ転送では、データの安全性に限界がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、ネットワークを介してより安全にデータを転送できるようにするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるデータ通信システムは、ネット
ワークを介して相互に接続された送信側装置、受信側装置および通信支援装置を有するデ
ータ通信システムにおいて、前記通信支援装置は、通信契約関係が確立された前記送信側
装置および前記受信側装置の間におけるデータ通信で必要な情報が格納される媒介記憶手
段を有し、前記送信側装置は、オリジナルデータに対して加工処理を施して転送データセ
ットを生成するデータ加工処理手段と、前記受信側装置で前記転送データセットに対して
復元処理を施して前記オリジナルデータを復元するための復元条件を含む定義ファイルを
生成する定義ファイル生成手段と、を有し、前記送信側装置から前記転送データセットが
前記受信側装置での利用のために送信され、且つ、前記定義ファイルが前記通信支援装置
に対して送信されて前記媒介記憶手段に格納され、前記受信側装置は、前記媒介記憶手段
に格納された定義ファイルに含まれる復元条件に従って前記転送データセットに対して復
元処理を施して前記オリジナルデータを復元するデータ復元処理手段と、を有するものと
する。
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【０００６】
　上記構成によれば、オリジナルデータを復元するために必要な定義ファイルが通信支援
装置で管理されるため、仮に、第三者が転送データセットを取得しても、定義ファイルを
取得しない限りオリジナルデータへの復元が不可能となる。
【０００７】
　望ましくは、前記通信支援装置は、前記通信契約関係を確立させるために、前記送信側
装置および前記受信側装置の各々の証明書を発行する証明書発行手段、をさらに有し、前
記通信契約関係は、前記証明書を利用した前記送信側装置および前記受信側装置の間の相
互認証によって確立されるものとする。上記構成によれば、通信支援装置を介して送信側
装置と受信側装置との間で相互認証が行われるため、送信側装置と受信側装置が相互に信
頼関係を構築した上でデータ通信を行うことができる。
【０００８】
　望ましくは、前記オリジナルデータに対する加工処理には、データ暗号化処理またはデ
ータ圧縮処理の少なくとも一方を含むエンコード処理が含まれ、前記定義ファイルにおけ
る復元条件には、前記エンコード処理に対応したデコード処理に関するデコード処理情報
が含まれ、前記データ復元処理手段は、前記デコード処理情報に基づいて前記転送データ
セットに対してデコード処理を実行するものとする。また望ましくは、前記転送データセ
ットは、第一データセグメントおよび第二データセグメントを含み、そのうちの少なくと
も一つのデータセグメントは中継サーバへアップロードされ、前記定義ファイルにおける
復元条件には、前記中継サーバの所在を表す中継サーバ所在情報が含まれ、前記受信手段
は、前記中継サーバ所在情報に基づいて、前記中継サーバにアップロードされた前記デー
タセグメントをダウンロードするものとする。
【０００９】
　望ましくは、前記転送データセットは、第一データセグメントおよび第二データセグメ
ントを含み、前記第一データセグメントおよび前記第二データセグメントには、互いに異
なる通信プロトコルが割り当てられ、前記定義ファイルにおける復元条件には、前記第一
データセグメントおよび第二データセグメントの少なくとも一方の通信プロトコルを表す
プロトコル情報が含まれ、前記受信手段は、前記プロトコル情報に基づいて前記転送デー
タを受信するものとする。
【００１０】
　望ましくは、前記定義ファイルには、前記受信側装置における前記オリジナルデータへ
の復元を前記送信側装置で支配するための特別制限条件が含まれるものとする。さらに望
ましくは、前記オリジナルデータに対する加工処理にはデータ暗号化処理が含まれ、前記
定義ファイルにおける特別制限条件には、前記データ暗号化処理に利用された暗号鍵の提
供条件が示され、この提供条件が満たされる場合に限って、前記暗号鍵が前記受信側装置
に提供されるものとする。上記構成によれば、暗号鍵が提供条件を満たす場合に限って受
