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(57)【要約】
　ホスト装置は、メモリ装置自体がリストを入手する必
要がないように、ホスト証明書および関係証明書失効リ
ストの両方を認証のためにメモリ装置に提示する。証明
書失効リストの処理と証明書識別情報の検索は、メモリ
装置によって同時に実施されてよい。ホスト装置からメ
モリ装置への認証を行う証明書失効リストは、メモリ装
置がホスト証明書を受信する前にキャッシュされて認め
られる。
【選択図】図５０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　証明書が失効とされるかどうかを判定する方法であって、
　不揮発性記憶装置が動作可能にホストに接続されている間に、不揮発性記憶装置で実行
され、
　（ａ）前記ホストの前記不揮発性記憶装置への認証を試行するために、前記ホストから
証明書を受信するステップと、
　（ｂ）前記不揮発性記憶装置にキャッシュされた証明書失効リスト内を、証明書につい
てのリファレンスを検索することによって、証明書が失効とされるかどうかを判定するス
テップと、
　を備え、
　前記ホストの前記不揮発性記憶装置への認証を試行するための前記証明書を前記不揮発
性記憶装置が受信する前に、前記証明書失効リストはキャッシュされて最新の状態にされ
る、方法。
【請求項２】
　前記検索によって前記証明書失効リスト内から証明書についてのリファレンスが取得さ
れる場合に、前記ホストを認証するための前記試行を拒絶するステップをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ホストから証明書失効リストを受信するステップ、をさらに備え、
　前記ホストから受信した前記証明書失効リストが前記不揮発性記憶装置内の現在の証明
書失効リストよりも新しく、前記受信した証明書失効リストが前記証明書の発行者によっ
て発行されたと判定されることによって前記ホストから受信した前記証明書失効リストが
検証される場合に、（ｂ）のステップを実行する代わりに、
　前記現在の証明書失効リストを前記新しい証明書失効リストに置換するステップと、
　前記ホストからの前記証明書が失効とされるかどうか判定するために、前記新しい証明
書失効リストを使用するステップと、を実行する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記不揮発性記憶装置の製造時に、前記証明書失効リストが前記不揮発性記憶装置に記
憶される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記証明書失効リストはアカウントに関連付けられており、
　前記証明書失効リストは前記アカウントの生成時に記憶される、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記ホストによる前記不揮発性記憶装置を認証するための試行の前に、前記不揮発性記
憶装置に記憶された証明書失効リストが実質的に存在する場合に、（ｂ）のステップは実
行され、
　そうでない場合には、
　前記ホストから証明書失効リストを受信するステップと、
　前記ホストから受信した前記証明書失効リストをキャッシュするステップと、
　前記ホストからの前記証明書が失効かどうかを判定するために、前記ホストから受信さ
れキャッシュされた証明書失効リストを使用するステップと、を実行する、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　前記ホストによる前記不揮発性記憶装置を認証するための試行の前に、前記不揮発性記
憶装置に記憶された証明書失効リストが実質的に存在する場合に、（ｂ）のステップは実
行され、
　そうでない場合には、証明書失効リストが前記ホストによって供給されない場合に、前
記試行を拒絶する、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　前記証明書失効リストは、失効とされた証明書の通し番号を備えている、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　不揮発性記憶装置であって、
　証明書失効リストを記憶するメモリと、
　（ａ）前記ホストの前記不揮発性記憶装置への認証を試行するために、前記ホストから
証明書を受信するステップと、（ｂ）前記不揮発性記憶装置にキャッシュされた証明書失
効リスト内を、証明書についてのリファレンスを検索することによって、証明書が失効と
されるかどうかを判定するステップと、を実行する制御部と、
　を備える不揮発性記憶装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記検索によって前記証明書失効リスト内から証明書についてのリファレンスが取得さ
れる場合に、前記ホストを認証するための前記試行を拒絶するステップをさらに実行する
、請求項９に記載の不揮発性記憶装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記ホストから証明書失効リストを受信するステップと、
　前記ホストから受信した前記証明書失効リストが前記不揮発性記憶装置内の現在の証明
書失効リストよりも新しく、前記受信した証明書失効リストが前記証明書の発行者によっ
て発行されたと判定されることによって前記ホストから受信した前記証明書失効リストが
検証される場合に、（ｂ）のステップを実行する代わりに、前記現在の証明書失効リスト
を前記新しい証明書失効リストに置換するステップと、
　前記ホストからの前記証明書が失効とされるかどうか判定するために、前記新しい証明
書失効リストを使用するステップと、
　をさらに実行する、請求項９に記載の不揮発性記憶装置。
【請求項１２】
　前記不揮発性記憶装置の製造時に、前記証明書失効リストが前記不揮発性記憶装置に記
憶される、請求項９に記載の不揮発性記憶装置。
【請求項１３】
　前記証明書失効リストはアカウントに関連付けられており、
　前記証明書失効リストは前記アカウントの生成時に記憶される、請求項９に記載の不揮
発性記憶装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記ホストによる前記不揮発性記憶装置を認証するための試行の前に、前記不揮発性記
憶装置に記憶された証明書失効リストが実質的に存在する場合に、（ｂ）のステップを実
行し、
　そうでない場合には、
　前記ホストから証明書失効リストを受信するステップと、
　前記ホストから受信した前記証明書失効リストをキャッシュするステップと、
　前記ホストからの前記証明書が失効かどうかを判定するために、前記ホストから受信さ
れキャッシュされた証明書失効リストを使用するステップと、を実行する、請求項９に記
