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秘密分散法 とは,秘密情報を n個のシェアと呼ばれる断片に分散 し,あるアクセス集

合に含まれるシェアが集まれば秘密を復元することができるが,そうでなければ秘密を復

元することができないという,複数のユーザ間で秘密情報を共有するために考案された方

式である.

Td koor (トドルカ アレキサンドロバ)

in,秘密分散法の一つの方式 として ,(

シェアが集まれば秘密情報を復元できるが ,i-1個以下のシェアからは秘密について一切

情報を得ることができないというものである(ただし ,i-1個以下のシェアから推測され

る秘密情報の候補は,すべて同様に確からしいとする) .(i,n)しきい値法は情報セキュリ

ティの分野における重要な技術であり,如何にしてできるだけ多 くのユーザに対し,シェ

アを配布することができるかが重要な議論 となる.

本論文では,秘密のサイズが 1シンボルに国定ざれた条件の下で,多数のユーザ間で

秘密を共有する状況を想定する.秘密分散の方式 として ,(i,n)しきい値法に注目し,秘

密情報に関しては,一定の素数のべき乗 qに対 して ,q個の要素からなる有限体上から一

つを選択するものとする.このとき,極端な場合 として ,q-2,すなわち,秘密情報が 

1ビットである場合 も含まれる.現実的なアブl)ケ-ションでは,秘密情報が 1ビットで

ある場合を想定することは非常に重要である.たとえば,企業における重要な決断の可否

や,市場における物品の有無など ,2億で表現される情報が秘密にや り取 りざれる状況は

多い.

秘密分散方式を評価する尺度 として,情報比を用いる,これは,秘密情報 とシェアの

)しきい値法がある.これは ,n個中 t個以上の
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情報量の比率 として,情報比-秘密情報の情報量/シェアの情報量,と定義される.この

情報比の値から秘密分散方式を,情報比が lである理想的な場合 と ,1より小さい理想的

でない場合の二つに大別することができる,

既知の研究では,理想的な (i,n)しきい値法における可能な最大ユーザ数 nは,アル

ファベットサイズ qに制限されることが知られている.本論文の目的は,情報比の低下を

許容する代わ りにこの制限を取 り除き ,(i,n)しきい値法を実現することである.本論文

では,一般化ベク トル空間構成法に基づ く.完全で理想的でない (i.n)しきい値法の構成

法を提案する.一般化ベクトル空間構成法には行列を用いており,この行列は各ユーザご

とに割 り当てられている.

2n ,また,本論文では (,)しきい値法 と (3n)しきい値法で用いる行列を組織的に席成す

るアルゴリズムを提案する.このアルゴリズムは,一般化ベクトル空間構成法に基づいて

お り,既知のアルゴリズムのような全探索的な手法を用いない,効率の良いものである.

さらに,このアルゴリズムによって得 られた行列は疎な行列であ り,かつ完全正規構造を

持っているため,より効率的な計算をすることが可能である.

本論文では ,i- = kとなる (,)し2である場合,任意の 1以上の整数 kに対 し ,n q 2n

きい値法の明確な構成アルゴリズムを与える.また ,i-3である場合には,任意の整数 

k≧1,q≦3とn-3k,あるいは任意の整数 k≧1,q>3とn=qkとなる ,(5.n)しきい値

法の構成アルゴ1)ズムを提案する.指数 kは各ユーザに割 り当てられるシェアサイズの関

数であり.適切な kの値が選ばれるならば,任意の nのもとで (2,n),ならびに (3,n)しき

い値法を構成することが可能 となる.

本論文では,行列の列数を増やすことで,固定長のアルファベットサイズ qの元におい

ても,ユーザ数を指数的に増加させることが可能であることを示 した.行列は一般化ベク

トル空間構成法に基づいてお り.各列はそれぞれ各ユーザに対応 している.