信側装置に提供されるため、例えば、送信者が、暗号鍵の提供条件を設定して、受信側装
置によるオリジナルデータへの復元処理を制御することができる。
【００１１】
　望ましくは、前記データ加工処理手段は、前記オリジナルデータを複数のピースに分割
し、前記各ピースからそれぞれ一部のデータを欠落させて前記各ピースを欠落元ピースと
欠落分ピースとに分割し、前記複数の欠落元ピースおよび前記複数の欠落分ピースを含む
前記転送データセットを生成し、前記送信側装置は、前記複数の欠落元ピースを第一デー
タセグメントとして前記受信側装置へ送信し、前記複数の欠落分ピースを第二セグメント
として中継サーバへアップロードし、前記受信側装置は、前記定義ファイルに含まれる中
継サーバ所在情報に基づいて前記中継サーバから前記複数の欠落分ピースをダウンロード
するものとする。
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である通信支援装置は、ネットワーク
を介して相互に接続されたユーザ端末間の通信契約関係を確立させる通信支援装置におい
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て、前記各ユーザ端末を利用する正式登録されたユーザに対して証明書を発行する証明書
発行手段と、前記正式登録されたユーザ同士が各々の証明書を利用して確立した前記ユー
ザ端末間の通信契約関係に関する契約情報が登録される契約情報登録手段と、前記通信契
約関係が確立されたユーザ端末間でのデータ通信に必要な情報が格納される媒介記憶手段
と、を有するものとする。
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である送信側装置は、ネットワークを
介して受信側装置および通信支援装置に接続される送信側装置において、オリジナルデー
タに対して加工処理を施して転送データセットを生成するデータ加工処理手段と、前記受
信側装置で前記転送データセットに対して復元処理を施して前記オリジナルデータを復元
するための復元条件を含む定義ファイルを生成する定義ファイル生成手段と、前記転送デ
ータセットを前記受信側装置での利用のために送信し、且つ、前記定義ファイルを前記通
信支援装置に対して送信する送信手段と、を有するものとする。
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である受信側装置は、ネットワークを
介して送信側装置および通信支援装置に接続される受信側装置において、前記送信側装置
でオリジナルデータに対して加工処理を施されて生成された転送データセットを受信する
受信手段と、前記送信側装置で生成され前記通信支援装置に格納された定義ファイルに含
まれる復元条件に従って、前記転送データセットに対して復元処理を施して前記オリジナ
ルデータを復元するデータ復元処理手段と、を有するものとする。
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるデータ通信方法は、ネットワー
クを介して相互に接続された送信側装置および受信側装置の間で、送信側装置から受信側
装置へデータを転送するためのデータ通信方法において、前記送信側装置は、オリジナル
データに対してエンコード処理を施して転送データを生成し、前記受信側装置が前記転送
データに対してデコード処理を施して前記オリジナルデータを復元するためのデコード情
報を含む定義ファイルを生成し、前記転送データを前記受信側装置での利用のために送信
し、且つ、前記定義ファイルを通信支援装置に対して送信し、前記受信側装置は、前記転
送データを受信し、前記通信支援装置に格納された定義ファイルに含まれるデコード情報
に従って前記転送データに対してデコード処理を施して前記オリジナルデータを復元する
ものとする。
【００１６】
　望ましくは、前記送信側装置および前記受信側装置は、前記通信支援装置により発行さ
れた前記送信側装置および前記受信側装置の各々の証明書を互いに確認して相互認証を行
って通信契約関係を確立し、前記送信側装置は、前記通信契約関係に基づいて前記転送デ
ータを前記受信側装置での利用のために送信するものとする。
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるプログラムは、ユーザ端末間の