載の不揮発性記憶装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　前記ホストによる前記不揮発性記憶装置を認証するための試行の前に、前記不揮発性記
憶装置に記憶された証明書失効リストが実質的に存在する場合に、（ｂ）のステップを実
行し、
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　そうでない場合には、証明書失効リストが前記ホストによって供給されない場合に、前
記試行を拒絶する、請求項９に記載の不揮発性記憶装置。
【請求項１６】
　前記証明書失効リストは、失効とされた証明書の通し番号を備えている、請求項９に記
載の不揮発性記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００６年１１月６日に出願された米国特許出願第１１／５５７，００６号
の一部継続出願であり、参照により本明細書に組み込まれ、２００６年７月７日に出願さ
れた米国仮特許出願第６０／８１９，５０７号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本出願は２００５年１２月２０日に出願された米国特許出願第１１／３１３，８７０号
に関し、同出願は２００４年１２月２１日に出願された米国仮特許出願第６０／６３８，
８０４号の利益を主張するものである。本出願はさらに２００５年１２月２０日に出願さ
れた米国特許出願第１１／３１４，４１１号に関する。本出願はさらに２００５年１２月
２０日に出願された米国特許出願第１１／３１４，４１０号に関する。本出願はさらに２
００５年１２月２０日に出願された米国特許出願第１１／３１３，５３６号に関する。本
出願はさらに２００５年１２月２０日に出願された米国特許出願第１１／３１３，５３８
号に関する。本出願はさらに２００５年１２月２０日に出願された米国特許出願第１１／
３１４，０５５号に関する。本出願はさらに２００５年１２月２０日に出願された米国特
許出願第１１／３１４，０５２号に関する。本出願はさらに２００５年１２月２０日に出
願された米国特許出願第１１／３１４，０５３号に関する。
【０００３】
　本出願は、２００６年１１月６日に出願された「Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｃｈａｉｎｓ」と題するＨｏｌｔｚ
ｍａｎらの米国特許出願第１１／５５７，０２８号と、２００６年１１月６日に出願され
た「Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｓｉｎｇ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａ
ｔｅ　Ｃｈａｉｎｓ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出願第１１／５５７，０１
０号と、２００６年１１月６日に出願された「Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　Ｕｓｉｎｇ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｒｅｖｏｃａｔｉｏｎ　Ｌｉｓｔｓ」と
題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出願第１１／５５７，０２６号と、２００６年１１
月６日に出願された「Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ｖ
ｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎら
の米国特許出願第１１／５５７，０４９号と、２００６年１１月６日に出願された「Ｃｏ
ｎｔｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｓｉｎｇ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出願第１１／５
５７，０５６号と、２００６年１１月６日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｕｐｐｌｉｅｄ　Ｆｒｏｍ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出願第１１／５５７，０５２
号と、２００６年１１月６日に出願された「Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉ
ｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｕｐｐｌｉｅｄ　Ｆｒｏｍ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出願第１１／５５７，０５１号と、２００
６年１１月６日に出願された「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ　Ｏｂｊｅｃｔｓ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出願第１１／５５７，
０４１号と、２００６年１１月６日に出願された「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｓ
ｉｎｇ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｏｂｊｅｃｔｓ」と題するＨｏｌｔｚｍａｎらの米国特許出
願第１１／５５７，０３９号と、に関する。
【０００４】
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　前述の出願は、あたかも本明細書で完全に説明されるかのように、その内容全体が参照
により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００５】
　本発明は、一般にメモリシステムに関し、特に汎用的なコンテンツ管理機能を備えるメ
モリシステムに関する。
【０００６】
　フラッシュ・メモリ・カードなどの記憶装置は、写真などのデジタルコンテンツを記憶
するのに最適な記憶媒体となっている。また、フラッシュ・メモリ・カードは他の種類の
媒体コンテンツの配信に使用される場合もある。さらに、コンピュータ、デジタルカメラ
、携帯電話、携帯端末（ＰＤＡ）、およびＭＰ３プレーヤなどのメディアプレーヤなど、
ホスト装置の多様化は、フラッシュ・メモリ・カード内に記憶される媒体コンテンツを提
供する可能性を今や有している。それゆえ、フラッシュ・メモリ・カードは、他の種類の
携帯記憶装置と同様に、デジタルコンテンツを配信する、幅広く使用される媒体となる可
能性が大きい。
【０００７】
　デジタルコンテンツのオーナーおよび配信業者にとって主要な関心事の１つは、インタ
