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セキュアオンラインストレージシステム"Sola"

1.  はじめに

特集

概要
　クラウド技術の利点を活かしつつ、高い安全性を確保するためのソリューションとして、インテックでは安全な

オンラインストレージシステム "Sola" の研究・開発を進めている。Sola はクラウド技術と暗号を活用すること

で、仮想的なストレージ領域を安全に提供するシステムである。また、WindowsやMac OS X、スマートフォンな

どマルチプラットフォームに対応する。

　本稿では、既存のオンラインストレージシステムを方式ごとに分類し、安全性や利便性に関する問題点を明ら

かにする。次に、Solaで採用したユーザインターフェースと暗号化の技術について述べ、これらの課題をどのよう

に解決したかについて説明する。さらに、iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレット端末を用いた Sola

の利用例についても紹介する。
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　近年、自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システ

ムを維持するのではなく、他の組織が運用する情報システムを

利用する、クラウド型の情報システムが普及しつつある。自組

織でシステムを運用する場合、一般にはピーク時の負荷にあわ

せて設計を行う必要があるため、初期費用や運用費が高くなり

がちである。クラウドを利用する場合、動的にCPUやストレージ

領域などのコンピュータ資源を増減させることが比較的容易

であり、スケーラビリティが高いため、効率的な運用を行うこと

ができる。また、近年はMapReduce[２] や Hadoop[３] など

の分散処理もクラウド上でさかんに行われていることや、ス

マートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して

サービスを提供する形態の利用が進み、クラウドの活用の機会は

ますます増加している。このように、クラウドコンピューティング

を活用することで利便性の高い環境を提供することができる。

　一方、このようなクラウド上では、クラウドの利用者が保持す

る個人情報や顧客情報などの機密情報を扱うことが難しいと

いう課題がある。クラウドを運営するのは利用者とは異なる第

三者の組織であり、必ずしも全面的に信頼することはできな

い。もし、クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシ

デントが発生した際には、情報漏洩などの事故が発生する可能

性がある。また、クラウドの運用者自身が、顧客であるクラウド

利用者の許可を得ずに、クラウド上に保存された情報へ不正に

アクセスを行う可能性も排除できない。このようなリスクを考

慮すると、第三者が運営するクラウド上では、機密情報のよう

な業務上クリティカルなデータを扱うことは困難であり、場合

によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない。クラ

ウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ、機密情

報を含むセンシティブな情報を安全に扱うことのできる情報

システムがあると便利である。

　インテックでは、クラウドを利用するメリットを最大限に活

かしつつ、安全性と利便性が両立する安全なオンラインスト

レージシステム "Sola" の研究開発に取り組んでいる。Sola の

主な特徴は以下の通りである。

（１）暗号化

クライアント側で暗号化と復号を行うことにより、高い安

全性を確保することができる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

　Sola は OS 統合型のクライアントソフトウェアとして動作

し、クライアント側で暗号化および復号の処理を行うことで、

暗号化のための鍵やファイルの中身などの秘密の情報がいっ

さいネットワーク上に漏洩しない点に特徴があるオンラインス

トレージシステムである。図２にSola の概要図を示す。

　Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラット

フォーム対応の２つを実現している。PCとスマートフォンなど、

異なる種類の端末を用いても同じファイルに安全にアクセスす

ることができるため、利用シーンに応じて適切な端末を使い分

けることが容易である。図７に Sola の利用シーンの一例を示

す。この例では、スマートフォンや PC など多様な端末から自身

のファイルにアクセスすることのできる、社内向けのファイル共

有サービスを、Sola を用いて実現している。Sola はマルチプ

ラットフォームに対応しているため、この例のようにスマート

2.  既存のオンラインストレージシステムの課題

3.  Solaの概要

4.  おわりに
　今後の方向性として、まずは多様な端末をサポートすること

により、利用者にとっての利便性を向上することが先決ととら

えている。そのため、Android 対応などの他機種への移植を積

極的に進め、利用者がどのような端末からどのようにアクセス

しても、つねに同一のファイル群にアクセスすることができる

情報同期プラットフォームの確立を目指して研究を進めていき

たい。同時に、グループ内での共同作業のためのアクセス制御

機能など、利便性の高い機能についても開発を進める予定で

ある。

　また、近年はクラウド内に配置した暗号文に対して、ユーザの

リクエストに応じて直接検索の処理を行うことのできる方式

（検索可能暗号）がいくつか提案されている[４, ５, ６, ７, ８]。今後

はこうした技術の応用や組み込みを検討することで、より利便

性の高いオンラインストレージシステムの提供を目指したい。

図１  オンラインストレージシステムの分類とSolaの位置づけ

　既存のオンラインストレージシステムは、ⓐOS 標準のファ

イルブラウザ（Windows のエクスプローラ、Mac OS X の

Finder など）に機能が統合されているものと、ⓑ専用のクライ

アントソフトか、またはWebアプリを用いるものの２種類に大

別される。さらに、それらのなかでも、㋐全く暗号化を行わない

もの、㋑サーバ側で暗号化を行うもの、㋒クライアント側で暗

号化を行うもの、の３種類に分別することができる。２０１１年８

月現在サービスを展開しているオンラインストレージシステム

は、ほとんどの場合、これらの分類のいずれかに含まれる。以下

でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる。

①OS 統合型、暗号化なし

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、ファイル共有にあたって、サーバ側またはクラ

イアント側で、ファイルの名前やファイル内容の暗号化を

行わないものがこれにあたる。

　この方式では、サーバ間とのファイルの送受信にあたっ

ては、SSL などを用いてネットワーク層で暗号化を行うか

もしれないが、いったんサーバ側にファイルを転送したら、

以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される。

リモート間でファイルの共有を行う目的で設定する

IPSec VPN やその他の VPNソリューションがこの方式

に該当する。

　ネットワーク転送中は機密が確保されているが、サーバ

内部ではデータが平文のまま配置されているため、サーバ

に対して不正アクセスなどのセキュリティインシデントが

発生した際に、情報漏洩が生じるリスクがある。

②専用ソフト型、暗号化なし

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか、

または専用の Web アプリを用いて機能の提供を行うも

ののうち、①と同様にファイルの暗号化を特に行わないも

のがこれにあたる。

　前述の①の場合と同様に、ネットワーク層では暗号化を

行っているものの、サーバ内では平文のまま配置されてい

る。そのため、同様にサーバ側への不正アクセスを受けた

際に情報漏洩が発生するリスクがある。

③OS 統合型、サーバ側で暗号化

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、サーバ側でファイルの暗号化を行うものがこれ

にあたる。この方式では、クライアントからサーバに対して

ファイルを送信する際には、ファイルの平文を SSL 経由

で送信し、サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を

行ったうえで保持することが一般的である。サーバからク

ライアントへ送信する際には逆に、サーバ側でファイルを

復号した後にファイルを送信する。

　サーバ側ではファイルの内容と、暗号化するために用い

た鍵をそれぞれ保持している。そのため、サービス提供者

側は利用者の同意を得ずとも独自に復号して、閲覧するこ

図２  セキュアオンラインストレージSolaの概要

図３  Solaクライアントの画面例

　また、Sola のクライアント側で行うファイルの暗号化方式

を図４に示す。Sola クライアントは公開鍵暗号（RSA 方式）と

共通鍵暗号（AES 方式）を組み合わせたハイブリッド暗号方式

を利用している。

　具体的には、まず暗号化の対象のファイルに対してセッション

鍵と IVを生成し、それらを用いて共通鍵暗号方式により暗号文

を生成する。次に、セッション鍵を公開鍵暗号方式により暗号化

図４  Solaのファイル暗号化の方式

　そのほかの Sola の特徴に、マルチプラットフォームへの対

応技術があげられる。図５にマルチプラットフォーム対応の概

念図を示す。

図５  Solaのマルチプラットフォーム対応

図７  Solaの利用例
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　Sola クライアントの内部は大きく２つの階層に分かれてお

り、それぞれ（１）OS依存部、（２）情報同期プラットフォーム部

である。

　前者の（１）OS依存部は、各プラットフォーム固有の機能や、

ユーザインターフェースを実装している。ファイルシステムとの

インターフェースや、OS からの各種イベントの扱いなどのプ

ラットフォーム固有のコードはここで実装している。これらはそ

れぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとしてコー

ド化されている。

　後者の（２）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュール

であり、アプリケーションの同期ロジックや通信プロトコルの

制御など、コア部分の機能をここで実装している。このように

OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュールを

分離し、共通のAPI によって相互に呼び出しを行い、全体とし

て1つのアプリケーションとして動作を行う。

　Sola は２０１１年８月現在、Windows、Mac OS X については

フル機能のクライアントが動作し、iPhone および iPad では

デモ版のクライアントが動作している。Android 端末については

２０１１年１０月以降に試験提供を開始する予定としている。図６

に iPhone、iPad 版クライアントの画面イメージを示す。

図６  iPhoneおよびiPadでの画面

フォンやタブレット端末など、多様な端末からお客様自身の

ファイルへアクセスすることができる。また、Sola は強固な暗

号化を実装しているため、サーバとして利用するクラウド上の

サーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても、格納している

ファイルなどの情報はいっさい漏洩するおそれがない。このた

め、第三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用

する場合でも、高い安全性を確保することができる。このよう

に、Sola を活用することで、コストパフォーマンスに優れるク

ラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ、

また、高い安全性も確保することができる。
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（２）マルチプラットフォーム対応

Windows、Mac OS X、Android、iPhone など複数のプ

ラットフォームに対応している。

　本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較し

ながら説明するとともに、スマートフォンやタブレット端末に対

してオンラインストレージを提供する例についても説明する。

とができてしまう。また、セキュリティインシデントが発生

した際に、鍵と一緒にファイルが漏洩してしまった場合は

情報漏洩につながる危険性がある。

④専用ソフト型、サーバ側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、③と同様にサーバ側で暗号化を行う

ものがこれにあたる。

　前述の③の場合と同様に、ネットワーク層での暗号化や

サーバ側での暗号化は行うものの、サーバ側で鍵を保持し

ているため、サービス事業者側で独自に復号することがで

きてしまう点や、鍵と一緒にファイルが漏洩した際には情

報漏洩につながる危険性がある。

⑤OS 統合型、クライアント側で暗号化

　ユーザインターフェースは主として OS 標準の機能を用

い、さらに、クライアント側で暗号化を行うものがこれに

あたる。Sola はこの方式に分類される。

　クラウド上のサーバ側にファイルを送信するに先立っ

て、クライアントが保持する鍵を用いて暗号化を行う。

サーバ側には暗号文のみを保持する。また、鍵はクライアン

ト側のみに存在し、ネットワーク上には送信しない。

　万が一、クラウド上のサーバが不正アクセスを受けた際

にも、漏洩するのは暗号文のみであり、鍵が安全に保持さ

れている限りはファイルの中身へはアクセスすることがで

きない。このため他の方式に比べ、安全性はもっとも高い

ストレージ 暗号文
③データセンター（クラウド）
　で暗号化されたまま保存。
　サーバ管理者は復号不可

サーバ側に機密情報 ( 鍵など )は
いっさい保存しない

平文のデータは、
クライアント側のみに存在

②クライアントで暗号化
　されたデータがアップロード

①通常のエクスプローラーで
　ファイルを更新するだけで
　自動で同期

④クライアントで
　復号される

⑤一方での編集が
　反映され、同期

秘密鍵

公開鍵

データ データ

Non-PC
デバイス

お客さま

スマート
フォン

自社
～移動中～

ご訪問先で
プレゼン

暗号文
のみを保持

暗号文

PCで資料
を作成

機上で確認

場所やデバイスを選ばず、どこから何を使っても同じファイルに
アクセスすることができる。利用者は自分用の秘密鍵だけを持ち
歩けばよい。
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Sola サーバ通信アダプタ

(1) セッション鍵、IVを生成 ( 乱数 )

(2) 共通鍵暗号により、平文を暗号化 (セッション鍵と IVを利用 )