通信契約関係を確立させる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
前記各ユーザ端末を利用するユーザごとのユーザ申請情報が登録される申請情報登録ステ
ップと、前記ユーザ申請情報に基づいて正式登録が許可された各ユーザに対して証明書を
発行する証明書発行ステップと、前記正式登録が許可されたユーザ同士が各々の証明書を
利用して確立した前記ユーザ端末間の通信契約関係に関する契約情報が登録される契約情
報登録ステップと、を実行させるものとする。
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるプログラムは、ネットワークを
介して通信支援装置に接続されるコンピュータに、オリジナルデータに対してエンコード
処理を施して転送データを生成するエンコード処理ステップと、前記転送データから前記
オリジナルデータを復元するためのデコード情報を含む定義ファイルを生成する定義ファ
イル生成ステップと、前記転送データを転送先での利用のために送信し、且つ、前記定義
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ファイルを前記通信支援装置に対して送信する送信ステップと、を実行させるものとする
。
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様であるプログラムは、ネットワークを
介して通信支援装置に接続されるコンピュータに、オリジナルデータに対してエンコード
処理を施して生成された転送データを受信する受信ステップと、前記通信支援装置に格納
されたデコード情報に従って前記転送データに対してデコード処理を施して前記オリジナ
ルデータを復元するデコード処理ステップと、を実行させるものとする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によりネットワークを介してより安全にデータを転送することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面を利用して説明する。
【００２２】
　図１には、本発明に係るデータ通信システムの好適な実施形態が示されており、図１は
その全体構成を示す図である。本システムは、送信者が利用する送信側端末１０、受信者
が利用する受信側端末１２、データ通信の支援を行う通信支援装置（認証局）１４、およ
び、複数の中継サーバ１６がインターネット１８を介して互いに接続された構成である。
【００２３】
　送信者から受信者へデータを転送するにあたり、送信者および受信者は、各々、通信支
援装置１４へユーザ登録を行う（ユーザ登録）。正式登録が許可されたユーザ（送信者、
受信者）は、通信支援装置１４から証明書６０が発行される。そして、送信者は送信側端
末１０を利用して、また、受信者は受信側端末１２を利用して、通信支援装置１４を介し
て互いに正式登録されたユーザであることを確認する（相互認証）。
【００２４】
　互いに正式登録されたユーザであることが確認されると、送信者は送信側端末１０を利
用して、転送対象データのデータ加工処理を施す。このデータ加工処理によって転送対象
データは暗号化ピース群２２６および暗号化欠落データ２３５に分割される。そして、暗
号化ピース群２２６はインターネット１８を介して送信側端末１２に転送され、暗号化欠
落データ２３５は中継サーバ１６の何れかに転送される。また、加工処理された転送対象
データを復元するために必要なシナリオファイル１４０が通信支援装置１４に転送される
。受信側端末１２は、通信支援装置１４に登録されたシナリオファイル１４０を参照して
中継サーバ１６に転送された暗号化欠落データ２３５を取得し、既に転送されている暗号
化ピース群２２６と取得した暗号化欠落データ２３５とから転送対象データを復元する（
データ転送）。
【００２５】
　なお、本システムにおいて、送信側端末１０、受信側端末１２および通信支援装置１４
の相互間での通信には、例えば公開鍵暗号方式（ＰＫＩ）など、安全性の高いデータ通信
技術を利用することが望ましい。
【００２６】
　以下、図２から図４を利用して「ユーザ登録」「相互認証」「データ転送」の各手順に
ついて詳述する。なお、以下の説明において、図１に示した部分には図１の符号を利用す