ーネットなどのネットワークからのダウンロードを通じて、あるいは記憶装置上のコンテ
ンツの配信を通じてコンテンツが配信された後、認可取得者のみがコンテンツへのアクセ
スを許可されるべきであるということである。不正アクセスを回避する方法の１つは、コ
ンテンツへのアクセスが当事者に許諾される前に当事者のアイデンティティを確認するシ
ステムを採用することである。公開鍵基盤（ＰＫＩ）などのシステムがこの目的で開発さ
れている。ＰＫＩシステムでは、証明機関（ＣＡ）として知られる信頼された機関が、個
人または組織のアイデンティティを確認する証明書を発行する。アイデンティティの証拠
を確認したい組織および個人などの当事者は、自身のアイデンティティを確認する十分な
証拠を証明機関に登録することができる。当事者のアイデンティティがＣＡに確認される
と、ＣＡは証明書をこうした当事者に発行することになる。証明書は、典型的に、証明書
を発行したＣＡの名称、証明書の発行の対象となった当事者の名称、当事者の公開鍵、お
よびＣＡの秘密鍵により署名された（典型的に公開鍵のダイジェストを暗号化することに
より）当事者の公開鍵を含む。
【０００８】
　ＣＡの秘密鍵および公開鍵は、公開鍵を用いて暗号化されたデータが秘密鍵によって復
号化されるように関係付けられ、逆も同様である。それゆえ、秘密鍵および公開鍵は鍵対
を形成する。暗号化技術に関する秘密鍵および公開鍵対の説明は、ＲＳＡセキュリティ（
ＲＳＡ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｉｎｃ．）の２００２年６月１４日付、「ＰＫＣＳ＃１　ｖ
２．１：ＲＳＡ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ」に記載されている。Ｃ
Ａの公開鍵は一般に利用可能となっている。したがって、一当事者が別の当事者によって
提示された証明書を真正かどうか検証したい場合、検証する当事者は、復号化アルゴリズ
ムを用いて証明書内の公開鍵の暗号化されたダイジェストを復号化するために、ＣＡの公
開鍵を使用するだけでよい。また、復号化アルゴリズムは、典型的に、証明書の中でも識
別される。証明書の中の公開鍵の復号化されたダイジェストが、証明書の中の暗号化され
ていない公開鍵のダイジェストに一致する場合、これは、証明書の中の公開鍵がＣＡ内の
信用とＣＡの公開鍵の信頼性とに基づいて改ざんされておらず真正であることを証明して
いる。
【０００９】
　ある当事者のアイデンティティを検証するために、検証する側は、典型的に、質問（例
えば、乱数）を送信し、相手方には自身の証明書と質問に対する回答（すなわち、相手方
の秘密鍵で暗号化された乱数）の送信を求める。回答と証明書が受信されると、検証する
側はまず、証明書の公開鍵が真正かどうかを前述したプロセスによって検証する。公開鍵
が真正であると検証された場合、検証する側は証明書内の中にある公開鍵を使用して回答
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を復号化し、その結果を当初送信した乱数と比較することができる。それらが一致する場
合は相手方が正しい秘密鍵を所持していることを意味し、これをもって相手方は自身のア
イデンティティを証明したことになる。証明書の中の公開鍵が真正でないか、あるいは復
号化された回答が質問に一致しないと、認証は失敗に終わる。それゆえ、自身のアイデン
ティティを証明することを望む当事者は、証明書および対応する秘密鍵の両方を所持する
必要がある。
【００１０】
　前述したメカニズムにより、ことによると互いを信用できない両方の当事者でも、前述
したプロセスを用いて、相手方の証明書の中にある相手方の公開鍵を検証することよって
信用を成立させることができる。国際電気通信連合（ＩＴＵ）電気通信標準化部門（ＩＴ
Ｕ－Ｔ）の勧告Ｘ．５０９は証明書の枠組みを定める規格書である。証明書とその運用に
関する詳しい情報はこの規格書で確認することができる。
【００１１】
　運営管理と大規模組織の便宜を図るため、ルートＣＡ（root CA）として知られる上位
ＣＡが、証明書発行の責務をいくつかの下位機関に委譲するとよい場合がある。例えば、
２レベル階層において、最上位のルートＣＡは下位機関の公開鍵が真正であることを証明
するための下位ＣＡに証明書を発行する。そして、下位ＣＡは前述した登録プロセスを通
じて当事者に証明書を発行する。検証プロセスは証明書連鎖の頂点から始まる。検証する
側はまず、ルートＣＡの公開鍵（真正と判明）を使用して、下位ＣＡの公開鍵の真性を検
証する。下位ＣＡの公開鍵の真性が検証されると、下位ＣＡから証明書の発行を受けた当
事者の公開鍵の真性を、下位ＣＡの検証済み公開鍵を使用して検証することができる。こ
のように、ルートＣＡと下位ＣＡとによって発行される証明書により、アイデンティティ
検証の対象となる当事者の２つの証明書からなる連鎖が形成される。
【００１２】
　当然ながら、証明書階層のレベルは２レベルを超えることもあり、ルートＣＡを除く下
位レベルの各ＣＡはその権限を上位ＣＡから受け取り、上位ＣＡによって発行された公開
鍵を含む証明書を所持する。したがって、相手方の公開鍵の真性を検証するには、ルート
ＣＡに至る経路、すなわち証明書の連鎖をたどる必要がある。換言すると、アイデンティ
ティを立証するには、アイデンティティを証明する必要がある側が、自身の証明書からル
ートＣＡ証明書にかけて一連の証明書を提示する必要がある可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　証明書は一定の有効期間にわたって発行される。しかしながら、名称の変更、証明書発
行元との関係の変化、対応する秘密鍵の侵害または侵害の疑いなどにより、有効期間の満
了に先立ち証明書が無効になることもある。このような場合には証明機関（ＣＡ）が証明
書を失効させる必要がある。証明機関は、失効させた全証明書の通し番号が記載された証
明書失効リストを定期的に公表する。従来の証明書検証方法では、認証する側のエンティ
ティ（entity）には、証明書失効リストを所持するか、あるいは証明機関（ＣＡ）から証
明書失効リストを取り寄せることができ、認証のために提示される証明書の通し番号をリ
ストに照らしてチェックして、提示された証明書が失効済みかどうかを判断することが求
められる。認証する側のエンティティがメモリまたは記憶装置である場合、装置そのもの
を使用して証明機関から証明書失効リストを取り寄せることはしていない。その結果、認
証のために提示される証明書を、メモリまたは記憶装置で検証することはできない。した
がって、証明書失効リストを入手せずとも、メモリまたは記憶装置で証明書を検証できる
改良されたシステムの提供が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　メモリ装置は、それだけで証明書失効リストを入手するために使用されてはいない。し