(3) セッション鍵を公開鍵暗号 (RSA) により暗号化

(4) 全体を結合し、暗号文とする

公開鍵暗号(RSA)と
共通鍵暗号(AES) を併用
(ハイブリッド暗号方式 )

セッション鍵 ( 乱数 ) IV ( 乱数 ) File A ( 平文 )

セッション鍵 IV

IV

Encrypted File A
( 暗号文 )

セッション鍵
(暗号文 )

Encrypted File A
( 暗号文 )

AES

RSA 公開鍵

iPad

iPhone

暗号化機能

㋐ 暗号化なし                       ㋑ サーバ側で暗号化                      ㋒ クライアント側で暗号化
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・
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①OS統合型（暗号化なし）
● 平文がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスク
　がある

③OS統合型（サーバ側で暗号化）
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑤OS統合型（クライアント側暗号化）
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※Solaの採用する方式

②専用ソフト型（暗号化なし）
●  専用ソフトで操作する必要あり
● 平文がサーバ側に存在
● サーバより情報漏洩のリスクが
　ある

④専用ソフト型（サーバ側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑥専用ソフト型
　（クライアント側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※この方式のサービスは存在しない　
（2011年 8月現在）

方式となる。

　なお、Sola の他に、この方式を採用していることを明確

に示している公知のソフトウェアやサービスは２０１１年８月

現在では存在していない。

⑥専用ソフト型、クライアント側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、⑤と同様にクライアント側で暗号化

を行うものがこれにあたる。筆者らの知る限りこの種の製

品は存在しない。

　以上の既存のオンラインストレージの分類のうち、ⓑ専用ソ

フト型の方式は、利用者がアップロードやダウンロードのたび

ごとにソフトを操作する必要があり、利便性の面ではⓐのOS

統合型のほうが使い勝手がよい。また、安全性の面では㋒クラ

イアント側で暗号化を行う方式がもっとも強固である。Sola

は安全性と利便性を両立するため、⑤OS 統合型、クライアン

ト側で暗号化を行う方式を採用している。

　利用者がファイルの作成や更新などの操作をエクスプロー

ラ経由などで行うと、自動的に更新されたファイルがクラウド

上にアップロードされる。このとき、クライアントはアップロー

ドを行う直前に、公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせた方

式（ハイブリッド暗号方式）で暗号化を行う。他方のクライアン

ト側では、更新されたファイルを暗号文のまま受信し、クライア

ントが保持する秘密鍵を用いてファイルの内容の復号を行う。

一連の流れを通して、利用者のファイルの平文そのものはいっ

さいネットワーク上を流れることはなく、また、クラウド側に

ファイルの平文が格納されることもない。このように、Sola で

は暗号技術を用いることによって、セキュアなオンラインスト

レージのシステムを構成している。

　図３にSola のクライアントの画面例を示す。Sola は OS 統

合型の方式であるため、Windows のエクスプローラなどと緊

密に連携して動作する。このため利用者はローカル上のファイ

ルもクラウド上のファイルもそれぞれ区別することなく、統一

的な操作で容易に扱うことが可能である。

を行うことで、共通鍵暗号のための鍵を暗号化する。これによ

り、共通鍵暗号のメリットである速度の優位性と公開鍵暗号の

もつ安全性の両者のメリットを享受することができる。

　Sola はファイルの中身と、ファイル名やディレクトリ名など

のメタデータに対して暗号化を行っている。
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セキュアオンラインストレージシステム"Sola"

1.  はじめに

特集

概要
　クラウド技術の利点を活かしつつ、高い安全性を確保するためのソリューションとして、インテックでは安全な

オンラインストレージシステム "Sola" の研究・開発を進めている。Sola はクラウド技術と暗号を活用すること

で、仮想的なストレージ領域を安全に提供するシステムである。また、WindowsやMac OS X、スマートフォンな

どマルチプラットフォームに対応する。

　本稿では、既存のオンラインストレージシステムを方式ごとに分類し、安全性や利便性に関する問題点を明ら

かにする。次に、Solaで採用したユーザインターフェースと暗号化の技術について述べ、これらの課題をどのよう

に解決したかについて説明する。さらに、iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレット端末を用いた Sola

の利用例についても紹介する。

特
集

特
集

特
集

　近年、自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システ

ムを維持するのではなく、他の組織が運用する情報システムを

利用する、クラウド型の情報システムが普及しつつある。自組

織でシステムを運用する場合、一般にはピーク時の負荷にあわ

せて設計を行う必要があるため、初期費用や運用費が高くなり

がちである。クラウドを利用する場合、動的にCPUやストレージ

領域などのコンピュータ資源を増減させることが比較的容易

であり、スケーラビリティが高いため、効率的な運用を行うこと

ができる。また、近年はMapReduce[２] や Hadoop[３] など

の分散処理もクラウド上でさかんに行われていることや、ス

マートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して

サービスを提供する形態の利用が進み、クラウドの活用の機会は

ますます増加している。このように、クラウドコンピューティング

を活用することで利便性の高い環境を提供することができる。

　一方、このようなクラウド上では、クラウドの利用者が保持す

る個人情報や顧客情報などの機密情報を扱うことが難しいと

いう課題がある。クラウドを運営するのは利用者とは異なる第

三者の組織であり、必ずしも全面的に信頼することはできな

い。もし、クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシ

デントが発生した際には、情報漏洩などの事故が発生する可能

性がある。また、クラウドの運用者自身が、顧客であるクラウド

利用者の許可を得ずに、クラウド上に保存された情報へ不正に

アクセスを行う可能性も排除できない。このようなリスクを考

慮すると、第三者が運営するクラウド上では、機密情報のよう

な業務上クリティカルなデータを扱うことは困難であり、場合

によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない。クラ

ウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ、機密情

報を含むセンシティブな情報を安全に扱うことのできる情報

システムがあると便利である。

　インテックでは、クラウドを利用するメリットを最大限に活

かしつつ、安全性と利便性が両立する安全なオンラインスト

レージシステム "Sola" の研究開発に取り組んでいる。Sola の

主な特徴は以下の通りである。

（１）暗号化

クライアント側で暗号化と復号を行うことにより、高い安

全性を確保することができる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

　Sola は OS 統合型のクライアントソフトウェアとして動作

し、クライアント側で暗号化および復号の処理を行うことで、

暗号化のための鍵やファイルの中身などの秘密の情報がいっ

さいネットワーク上に漏洩しない点に特徴があるオンラインス

トレージシステムである。図２にSola の概要図を示す。

　Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラット

フォーム対応の２つを実現している。PCとスマートフォンなど、

異なる種類の端末を用いても同じファイルに安全にアクセスす

ることができるため、利用シーンに応じて適切な端末を使い分

けることが容易である。図７に Sola の利用シーンの一例を示

す。この例では、スマートフォンや PC など多様な端末から自身

のファイルにアクセスすることのできる、社内向けのファイル共

有サービスを、Sola を用いて実現している。Sola はマルチプ

ラットフォームに対応しているため、この例のようにスマート

2.  既存のオンラインストレージシステムの課題

3.  Solaの概要

4.  おわりに
　今後の方向性として、まずは多様な端末をサポートすること

により、利用者にとっての利便性を向上することが先決ととら

えている。そのため、Android 対応などの他機種への移植を積

極的に進め、利用者がどのような端末からどのようにアクセス

しても、つねに同一のファイル群にアクセスすることができる

情報同期プラットフォームの確立を目指して研究を進めていき

たい。同時に、グループ内での共同作業のためのアクセス制御

機能など、利便性の高い機能についても開発を進める予定で

ある。

　また、近年はクラウド内に配置した暗号文に対して、ユーザの

リクエストに応じて直接検索の処理を行うことのできる方式

（検索可能暗号）がいくつか提案されている[４, ５, ６, ７, ８]。今後

はこうした技術の応用や組み込みを検討することで、より利便

性の高いオンラインストレージシステムの提供を目指したい。

図１  オンラインストレージシステムの分類とSolaの位置づけ

　既存のオンラインストレージシステムは、ⓐOS 標準のファ

イルブラウザ（Windows のエクスプローラ、Mac OS X の

Finder など）に機能が統合されているものと、ⓑ専用のクライ

アントソフトか、またはWebアプリを用いるものの２種類に大

別される。さらに、それらのなかでも、㋐全く暗号化を行わない

もの、㋑サーバ側で暗号化を行うもの、㋒クライアント側で暗

号化を行うもの、の３種類に分別することができる。２０１１年８

月現在サービスを展開しているオンラインストレージシステム

は、ほとんどの場合、これらの分類のいずれかに含まれる。以下

でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる。

①OS 統合型、暗号化なし

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、ファイル共有にあたって、サーバ側またはクラ

イアント側で、ファイルの名前やファイル内容の暗号化を

行わないものがこれにあたる。

　この方式では、サーバ間とのファイルの送受信にあたっ

ては、SSL などを用いてネットワーク層で暗号化を行うか

もしれないが、いったんサーバ側にファイルを転送したら、

以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される。

リモート間でファイルの共有を行う目的で設定する

IPSec VPN やその他の VPNソリューションがこの方式

に該当する。

　ネットワーク転送中は機密が確保されているが、サーバ

内部ではデータが平文のまま配置されているため、サーバ

に対して不正アクセスなどのセキュリティインシデントが

発生した際に、情報漏洩が生じるリスクがある。

②専用ソフト型、暗号化なし

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか、

または専用の Web アプリを用いて機能の提供を行うも

ののうち、①と同様にファイルの暗号化を特に行わないも

のがこれにあたる。

　前述の①の場合と同様に、ネットワーク層では暗号化を

行っているものの、サーバ内では平文のまま配置されてい

る。そのため、同様にサーバ側への不正アクセスを受けた

際に情報漏洩が発生するリスクがある。

③OS 統合型、サーバ側で暗号化

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、サーバ側でファイルの暗号化を行うものがこれ

にあたる。この方式では、クライアントからサーバに対して

ファイルを送信する際には、ファイルの平文を SSL 経由

で送信し、サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を

行ったうえで保持することが一般的である。サーバからク

ライアントへ送信する際には逆に、サーバ側でファイルを

復号した後にファイルを送信する。

　サーバ側ではファイルの内容と、暗号化するために用い

た鍵をそれぞれ保持している。そのため、サービス提供者

側は利用者の同意を得ずとも独自に復号して、閲覧するこ

図２  セキュアオンラインストレージSolaの概要

図３  Solaクライアントの画面例

　また、Sola のクライアント側で行うファイルの暗号化方式

を図４に示す。Sola クライアントは公開鍵暗号（RSA 方式）と

共通鍵暗号（AES 方式）を組み合わせたハイブリッド暗号方式

を利用している。

　具体的には、まず暗号化の対象のファイルに対してセッション

鍵と IVを生成し、それらを用いて共通鍵暗号方式により暗号文

を生成する。次に、セッション鍵を公開鍵暗号方式により暗号化

図４  Solaのファイル暗号化の方式

　そのほかの Sola の特徴に、マルチプラットフォームへの対

応技術があげられる。図５にマルチプラットフォーム対応の概

念図を示す。

図５  Solaのマルチプラットフォーム対応

図７  Solaの利用例
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　Sola クライアントの内部は大きく２つの階層に分かれてお

り、それぞれ（１）OS依存部、（２）情報同期プラットフォーム部

である。

　前者の（１）OS依存部は、各プラットフォーム固有の機能や、

ユーザインターフェースを実装している。ファイルシステムとの

インターフェースや、OS からの各種イベントの扱いなどのプ

ラットフォーム固有のコードはここで実装している。これらはそ

れぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとしてコー

ド化されている。

　後者の（２）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュール

であり、アプリケーションの同期ロジックや通信プロトコルの

制御など、コア部分の機能をここで実装している。このように

OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュールを

分離し、共通のAPI によって相互に呼び出しを行い、全体とし

て1つのアプリケーションとして動作を行う。

　Sola は２０１１年８月現在、Windows、Mac OS X については

フル機能のクライアントが動作し、iPhone および iPad では

デモ版のクライアントが動作している。Android 端末については

２０１１年１０月以降に試験提供を開始する予定としている。図６

に iPhone、iPad 版クライアントの画面イメージを示す。

図６  iPhoneおよびiPadでの画面

フォンやタブレット端末など、多様な端末からお客様自身の

ファイルへアクセスすることができる。また、Sola は強固な暗

号化を実装しているため、サーバとして利用するクラウド上の

サーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても、格納している

ファイルなどの情報はいっさい漏洩するおそれがない。このた

め、第三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用

する場合でも、高い安全性を確保することができる。このよう

に、Sola を活用することで、コストパフォーマンスに優れるク

ラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ、

また、高い安全性も確保することができる。
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（２）マルチプラットフォーム対応