る。
【００２７】
　「ユーザ登録」図２は、各ユーザによる通信支援装置１４へのユーザ登録手順を示す図
である。図２には、ユーザＡおよびユーザＢの各々が通信支援装置１４との間で実行する
登録手順が示されている。図２に示すように、ユーザＡおよびユーザＢ共に、同じ手順で
それぞれユーザ登録が行われる。
【００２８】
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　まず、各ユーザ（ユーザＡ、ユーザＢ）は、通信支援装置１４へ正式登録のためのユー
ザ申請を行う（Ｓ２１０）。ユーザ申請の際、各ユーザは自己に関する情報（ユーザ情報
）を通信支援装置１４へ提示する。ユーザ情報には、ユーザ名（個人名、企業名、部署名
）やユーザの住所など、そのユーザを特定する情報が含まれている。ユーザ情報は、イン
ターネット１８経由で通信支援装置１４に送信されてもよく、あるいは、専用回線を用い
て送信されてもよい。もちろん、郵送や手渡しなどオフラインによる申請でもよい。
【００２９】
　各ユーザからユーザ申請を受けた通信支援装置１４の証明書発行部２０は、各ユーザか
ら提示されたユーザ情報を確認し、正式登録を許可するユーザに対して証明書６０とアク
セス権を発行する（Ｓ２１２）。なお、正式登録の許可は通信支援装置１４の運用者が行
い、その許可に基づいて証明書発行部２０が証明書６０を発行してもよい。
【００３０】
　Ｓ２１２における証明書６０とは、ユーザが通信支援装置１４に正式登録されているこ
とを証明するものである。証明書発行部２０は、ユーザ申請を行った各ユーザごとに証明
書６０を発行する。証明書６０に関する情報（証明書情報）は、図５に示すように、証明
書６０のバージョン情報１０１、暗号アルゴリズム１０２、発行者情報１０３、有効期限
情報１０４、ユーザ情報１０５、アクセス権情報１０６、関連情報１０７などを含んでい
る。必要に応じて、その他情報１０８が添付されてもよい。また、証明書情報１００には
、ダイジェスト情報１０９が添付されることが好ましい。つまり、証明書情報１００が通
信支援装置１４の秘密鍵で暗号化され（１１０）、暗号化結果のダイジェストが生成され
（１１１）、このダイジェストに関する情報が証明書情報１００に添付されることで、通
信支援装置１４によるデジタル署名が施される。
【００３１】
　図２に戻り、Ｓ２１２におけるアクセス権とは、各ユーザが通信支援装置１４へアクセ
スするための権限であり、このアクセス権には、各ユーザが通信支援装置１４へアクセス
するためのユーザＩＤやパスワードが含まれている。そして通信支援装置１４は、正式登
録されたユーザの証明書情報を証明書情報記憶部２２に登録する（Ｓ２１４）。
【００３２】
　証明書６０とアクセス権を取得（Ｓ２１６）したユーザは、通信支援装置１４へのアク
セス権（ユーザＩＤおよびパスワード）を利用して通信支援装置１４へアクセスし、通信
支援装置１４へクライアントアプリケーションのダウンロード要請を行う（Ｓ２１８）。
クライアントアプリケーションとは、通信支援装置１４に正式登録されたユーザが、通信
支援装置１４との間でオンラインによる情報交換を行う際に利用されるアプリケーション
プログラムである。
【００３３】
　通信支援装置１４のアプリケーションプログラム提供部（ＡＰ提供部）２４は、ユーザ
から送られたユーザＩＤおよびパスワードから正式登録されたユーザであることを確認す
ると、ユーザに対してクライアントアプリケーションを提供し（Ｓ２２０）、提供された
クライアントアプリケーションはユーザの各端末（送信側端末１０や受信側端末１０）に
インストールされる（Ｓ２２２）。
【００３４】
　インストールされたクライアントアプリケーションは、証明書６０と端末の固有ＩＤと
から実行鍵を生成し、生成した実行鍵を通信支援装置１４へ送信し（Ｓ２２４）、通信支
援装置１４はユーザの各端末から送られた実行鍵を登録する（Ｓ２２６）。この結果、ユ
ーザの各端末にインストールされたクライアントアプリケーションは、実行鍵を利用して
通信支援装置１４へアクセスすることが可能となる。後述する「相互認証」「データ転送
」の手順において、ユーザの各端末と通信支援装置１４との通信は、このクライアントア
プリケーションを介して行われる。
【００３５】
　クライアントアプリケーションがインストールされた結果、送信側端末１０には契約処