たがって、ホスト装置が証明書に関する証明書失効リストを併せて提示することなく認証
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のために記憶装置に証明書を提示する場合、ホスト装置から提示される証明書が関連証明
書失効リストに載っているか否かを、記憶装置は確認できないことになる。そのため、本
発明の一実施形態は、証明書、さらには証明書に関する証明書失効リストに加えて、ホス
ト装置が提示するシステムによってこの問題を回避しうるとの認識に基づくものである。
こうして、記憶装置は、ホスト装置から送信される証明書失効リストの中の証明書の通し
番号など、証明書の識別情報を照合することによって証明書が真性であることを検証する
ことができる。
【００１５】
　証明書失効リストが、その通し番号などの失効した証明書についての多くの識別情報を
含む場合、リストはきわめて冗長になる可能性がある。それゆえ、別の実施形態では、証
明書失効リストの一部分が装置によって受信され、装置はその一部分を順番に処理する。
また、装置は、処理および検索が同時に行われる場合にリスト上のホストから受信された
証明書についての、リファレンスまたは識別情報を検索する。処理および検索は同時に行
われるので、証明書を検証する処理は効率化が進む。
【００１６】
　前述のように、記憶装置は証明書失効リストを入手するために使用されてこなかったが
、ホスト装置は証明書失効リストを入手するために使用されてきた。それゆえ、別の実施
形態では、ホスト装置はホスト装置の認証のために証明書とともに証明書失効リストを提
示する必要があるが、記憶装置、すなわちメモリ装置に対してはそのような必要性がなく
、証明書を提示するだけで済むことになる。その結果、メモリ装置証明書を検証する適正
な証明書失効リストを入手できるかどうかは、ホスト装置次第である。
【００１７】
　証明書失効リストを自由に入手するためにホスト装置を利用することが可能であるもの
の、記憶装置の中の暗号化コンテンツにアクセスしたいときなど、その都度頻繁にそうせ
ねばならないのは、多くの消費者にとって煩わしい可能性がある。それゆえ、別の実施形
態では、少なくとも１つの証明書失効リストがメモリの共有領域に記憶され、メモリはユ
ーザまたは消費者がアクセスしたい被保護データまたはコンテンツも記憶する。こうする
と、消費者またはユーザは、メモリに記憶されたコンテンツにアクセスしたいときに、そ
の都度証明書失効リストを証明機関から入手する必要がなくなる。代わりに、消費者また
はユーザは、メモリの共有領域に記憶された少なくとも１つの証明書失効リストを検索し
てから、この証明書失効リストを認証とコンテンツへのアクセスのためにメモリに提示す
るだけでよい。多くの種類のメモリの共有領域は、典型的に、ホスト装置によって管理さ
れ、メモリそのものによっては管理されない。
【００１８】
　別の実施形態では、不揮発性記憶装置は、既に装置に記憶された証明書失効リストを利
用することができ、ホストが証明書失効リストを装置から検索し、検索したリストを装置
に再び提示する必要はない。
【００１９】
　本明細書において言及するすべての特許、特許出願、論文、書籍、仕様書、規格書、そ
の他の出版物、文書、およびその他の事物は、あらゆる目的でその全体が参照により本明
細書に援用されている。援用される出版物、文書、または事物のいずれかと本明細書の本
文章との間の用語の定義および用法に不一致や対立がある場合、本明細書における用語の
定義および用法が優先するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明を示すために有用である、ホスト装置と通信するメモリシステムのブロッ
ク図である。
【００２１】
【図２】本発明の種々の実施形態を例示するのに有用である、特定パーティションと暗号
化ファイルへのアクセスをアクセスポリシーと認証手続きとによって制御する、メモリの
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種々のパーティションと種々のパーティションに記憶される非暗号化ファイルおよび暗号
化ファイルとの概略図である。
【００２２】
【図３】メモリ内の種々のパーティションを示すメモリの概略図である。
【００２３】
【図４】本発明の種々の実施形態を例示するのに有用である、パーティション内のいくつ
かのファイルが暗号化される図３に示すメモリの種々のパーティションのファイル・ロケ
ーション・テーブルの概略図である。
【００２４】
【図５】本発明の種々の実施形態を説明するのに有用なアクセス制御記録グループにおけ
る、アクセス制御記録および関連鍵リファレンスの概略図である。
【００２５】
【図６】本発明の種々の実施形態を説明するのに有用なアクセス制御記録グループおよび
アクセス制御記録によって形成されるツリー構造の概略図である。
【００２６】
【図７】ツリーの形成のプロセスを説明するためのアクセス制御記録グループの３つの階
層ツリーを示すツリーの概略図である。
【００２７】
【図８Ａ】ホスト装置と、システムアクセス制御記録を作成して用いるメモリカードなど
のメモリ装置とによって実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【図８Ｂ】ホスト装置と、システムアクセス制御記録を作成して用いるメモリカードなど
のメモリ装置とによって実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【００２８】
【図９】種々の実施形態を説明するのに有用なアクセス制御記録グループを作成するため
にシステムアクセス制御記録を用いるプロセスを示すフローチャートである。
【００２９】
【図１０】アクセス制御記録を作成するプロセスを示すフローチャートである。
【００３０】
【図１１】階層ツリーの特定の用途を例示するのに有用な２つのアクセス制御記録グルー
プの概略図である。
【００３１】
【図１２】特定の権利を委譲するプロセスを示すフローチャートである。
【００３２】
【図１３】図１２の委譲プロセスを例示するための、アクセス制御記録グループおよびア
クセス制御記録の概略図である。
【００３３】
【図１４】暗号化および／または復号化のために鍵を作成するプロセスを示すフローチャ
ートである。
【００３４】
【図１５】アクセス制御記録に従ってアクセス権および／またはデータアクセス権限を削
除するプロセスを示すフローチャートである。
【００３５】
【図１６】アクセス権および／またはアクセス権限が削除されたか、あるいは期限切れに
なった場合にアクセスを要求するプロセスを示すフローチャートである。
【００３６】
【図１７Ａ】本発明の様々な実施形態の例示に有用である、認証ルール構造と暗号鍵アク
セス許諾ポリシー構成を示す概略図である。
【図１７Ｂ】本発明の様々な実施形態の例示に有用である、認証ルール構造と暗号鍵アク