Windows、Mac OS X、Android、iPhone など複数のプ

ラットフォームに対応している。

　本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較し

ながら説明するとともに、スマートフォンやタブレット端末に対

してオンラインストレージを提供する例についても説明する。

とができてしまう。また、セキュリティインシデントが発生

した際に、鍵と一緒にファイルが漏洩してしまった場合は

情報漏洩につながる危険性がある。

④専用ソフト型、サーバ側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、③と同様にサーバ側で暗号化を行う

ものがこれにあたる。

　前述の③の場合と同様に、ネットワーク層での暗号化や

サーバ側での暗号化は行うものの、サーバ側で鍵を保持し

ているため、サービス事業者側で独自に復号することがで

きてしまう点や、鍵と一緒にファイルが漏洩した際には情

報漏洩につながる危険性がある。

⑤OS 統合型、クライアント側で暗号化

　ユーザインターフェースは主として OS 標準の機能を用

い、さらに、クライアント側で暗号化を行うものがこれに

あたる。Sola はこの方式に分類される。

　クラウド上のサーバ側にファイルを送信するに先立っ

て、クライアントが保持する鍵を用いて暗号化を行う。

サーバ側には暗号文のみを保持する。また、鍵はクライアン

ト側のみに存在し、ネットワーク上には送信しない。

　万が一、クラウド上のサーバが不正アクセスを受けた際

にも、漏洩するのは暗号文のみであり、鍵が安全に保持さ

れている限りはファイルの中身へはアクセスすることがで

きない。このため他の方式に比べ、安全性はもっとも高い

ストレージ 暗号文
③データセンター（クラウド）
　で暗号化されたまま保存。
　サーバ管理者は復号不可

サーバ側に機密情報 ( 鍵など )は
いっさい保存しない

平文のデータは、
クライアント側のみに存在

②クライアントで暗号化
　されたデータがアップロード

①通常のエクスプローラーで
　ファイルを更新するだけで
　自動で同期

④クライアントで
　復号される

⑤一方での編集が
　反映され、同期

秘密鍵

公開鍵

データ データ

Non-PC
デバイス

お客さま

スマート
フォン

自社
～移動中～

ご訪問先で
プレゼン

暗号文
のみを保持

暗号文

PCで資料
を作成

機上で確認

場所やデバイスを選ばず、どこから何を使っても同じファイルに
アクセスすることができる。利用者は自分用の秘密鍵だけを持ち
歩けばよい。
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Sola サーバ通信アダプタ

(1) セッション鍵、IVを生成 ( 乱数 )

(2) 共通鍵暗号により、平文を暗号化 (セッション鍵と IVを利用 )

(3) セッション鍵を公開鍵暗号 (RSA) により暗号化

(4) 全体を結合し、暗号文とする

公開鍵暗号(RSA)と
共通鍵暗号(AES) を併用
(ハイブリッド暗号方式 )
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暗号化機能

㋐ 暗号化なし                       ㋑ サーバ側で暗号化                      ㋒ クライアント側で暗号化
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①OS統合型（暗号化なし）
● 平文がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスク
　がある

③OS統合型（サーバ側で暗号化）
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑤OS統合型（クライアント側暗号化）
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※Solaの採用する方式

②専用ソフト型（暗号化なし）
●  専用ソフトで操作する必要あり
● 平文がサーバ側に存在
● サーバより情報漏洩のリスクが
　ある

④専用ソフト型（サーバ側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑥専用ソフト型
　（クライアント側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※この方式のサービスは存在しない　
（2011年 8月現在）

方式となる。

　なお、Sola の他に、この方式を採用していることを明確

に示している公知のソフトウェアやサービスは２０１１年８月

現在では存在していない。

⑥専用ソフト型、クライアント側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、⑤と同様にクライアント側で暗号化

を行うものがこれにあたる。筆者らの知る限りこの種の製

品は存在しない。

　以上の既存のオンラインストレージの分類のうち、ⓑ専用ソ

フト型の方式は、利用者がアップロードやダウンロードのたび

ごとにソフトを操作する必要があり、利便性の面ではⓐのOS

統合型のほうが使い勝手がよい。また、安全性の面では㋒クラ

イアント側で暗号化を行う方式がもっとも強固である。Sola

は安全性と利便性を両立するため、⑤OS 統合型、クライアン

ト側で暗号化を行う方式を採用している。

　利用者がファイルの作成や更新などの操作をエクスプロー

ラ経由などで行うと、自動的に更新されたファイルがクラウド

上にアップロードされる。このとき、クライアントはアップロー

ドを行う直前に、公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせた方

式（ハイブリッド暗号方式）で暗号化を行う。他方のクライアン

ト側では、更新されたファイルを暗号文のまま受信し、クライア

ントが保持する秘密鍵を用いてファイルの内容の復号を行う。

一連の流れを通して、利用者のファイルの平文そのものはいっ

さいネットワーク上を流れることはなく、また、クラウド側に

ファイルの平文が格納されることもない。このように、Sola で

は暗号技術を用いることによって、セキュアなオンラインスト

レージのシステムを構成している。

　図３にSola のクライアントの画面例を示す。Sola は OS 統

合型の方式であるため、Windows のエクスプローラなどと緊

密に連携して動作する。このため利用者はローカル上のファイ

ルもクラウド上のファイルもそれぞれ区別することなく、統一

的な操作で容易に扱うことが可能である。

を行うことで、共通鍵暗号のための鍵を暗号化する。これによ

り、共通鍵暗号のメリットである速度の優位性と公開鍵暗号の

もつ安全性の両者のメリットを享受することができる。

　Sola はファイルの中身と、ファイル名やディレクトリ名など

のメタデータに対して暗号化を行っている。
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セキュアオンラインストレージシステム"Sola"

1.  はじめに

特集

概要
　クラウド技術の利点を活かしつつ、高い安全性を確保するためのソリューションとして、インテックでは安全な

オンラインストレージシステム "Sola" の研究・開発を進めている。Sola はクラウド技術と暗号を活用すること

で、仮想的なストレージ領域を安全に提供するシステムである。また、WindowsやMac OS X、スマートフォンな

どマルチプラットフォームに対応する。

　本稿では、既存のオンラインストレージシステムを方式ごとに分類し、安全性や利便性に関する問題点を明ら

かにする。次に、Solaで採用したユーザインターフェースと暗号化の技術について述べ、これらの課題をどのよう

に解決したかについて説明する。さらに、iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレット端末を用いた Sola

の利用例についても紹介する。

特
集

特
集

特
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　近年、自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システ

