
クラウド時代の暗号技術

近年，「情報爆発」という言葉で表

現されるようなデータ量の増大が加速

していますが，それとともに機密性の

高いデータの割合も増加しています．

ある調査では，2010年に世界で生

成・複製されたデータ量は1.2ゼタバイ

ト（ゼタはテラの10億倍）に及び，う

ち28％はセキュリティの確保が必要

なデータとされ，今後この割合は増加

し，2015年には33％に達する見込み

であるといわれています（1）．このよう

な大量かつ重要なデータをクラウド上

で保管・利用する場合，情報の用途

や機密性に応じて安全に管理する技術

や，安全性を守りつつ利活用するため

の技術が必要となります（図１）．

本稿では，プライバシを守りつつ顧

客情報や経営情報といった機密情報の

処理を行うことができる秘密計算技

術，クラウド上でデータを利用する際

にデータを保護し情報漏洩を防ぐイン

テリジェント暗号およびクラウド鍵管

理型暗号と，鍵の漏洩に対しても安全

性を確保できる技術である認証鍵交換

方式について紹介します．

秘密計算技術

クラウドコンピューティングによる情

報処理基盤の変化に伴い，機密情報

の管理・運用は複雑化しています．

機密情報を守るための技術の１つ

に，データを複数のサーバ上に分散保

存し，そのうちどれか１つのサーバか

ら保存されたデータが漏洩しても安全

性が保たれるという，秘密分散技術が

あります（2）．NTT研究所では秘密分

散技術により，分散された情報をその

まま情報処理できる秘密計算技術の研

究開発に取り組んでいます．処理イ

メージを図２に示します．

秘密計算技術は，複数のコンピュー

タが協調して情報処理を行い，どのコ

ンピュータにも分散される前の情報が

一切現れないことが大きな特徴です．

これにより，情報漏洩リスクがより一

層低下するとともに，クラウドに情報

を預ける際の不安を払拭することにも

つながります．

日本成人白血病治療共同研究グルー

プ（JALSG: Japan Adult Leukemia

Study Group）とNTT研究所は，臨

床研究データの安心・安全な活用を目

的として医療統計処理における秘密計

進化する脅威とこれからのサイバーセキュリティ
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クラウド時代における情報の保護と
利活用の両立を実現する暗号技術

 

図１　クラウド時代の情報保護 
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クラウド上に収集・保管された企業や個人の重要な情報を漏洩や改ざんか
ら保護することは大きな課題ですが，その一方で，クラウド上の膨大な情報
を安全かつ自在に活用できる環境を整えることも必要です．本稿では，NTT
研究所における取り組みとして，プライバシにかかわる情報を秘匿したまま
統計情報などを活用することができる秘密計算技術と，クラウドストレージ
などにおけるデータ保護・情報漏洩防止のための技術であるインテリジェン
ト暗号，クラウド鍵管理型暗号，認証鍵交換方式について紹介します．
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算技術が実用化できることを世界で初