セス許諾ポリシー構成を示す概略図である。
【００３７】
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【図１８】ポリシーに従って被保護情報へのアクセスを制御する代替的な方法を示すデー
タベース構造のブロック図である。
【００３８】
【図１９】パスワードを用いた認証プロセスを示すフローチャートである。
【００３９】
【図２０】複数のホスト証明書連鎖を示す図である。
【００４０】
【図２１】複数の装置証明書連鎖を示す図である。
【００４１】
【図２２】一方向および相互認証方式のプロセスを示すプロトコル図である。
【図２３】一方向および相互認証方式のプロセスを示すプロトコル図である。
【００４２】
【図２４】本発明の一実施形態を例示するのに有用である、証明書連鎖の図である。
【００４３】
【図２５】本発明の別の実施形態を例示するための、メモリ装置に最終証明書を送信する
場合のホストによって送信される証明書バッファに先行する制御セクタ内の情報を示す表
であり、この証明書が証明書連鎖における最終証明書であることを伝える標示を示す。
【００４４】
【図２６】メモリカードがホスト装置を認証する認証方式のための、カードとホストのプ
ロセスのそれぞれを示すフローチャートである。
【図２７】メモリカードがホスト装置を認証する認証方式のための、カードとホストのプ
ロセスのそれぞれを示すフローチャートである。
【００４５】
【図２８】ホスト装置がメモリカードを認証する認証方式のための、カードとホストのプ
ロセスのそれぞれを示すフローチャートである。
【図２９】ホスト装置がメモリカードを認証する認証方式のための、カードとホストのプ
ロセスのそれぞれを示すフローチャートである。
【００４６】
【図３０】本発明の別の実施形態を例示するための、メモリ装置に記憶された証明書失効
リストがホスト装置によって検索される場合に、ホスト装置とメモリ装置によってそれぞ
れ実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【図３１】本発明の別の実施形態を例示するための、メモリ装置に記憶された証明書失効
リストがホスト装置によって検索される場合に、ホスト装置とメモリ装置によってそれぞ
れ実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【００４７】
【図３２】本発明のさらに別の実施形態を示すための、証明書失効リスト内のフィールド
を示す証明書失効リストの図である。
【００４８】
【図３３】証明書失効リストを用いて証明書を検証する、カードとホストのプロセスのそ
れぞれを示すフローチャートである。
【図３４】証明書失効リストを用いて証明書を検証する、カードとホストのプロセスのそ
れぞれを示すフローチャートである。
【００４９】
【図３５】カードがホストに送信されるデータに署名し、かつホストからのデータを復号
化するカードプロセスを示すフローチャートである。
【００５０】
【図３６】カードがホストに送信されるデータに署名する場合のホストプロセスを示すフ
ローチャートである。
【００５１】
【図３７】ホストがメモリカードに暗号化データを送信する場合のホストプロセスを示す
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フローチャートである。
【００５２】
【図３８】一般情報および取扱い注意情報のクエリのプロセスをそれぞれ示すフローチャ
ートである。
【図３９】一般情報および取扱い注意情報のクエリのプロセスをそれぞれ示すフローチャ
ートである。
【００５３】
【図４０Ａ】本発明の実施形態を例示するための、ホスト装置に接続されたメモリ装置（
フラッシュ・メモリ・カードなど）におけるシステムアーキテクチャの機能ブロック図で
ある。
【００５４】
【図４０Ｂ】図４０ＡのＳＳＭコアの内部ソフトウェアモジュールの機能ブロック図であ
る。
【００５５】
【図４１】ワン・タイム・パスワードを生成するシステムのブロック図である。
【００５６】
【図４２】ワン・タイム・パスワード（ＯＴＰ）シード提供およびＯＴＰ生成を示す機能
ブロック図である。
【００５７】
【図４３】シード提供段階を説明するプロトコル図である。
【００５８】
【図４４】ワン・タイム・パスワード生成段階を示すプロトコル図である。
【００５９】
【図４５】ＤＲＭシステムを説明する機能ブロック図である。
【００６０】
【図４６】ライセンスオブジェクトの中で鍵が提供される場合のライセンス提供およびコ
ンテンツダウンロードのプロセスを示すプロトコル図である。
【００６１】
【図４７】再生操作のプロセスを示すプロトコル図である。
【００６２】
【図４８】ライセンスオブジェクトの中で鍵が提供されない場合のライセンス提供および
コンテンツダウンロードのプロセスを示すプロトコル図である。
【００６３】
【図４９】証明書失効リストを用いてアクセス制御記録を構成する例示的なステップを示
すフローチャートである。
【００６４】
【図５０】認証中に不揮発性記憶装置にキャッシュされ、あるいは装置に提供された証明
書失効リストを用いて不揮発性記憶装置を認証する例示的なステップを示すフローチャー
トである。
【００６５】
　図は本発明の態様の様々な実施形態における特徴を説明している。説明を簡単にするた
めに、本出願では同一の構成要素を同じ数字で表示する。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　本発明の様々な態様が実施されうる場合のメモリシステムの例を、図１のブロック図に
よって説明する。図１に示すように、メモリシステム１０は、中央処理装置（ＣＰＵ）１
２、バッファ管理ユニット（ＢＭＵ）１４、ホスト・インターフェース・モジュール（Ｈ
ＩＭ）１６およびフラッシュ・インターフェース・モジュール（ＦＩＭ）１８、フラッシ
ュメモリ２０および周辺アクセスモジュール（ＰＡＭ）２２を含む。メモリシステム１０
は、ホスト・インターフェース・バス２６およびポート２６ａを通じてホスト装置２４と
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通信する。フラッシュメモリ２０は、ＮＡＮＤタイプのものであってもよく、ホスト装置
２４に対してデータ記憶を提供する。ホスト装置２４は、デジタルカメラ、パーソナルコ
ンピュータ、携帯端末（ＰＤＡ）、ＭＰ３プレーヤなどのデジタルメディアプレーヤ、携
帯電話、セット・トップ・ボックス、あるいはその他のデジタル装置またはデジタル家電
であってもよい。また、ＣＰＵ１２のソフトウェアコードは、フラッシュメモリ２０に記
憶されてもよい。ＦＩＭ１８は、フラッシュ・インターフェース・バス２８およびポート
２８ａを通じてフラッシュメモリ２０に接続する。ＨＩＭ１６はホスト装置への接続に適
している。周辺アクセスモジュール２２は、ＣＰＵ１２と通信するＦＩＭ、ＨＩＭ、およ