ムを維持するのではなく、他の組織が運用する情報システムを

利用する、クラウド型の情報システムが普及しつつある。自組

織でシステムを運用する場合、一般にはピーク時の負荷にあわ

せて設計を行う必要があるため、初期費用や運用費が高くなり

がちである。クラウドを利用する場合、動的にCPUやストレージ

領域などのコンピュータ資源を増減させることが比較的容易

であり、スケーラビリティが高いため、効率的な運用を行うこと

ができる。また、近年はMapReduce[２] や Hadoop[３] など

の分散処理もクラウド上でさかんに行われていることや、ス

マートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して

サービスを提供する形態の利用が進み、クラウドの活用の機会は

ますます増加している。このように、クラウドコンピューティング

を活用することで利便性の高い環境を提供することができる。

　一方、このようなクラウド上では、クラウドの利用者が保持す

る個人情報や顧客情報などの機密情報を扱うことが難しいと

いう課題がある。クラウドを運営するのは利用者とは異なる第

三者の組織であり、必ずしも全面的に信頼することはできな

い。もし、クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシ

デントが発生した際には、情報漏洩などの事故が発生する可能

性がある。また、クラウドの運用者自身が、顧客であるクラウド

利用者の許可を得ずに、クラウド上に保存された情報へ不正に

アクセスを行う可能性も排除できない。このようなリスクを考

慮すると、第三者が運営するクラウド上では、機密情報のよう

な業務上クリティカルなデータを扱うことは困難であり、場合

によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない。クラ

ウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ、機密情

報を含むセンシティブな情報を安全に扱うことのできる情報

システムがあると便利である。

　インテックでは、クラウドを利用するメリットを最大限に活

かしつつ、安全性と利便性が両立する安全なオンラインスト

レージシステム "Sola" の研究開発に取り組んでいる。Sola の

主な特徴は以下の通りである。

（１）暗号化

クライアント側で暗号化と復号を行うことにより、高い安

全性を確保することができる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

　Sola は OS 統合型のクライアントソフトウェアとして動作

し、クライアント側で暗号化および復号の処理を行うことで、

暗号化のための鍵やファイルの中身などの秘密の情報がいっ

さいネットワーク上に漏洩しない点に特徴があるオンラインス

トレージシステムである。図２にSola の概要図を示す。

　Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラット

フォーム対応の２つを実現している。PCとスマートフォンなど、

異なる種類の端末を用いても同じファイルに安全にアクセスす

ることができるため、利用シーンに応じて適切な端末を使い分

けることが容易である。図７に Sola の利用シーンの一例を示

す。この例では、スマートフォンや PC など多様な端末から自身

のファイルにアクセスすることのできる、社内向けのファイル共

有サービスを、Sola を用いて実現している。Sola はマルチプ

ラットフォームに対応しているため、この例のようにスマート

2.  既存のオンラインストレージシステムの課題

3.  Solaの概要

4.  おわりに
　今後の方向性として、まずは多様な端末をサポートすること

により、利用者にとっての利便性を向上することが先決ととら

えている。そのため、Android 対応などの他機種への移植を積

極的に進め、利用者がどのような端末からどのようにアクセス

しても、つねに同一のファイル群にアクセスすることができる

情報同期プラットフォームの確立を目指して研究を進めていき

たい。同時に、グループ内での共同作業のためのアクセス制御

機能など、利便性の高い機能についても開発を進める予定で

ある。

　また、近年はクラウド内に配置した暗号文に対して、ユーザの

リクエストに応じて直接検索の処理を行うことのできる方式

（検索可能暗号）がいくつか提案されている[４, ５, ６, ７, ８]。今後

はこうした技術の応用や組み込みを検討することで、より利便

性の高いオンラインストレージシステムの提供を目指したい。

図１  オンラインストレージシステムの分類とSolaの位置づけ

　既存のオンラインストレージシステムは、ⓐOS 標準のファ

イルブラウザ（Windows のエクスプローラ、Mac OS X の

Finder など）に機能が統合されているものと、ⓑ専用のクライ

アントソフトか、またはWebアプリを用いるものの２種類に大

別される。さらに、それらのなかでも、㋐全く暗号化を行わない

もの、㋑サーバ側で暗号化を行うもの、㋒クライアント側で暗

号化を行うもの、の３種類に分別することができる。２０１１年８

月現在サービスを展開しているオンラインストレージシステム

は、ほとんどの場合、これらの分類のいずれかに含まれる。以下

でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる。

①OS 統合型、暗号化なし

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、ファイル共有にあたって、サーバ側またはクラ

イアント側で、ファイルの名前やファイル内容の暗号化を

行わないものがこれにあたる。

　この方式では、サーバ間とのファイルの送受信にあたっ

ては、SSL などを用いてネットワーク層で暗号化を行うか

もしれないが、いったんサーバ側にファイルを転送したら、

以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される。

リモート間でファイルの共有を行う目的で設定する

IPSec VPN やその他の VPNソリューションがこの方式

に該当する。

　ネットワーク転送中は機密が確保されているが、サーバ

内部ではデータが平文のまま配置されているため、サーバ

に対して不正アクセスなどのセキュリティインシデントが

発生した際に、情報漏洩が生じるリスクがある。

②専用ソフト型、暗号化なし

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか、

または専用の Web アプリを用いて機能の提供を行うも

ののうち、①と同様にファイルの暗号化を特に行わないも

のがこれにあたる。

　前述の①の場合と同様に、ネットワーク層では暗号化を

行っているものの、サーバ内では平文のまま配置されてい

る。そのため、同様にサーバ側への不正アクセスを受けた

際に情報漏洩が発生するリスクがある。

③OS 統合型、サーバ側で暗号化

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、サーバ側でファイルの暗号化を行うものがこれ

にあたる。この方式では、クライアントからサーバに対して

ファイルを送信する際には、ファイルの平文を SSL 経由

で送信し、サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を

行ったうえで保持することが一般的である。サーバからク

ライアントへ送信する際には逆に、サーバ側でファイルを

復号した後にファイルを送信する。

　サーバ側ではファイルの内容と、暗号化するために用い

た鍵をそれぞれ保持している。そのため、サービス提供者

側は利用者の同意を得ずとも独自に復号して、閲覧するこ

図２  セキュアオンラインストレージSolaの概要

図３  Solaクライアントの画面例

　また、Sola のクライアント側で行うファイルの暗号化方式

を図４に示す。Sola クライアントは公開鍵暗号（RSA 方式）と

共通鍵暗号（AES 方式）を組み合わせたハイブリッド暗号方式

を利用している。

　具体的には、まず暗号化の対象のファイルに対してセッション

鍵と IVを生成し、それらを用いて共通鍵暗号方式により暗号文

を生成する。次に、セッション鍵を公開鍵暗号方式により暗号化

図４  Solaのファイル暗号化の方式

　そのほかの Sola の特徴に、マルチプラットフォームへの対

応技術があげられる。図５にマルチプラットフォーム対応の概

念図を示す。

図５  Solaのマルチプラットフォーム対応

図７  Solaの利用例
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　Sola クライアントの内部は大きく２つの階層に分かれてお

り、それぞれ（１）OS依存部、（２）情報同期プラットフォーム部

である。

　前者の（１）OS依存部は、各プラットフォーム固有の機能や、

ユーザインターフェースを実装している。ファイルシステムとの

インターフェースや、OS からの各種イベントの扱いなどのプ

ラットフォーム固有のコードはここで実装している。これらはそ

れぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとしてコー

ド化されている。

　後者の（２）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュール

であり、アプリケーションの同期ロジックや通信プロトコルの

制御など、コア部分の機能をここで実装している。このように

OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュールを

分離し、共通のAPI によって相互に呼び出しを行い、全体とし

て1つのアプリケーションとして動作を行う。

　Sola は２０１１年８月現在、Windows、Mac OS X については

フル機能のクライアントが動作し、iPhone および iPad では

デモ版のクライアントが動作している。Android 端末については

２０１１年１０月以降に試験提供を開始する予定としている。図６

に iPhone、iPad 版クライアントの画面イメージを示す。

図６  iPhoneおよびiPadでの画面

フォンやタブレット端末など、多様な端末からお客様自身の

ファイルへアクセスすることができる。また、Sola は強固な暗

号化を実装しているため、サーバとして利用するクラウド上の

サーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても、格納している

ファイルなどの情報はいっさい漏洩するおそれがない。このた

め、第三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用

する場合でも、高い安全性を確保することができる。このよう

に、Sola を活用することで、コストパフォーマンスに優れるク

ラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ、

また、高い安全性も確保することができる。

参考文献

[1] 株式会社インテック: セキュアオンラインストレージSolaの紹介,

     http://www.intec.co.jp/technology/technology/sola/.

[2] Jeffrey Dean,Sanjay Ghemawat：“MapReduce: Simplified 

     Data Processing on Large Clusters,”Google,Inc.，(2004)

[3] The Apache Software Foundation：

     Hadoop，http://hadoop.apache.org/.

[4] Dan Boneh, Giovanni Di Crescenzo, Rafail Ostrovsky, and 

     Giuseppe Persiano,“Public key encryption with keyword 

     search,” In Proc. of EUROCRYPT 2004, LCNS 3027, 

     pp.506‒522. Springer-Verlag, (2004)

[5] Dawn Xiaodong Song, David Wagner, and Adrian Perrig, 

　“Practical techniques for searches on encrypted data,”

     In Proc. of the IEEE Symposium on Security and Privacy 

     SP 2000. IEEE Computer Society, (2000)

[6] Eu-Jin Goh,“Secure indexes,”Technical Report 2003/216

　 (Revised 16 Mar 2004), IACR ePrint Cryptography Archive, 

     http://eprint.iacr.org/2003/216, (2004)

[7] Yan-Cheng Chang and Michael Mitzenmacher, 

   “Privacy preserving keyword searches on remote encrypted 

     data,” In Applied Cryptography and Network Security 

     (ACNS '05), LCNS 3531, pp.442-455. Springer-Verlag, (2005)

[8] Reza Curtmola, Juan Garay, Seny Kamara, and Rafail 

     Ostrovsky,“Searchable symmetric encryption: improved 

     definitions and efficient constructions,”In ACM Conference 

     on Computer and Communications Security CCS 2006, 

     pp.79-88, (2006)

（２）マルチプラットフォーム対応

Windows、Mac OS X、Android、iPhone など複数のプ

ラットフォームに対応している。

　本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較し

ながら説明するとともに、スマートフォンやタブレット端末に対

してオンラインストレージを提供する例についても説明する。

とができてしまう。また、セキュリティインシデントが発生

した際に、鍵と一緒にファイルが漏洩してしまった場合は

情報漏洩につながる危険性がある。

④専用ソフト型、サーバ側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、③と同様にサーバ側で暗号化を行う

ものがこれにあたる。

　前述の③の場合と同様に、ネットワーク層での暗号化や

サーバ側での暗号化は行うものの、サーバ側で鍵を保持し

ているため、サービス事業者側で独自に復号することがで

きてしまう点や、鍵と一緒にファイルが漏洩した際には情

報漏洩につながる危険性がある。

⑤OS 統合型、クライアント側で暗号化

　ユーザインターフェースは主として OS 標準の機能を用

い、さらに、クライアント側で暗号化を行うものがこれに

あたる。Sola はこの方式に分類される。

　クラウド上のサーバ側にファイルを送信するに先立っ

て、クライアントが保持する鍵を用いて暗号化を行う。

サーバ側には暗号文のみを保持する。また、鍵はクライアン

ト側のみに存在し、ネットワーク上には送信しない。

　万が一、クラウド上のサーバが不正アクセスを受けた際

にも、漏洩するのは暗号文のみであり、鍵が安全に保持さ

れている限りはファイルの中身へはアクセスすることがで

きない。このため他の方式に比べ、安全性はもっとも高い

ストレージ 暗号文
③データセンター（クラウド）
　で暗号化されたまま保存。
　サーバ管理者は復号不可

サーバ側に機密情報 ( 鍵など )は
いっさい保存しない

平文のデータは、
クライアント側のみに存在

②クライアントで暗号化
　されたデータがアップロード

①通常のエクスプローラーで
　ファイルを更新するだけで
　自動で同期

④クライアントで
　復号される

⑤一方での編集が
　反映され、同期

秘密鍵

公開鍵

データ データ

Non-PC
デバイス

お客さま

スマート
フォン

自社
～移動中～

ご訪問先で
プレゼン

暗号文
のみを保持

暗号文

PCで資料
を作成

機上で確認

場所やデバイスを選ばず、どこから何を使っても同じファイルに
アクセスすることができる。利用者は自分用の秘密鍵だけを持ち
歩けばよい。

Android iPhone Windows Mac Linux

GUI
Java

GUI
Objective-C

GUI
C#

GUI
Objective-C

CUI
C

ク
ラ
イ
ア
ン
ト API 情報同期プラットフォーム部

認証　       同期　        共有　     鍵交換　     暗号

C++

サ
ー
バ

Sola サーバ通信アダプタ

(1) セッション鍵、IVを生成 ( 乱数 )

(2) 共通鍵暗号により、平文を暗号化 (セッション鍵と IVを利用 )

(3) セッション鍵を公開鍵暗号 (RSA) により暗号化

(4) 全体を結合し、暗号文とする

公開鍵暗号(RSA)と
共通鍵暗号(AES) を併用
(ハイブリッド暗号方式 )

セッション鍵 ( 乱数 ) IV ( 乱数 ) File A ( 平文 )

セッション鍵 IV

IV

Encrypted File A
( 暗号文 )

セッション鍵
(暗号文 )

Encrypted File A
( 暗号文 )

AES

RSA 公開鍵

iPad

iPhone

暗号化機能

㋐ 暗号化なし                       ㋑ サーバ側で暗号化                      ㋒ クライアント側で暗号化

ユ
ー
ザ
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

ⓐ
O
S

　
統
合
型

ⓑ
W
e
b
ブ
ラ
ウ
ザ
・

　
専
用
ア
プ
リ

①OS統合型（暗号化なし）
● 平文がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスク
　がある

③OS統合型（サーバ側で暗号化）
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑤OS統合型（クライアント側暗号化）
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※Solaの採用する方式

②専用ソフト型（暗号化なし）
●  専用ソフトで操作する必要あり
● 平文がサーバ側に存在
● サーバより情報漏洩のリスクが
　ある

④専用ソフト型（サーバ側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑥専用ソフト型
　（クライアント側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※この方式のサービスは存在しない　
（2011年 8月現在）

方式となる。

　なお、Sola の他に、この方式を採用していることを明確

に示している公知のソフトウェアやサービスは２０１１年８月

現在では存在していない。

⑥専用ソフト型、クライアント側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、⑤と同様にクライアント側で暗号化

を行うものがこれにあたる。筆者らの知る限りこの種の製

品は存在しない。

　以上の既存のオンラインストレージの分類のうち、ⓑ専用ソ

フト型の方式は、利用者がアップロードやダウンロードのたび

ごとにソフトを操作する必要があり、利便性の面ではⓐのOS

統合型のほうが使い勝手がよい。また、安全性の面では㋒クラ

イアント側で暗号化を行う方式がもっとも強固である。Sola

は安全性と利便性を両立するため、⑤OS 統合型、クライアン

ト側で暗号化を行う方式を採用している。

　利用者がファイルの作成や更新などの操作をエクスプロー

ラ経由などで行うと、自動的に更新されたファイルがクラウド

上にアップロードされる。このとき、クライアントはアップロー

ドを行う直前に、公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせた方

式（ハイブリッド暗号方式）で暗号化を行う。他方のクライアン

ト側では、更新されたファイルを暗号文のまま受信し、クライア

ントが保持する秘密鍵を用いてファイルの内容の復号を行う。

一連の流れを通して、利用者のファイルの平文そのものはいっ

さいネットワーク上を流れることはなく、また、クラウド側に

ファイルの平文が格納されることもない。このように、Sola で

は暗号技術を用いることによって、セキュアなオンラインスト

レージのシステムを構成している。

　図３にSola のクライアントの画面例を示す。Sola は OS 統

合型の方式であるため、Windows のエクスプローラなどと緊

密に連携して動作する。このため利用者はローカル上のファイ

ルもクラウド上のファイルもそれぞれ区別することなく、統一

的な操作で容易に扱うことが可能である。

を行うことで、共通鍵暗号のための鍵を暗号化する。これによ

り、共通鍵暗号のメリットである速度の優位性と公開鍵暗号の

もつ安全性の両者のメリットを享受することができる。

　Sola はファイルの中身と、ファイル名やディレクトリ名など

のメタデータに対して暗号化を行っている。
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セキュアオンラインストレージシステム"Sola"