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理部４０、エンコード処理部４２、シナリオファイル生成部４４およびデータ送信部４６
が形成される。また、受信側端末１０には契約処理部５０、デコード処理部５４、データ
受信部５２およびシナリオファイル解析部５６が形成される。
【００３６】
　以上、図２に示したステップで、各ユーザによる通信支援装置１４へのユーザ登録が完
了する。なお、クライアントアプリケーションのダウンロード手順は必ずしも必要ではな
い。例えば、クライアントアプリケーションプログラムが記録されたＣＤ－ＲＯＭあるい
はＤＶＤ－ＲＯＭといった記録媒体が事前にユーザに配布され、各端末にクライアントア
プリケーションプログラムがインストールされていてもよい。
【００３７】
　「相互認証」図３は、ユーザ間つまり送信者および受信者間による相互認証手順を示す
図である。まず、送信者は受信者から受信者のユーザＩＤ（通信支援装置１４に登録され
たＩＤ）を取得する（Ｓ３１０）。この際、受信者も送信者のユーザＩＤを取得して、ユ
ーザＩＤの交換を行ってもよい。
【００３８】
　送信者が受信者のユーザＩＤを送信側端末１０に入力すると、契約処理部４０は、通信
支援装置１４に対して受信者の情報の問い合わせを行う（Ｓ３１２）。通信支援装置１４
は、送信側端末１０から送られた受信者のユーザＩＤに基づいて、証明書情報記憶部２２
に登録されている証明書情報の受信者に関するユーザ情報（ユーザ名や住所など）を検索
し、そのユーザ情報を送信者へ提供する（Ｓ３１４）。
【００３９】
　送信者は、通信支援装置１４から取得した受信者のユーザ情報に基づいて、受信者が通
信支援装置１４に正式登録された真の受信者、つまり送信者が送信したい本当の相手であ
ることを確認する。受信者を確認した送信者は、契約処理部４０を介して通信支援装置１
４に対し、受信者が真の受信者であり受信者に対してデータ送信を行いたいこと（送信要
求）を伝える（Ｓ３１６）。送信要求を受けた通信支援装置１４はその送信要求を登録す
る（Ｓ３１８）。
【００４０】
　受信者は、送信者の送信要求と送信者の証明書６０を通信支援装置１４から取得する（
Ｓ３２０）。受信者は常に通信支援装置１４の情報を引き出せる状態（常時接続状態）に
あり、通信支援装置１４の登録情報が変更されたことをリアルタイムで把握している。受
信者は、通信支援装置１４から取得した送信者の証明書６０から送信者が通信支援装置１
４に正式登録された真の送信者であることを確認する（Ｓ３２２）。受信者は、送信者か
らの送信要求を了承すると、契約処理部５０を介して通信支援装置１４に対し、送信者か
らのデータ送信を了承したこと（受信許諾）を伝える（Ｓ３２４）。このとき、送信者の
証明書６０に受信者自身の証明書６０が添付される。なお、受信者が送信者からのデータ
送信を了承しなければ、受信を拒否することもできる。
【００４１】
　通信支援装置１４は、受信者の受信許諾に基づいて、利用者間（送信者、受信者間）の
契約情報を契約情報記憶部２６に登録して受信者が受信許諾したことを送信者へ報告し（
Ｓ３２６）、送信者が受信許諾を確認する（Ｓ３２８）。
【００４２】
　この結果、送信者、受信者、通信支援装置１４の三者間の契約が成立する。つまり、送
信者が送信権を持ったユーザであり、その送信権が受信者に対してのものであるという契
約情報が通信支援装置１４に登録され、また、送信者、受信者もこの契約情報を保持する
。契約情報には、図６に示すように、契約鍵情報１２１、発行者情報１２２、契約の有効
期限情報１２３、送信者情報１２４、受信者情報１２５、関連情報１２６などが含まれる
。必要に応じてその他情報１２７が添付されてもよい。また、契約情報１２０には、ダイ
ジェスト情報１２８が添付されることが好ましい。つまり、契約情報１２０が通信支援装
置１４の秘密鍵で暗号化され（１２９）、暗号化結果のダイジェストが生成され（１３０
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）、このダイジェストに関する情報が契約情報１２０に添付されることで、通信支援装置
１４によるデジタル署名が施される。
【００４３】
　「データ転送」送信者は、相互認証を交わした受信者に対して転送対象データを送信す