びＢＭＵなどの適切なコントローラモジュールを選択する。一実施形態では、点線枠内の
システム１０の構成要素のすべては、メモリカードまたはスティック１０’などの単一ユ
ニットに入れられてもよく、好ましくはカプセル化される。メモリシステム１０はホスト
装置２４に取外し可能に接続され、したがって、システム１０内のコンテンツは多くの異
なるホスト装置の各々によってアクセスされうる。
【００６７】
　以下の説明では、メモリシステム１０は、さらに、メモリ装置１０、あるいは簡単にメ
モリ装置または装置と称される。本発明は本明細書においてフラッシュメモリを参照して
説明されるが、本発明は、磁気ディスク、光学ＣＤ、ならびにその他あらゆるタイプの書
換え可能な不揮発性メモリシステムなど、他のタイプのメモリにも適用されてもよい。
【００６８】
　バッファ管理ユニット１４は、ホスト・ダイレクト・メモリ・アクセス（ＨＤＭＡ）３
２、フラッシュ・ダイレクト・メモリ・アクセス（ＦＤＭＡ）３４、アービタ（an arbit
er）３６、バッファ・ランダム・アクセス・メモリ（ＢＲＡＭ）３８、および暗号エンジ
ン４０を含む。アービタ３６は共有バスアービタであり、これにより、唯一のマスタまた
はイニシエータ（これはＨＤＭＡ３２、ＦＤＭＡ３４、またはＣＰＵ１２）がいつでもア
クティブとなることができるとともに、スレーブまたはターゲットがＢＲＡＭ３８となる
。アービタは、ＢＲＡＭ３８に適切なイニシエータ要求を送信することに関与する。ＨＤ
ＭＡ３２およびＦＤＭＡ３４は、ＨＩＭ１６、ＦＩＭ１８、およびＢＲＡＭ３８またはＣ
ＰＵランダム・アクセス・メモリ（ＣＰＵ＿ＲＡＭ）１２ａの間で輸送されるデータに関
与する。ＨＤＭＡ３２およびＦＤＭＡ３４の動作は、従来通りであり、本明細書において
詳しく説明する必要はない。ＢＲＡＭ３８は、ホスト装置２４とフラッシュメモリ２０の
間で伝達されるデータを記憶するために使用される。ＨＤＭＡ３２およびＦＤＭＡ３４は
、ＨＩＭ１６／ＦＩＭ１８とＢＲＡＭ３８またはＣＰＵ＿ＲＡＭ１２ａとの間でデータを
転送しセクタ完了を示すことに関与する。
【００６９】
　一実施形態では、メモリシステム１０は、暗号化および／または復号化に使用される鍵
値を生成し、この値は、ホスト装置２４などの外部装置に実質的にアクセス可能でないこ
とが好ましい。あるいは、また、鍵値はライセンスサーバなどによってシステム１０の外
部で生成されてシステム１０に送信されてもよい。鍵値の生成方法に関わらず、鍵値がシ
ステム１０内に記憶された時点で、認証エンティティのみが鍵値にアクセスしうるように
なる。しかしながら、ホスト装置はメモリシステム１０にデータをファイル形式で読み書
きするので、暗号化および復号化は、典型的に、ファイルごとに行われる。他の多くのタ
イプの記憶装置と同様に、メモリ装置１０はファイルを管理しない。メモリ２０は、ファ
イルの論理アドレスが識別される場合にファイル・アロケーション・テーブル（ＦＡＴ）
を必ず記憶するが、ＦＡＴは典型的にコントローラ１２によってではなく、ホスト装置２
４によってアクセスされて管理される。したがって、特定ファイル内のデータを暗号化す
るために、コントローラ１２はホスト装置を頼りにメモリ２０内のファイルにあるデータ
の論理アドレスを送信する必要があり、したがって、特定ファイルのデータはシステム１
０のみに利用可能な鍵値を用いてシステム１０によって検索され、暗号化および／または
復号化することができる。
【００７０】
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　ファイル内のデータの暗号処理に際して、ホスト装置２４およびメモリシステム１０の
両方に同じ鍵を参照する機会を提供するために、ホスト装置は、システム１０によって生
成される鍵値あるいはシステム１０に送信される鍵値の各々に対してリファレンスを提供
する。この場合、このようなリファレンスは、単に鍵ＩＤであってよい。それゆえ、ホス
ト２４は、システム１０によって暗号処理される各ファイルを鍵ＩＤと関連付け、システ
ム１０は、データを暗号処理するために使用される各鍵値をホストによって提供される鍵
ＩＤと関連付ける。それゆえ、ホストは、データの暗号処理を要求するとき、その要求を
、メモリ２０から取り出されあるいはメモリ２０に記憶されるデータの論理アドレスおよ
び鍵ＩＤとともに、システム１０に送信することになる。システム１０は、鍵値を生成し
あるいは受信し、ホスト２４によって提供される鍵ＩＤをこの鍵値と関連付けて暗号処理
を実施する。こうすると、メモリシステム１０の動作方法を変更しなくて済む一方、鍵値
への排他的アクセスを含む、鍵を用いた暗号処理を完全に制御することができる。換言す
ると、いったん鍵値がシステム１０に記憶されるか、あるいはシステム１０によって生成
されると、システムは、ＦＡＴの独占的制御によるファイルの管理をホスト２４に継続さ
せつつ、暗号処理に用いる鍵値の管理を一手に引き受ける。鍵値がメモリシステム１０に
記憶された後、ホスト装置２４は、データの暗号処理に用いる鍵値の管理に一切関与しな
い。
【００７１】
　ホスト２４によって提供される鍵ＩＤと、メモリシステムによって送信または生成され
る鍵値とは、実施形態の１つにおいて、「コンテンツ暗号化鍵」またはＣＥＫと以下で称
される量の、２つの属性を形成する。ホスト２４は、各鍵ＩＤを１つまたは複数のファイ
ルと関連付けてもよい。またホスト２４は、各鍵ＩＤを非編集データと関連付けるか、あ
るいは、何らかの方法で編集され、かつ完全なファイルに編集されたデータに限定されな
いデータと関連付けてもよい。
【００７２】
　ユーザまたはアプリケーションが、システム１０の保護されたコンテンツまたは領域に
アクセスするためには、システム１０に事前に登録される認証情報を用いて認証される必
要がある。認証情報は、このような認証情報によって特定のユーザまたはアプリケーショ
ンに与えられたアクセス権に関係している。事前登録プロセスでは、システム１０は、ア
イデンティティの記録およびユーザまたはアプリケーションの認証情報と、ユーザまたは
アプリケーションによって決定されホスト２４を通じて提供されるこうしたアイデンティ
ティおよび認証情報に関連するアクセス権と、を記憶する。事前登録の完了後、ユーザま
たはアプリケーションがメモリ２０へのデータの書込みを要求するとき、ホスト装置を通
じてそのアイデンティティおよび認証情報と、データを暗号化する鍵ＩＤと、暗号化デー
タを記憶する必要がある場合の論理アドレスと、を提供する必要がある。システム１０は
、鍵値を生成または受信し、この値をホスト装置によって提供される鍵ＩＤと関連付け、
書き込まれるデータを暗号化するために使用される鍵値に対する鍵ＩＤをこのユーザまた
はアプリケーションのための記録または表に記憶する。この後、システムはデータを暗号
化し、暗号化されたデータを、生成または受信された鍵値とともに、ホストによって指定