1.  はじめに

特集

概要
　クラウド技術の利点を活かしつつ、高い安全性を確保するためのソリューションとして、インテックでは安全な

オンラインストレージシステム "Sola" の研究・開発を進めている。Sola はクラウド技術と暗号を活用すること

で、仮想的なストレージ領域を安全に提供するシステムである。また、WindowsやMac OS X、スマートフォンな

どマルチプラットフォームに対応する。

　本稿では、既存のオンラインストレージシステムを方式ごとに分類し、安全性や利便性に関する問題点を明ら

かにする。次に、Solaで採用したユーザインターフェースと暗号化の技術について述べ、これらの課題をどのよう

に解決したかについて説明する。さらに、iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレット端末を用いた Sola

の利用例についても紹介する。

特
集

特
集

特
集

　近年、自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システ

ムを維持するのではなく、他の組織が運用する情報システムを

利用する、クラウド型の情報システムが普及しつつある。自組

織でシステムを運用する場合、一般にはピーク時の負荷にあわ

せて設計を行う必要があるため、初期費用や運用費が高くなり

がちである。クラウドを利用する場合、動的にCPUやストレージ

領域などのコンピュータ資源を増減させることが比較的容易

であり、スケーラビリティが高いため、効率的な運用を行うこと

ができる。また、近年はMapReduce[２] や Hadoop[３] など

の分散処理もクラウド上でさかんに行われていることや、ス

マートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して

サービスを提供する形態の利用が進み、クラウドの活用の機会は

ますます増加している。このように、クラウドコンピューティング

を活用することで利便性の高い環境を提供することができる。

　一方、このようなクラウド上では、クラウドの利用者が保持す

る個人情報や顧客情報などの機密情報を扱うことが難しいと

いう課題がある。クラウドを運営するのは利用者とは異なる第

三者の組織であり、必ずしも全面的に信頼することはできな

い。もし、クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシ

デントが発生した際には、情報漏洩などの事故が発生する可能

性がある。また、クラウドの運用者自身が、顧客であるクラウド

利用者の許可を得ずに、クラウド上に保存された情報へ不正に

アクセスを行う可能性も排除できない。このようなリスクを考

慮すると、第三者が運営するクラウド上では、機密情報のよう

な業務上クリティカルなデータを扱うことは困難であり、場合

によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない。クラ

ウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ、機密情

報を含むセンシティブな情報を安全に扱うことのできる情報

システムがあると便利である。

　インテックでは、クラウドを利用するメリットを最大限に活

かしつつ、安全性と利便性が両立する安全なオンラインスト

レージシステム "Sola" の研究開発に取り組んでいる。Sola の

主な特徴は以下の通りである。

（１）暗号化

クライアント側で暗号化と復号を行うことにより、高い安

全性を確保することができる。
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第12号

第12号

第12号

スマート端末によるモバイルクラウド

　Sola は OS 統合型のクライアントソフトウェアとして動作

し、クライアント側で暗号化および復号の処理を行うことで、

暗号化のための鍵やファイルの中身などの秘密の情報がいっ

さいネットワーク上に漏洩しない点に特徴があるオンラインス

トレージシステムである。図２にSola の概要図を示す。

　Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラット

フォーム対応の２つを実現している。PCとスマートフォンなど、

異なる種類の端末を用いても同じファイルに安全にアクセスす

ることができるため、利用シーンに応じて適切な端末を使い分

けることが容易である。図７に Sola の利用シーンの一例を示

す。この例では、スマートフォンや PC など多様な端末から自身

のファイルにアクセスすることのできる、社内向けのファイル共

有サービスを、Sola を用いて実現している。Sola はマルチプ

ラットフォームに対応しているため、この例のようにスマート

2.  既存のオンラインストレージシステムの課題

3.  Solaの概要

4.  おわりに
　今後の方向性として、まずは多様な端末をサポートすること

により、利用者にとっての利便性を向上することが先決ととら

えている。そのため、Android 対応などの他機種への移植を積

極的に進め、利用者がどのような端末からどのようにアクセス

しても、つねに同一のファイル群にアクセスすることができる

情報同期プラットフォームの確立を目指して研究を進めていき

たい。同時に、グループ内での共同作業のためのアクセス制御

機能など、利便性の高い機能についても開発を進める予定で

ある。

　また、近年はクラウド内に配置した暗号文に対して、ユーザの

リクエストに応じて直接検索の処理を行うことのできる方式

（検索可能暗号）がいくつか提案されている[４, ５, ６, ７, ８]。今後

はこうした技術の応用や組み込みを検討することで、より利便

性の高いオンラインストレージシステムの提供を目指したい。

図１  オンラインストレージシステムの分類とSolaの位置づけ

　既存のオンラインストレージシステムは、ⓐOS 標準のファ

イルブラウザ（Windows のエクスプローラ、Mac OS X の

Finder など）に機能が統合されているものと、ⓑ専用のクライ

アントソフトか、またはWebアプリを用いるものの２種類に大

別される。さらに、それらのなかでも、㋐全く暗号化を行わない

もの、㋑サーバ側で暗号化を行うもの、㋒クライアント側で暗

号化を行うもの、の３種類に分別することができる。２０１１年８

月現在サービスを展開しているオンラインストレージシステム

は、ほとんどの場合、これらの分類のいずれかに含まれる。以下

でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる。

①OS 統合型、暗号化なし

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、ファイル共有にあたって、サーバ側またはクラ

イアント側で、ファイルの名前やファイル内容の暗号化を

行わないものがこれにあたる。

　この方式では、サーバ間とのファイルの送受信にあたっ

ては、SSL などを用いてネットワーク層で暗号化を行うか

もしれないが、いったんサーバ側にファイルを転送したら、

以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される。

リモート間でファイルの共有を行う目的で設定する

IPSec VPN やその他の VPNソリューションがこの方式

に該当する。

　ネットワーク転送中は機密が確保されているが、サーバ

内部ではデータが平文のまま配置されているため、サーバ

に対して不正アクセスなどのセキュリティインシデントが

発生した際に、情報漏洩が生じるリスクがある。

②専用ソフト型、暗号化なし

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか、

または専用の Web アプリを用いて機能の提供を行うも

ののうち、①と同様にファイルの暗号化を特に行わないも

のがこれにあたる。

　前述の①の場合と同様に、ネットワーク層では暗号化を

行っているものの、サーバ内では平文のまま配置されてい

る。そのため、同様にサーバ側への不正アクセスを受けた

際に情報漏洩が発生するリスクがある。

③OS 統合型、サーバ側で暗号化

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、サーバ側でファイルの暗号化を行うものがこれ

にあたる。この方式では、クライアントからサーバに対して

ファイルを送信する際には、ファイルの平文を SSL 経由

で送信し、サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を

行ったうえで保持することが一般的である。サーバからク

ライアントへ送信する際には逆に、サーバ側でファイルを

復号した後にファイルを送信する。

　サーバ側ではファイルの内容と、暗号化するために用い

た鍵をそれぞれ保持している。そのため、サービス提供者

側は利用者の同意を得ずとも独自に復号して、閲覧するこ

図２  セキュアオンラインストレージSolaの概要

図３  Solaクライアントの画面例

　また、Sola のクライアント側で行うファイルの暗号化方式

を図４に示す。Sola クライアントは公開鍵暗号（RSA 方式）と

共通鍵暗号（AES 方式）を組み合わせたハイブリッド暗号方式

を利用している。

　具体的には、まず暗号化の対象のファイルに対してセッション

鍵と IVを生成し、それらを用いて共通鍵暗号方式により暗号文

を生成する。次に、セッション鍵を公開鍵暗号方式により暗号化

図４  Solaのファイル暗号化の方式

　そのほかの Sola の特徴に、マルチプラットフォームへの対

応技術があげられる。図５にマルチプラットフォーム対応の概

念図を示す。

図５  Solaのマルチプラットフォーム対応

図７  Solaの利用例
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　Sola クライアントの内部は大きく２つの階層に分かれてお

り、それぞれ（１）OS依存部、（２）情報同期プラットフォーム部

である。

　前者の（１）OS依存部は、各プラットフォーム固有の機能や、

ユーザインターフェースを実装している。ファイルシステムとの

インターフェースや、OS からの各種イベントの扱いなどのプ

ラットフォーム固有のコードはここで実装している。これらはそ

れぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとしてコー

ド化されている。

　後者の（２）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュール

であり、アプリケーションの同期ロジックや通信プロトコルの

制御など、コア部分の機能をここで実装している。このように

OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュールを

分離し、共通のAPI によって相互に呼び出しを行い、全体とし

て1つのアプリケーションとして動作を行う。

　Sola は２０１１年８月現在、Windows、Mac OS X については

フル機能のクライアントが動作し、iPhone および iPad では

デモ版のクライアントが動作している。Android 端末については

２０１１年１０月以降に試験提供を開始する予定としている。図６

に iPhone、iPad 版クライアントの画面イメージを示す。

図６  iPhoneおよびiPadでの画面

フォンやタブレット端末など、多様な端末からお客様自身の

ファイルへアクセスすることができる。また、Sola は強固な暗

号化を実装しているため、サーバとして利用するクラウド上の

サーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても、格納している

ファイルなどの情報はいっさい漏洩するおそれがない。このた

め、第三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用

する場合でも、高い安全性を確保することができる。このよう

に、Sola を活用することで、コストパフォーマンスに優れるク

ラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ、

また、高い安全性も確保することができる。
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（２）マルチプラットフォーム対応

Windows、Mac OS X、Android、iPhone など複数のプ

ラットフォームに対応している。

　本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較し

ながら説明するとともに、スマートフォンやタブレット端末に対

してオンラインストレージを提供する例についても説明する。

とができてしまう。また、セキュリティインシデントが発生

した際に、鍵と一緒にファイルが漏洩してしまった場合は

情報漏洩につながる危険性がある。

④専用ソフト型、サーバ側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、③と同様にサーバ側で暗号化を行う

ものがこれにあたる。

　前述の③の場合と同様に、ネットワーク層での暗号化や

サーバ側での暗号化は行うものの、サーバ側で鍵を保持し

ているため、サービス事業者側で独自に復号することがで

きてしまう点や、鍵と一緒にファイルが漏洩した際には情

報漏洩につながる危険性がある。

⑤OS 統合型、クライアント側で暗号化

　ユーザインターフェースは主として OS 標準の機能を用

い、さらに、クライアント側で暗号化を行うものがこれに

あたる。Sola はこの方式に分類される。

　クラウド上のサーバ側にファイルを送信するに先立っ

て、クライアントが保持する鍵を用いて暗号化を行う。

サーバ側には暗号文のみを保持する。また、鍵はクライアン

ト側のみに存在し、ネットワーク上には送信しない。

　万が一、クラウド上のサーバが不正アクセスを受けた際

にも、漏洩するのは暗号文のみであり、鍵が安全に保持さ

れている限りはファイルの中身へはアクセスすることがで

きない。このため他の方式に比べ、安全性はもっとも高い

ストレージ 暗号文
③データセンター（クラウド）
　で暗号化されたまま保存。
　サーバ管理者は復号不可

サーバ側に機密情報 ( 鍵など )は
いっさい保存しない

平文のデータは、
クライアント側のみに存在

②クライアントで暗号化
　されたデータがアップロード

①通常のエクスプローラーで
　ファイルを更新するだけで
　自動で同期

④クライアントで
　復号される

⑤一方での編集が
　反映され、同期

秘密鍵

公開鍵

データ データ

Non-PC
デバイス

お客さま

スマート
フォン

自社
～移動中～

ご訪問先で
プレゼン

暗号文
のみを保持

暗号文

PCで資料
を作成

機上で確認

場所やデバイスを選ばず、どこから何を使っても同じファイルに
アクセスすることができる。利用者は自分用の秘密鍵だけを持ち
歩けばよい。

Android iPhone Windows Mac Linux

GUI
Java

GUI
Objective-C

GUI
C#

GUI
Objective-C

CUI
C

ク
ラ
イ
ア
ン
ト API 情報同期プラットフォーム部

認証　       同期　        共有　     鍵交換　     暗号

C++

サ
ー
バ

Sola サーバ通信アダプタ

(1) セッション鍵、IVを生成 ( 乱数 )