るが、この際、転送対象データに対してエンコード処理を施してから、処理後のデータを
受信者へ転送する。エンコード処理は送信側端末１０のエンコード処理部４２で実行され
る。そこで、エンコード処理部４２で実行されるエンコード処理について説明する。
【００４４】
　図８は、転送対象データに対するエンコード処理を説明するための図である。まずエン
コード処理部４２は、転送対象データ２００を所定のデータ圧縮アルゴリズムに従って圧
縮する（Ｓ１００）。データ転送処理を行う都度、この圧縮の際の圧縮方式や圧縮パラメ
ータを動的に切り替えることも可能である。そして、圧縮方式や圧縮パラメータを特定す
るための暗号鍵も生成される。
【００４５】
　また、転送対象データ２００のＭＤ５(Message Digest 5:RFC1321)値２０２も生成する
。このＭＤ５値２０２は、受信側（受信側端末１２）で転送対象データ２００を復元した
際の正当性の検証に用いられる。
【００４６】
　そして、圧縮によって生成された圧縮データ２０５をｍ個（ｍは２以上の整数）のピー
ス２１０（Ｐ1，Ｐ2，・・・，Ｐm）に分割する（Ｓ１０２）。分割するピースの個数ｍ
は、送信者がその時アップロード作業に利用できる回線容量などをもとに、所定のアルゴ
リズムに従って決定する。
【００４７】
　次に、分割した各ピース２１０（Ｐ1，Ｐ2，・・・，Ｐm）から、それぞれその一部の
データ部分２１２を欠落させる（Ｓ１０４）。各ピース２１０から欠落させたデータ部分
２１２は、欠落元のピースの番号に応じた順序で配列され、欠落分データ２３０として一
つにまとめられる。
【００４８】
　次に、エンコード処理部４２は、欠落処理（Ｓ１０４）によってできた欠落済みの各ピ
ース２１５（Ｐ1’，Ｐ2’，・・・，Ｐm’）に対し、データ圧縮及び暗号化処理を施す
（Ｓ１０６）。この結果生成された暗号化ピース２２０（Ｐ1”，Ｐ2”，・・・，Ｐm”
）の各々のＭＤ５値２２５も生成する。全ての暗号化ピース２２０および全てのＭＤ５値
２２５で構成されるデータ群を暗号化ピース群２２６とする。
【００４９】
　また、エンコード処理部４２は、欠落分データ２３０も圧縮・暗号化処理を施し暗号化
欠落データ２３５（Ｐx）を生成する。ここで、ピースの一部欠落処理（Ｓ１０４）は、
欠落させる場所やサイズを固定としておけば、受信側は容易に各ピースの欠落部分を復元
できるが、その代わりにセキュリティは弱くなる。そこで、データ転送処理の都度、欠落
処理の方式（欠落場所や欠落サイズなど）を変更することも好適である。
【００５０】
　以上のようにして、エンコード処理部４２において転送対象データは、暗号化ピース群
２２６および暗号化欠落データ２３５に分割され、暗号化ピース群２２６は受信側端末１
２へ転送され、暗号化欠落データ２３５は中継サーバ１６に転送される。
【００５１】
　次に、図４を利用してユーザ間のデータ送受信について説明する。図４はユーザ間のデ
ータ送信手順を示す図である。まず送信者は、送信側端末１０を介して、受信者が契約破
棄などをしていないかどうかを通信支援装置１４へ問い合わせる（Ｓ４１０）。問い合わ
せを受けた通信支援装置１４は、契約情報記憶部２６に登録されている契約情報に基づい
て、受信者が契約を継続していることを確認すると（Ｓ４１２）、暗号化欠落データ２３
５（図８）を格納する中継サーバ１６の情報を送信側端末１０へ提供し（Ｓ４１４）、送
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信側端末１０がそれを取得する（Ｓ４１６）。中継サーバ１６としては、ｆｔｐサーバや
ｓｍｐｔサーバなど、データのアップロード、ダウンロードの要求を処理可能な各種のサ
ーバを用いることができる。インターネット１８上には、ファイルのアップロード・ダウ
ンロードサービスを行っているサーバが多数存在しており、中継サーバ１６として、これ
ら既存のサーバを利用することができるため、利用可能な中継サーバ１６の情報が通信支
援装置１４から送信側端末１０へ提供される。
【００５２】
　受信者が契約を継続しておりデータ転送を行える状況にあることを確認した送信者は、
エンコード処理部４２に転送対象データに対するエンコード処理（図８参照）を実行させ
る（Ｓ４１８）。さらにシナリオファイル生成部４４は、転送対象データをオリジナルデ