されたアドレスに記憶する。
【００７３】
　ユーザまたはアプリケーションが、メモリ２０から暗号化されたデータの読出しを要求
するとき、そのアイデンティティおよび認証情報と、要求されたデータを暗号化するため
に事前使用される鍵に対する鍵ＩＤと、暗号化されたデータが記憶される論理アドレスと
、を提供する必要がある。システム１０は、この後、ホストによって提供されるユーザま
たはアプリケーションアイデンティティおよび認証情報を、その記録に記憶されたユーザ
またはアプリケーションアイデンティティおよび認証情報と照合する。これらが一致する
場合、システム１０は、ユーザまたはアプリケーションによって提供された鍵ＩＤに関連
する鍵値をそのメモリから取り出し、鍵値を用いてホスト装置によって指定されたアドレ
スに記憶されたデータを復号化し、復号化されたデータをユーザまたはアプリケーション
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に送信する。
【００７４】
　認証のための認証情報を、暗号化処理に使用される鍵の管理から分離することによって
、認証情報を共有せずにデータにアクセスする権利を共有することが可能である。それゆ
え、種々の認証情報を有するユーザまたはアプリケーションのグループは、同じデータに
アクセスするために同じ鍵にアクセスすることができるが、このグループ外部のユーザは
アクセスすることができない。グループ内のすべてのユーザまたはアプリケーションは同
じデータにアクセスしてもよいが、これらのユーザまたはアプリケーションは異なる権利
をさらに有していてもよい。それゆえ、一部のユーザまたはアプリケーションはリード・
オンリー・アクセスしてもよく、他のユーザまたはアプリケーションはライト・オンリー
・アクセスしてもよく、さらに他のユーザまたはアプリケーションはこれら両方のアクセ
スをしてもよい。システム１０は、ユーザまたはアプリケーションのアイデンティティお
よび認証情報と、ユーザまたはアプリケーションがアクセスする鍵ＩＤと、鍵ＩＤの各々
に対する関連アクセス権と、の記録を維持する。そのため、すべてが適正に認証されたホ
スト装置によって制御されるものとして、システム１０では、特定のユーザまたはアプリ
ケーションの鍵ＩＤの追加または削除を行うことで、当該鍵ＩＤに関連するアクセス権を
変更したり、あるユーザまたはアプリケーションから別のユーザまたはアプリケーション
にアクセス権を委譲したり、さらにはユーザまたはアプリケーションの記録または表を削
除または追加したりすることができる。記憶された記録は、一定の鍵にアクセスするため
にセキュアチャネルが必要であることを規定してもよい。認証は、パスワードとともに対
称または非対称アルゴリズムを使用して行われてもよい。
【００７５】
　特に重要なのは、メモリシステム１０内の保護されたコンテンツの移植性である。鍵値
へのアクセスがメモリシステムによって制御される実施形態では、システムを組み込むメ
モリシステムまたは記憶装置が、ある外部システムから別の外部システムに移動されると
き、そこに記憶されたコンテンツのセキュリティが維持される。鍵がメモリシステムによ
って生成されようとメモリシステムの外部に由来しようと、外部システムはメモリシステ
ムによって完全に制御されるように認証されていない限り、システム１０内のこのような
コンテンツにアクセスすることができない。このように認証された後でさえ、アクセスは
メモリシステムによって全体として制御され、外部システムはメモリシステム内のプリセ
ットされた記録に従って制御された形でしかアクセスすることができない。要求がこのよ
うな記録に適合しなければ、要求は拒絶されることになる。
【００７６】
　コンテンツを保護する際の柔軟性を高めるために、以下でパーティションと称するメモ
リの一定領域が、適正に認証されたユーザまたはアプリケーションのみによってアクセス
されうることが想定される。鍵ベースのデータ暗号化についての前述の特徴を併用した場
合、システム１０はより優れたデータ保護能力を備える。図２に示すように、フラッシュ
メモリ２０は、その記憶容量が複数のパーティション（ユーザ領域またはパーティション
およびカスタムパーティション）に分割されてもよい。ユーザ領域またはパーティション
Ｐ０は、認証なしですべてのユーザおよびアプリケーションにアクセス可能である。ユー
ザ領域に記憶されたデータのすべてのビット値は、どんなアプリケーションまたはユーザ
によっても読み書きされうるが、データ読出しが暗号化される場合、復号化する権限のな
いユーザまたはアプリケーションは、ユーザ領域に記憶されたビット値により表される情
報にアクセスできないことになる。これは、例えば、ユーザ領域Ｐ０に記憶されたファイ
ル１０２および１０４によって説明される。さらにユーザ領域に記憶されるのは、すべて
のアプリケーションおよびユーザによって読み出され理解されうる１０６などの暗号化さ
れていないファイルである。それゆえ、図面上では、ファイル１０２および１０４などの
ように、暗号化されたファイルはロック付きで示す。
【００７７】
　権限のないアプリケーションまたはユーザは、ユーザ領域Ｐ０で暗号化されたファイル
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を解釈できないが、このようなアプリケーションまたはユーザであってもファイルを削除
したり破壊したりすることは可能であり、用途によっては好ましくない場合がある。この
ためメモリ２０には、パーティションＰ１およびＰ２などの、事前の認証なくしてアクセ
スできない被保護カスタムパーティションもある。この用途の実施形態に使える認証プロ
セスを、以下で説明する。
【００７８】
　同じく図２に示されているように、メモリ２０のファイルには様々なユーザまたはアプ
リケーションがアクセスしうる。それゆえ、図２には、ユーザ１および２とアプリケーシ
ョン１～４（装置上で実行）が示されている。これらのエンティティは、以下で説明する
認証プロセスによって認証された後に、メモリ２０の被保護コンテンツへのアクセスが認
められる。このプロセスでは、アクセスを要求するエンティティを、ロール方式のアクセ
ス制御のためにホスト側で識別する必要がある。それゆえ、アクセスを要求するエンティ
ティはまず、「私はアプリケーション２であってファイル１を読み出したい」などの情報
を供給することによって、自身を識別する。コントローラ１２は、この後、そのアイデン
ティティと、認証情報と、要求とを、メモリ２０またはコントローラ１２に記憶された記
録に突き合せる。すべての要件が満たされる場合、そのようなエンティティにアクセスが
認められる。図２に示すように、ユーザ１はパーティションＰ１のファイル１０１を読み
書きすることができ、Ｐ０ではファイル１０６に対する無制限の読出しおよび書込み権利
を有しているが、これ以外に読出し可能なファイルはファイル１０２および１０４のみで