(2) 共通鍵暗号により、平文を暗号化 (セッション鍵と IVを利用 )

(3) セッション鍵を公開鍵暗号 (RSA) により暗号化

(4) 全体を結合し、暗号文とする

公開鍵暗号(RSA)と
共通鍵暗号(AES) を併用
(ハイブリッド暗号方式 )

セッション鍵 ( 乱数 ) IV ( 乱数 ) File A ( 平文 )

セッション鍵 IV

IV

Encrypted File A
( 暗号文 )

セッション鍵
(暗号文 )

Encrypted File A
( 暗号文 )

AES

RSA 公開鍵

iPad

iPhone

暗号化機能

㋐ 暗号化なし                       ㋑ サーバ側で暗号化                      ㋒ クライアント側で暗号化

ユ
ー
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タ
ー
フ
ェ
ー
ス

ⓐ
O
S

　
統
合
型

ⓑ
W
e
b
ブ
ラ
ウ
ザ
・

　
専
用
ア
プ
リ

①OS統合型（暗号化なし）
● 平文がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスク
　がある

③OS統合型（サーバ側で暗号化）
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑤OS統合型（クライアント側暗号化）
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※Solaの採用する方式

②専用ソフト型（暗号化なし）
●  専用ソフトで操作する必要あり
● 平文がサーバ側に存在
● サーバより情報漏洩のリスクが
　ある

④専用ソフト型（サーバ側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑥専用ソフト型
　（クライアント側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※この方式のサービスは存在しない　
（2011年 8月現在）

方式となる。

　なお、Sola の他に、この方式を採用していることを明確

に示している公知のソフトウェアやサービスは２０１１年８月

現在では存在していない。

⑥専用ソフト型、クライアント側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、⑤と同様にクライアント側で暗号化

を行うものがこれにあたる。筆者らの知る限りこの種の製

品は存在しない。

　以上の既存のオンラインストレージの分類のうち、ⓑ専用ソ

フト型の方式は、利用者がアップロードやダウンロードのたび

ごとにソフトを操作する必要があり、利便性の面ではⓐのOS

統合型のほうが使い勝手がよい。また、安全性の面では㋒クラ

イアント側で暗号化を行う方式がもっとも強固である。Sola

は安全性と利便性を両立するため、⑤OS 統合型、クライアン

ト側で暗号化を行う方式を採用している。

　利用者がファイルの作成や更新などの操作をエクスプロー

ラ経由などで行うと、自動的に更新されたファイルがクラウド

上にアップロードされる。このとき、クライアントはアップロー

ドを行う直前に、公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせた方

式（ハイブリッド暗号方式）で暗号化を行う。他方のクライアン

ト側では、更新されたファイルを暗号文のまま受信し、クライア

ントが保持する秘密鍵を用いてファイルの内容の復号を行う。

一連の流れを通して、利用者のファイルの平文そのものはいっ

さいネットワーク上を流れることはなく、また、クラウド側に

ファイルの平文が格納されることもない。このように、Sola で

は暗号技術を用いることによって、セキュアなオンラインスト

レージのシステムを構成している。

　図３にSola のクライアントの画面例を示す。Sola は OS 統

合型の方式であるため、Windows のエクスプローラなどと緊

密に連携して動作する。このため利用者はローカル上のファイ

ルもクラウド上のファイルもそれぞれ区別することなく、統一

的な操作で容易に扱うことが可能である。

を行うことで、共通鍵暗号のための鍵を暗号化する。これによ

り、共通鍵暗号のメリットである速度の優位性と公開鍵暗号の

もつ安全性の両者のメリットを享受することができる。

　Sola はファイルの中身と、ファイル名やディレクトリ名など

のメタデータに対して暗号化を行っている。
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セキュアオンラインストレージシステム"Sola"

1.  はじめに

特集

概要
　クラウド技術の利点を活かしつつ、高い安全性を確保するためのソリューションとして、インテックでは安全な

オンラインストレージシステム "Sola" の研究・開発を進めている。Sola はクラウド技術と暗号を活用すること

で、仮想的なストレージ領域を安全に提供するシステムである。また、WindowsやMac OS X、スマートフォンな

どマルチプラットフォームに対応する。

　本稿では、既存のオンラインストレージシステムを方式ごとに分類し、安全性や利便性に関する問題点を明ら

かにする。次に、Solaで採用したユーザインターフェースと暗号化の技術について述べ、これらの課題をどのよう

に解決したかについて説明する。さらに、iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレット端末を用いた Sola

の利用例についても紹介する。

特
集

特
集

特
集

　近年、自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システ

ムを維持するのではなく、他の組織が運用する情報システムを

利用する、クラウド型の情報システムが普及しつつある。自組

織でシステムを運用する場合、一般にはピーク時の負荷にあわ

せて設計を行う必要があるため、初期費用や運用費が高くなり

がちである。クラウドを利用する場合、動的にCPUやストレージ

領域などのコンピュータ資源を増減させることが比較的容易

であり、スケーラビリティが高いため、効率的な運用を行うこと

ができる。また、近年はMapReduce[２] や Hadoop[３] など

の分散処理もクラウド上でさかんに行われていることや、ス

マートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して

サービスを提供する形態の利用が進み、クラウドの活用の機会は

ますます増加している。このように、クラウドコンピューティング

を活用することで利便性の高い環境を提供することができる。

　一方、このようなクラウド上では、クラウドの利用者が保持す

る個人情報や顧客情報などの機密情報を扱うことが難しいと

いう課題がある。クラウドを運営するのは利用者とは異なる第

三者の組織であり、必ずしも全面的に信頼することはできな

い。もし、クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシ

デントが発生した際には、情報漏洩などの事故が発生する可能

性がある。また、クラウドの運用者自身が、顧客であるクラウド

利用者の許可を得ずに、クラウド上に保存された情報へ不正に

アクセスを行う可能性も排除できない。このようなリスクを考

慮すると、第三者が運営するクラウド上では、機密情報のよう

な業務上クリティカルなデータを扱うことは困難であり、場合

によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない。クラ

ウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ、機密情

報を含むセンシティブな情報を安全に扱うことのできる情報

システムがあると便利である。

　インテックでは、クラウドを利用するメリットを最大限に活

かしつつ、安全性と利便性が両立する安全なオンラインスト

レージシステム "Sola" の研究開発に取り組んでいる。Sola の

主な特徴は以下の通りである。

（１）暗号化

クライアント側で暗号化と復号を行うことにより、高い安

全性を確保することができる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

　Sola は OS 統合型のクライアントソフトウェアとして動作

し、クライアント側で暗号化および復号の処理を行うことで、

暗号化のための鍵やファイルの中身などの秘密の情報がいっ

さいネットワーク上に漏洩しない点に特徴があるオンラインス

トレージシステムである。図２にSola の概要図を示す。

　Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラット

フォーム対応の２つを実現している。PCとスマートフォンなど、

異なる種類の端末を用いても同じファイルに安全にアクセスす

ることができるため、利用シーンに応じて適切な端末を使い分

けることが容易である。図７に Sola の利用シーンの一例を示

す。この例では、スマートフォンや PC など多様な端末から自身

のファイルにアクセスすることのできる、社内向けのファイル共

有サービスを、Sola を用いて実現している。Sola はマルチプ

ラットフォームに対応しているため、この例のようにスマート

2.  既存のオンラインストレージシステムの課題

3.  Solaの概要

4.  おわりに
　今後の方向性として、まずは多様な端末をサポートすること

により、利用者にとっての利便性を向上することが先決ととら

えている。そのため、Android 対応などの他機種への移植を積

極的に進め、利用者がどのような端末からどのようにアクセス

しても、つねに同一のファイル群にアクセスすることができる

情報同期プラットフォームの確立を目指して研究を進めていき

たい。同時に、グループ内での共同作業のためのアクセス制御

機能など、利便性の高い機能についても開発を進める予定で

ある。

　また、近年はクラウド内に配置した暗号文に対して、ユーザの

リクエストに応じて直接検索の処理を行うことのできる方式

（検索可能暗号）がいくつか提案されている[４, ５, ６, ７, ８]。今後

はこうした技術の応用や組み込みを検討することで、より利便

性の高いオンラインストレージシステムの提供を目指したい。

図１  オンラインストレージシステムの分類とSolaの位置づけ

　既存のオンラインストレージシステムは、ⓐOS 標準のファ

イルブラウザ（Windows のエクスプローラ、Mac OS X の

Finder など）に機能が統合されているものと、ⓑ専用のクライ

アントソフトか、またはWebアプリを用いるものの２種類に大

別される。さらに、それらのなかでも、㋐全く暗号化を行わない

もの、㋑サーバ側で暗号化を行うもの、㋒クライアント側で暗

号化を行うもの、の３種類に分別することができる。２０１１年８

月現在サービスを展開しているオンラインストレージシステム

は、ほとんどの場合、これらの分類のいずれかに含まれる。以下

でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる。

①OS 統合型、暗号化なし

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、ファイル共有にあたって、サーバ側またはクラ

イアント側で、ファイルの名前やファイル内容の暗号化を

行わないものがこれにあたる。

　この方式では、サーバ間とのファイルの送受信にあたっ

ては、SSL などを用いてネットワーク層で暗号化を行うか

もしれないが、いったんサーバ側にファイルを転送したら、

以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される。

リモート間でファイルの共有を行う目的で設定する

IPSec VPN やその他の VPNソリューションがこの方式

に該当する。

　ネットワーク転送中は機密が確保されているが、サーバ

内部ではデータが平文のまま配置されているため、サーバ

に対して不正アクセスなどのセキュリティインシデントが

発生した際に、情報漏洩が生じるリスクがある。

②専用ソフト型、暗号化なし

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか、

または専用の Web アプリを用いて機能の提供を行うも

ののうち、①と同様にファイルの暗号化を特に行わないも

のがこれにあたる。

　前述の①の場合と同様に、ネットワーク層では暗号化を

行っているものの、サーバ内では平文のまま配置されてい

る。そのため、同様にサーバ側への不正アクセスを受けた

際に情報漏洩が発生するリスクがある。

③OS 統合型、サーバ側で暗号化

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、サーバ側でファイルの暗号化を行うものがこれ

にあたる。この方式では、クライアントからサーバに対して

ファイルを送信する際には、ファイルの平文を SSL 経由

で送信し、サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を

行ったうえで保持することが一般的である。サーバからク

ライアントへ送信する際には逆に、サーバ側でファイルを

復号した後にファイルを送信する。

　サーバ側ではファイルの内容と、暗号化するために用い

た鍵をそれぞれ保持している。そのため、サービス提供者

側は利用者の同意を得ずとも独自に復号して、閲覧するこ

図２  セキュアオンラインストレージSolaの概要

図３  Solaクライアントの画面例

　また、Sola のクライアント側で行うファイルの暗号化方式

を図４に示す。Sola クライアントは公開鍵暗号（RSA 方式）と

共通鍵暗号（AES 方式）を組み合わせたハイブリッド暗号方式

を利用している。

　具体的には、まず暗号化の対象のファイルに対してセッション

鍵と IVを生成し、それらを用いて共通鍵暗号方式により暗号文

を生成する。次に、セッション鍵を公開鍵暗号方式により暗号化

図４  Solaのファイル暗号化の方式

　そのほかの Sola の特徴に、マルチプラットフォームへの対

応技術があげられる。図５にマルチプラットフォーム対応の概

念図を示す。

図５  Solaのマルチプラットフォーム対応

図７  Solaの利用例
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　Sola クライアントの内部は大きく２つの階層に分かれてお