めて実証し，2012年２月に報道発表

しました．本成果は，各医療施設から

登録された患者データを秘匿したまま

医療統計処理の結果のみを出力するこ

とが可能です．この技術を応用するこ

とで，さまざまな事業者が持つ機密情

報を秘匿したまま統計分析を行うこと

ができます．

これまで秘密計算技術は理論上安

全であることは知られていましたが，処

理速度に課題があり，システムの実用

化が待たれていました．NTT研究所が

開発した秘密計算システムは，基本性

能の指標となる乗算処理について世界

最高レベルである１秒間100万回を実

現しました．また独自のアルゴリズム

によるデータ操作演算を開発し，情報

の機密性を保ちつつ１万件ソートを２

秒で行うなど，さまざまな情報処理が

実用的な時間で処理可能になりまし

た．医療統計処理の実証は１万件程

度のデータ規模でしたが，今後は大規

模データに対して，さまざまな情報処

理を実用的な時間で処理可能とするた

めのアルゴリズムや実装上の改善に取

り組みます．

インテリジェント暗号

機密情報を守る方法として，秘密分

散以外には暗号を用いる方法があり，

これはデータを１カ所に保存していて

も安全である点が優れています．しか

し，従来の暗号では，暗号化を行う際

にその暗号文の中身を見ることができ

る閲覧者を１人だけ決めておく必要が

ありました．そのため多数の人がクラ

ウド上の暗号文を利用するのが難しく

なります．

一方，インテリジェント暗号では，

暗号化する際に閲覧者を指定するので

はなく，閲覧を許可する条件を指定し

ます．これにより，閲覧者には各人の

属性に対応する属性鍵を配布し，暗号

化の際に指定した閲覧許可の条件と閲

覧者が所持する属性鍵の条件が合致し

た場合にのみ閲覧できる，というアク

セス制御システムを構成することがで

きます．

例えば，企業内で機密情報を管理

する利用シーンを考えると（図３），暗

号文に所属や役職で閲覧の条件を組

み込み，復号鍵に属性情報を付与す

ることで，条件に見合った鍵でのみ復

号することができます．データに「“部

長”または“人事部かつ課長”」とい

う条件を組み込んで暗号化すると，

「人事部/第一課/課長」という属性情

報を持つ鍵では復号でき，「人事部/第

一課/社員」という属性情報を持つ属

性鍵では復号できなくなります．

さらにインテリジェント暗号の改良

版として，複数属性鍵生成局インテリ

ジェント暗号（3）の開発も行いました．

これによって，ある人に付随するさま

ざまな属性（所属，時間，場所，住

所，年齢など）に対応した鍵をその属

性を証明できる機関が別々に発行し，

その人の所属や時間や場所などの利用

条件で暗号化したファイルがどこにあっ

てもアクセス制御が可能になります．

インテリジェント暗号は暗号理論と

しては完成しており，現在は通信プロ

トコルや鍵の管理方法などの周辺技術

の開発と，処理性能の向上に取り組ん

でいます．

通信プロトコルに関しては，従来の

暗号である公開鍵暗号や共通鍵暗号

では，標準的なプロトコルや公開鍵認

証基盤（Public Key Infrastructure）

がすでに整備されており，世界中の

人々が標準に従った暗号を利用するこ

とができるようになっています．イン

テリジェント暗号についても同様に誰

もが容易に利用できるよう，標準や基

盤を整備すべく，大学等の研究機関

と連携して検討を進めています．一方，

属性鍵の管理に関しては，属性情報を

確認する方法や発行した鍵が漏洩した

際などに無効化する方法など，イン

テリジェント暗号特有の課題が残って

おり，継続して研究を進めています．

処理性能については，現状一般的な

PC上で１秒程度の処理時間で暗号

化・復号が行えるレベルまで達してい

ます．今後は，これからますます利用

頻度が増加すると考えられる携帯デバ
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図２　秘密計算技術 
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イスでも同等レベルまで高速化するこ