ータへ復元するための情報を含んだシナリオファイル１４０を生成する（Ｓ４２０）。こ
のシナリオファイル１４０については後に詳述する。
【００５３】
　データ送信部４６は、暗号化ピース群２２６をインターネット１８を介して受信者へ送
信する。また、データ送信部４６は、Ｓ４１４で取得された中継サーバ１６の情報に基づ
いて、通信支援装置１４が指定した中継サーバ１６に暗号化欠落データ２３５をアップロ
ードする。そして、生成したシナリオファイル１４０とエンコード処理に利用した暗号鍵
を通信支援装置１４へ送信する（Ｓ４２２）。通信支援装置１４はシナリオファイル１４
０を媒介記憶部２８に登録し、暗号鍵を暗号鍵管理部３０で管理する（Ｓ４２４）。この
際、暗号化ピース群２２６は暗号化ピース２２０とは異なる転送プロトコルで転送される
ことが望ましい。
【００５４】
　なお、暗号化ピース群２２６についても、中継サーバ１６を経由して受信側端末１２に
転送する手法が考えられる。この場合、複数の暗号化ピース２２０が、暗号化欠落データ
２３５とは異なる中継サーバ１６に分散転送される。暗号化ピース２２０が格納された中
継サーバ１６に関する情報は、例えば、通信支援装置１４経由で受信側端末１２へ提供さ
れ、受信側端末１２のデータ受信部５２はその中継サーバ１６に関する情報に基づいて、
複数の暗号化ピース２２０を収集し、暗号化ピース群２２６を取得する。
【００５５】
　暗号化ピース群２２６が取得されると、受信側端末１２のシナリオファイル解析部５６
は、通信支援装置１４に登録されているシナリオファイル１４０を解析し（Ｓ４２６）、
シナリオファイル１４０に基づいてデコード処理部５４が転送対象データを複合する（Ｓ
４２８）。
【００５６】
　図７を利用し、シナリオファイル１４０に含まれる情報とその利用方法を説明する。図
７に示すように、シナリオファイル１４０には、契約情報１４１、シナリオ番号１４２、
有効期限情報１４３、データ有効期限情報１４４、別経路情報１４５、復元方法情報１４
６、送信データ情報１４７などが含まれている。必要に応じて、その他情報１４８が添付
されてもよい。また、シナリオファイル１４０には、ダイジェスト情報１４９が添付され
ることが好ましい。つまり、シナリオファイル１４０が通信支援装置１４の秘密鍵で暗号
化され（１５０）、暗号化結果のダイジェストが生成され（１５１）、このダイジェスト
に関する情報がシナリオファイル１４０に添付されることで、通信支援装置１４によるデ
ジタル署名が施される。シナリオファイル１４０は、転送対象データが複数回数に亘って
段階的に転送されるような場合、各転送対象データごとに生成される。
【００５７】
　別経路情報１４５には、暗号化欠落データ２３５の格納状況（どのプロトコルでどの中
継サーバ１６に転送したのかなど）が示されている。受信側端末１２のデータ受信部５２
は、この別経路情報１４５に基づいて暗号化欠落データ２３５を取得する。
【００５８】
　有効期限情報１４３には、転送対象データを暗号化する際に利用した暗号鍵の利用開始
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日時と利用終了日時が設定される。デコード処理部５４が転送対象データを復元するため
には、転送対象データを開封する度ごとに暗号鍵を必要とする。通信支援装置１４の暗号
鍵管理部３０は、利用開始日時に達するまで暗号鍵を受信側端末１２に提供しない。つま
り、受信者が転送対象データを復元できないように制限することができ、送信者は受信者
に対して転送対象データのほとんどを暗号化ピース群２２６として事前に転送しておき、
その開封のみを制限（禁止）することが可能になる。このため、大量のデータを一度に転
送することを避けて、事前に段階的に転送するなどして、ネットワークトラフィックの有
効利用が可能になる。
【００５９】
　通信支援装置１４内の標準時計で利用開始日時に達すると、受信者は暗号鍵を暗号鍵管
理部３０から取得することができる。暗号鍵を取得した受信者は、図８を利用して説明し
たエンコード処理の逆過程の処理、つまり、暗号復調処理、解凍処理およびデータ結合処
理などのデコード処理を施して、転送対象データを開封（複合）する。なお、シナリオフ
ァイル１４０に含まれる復元方法情報１４６には、エンコード処理された転送対象データ
を受信者側でエンコード処理する際のエンコード処理方法に関する情報が示されており、