り、それぞれ（１）OS依存部、（２）情報同期プラットフォーム部

である。

　前者の（１）OS依存部は、各プラットフォーム固有の機能や、

ユーザインターフェースを実装している。ファイルシステムとの

インターフェースや、OS からの各種イベントの扱いなどのプ

ラットフォーム固有のコードはここで実装している。これらはそ

れぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとしてコー

ド化されている。

　後者の（２）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュール

であり、アプリケーションの同期ロジックや通信プロトコルの

制御など、コア部分の機能をここで実装している。このように

OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュールを

分離し、共通のAPI によって相互に呼び出しを行い、全体とし

て1つのアプリケーションとして動作を行う。

　Sola は２０１１年８月現在、Windows、Mac OS X については

フル機能のクライアントが動作し、iPhone および iPad では

デモ版のクライアントが動作している。Android 端末については

２０１１年１０月以降に試験提供を開始する予定としている。図６

に iPhone、iPad 版クライアントの画面イメージを示す。

図６  iPhoneおよびiPadでの画面

フォンやタブレット端末など、多様な端末からお客様自身の

ファイルへアクセスすることができる。また、Sola は強固な暗

号化を実装しているため、サーバとして利用するクラウド上の

サーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても、格納している

ファイルなどの情報はいっさい漏洩するおそれがない。このた

め、第三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用

する場合でも、高い安全性を確保することができる。このよう

に、Sola を活用することで、コストパフォーマンスに優れるク

ラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ、

また、高い安全性も確保することができる。
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（２）マルチプラットフォーム対応

Windows、Mac OS X、Android、iPhone など複数のプ

ラットフォームに対応している。

　本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較し

ながら説明するとともに、スマートフォンやタブレット端末に対

してオンラインストレージを提供する例についても説明する。

とができてしまう。また、セキュリティインシデントが発生

した際に、鍵と一緒にファイルが漏洩してしまった場合は

情報漏洩につながる危険性がある。

④専用ソフト型、サーバ側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、③と同様にサーバ側で暗号化を行う

ものがこれにあたる。

　前述の③の場合と同様に、ネットワーク層での暗号化や

サーバ側での暗号化は行うものの、サーバ側で鍵を保持し

ているため、サービス事業者側で独自に復号することがで

きてしまう点や、鍵と一緒にファイルが漏洩した際には情

報漏洩につながる危険性がある。

⑤OS 統合型、クライアント側で暗号化

　ユーザインターフェースは主として OS 標準の機能を用

い、さらに、クライアント側で暗号化を行うものがこれに

あたる。Sola はこの方式に分類される。

　クラウド上のサーバ側にファイルを送信するに先立っ

て、クライアントが保持する鍵を用いて暗号化を行う。

サーバ側には暗号文のみを保持する。また、鍵はクライアン

ト側のみに存在し、ネットワーク上には送信しない。

　万が一、クラウド上のサーバが不正アクセスを受けた際

にも、漏洩するのは暗号文のみであり、鍵が安全に保持さ

れている限りはファイルの中身へはアクセスすることがで

きない。このため他の方式に比べ、安全性はもっとも高い

ストレージ 暗号文
③データセンター（クラウド）
　で暗号化されたまま保存。
　サーバ管理者は復号不可

サーバ側に機密情報 ( 鍵など )は
いっさい保存しない

平文のデータは、
クライアント側のみに存在

②クライアントで暗号化
　されたデータがアップロード

①通常のエクスプローラーで
　ファイルを更新するだけで
　自動で同期

④クライアントで
　復号される

⑤一方での編集が
　反映され、同期

秘密鍵

公開鍵

データ データ

Non-PC
デバイス

お客さま

スマート
フォン

自社
～移動中～

ご訪問先で
プレゼン

暗号文
のみを保持

暗号文

PCで資料
を作成

機上で確認

場所やデバイスを選ばず、どこから何を使っても同じファイルに
アクセスすることができる。利用者は自分用の秘密鍵だけを持ち
歩けばよい。

Android iPhone Windows Mac Linux

GUI
Java

GUI
Objective-C

GUI
C#

GUI
Objective-C

CUI
C

ク
ラ
イ
ア
ン
ト API 情報同期プラットフォーム部

認証　       同期　        共有　     鍵交換　     暗号

C++

サ
ー
バ

Sola サーバ通信アダプタ

(1) セッション鍵、IVを生成 ( 乱数 )

(2) 共通鍵暗号により、平文を暗号化 (セッション鍵と IVを利用 )

(3) セッション鍵を公開鍵暗号 (RSA) により暗号化

(4) 全体を結合し、暗号文とする

公開鍵暗号(RSA)と
共通鍵暗号(AES) を併用
(ハイブリッド暗号方式 )

セッション鍵 ( 乱数 ) IV ( 乱数 ) File A ( 平文 )

セッション鍵 IV

IV

Encrypted File A
( 暗号文 )

セッション鍵
(暗号文 )

Encrypted File A
( 暗号文 )

AES

RSA 公開鍵

iPad

iPhone

暗号化機能

㋐ 暗号化なし                       ㋑ サーバ側で暗号化                      ㋒ クライアント側で暗号化

ユ
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型

ⓑ
W
e
b
ブ
ラ
ウ
ザ
・

　
専
用
ア
プ
リ

①OS統合型（暗号化なし）
● 平文がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスク
　がある

③OS統合型（サーバ側で暗号化）
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑤OS統合型（クライアント側暗号化）
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※Solaの採用する方式

②専用ソフト型（暗号化なし）
●  専用ソフトで操作する必要あり
● 平文がサーバ側に存在
● サーバより情報漏洩のリスクが
　ある

④専用ソフト型（サーバ側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑥専用ソフト型
　（クライアント側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※この方式のサービスは存在しない　
（2011年 8月現在）

方式となる。

　なお、Sola の他に、この方式を採用していることを明確

に示している公知のソフトウェアやサービスは２０１１年８月

現在では存在していない。

⑥専用ソフト型、クライアント側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、⑤と同様にクライアント側で暗号化

を行うものがこれにあたる。筆者らの知る限りこの種の製

品は存在しない。

　以上の既存のオンラインストレージの分類のうち、ⓑ専用ソ

フト型の方式は、利用者がアップロードやダウンロードのたび

ごとにソフトを操作する必要があり、利便性の面ではⓐのOS

統合型のほうが使い勝手がよい。また、安全性の面では㋒クラ

イアント側で暗号化を行う方式がもっとも強固である。Sola

は安全性と利便性を両立するため、⑤OS 統合型、クライアン

ト側で暗号化を行う方式を採用している。

　利用者がファイルの作成や更新などの操作をエクスプロー

ラ経由などで行うと、自動的に更新されたファイルがクラウド

上にアップロードされる。このとき、クライアントはアップロー

ドを行う直前に、公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせた方

式（ハイブリッド暗号方式）で暗号化を行う。他方のクライアン

ト側では、更新されたファイルを暗号文のまま受信し、クライア

ントが保持する秘密鍵を用いてファイルの内容の復号を行う。

一連の流れを通して、利用者のファイルの平文そのものはいっ

さいネットワーク上を流れることはなく、また、クラウド側に

ファイルの平文が格納されることもない。このように、Sola で

は暗号技術を用いることによって、セキュアなオンラインスト

レージのシステムを構成している。

　図３にSola のクライアントの画面例を示す。Sola は OS 統

合型の方式であるため、Windows のエクスプローラなどと緊

密に連携して動作する。このため利用者はローカル上のファイ

ルもクラウド上のファイルもそれぞれ区別することなく、統一

的な操作で容易に扱うことが可能である。

を行うことで、共通鍵暗号のための鍵を暗号化する。これによ

り、共通鍵暗号のメリットである速度の優位性と公開鍵暗号の

もつ安全性の両者のメリットを享受することができる。

　Sola はファイルの中身と、ファイル名やディレクトリ名など

のメタデータに対して暗号化を行っている。
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セキュアオンラインストレージシステム"Sola"

1.  はじめに

特集

概要
　クラウド技術の利点を活かしつつ、高い安全性を確保するためのソリューションとして、インテックでは安全な

オンラインストレージシステム "Sola" の研究・開発を進めている。Sola はクラウド技術と暗号を活用すること

で、仮想的なストレージ領域を安全に提供するシステムである。また、WindowsやMac OS X、スマートフォンな

どマルチプラットフォームに対応する。

　本稿では、既存のオンラインストレージシステムを方式ごとに分類し、安全性や利便性に関する問題点を明ら

かにする。次に、Solaで採用したユーザインターフェースと暗号化の技術について述べ、これらの課題をどのよう

に解決したかについて説明する。さらに、iPhone や iPad などのスマートフォンやタブレット端末を用いた Sola

の利用例についても紹介する。

特
集

特
集

特
集

　近年、自組織の内部でサーバやストレージなどの情報システ

ムを維持するのではなく、他の組織が運用する情報システムを

利用する、クラウド型の情報システムが普及しつつある。自組

織でシステムを運用する場合、一般にはピーク時の負荷にあわ

せて設計を行う必要があるため、初期費用や運用費が高くなり

がちである。クラウドを利用する場合、動的にCPUやストレージ

領域などのコンピュータ資源を増減させることが比較的容易

であり、スケーラビリティが高いため、効率的な運用を行うこと

ができる。また、近年はMapReduce[２] や Hadoop[３] など

の分散処理もクラウド上でさかんに行われていることや、ス

マートフォンなどのモバイル端末に対してクラウドを通して

サービスを提供する形態の利用が進み、クラウドの活用の機会は

ますます増加している。このように、クラウドコンピューティング

を活用することで利便性の高い環境を提供することができる。

　一方、このようなクラウド上では、クラウドの利用者が保持す

る個人情報や顧客情報などの機密情報を扱うことが難しいと

いう課題がある。クラウドを運営するのは利用者とは異なる第

三者の組織であり、必ずしも全面的に信頼することはできな

い。もし、クラウド側で不正アクセスなどのセキュリティインシ

デントが発生した際には、情報漏洩などの事故が発生する可能

性がある。また、クラウドの運用者自身が、顧客であるクラウド

利用者の許可を得ずに、クラウド上に保存された情報へ不正に

アクセスを行う可能性も排除できない。このようなリスクを考

慮すると、第三者が運営するクラウド上では、機密情報のよう

な業務上クリティカルなデータを扱うことは困難であり、場合

によってはクラウドの利用そのものを諦めざるを得ない。クラ

ウドの持つスケーラビリティなどの利点を活かしつつ、機密情

報を含むセンシティブな情報を安全に扱うことのできる情報

システムがあると便利である。

　インテックでは、クラウドを利用するメリットを最大限に活

かしつつ、安全性と利便性が両立する安全なオンラインスト

レージシステム "Sola" の研究開発に取り組んでいる。Sola の

主な特徴は以下の通りである。

（１）暗号化

クライアント側で暗号化と復号を行うことにより、高い安

全性を確保することができる。
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スマート端末によるモバイルクラウド