また,一般化 (i,n)しきい値法を構成するための再帰的なアルゴリズムを提案する.こ

のアルゴリズムは (2n ii とで実現される.,)しきい値法 と (,)しきい値法を組み合わせ るこ･

上記のアルゴリズムを用いることで,任意のユーザ数 nと,任意のしきい値 tを実現す

る(i,n)しきい値法を構成することができることを示す.
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)nt,本論文は,複数のユーザ間で秘密情報を共有するための一つの手段である ( しきい

値秘密分散方式の構築法について論じている. 

t(,

アと呼ばれる断片に分散 し,シェアを t個以上集めると秘密情報を知ることができるが, 

n)しきい値秘密分散方式 (以下では,しきい値法と略す)は,秘密情報をn個のシェ

i-1個以下だと,集めたシェアの個数によらず,秘密情報については一切知 りえない,と

いう特色をもっている.

)qこれまでの研究では,素数あるいは素数のベキ qを位数 とする体 GF( 上の演算に基

づき,多項式補間,誤 り訂正符号.線形一次独立性の概念などを利用 した秘密分散方式が

i

)q

)nt,

提案されているが,それらには,秘密情報が GF( の一つの元であるとすると,システム

に参加できるユーザ数は ,q以下であるという制約があった.

本論文では,シェアの生成 とシェアか ら秘密情報を復元する計算において,ユーザご

とにあらかじめ用意 しておいた,線形一次独立性に関するある条件をみたす行列を用い

るという,一般化ベクトル空間構成法に着目し,任意の 2以上の自然数 nに対 して ,n人

のユーザに配布すべき行列を組織的に構成する方法を提案している.

従来研究では,この行列を求めるには,全探索を行 う以外,ほかの方法は知 られてい

なかったが,本論文では,基本 となる行列を再帰的に拡大 してい く手法によって,ユーザ

に配布する行列を構成する方法が示されている.そして,従来法におけるユーザ数の制約

を越え,任意のユーザ数nに対する ( しきい値密分散方式法が , -2とi-3に対 して
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与えられている.さらに,その結果に基づき,一般の =こ対する(i,n)しきい値法の構成法

も示されている.

本論文は,全 5章から構成されている.

第 1章は,序章であり,研究背景 と目的について述べている.まず,秘密分散システム

に対する研究背景について述べている.続いて,従来研究の紹介 とそれらの問題点につい

て触れ,本論文の目的と主要な結果を提示 したのち,最後に論文の構成を述べている.

第 2葦は,秘密分散方式についての紹介にあてられている.まず,秘密分散法の基本的

な概念 と,アクセス構造,完全な秘密分散法,理想的な秘密分散法,情報 レー トなどの定

義を述べている.また,本研究と関連する,Shmiの秘密分散法, m , reeeHllna r Kai nG n, ema

の秘密分散法,ベクトル空間構成法,そして,本論文 と密接に関連する一般化ベクトル空

間構成法など,秘密分散法におけるいくつかの構成モデルが示されている.

第 3章では,本論女で提案する一般化ベクトル空間構成法に基づ く(2,n)しきい値法 と 

(3,n)しきい値法の構成アルゴリズムが示される.各ユーザに割 り当てる行列を構成する

ための再帰的アルゴリズムが提案されている.提案アルゴリズムは効率的であり,全探索

的な手法は必要 としない.さらに提案アルゴリズムを用いると,ユーザ数を指数的に増加

させ ることが可能な,(2,n),ならびに,(3,n)しきい値法を構成することができる.また,

この章ではアクセス集合に含まれるユーザのシェアから秘密を復元する方法が示されてい

る.秘密情報の復元には規則的な構造をもつ行列を用いているので,その構造を利用すれ

ば,効率良 く復元することが可能である.

第 4章では,再帰的な手法を用いて,第 2章で示 した (2,n)しきい値法 と､(i,i)しきい

値法を組み合わせ ることにより,ユ-ザ数 nとしきい値 tが ともに任意である(i,n)しきい

値法を構成する方法を提案している.

第 5章は,本論文の主要結果について述べ,さらに,今後の展望について論じている.

以上をまとめると,本研究の成果は,多数のユーザ間で少量ではあるが貴重な秘密情

報を安全に管理するといった利用状況に適 したシステムを,これまでにない組織的な構成

法によって,新 しく提案するものであり,情報セキュリティ分野の基礎を担 う研究 として

評価できる.

よって,本論文は博士 (工学)の学位論文として相応 しいと認める.