とを目指します．

クラウド鍵管理型暗号

すべての暗号技術に共通する課題と

して，利用者自らが復号鍵の管理（保

管・配布）を行う煩雑さがあります．

また，復号鍵を渡された利用者はいつ

でも暗号文を復号できてしまうため，

以前に暗号文の閲覧権限を持っていた

人が閲覧権限を失った後になっても閲

覧できてしまう問題がありました．

そこで，NTT研究所では公開鍵暗

号の鍵管理の課題を解決するクラウド

鍵管理型暗号方式（クラウド暗号方

式）を開発しました（4）．クラウド暗号

方式は公開鍵暗号における復号鍵をク

ラウド内（鍵管理クラウド）で管理し，

復号処理を鍵管理クラウドに安全にア

ウトソースさせる技術です．これによ

り，利用者は復号鍵を管理することな

く暗号化データを利用することが可能

になります．また，復号処理の許可・

禁止を，鍵管理クラウドでの認証に基

づき変更できるため，いったん流通し

た暗号文の読み取りも，後から必要に

応じて許可・禁止することが可能とな

ります．インテリジェント暗号には鍵

を無効化する方法が必要という課題が

ありましたが，鍵管理クラウドを用い

ることでこの課題を解決することがで

きます．

現在鍵管理クラウドの基礎理論の研

究は完成しており，オンライン環境で

機密性の高いデータを安全に利用でき

るプロトタイプのシステムも完成してい

ます．今後はビジネスユースとして使

える技術にするために，実用化研究，

ならびにプロダクト品質のシステムの開

発を進めていきます．

具体的には，鍵管理クラウドの可用

性やシステム全体としての安全性の確

保の検討を進めるとともに，クラウド

上にデータを預かるサービス（クラウ

ドストレージサービス）への適用など，

サービスにつながる研究開発を進めて

いきます．

認証鍵交換方式

パブリッククラウドやインターネット

を介して，より安全にデータのやり取り

を行うには，データをやり取りする二者

間もしくは多者間でお互いを認証し，

秘匿通信に用いる共有鍵を共有するこ

とで安全な通信路を確立する技術が使

われています．このような技術を認証鍵

交換といいます．認証鍵交換方式の代

表例はSSL（Secure Socket Layer）

であり，脆弱性が発見されるたびに

バージョンアップが行われています．

これに対し，NTT研究所では，認

証鍵交換方式に関する研究を進めた結

果，「すべての鍵漏洩攻撃に対しても

数学的に安全性を証明することができ

る」というもっとも強い安全性を満た

す認証鍵交換方式（5）の開発をし，国

際標準化機構に提案を行っています．

先に紹介したインテリジェント暗号で

は，復号する人は復号のための属性鍵

を持っている必要がありますが，その属

性鍵を事前にしかるべき人に確実に受け

進化する脅威とこれからのサイバーセキュリティ
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図３　インテリジェント暗号 
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渡すための技術として必要になります．

図４では，認証鍵交換方式を用い

て，インターネットのようなパブリック

な通信路で二者が相互に認証を行い，

共有鍵を共有する例を示しています．

ユーザは相手の長期公開鍵・短期公

開鍵と自身の長期秘密鍵・短期秘密

鍵のみを用いて，べき乗計算をするこ

とにより共有秘密鍵を生成し，それぞ

れが生成した共有秘密鍵は同じもので

あることが保証されています．

この方式では利用者一人ひとりに与

えられる長期秘密鍵と，１回の共有鍵

交換を行うごとに生成する短期秘密鍵

が，任意の組み合わせで漏洩した場合

でも共有秘密鍵の機密が守られること

が数学的に証明されています（ただし，

同一ユーザの長期秘密鍵と短期秘密鍵

がともに漏洩した場合は安全ではあり

ません）．

認証鍵交換方式には，図４に示し

た二者間で認証する公開鍵認証鍵交

換方式のほかに，インテリジェント暗

号のように相手の条件を指定して，そ

の条件を満たす場合のみ共有秘密鍵を

共有することができる方式などの発展

型もあり，さらなる認証鍵交換方式の

研究を進めています．

今後の展開

NTT研究所では，秘密計算技術，

インテリジェント暗号，クラウド鍵管

理型暗号，認証鍵交換方式をはじめ

として，クラウド時代のデータ保護で

必要とされる安全・高速・便利なセ

キュリティ技術の研究開発を推進して

いきます．
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NTTセキュアプラットフォーム研究所で
は，今後も情報セキュリティ技術の研究開
発を通じて，安心・安全なネットワークの
実現を目指します．
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図４　認証鍵交換方式 

長期鍵＝ユーザに対して割り当てられる鍵（基本的に変更されない） 
短期鍵＝鍵交換のたびに生成し，１回だけ使用する鍵 
共有鍵＝鍵交換で生成され，その後の通信の安全性を保つために利用される鍵 
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Bの長期公開鍵gbの取得 

Bの長期秘密鍵bの生成 
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を送付 

●⑤ Bの短期公開鍵g
y  

を送付 

●⑥ 
共有秘密鍵Kの生成 

K= (gb)a││(gy)a││(gb)x││(gy)x 
=gab││gay││gxb││gxy

●⑥ 
共有秘密鍵Kの生成　　　 
K= (ga)b││(ga)y││(gx)b││(gx)y 
=gab││gay││gxb││gxy