　Sola は OS 統合型のクライアントソフトウェアとして動作

し、クライアント側で暗号化および復号の処理を行うことで、

暗号化のための鍵やファイルの中身などの秘密の情報がいっ

さいネットワーク上に漏洩しない点に特徴があるオンラインス

トレージシステムである。図２にSola の概要図を示す。

　Sola はクライアント側での強固な暗号化とマルチプラット

フォーム対応の２つを実現している。PCとスマートフォンなど、

異なる種類の端末を用いても同じファイルに安全にアクセスす

ることができるため、利用シーンに応じて適切な端末を使い分

けることが容易である。図７に Sola の利用シーンの一例を示

す。この例では、スマートフォンや PC など多様な端末から自身

のファイルにアクセスすることのできる、社内向けのファイル共

有サービスを、Sola を用いて実現している。Sola はマルチプ

ラットフォームに対応しているため、この例のようにスマート

2.  既存のオンラインストレージシステムの課題

3.  Solaの概要

4.  おわりに
　今後の方向性として、まずは多様な端末をサポートすること

により、利用者にとっての利便性を向上することが先決ととら

えている。そのため、Android 対応などの他機種への移植を積

極的に進め、利用者がどのような端末からどのようにアクセス

しても、つねに同一のファイル群にアクセスすることができる

情報同期プラットフォームの確立を目指して研究を進めていき

たい。同時に、グループ内での共同作業のためのアクセス制御

機能など、利便性の高い機能についても開発を進める予定で

ある。

　また、近年はクラウド内に配置した暗号文に対して、ユーザの

リクエストに応じて直接検索の処理を行うことのできる方式

（検索可能暗号）がいくつか提案されている[４, ５, ６, ７, ８]。今後

はこうした技術の応用や組み込みを検討することで、より利便

性の高いオンラインストレージシステムの提供を目指したい。

図１  オンラインストレージシステムの分類とSolaの位置づけ

　既存のオンラインストレージシステムは、ⓐOS 標準のファ

イルブラウザ（Windows のエクスプローラ、Mac OS X の

Finder など）に機能が統合されているものと、ⓑ専用のクライ

アントソフトか、またはWebアプリを用いるものの２種類に大

別される。さらに、それらのなかでも、㋐全く暗号化を行わない

もの、㋑サーバ側で暗号化を行うもの、㋒クライアント側で暗

号化を行うもの、の３種類に分別することができる。２０１１年８

月現在サービスを展開しているオンラインストレージシステム

は、ほとんどの場合、これらの分類のいずれかに含まれる。以下

でそれぞれのメリットやデメリットについて述べる。

①OS 統合型、暗号化なし

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、ファイル共有にあたって、サーバ側またはクラ

イアント側で、ファイルの名前やファイル内容の暗号化を

行わないものがこれにあたる。

　この方式では、サーバ間とのファイルの送受信にあたっ

ては、SSL などを用いてネットワーク層で暗号化を行うか

もしれないが、いったんサーバ側にファイルを転送したら、

以後はサーバの内部で平文のファイルのまま保持される。

リモート間でファイルの共有を行う目的で設定する

IPSec VPN やその他の VPNソリューションがこの方式

に該当する。

　ネットワーク転送中は機密が確保されているが、サーバ

内部ではデータが平文のまま配置されているため、サーバ

に対して不正アクセスなどのセキュリティインシデントが

発生した際に、情報漏洩が生じるリスクがある。

②専用ソフト型、暗号化なし

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアか、

または専用の Web アプリを用いて機能の提供を行うも

ののうち、①と同様にファイルの暗号化を特に行わないも

のがこれにあたる。

　前述の①の場合と同様に、ネットワーク層では暗号化を

行っているものの、サーバ内では平文のまま配置されてい

る。そのため、同様にサーバ側への不正アクセスを受けた

際に情報漏洩が発生するリスクがある。

③OS 統合型、サーバ側で暗号化

　OS 標準の機能を用いてユーザインターフェースを提供

し、さらに、サーバ側でファイルの暗号化を行うものがこれ

にあたる。この方式では、クライアントからサーバに対して

ファイルを送信する際には、ファイルの平文を SSL 経由

で送信し、サーバ側で受信終了後にファイルの暗号化を

行ったうえで保持することが一般的である。サーバからク

ライアントへ送信する際には逆に、サーバ側でファイルを

復号した後にファイルを送信する。

　サーバ側ではファイルの内容と、暗号化するために用い

た鍵をそれぞれ保持している。そのため、サービス提供者

側は利用者の同意を得ずとも独自に復号して、閲覧するこ

図２  セキュアオンラインストレージSolaの概要

図３  Solaクライアントの画面例

　また、Sola のクライアント側で行うファイルの暗号化方式

を図４に示す。Sola クライアントは公開鍵暗号（RSA 方式）と

共通鍵暗号（AES 方式）を組み合わせたハイブリッド暗号方式

を利用している。

　具体的には、まず暗号化の対象のファイルに対してセッション

鍵と IVを生成し、それらを用いて共通鍵暗号方式により暗号文

を生成する。次に、セッション鍵を公開鍵暗号方式により暗号化

図４  Solaのファイル暗号化の方式

　そのほかの Sola の特徴に、マルチプラットフォームへの対

応技術があげられる。図５にマルチプラットフォーム対応の概

念図を示す。

図５  Solaのマルチプラットフォーム対応

図７  Solaの利用例
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　Sola クライアントの内部は大きく２つの階層に分かれてお

り、それぞれ（１）OS依存部、（２）情報同期プラットフォーム部

である。

　前者の（１）OS依存部は、各プラットフォーム固有の機能や、

ユーザインターフェースを実装している。ファイルシステムとの

インターフェースや、OS からの各種イベントの扱いなどのプ

ラットフォーム固有のコードはここで実装している。これらはそ

れぞれのプラットフォームごとに異なるモジュールとしてコー

ド化されている。

　後者の（２）情報同期プラットフォーム部は共通のモジュール

であり、アプリケーションの同期ロジックや通信プロトコルの

制御など、コア部分の機能をここで実装している。このように

OS 依存の部分とプラットフォーム中立の部分にモジュールを

分離し、共通のAPI によって相互に呼び出しを行い、全体とし

て1つのアプリケーションとして動作を行う。

　Sola は２０１１年８月現在、Windows、Mac OS X については

フル機能のクライアントが動作し、iPhone および iPad では

デモ版のクライアントが動作している。Android 端末については

２０１１年１０月以降に試験提供を開始する予定としている。図６

に iPhone、iPad 版クライアントの画面イメージを示す。

図６  iPhoneおよびiPadでの画面

フォンやタブレット端末など、多様な端末からお客様自身の

ファイルへアクセスすることができる。また、Sola は強固な暗

号化を実装しているため、サーバとして利用するクラウド上の

サーバが仮にセキュリティ侵害を受けたとしても、格納している

ファイルなどの情報はいっさい漏洩するおそれがない。このた

め、第三者の事業者が運営する安価なクラウドサービスを利用

する場合でも、高い安全性を確保することができる。このよう

に、Sola を活用することで、コストパフォーマンスに優れるク

ラウドを用いてファイル共有サービスを展開することができ、

また、高い安全性も確保することができる。
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（２）マルチプラットフォーム対応

Windows、Mac OS X、Android、iPhone など複数のプ

ラットフォームに対応している。

　本稿では Sola の特徴について他のソリューションと比較し

ながら説明するとともに、スマートフォンやタブレット端末に対

してオンラインストレージを提供する例についても説明する。

とができてしまう。また、セキュリティインシデントが発生

した際に、鍵と一緒にファイルが漏洩してしまった場合は

情報漏洩につながる危険性がある。

④専用ソフト型、サーバ側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、③と同様にサーバ側で暗号化を行う

ものがこれにあたる。

　前述の③の場合と同様に、ネットワーク層での暗号化や

サーバ側での暗号化は行うものの、サーバ側で鍵を保持し

ているため、サービス事業者側で独自に復号することがで

きてしまう点や、鍵と一緒にファイルが漏洩した際には情

報漏洩につながる危険性がある。

⑤OS 統合型、クライアント側で暗号化

　ユーザインターフェースは主として OS 標準の機能を用

い、さらに、クライアント側で暗号化を行うものがこれに

あたる。Sola はこの方式に分類される。

　クラウド上のサーバ側にファイルを送信するに先立っ

て、クライアントが保持する鍵を用いて暗号化を行う。

サーバ側には暗号文のみを保持する。また、鍵はクライアン

ト側のみに存在し、ネットワーク上には送信しない。

　万が一、クラウド上のサーバが不正アクセスを受けた際

にも、漏洩するのは暗号文のみであり、鍵が安全に保持さ

れている限りはファイルの中身へはアクセスすることがで

きない。このため他の方式に比べ、安全性はもっとも高い

ストレージ 暗号文
③データセンター（クラウド）
　で暗号化されたまま保存。
　サーバ管理者は復号不可

サーバ側に機密情報 ( 鍵など )は
いっさい保存しない

平文のデータは、
クライアント側のみに存在

②クライアントで暗号化
　されたデータがアップロード

①通常のエクスプローラーで
　ファイルを更新するだけで
　自動で同期

④クライアントで
　復号される

⑤一方での編集が
　反映され、同期

秘密鍵

公開鍵

データ データ

Non-PC
デバイス

お客さま

スマート
フォン

自社
～移動中～

ご訪問先で
プレゼン

暗号文
のみを保持

暗号文

PCで資料
を作成

機上で確認

場所やデバイスを選ばず、どこから何を使っても同じファイルに
アクセスすることができる。利用者は自分用の秘密鍵だけを持ち
歩けばよい。

Android iPhone Windows Mac Linux

GUI
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GUI
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GUI
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認証　       同期　        共有　     鍵交換　     暗号

C++

サ
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Sola サーバ通信アダプタ

(1) セッション鍵、IVを生成 ( 乱数 )

(2) 共通鍵暗号により、平文を暗号化 (セッション鍵と IVを利用 )

(3) セッション鍵を公開鍵暗号 (RSA) により暗号化

(4) 全体を結合し、暗号文とする

公開鍵暗号(RSA)と
共通鍵暗号(AES) を併用
(ハイブリッド暗号方式 )

セッション鍵 ( 乱数 ) IV ( 乱数 ) File A ( 平文 )

セッション鍵 IV

IV

Encrypted File A
( 暗号文 )

セッション鍵
(暗号文 )

Encrypted File A
( 暗号文 )

AES

RSA 公開鍵

iPad

iPhone

暗号化機能

㋐ 暗号化なし                       ㋑ サーバ側で暗号化                      ㋒ クライアント側で暗号化
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ⓐ
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型

ⓑ
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・

　
専
用
ア
プ
リ

①OS統合型（暗号化なし）
● 平文がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスク
　がある

③OS統合型（サーバ側で暗号化）
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑤OS統合型（クライアント側暗号化）
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※Solaの採用する方式

②専用ソフト型（暗号化なし）
●  専用ソフトで操作する必要あり
● 平文がサーバ側に存在
● サーバより情報漏洩のリスクが
　ある

④専用ソフト型（サーバ側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● 暗号文と鍵の両方がサーバ側に存在
● サーバ側より情報漏洩のリスクがある

⑥専用ソフト型
　（クライアント側で暗号化）
● 専用ソフトで操作する必要あり
● サーバ側には暗号文のみ
● 情報漏洩のリスクなし
※この方式のサービスは存在しない　
（2011年 8月現在）

方式となる。

　なお、Sola の他に、この方式を採用していることを明確

に示している公知のソフトウェアやサービスは２０１１年８月

現在では存在していない。

⑥専用ソフト型、クライアント側で暗号化

　開発元が提供する専用のクライアントソフトウェアなど

を用いる方式のうち、⑤と同様にクライアント側で暗号化

を行うものがこれにあたる。筆者らの知る限りこの種の製

品は存在しない。

　以上の既存のオンラインストレージの分類のうち、ⓑ専用ソ

フト型の方式は、利用者がアップロードやダウンロードのたび

ごとにソフトを操作する必要があり、利便性の面ではⓐのOS

統合型のほうが使い勝手がよい。また、安全性の面では㋒クラ

イアント側で暗号化を行う方式がもっとも強固である。Sola

は安全性と利便性を両立するため、⑤OS 統合型、クライアン

ト側で暗号化を行う方式を採用している。

　利用者がファイルの作成や更新などの操作をエクスプロー

ラ経由などで行うと、自動的に更新されたファイルがクラウド

上にアップロードされる。このとき、クライアントはアップロー

ドを行う直前に、公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせた方

式（ハイブリッド暗号方式）で暗号化を行う。他方のクライアン

ト側では、更新されたファイルを暗号文のまま受信し、クライア

ントが保持する秘密鍵を用いてファイルの内容の復号を行う。

一連の流れを通して、利用者のファイルの平文そのものはいっ

さいネットワーク上を流れることはなく、また、クラウド側に

ファイルの平文が格納されることもない。このように、Sola で

は暗号技術を用いることによって、セキュアなオンラインスト

レージのシステムを構成している。

　図３にSola のクライアントの画面例を示す。Sola は OS 統

合型の方式であるため、Windows のエクスプローラなどと緊

密に連携して動作する。このため利用者はローカル上のファイ

ルもクラウド上のファイルもそれぞれ区別することなく、統一

的な操作で容易に扱うことが可能である。

を行うことで、共通鍵暗号のための鍵を暗号化する。これによ

り、共通鍵暗号のメリットである速度の優位性と公開鍵暗号の

もつ安全性の両者のメリットを享受することができる。

　Sola はファイルの中身と、ファイル名やディレクトリ名など

のメタデータに対して暗号化を行っている。