ユーザは復元方法情報に基づいてエンコード処理を実行する。
【００６０】
　また、通信支援装置１４内の標準時計で利用終了日時を過ぎると、暗号鍵管理部３０は
暗号鍵の提供を禁止し、この結果、受信者は暗号鍵を取得できなくなり転送対象データを
開封することができなくなる。
【００６１】
　シナリオファイル１４０を利用することで、送信者は、受信者が転送対象データを開封
するための様々な条件設定を行うことが可能になる。例えば、その他情報１４８を利用し
て、転送対象データの開封順序を指定することも可能である。つまり、転送対象データが
複数回数に亘って段階的に転送されるような場合に、第一回目の転送対象データが開封さ
れている場合に限って、第二回目の転送対象データが開封できるように、通信支援装置１
４から受信者への暗号鍵の提供条件を規定することが可能になる。
【００６２】
　また、例えば、転送対象データのエンコード処理において、各暗号化ピース２２０ごと
に異なる暗号化処理を施しておき、復元方法情報１４６に各暗号化ピース２２０ごとの暗
号復調処理を設定することで、転送対象データの安全性を高めることも可能である。
【００６３】
　あるいは、送信者が各暗号化ピース２２０ごとに生成したＭＤ５値（図８の符号２２５
）を提供し、受信者が、復元した各暗号化ピース２２０のＭＤ５値を計算し、送信者から
提供されたＭＤ５値と一致するか否かを調べて、各暗号化ピース２２０が正しく復元され
たことを確認することも可能である。また、送信者が転送対象データ全体のＭＤ５値（図
８の符号２０２）を提供し、受信者が、復元した転送対象データのＭＤ５値を計算し、提
供されたＭＤ５値との一致確認を行うことで、転送対象データに対する第三者による改ざ
ん行為の検出を行うことも可能である。このように、シナリオファイル１４０を利用する
ことで、送信者は、受信者が転送対象データを開封するための様々な条件設定を行うこと
や、データの信頼性を高めることなどが可能になる。
【００６４】
　以上、図１に示されるデータ通信システムについて詳述したが、図１のシステム構成に
おいて、送信側端末１０および受信側端末１２の各端末とインターネット１８との間に通
信中継装置を設けて、さらに安全性の高いデータ通信システムを構成してもよい。例えば
、送信側端末１０および受信側端末１２間で転送対象データを送受信する場合において、
複数の中継サーバ１６を介して暗号化ピース群２２６を転送する際、送信側端末１０およ
び受信側端末１２は、それぞれ能動的に各中継サーバ１６にアクセスする構成にすること
が望ましい。つまり、送信側端末１０に接続された通信中継装置は、暗号化ピース群２２
６をアップロードする時のみインターネット１８を介して各中継サーバ１６に接続され、
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受信側端末１２に接続された通信中継装置は、暗号化ピース群２２６をダウンロードする
時のみインターネット１８を介して各中継サーバ１６に接続される。このように、アップ
ロードする時およびダウンロードする時のみ、インターネット１８に接続される構成にす
ることにより、常に通信用のポートを開けておく必要のある通信手法に比べて、インター
ネット１８を介した外部からの侵入の可能性を大幅に減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明に係る通信システムの全体構成を示す図である。
【図２】通信支援装置へのユーザ登録手順を示す図である。
【図３】利用者間の契約手順を示す図である。
【図４】利用者間のデータ送信手順を示す図である。
【図５】証明書情報を説明するための図である。
【図６】契約情報を説明するための図である。
【図７】シナリオファイルを説明するための図である。
【図８】エンコード処理を説明するための図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　送信側端末、１２　受信側端末、１４　通信支援装置、１６　中継サーバ、１８
　インターネット。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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