ある。一方、ユーザ２は、ファイル１０１および１０４へのアクセスを許可されないが、
ファイル１０２に対する読出しおよび書込みアクセス権は有している。図２に示すように
、ユーザ１および２のログインアルゴリズム（ＡＥＳ）は同じであるが、アプリケーショ
ン１および３のログインアルゴリズムは異なり（例えば、ＲＳＡと００１００１）、ユー
ザ１および２のものとも異なる。
【００７９】
　セキュア・ストレージ・アプリケーション（ＳＳＡ）は本発明の一実施形態を例示する
メモリシステム１０のセキュリティアプリケーションであり、前述した機能の多くはこれ
を用いて実施することができる。ＳＳＡは、メモリ２０またはＣＰＵ１２の不揮発性メモ
リ（図示せず）に記憶されたデータベースを備えるソフトウェアまたはコンピュータコー
ドとして実装でき、ＲＡＭ１２ａに読み込まれ、ＣＰＵ１２によって実行される。下表に
は、ＳＳＡに言及する場合に用いる頭字語が記されている。
【表１】
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【００８０】
＜ＳＳＡシステムの説明＞
　ＳＳＡの主な役割は、データの保護と完全性とアクセス制御である。データとは、ある
種の大容量記憶装置に一目瞭然な状態で記憶される場合があるファイルである。ＳＳＡシ
ステムは記憶システムの上部に位置し、記憶されたホストファイルのためのセキュリティ
層を加え、後述するセキュリティデータ構造を通じてセキュリティ機能を提供する。
【００８１】
　ＳＳＡの主な仕事は、メモリに記憶された（保護された）コンテンツに関わる様々な権
利を管理することである。メモリアプリケーションは、複数の記憶コンテンツに対する、
複数のユーザおよびコンテンツ権利を管理する必要がある。ホストアプリケーションは、
ホスト側から、提示されたドライブとパーティションを見るほか、記憶装置に記憶された
ファイルの位置を管理し表現するファイル・アロケーション・テーブル（ＦＡＴ）を見る
。
【００８２】
　この場合の記憶装置は、パーティションに分割されたＮＡＮＤフラッシュチップを使用
するが、他の携帯型記憶装置も使用でき、本発明の範囲内にある。これらのパーティショ
ンは一連の論理アドレスであり、その境界は開始アドレスと終端アドレスで区切られる。
したがって、必要に応じて、非表示のパーティションへのアクセスに制限を設けることが
でき、それにはソフトウェア（メモリ２０に記憶されたソフトウェアなど）によって上記
の境界内のアドレスにそのような制限を関連付ける。ＳＳＡは、自身が管理する論理アド
レスの境界によって、パーティションを完全に認識しうる。ＳＳＡシステムは、パーティ
ションを用いて、権限を有していないホストアプリケーションからデータを物理的に保護
する。ホストにとってのパーティションは、データファイルが記憶される専有空間を規定
するメカニズムである。これらのパーティションは公開しても、非公開もしくは非表示と
してもよい。公開する場合、記憶装置にアクセスできる者であれば誰でも装置におけるこ
れらのパーティションの存在を見取って、かつ認識することができる。非公開もしくは非
表示にする場合、選ばれたホストアプリケーションのみがこれらのパーティションにアク
セスでき、記憶装置におけるこれらの存在を認識できる。
【００８３】
　図３は、メモリのパーティションＰ０、Ｐ１、Ｐ２、およびＰ３を示すメモリの概略図
であり（当然ながら５つ以上のパーティションが使われることも、あるいは３つ以下のパ
ーティションが使われることもある）、Ｐ０はいずれのエンティティでも認証なしでアク
セスできる公開パーティションである。
【００８４】
　非公開パーティション（Ｐ１、Ｐ２、またはＰ３など）の中にあるファイルへのアクセ
スは非表示にされる。ホストによるパーティションへのアクセスを阻止することにより、
フラッシュ装置（例えば、フラッシュカード）は、パーティションの中でデータファイル
の保護を達成する。しかしながら、この種の保護は、非表示パーティションに常駐する論
理アドレスに記憶されたデータへのアクセスに制限を設けることによって、非表示パーテ
ィションの中にあるすべてのファイルを囲い込むものである。換言すると、一連の論理ア
ドレスに制限を関連付けるものである。そのパーティションにアクセスできるユーザ／ホ
ストはいずれも、内部にあるすべてのファイルに無制限にアクセス可能である。様々なフ
ァイル（またはファイル群）を互いに分離するため、ＳＳＡシステムは、鍵と、鍵のリフ
ァレンスすなわち鍵ＩＤとを用いて、別の保護および完全性レベルをファイル（またはフ
ァイル群）単位で提供する。様々なメモリアドレスでデータを暗号化するために用いられ
る特定の鍵値の鍵リファレンス（すなわち鍵ＩＤ）は、暗号化データを含む容器または領
域に例えることができる。このため、図４では、鍵ＩＤと関連付けられた鍵値を用いて暗
号化されたファイルを取り囲む領域として、鍵リファレンス（すなわち鍵ＩＤ）（例えば
、「鍵１」および「鍵２」）が図形で示されている。
【００８５】
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　図４を参照すると、例えば、ファイルＡは鍵ＩＤで囲まれていないため、いずれのエン
ティティでも認証なしでファイルＡにアクセスすることができる。公開パーティションの
中にあるファイルＢは、いずれのエンティティでも読出しや上書きを行えるが、その中の
データはＩＤ「鍵１」を有する鍵で暗号化されているため、このような鍵にアクセスでき
るエンティティでない限り、ファイルＢの中にある情報にはアクセスすることができない
。このような鍵値と鍵リファレンス（すなわち、鍵ＩＤ）の使用は、前述したパーティシ
ョンによる保護とは異なり、論理的な保護のみを提供する。つまり、パーティション（公
開または非公開）にアクセスできるホストであればいずれでもパーティション全体の中で
暗号化データを含むデータを読み書きすることができる。しかしながら、データは暗号化
されているため、権限を有していないユーザはデータを破壊することしかできない。権限
を有していないユーザは、発覚することなく、このデータを変更できない。暗号化および
／または復号化鍵へのアクセスを制限することにより、権限を有するエンティティのみに
データの使用を認めることができる。Ｐ０では、ファイルＢおよびＣも、鍵ＩＤ「鍵２」
を有する鍵を使用して暗号化されている。
【００８６】
　データの機密保護と完全性は、コンテンツ暗号化鍵（ＣＥＫ）をＣＥＫ当たり１つずつ
使用する、対称暗号化法で提供することができる。ＳＳＡの実施形態では、ＣＥＫの鍵値
がフラッシュ装置（例えば、フラッシュカード）によって生成または受信され、内部での
み使用され、外部に対して秘密に保たれる。暗号化されるデータでハッシュ計算を行うか
、あるいは暗号を連鎖ブロック化することによって、データ完全性を確保することもでき
る。
【００８７】
　パーティション内のすべてのデータが、異なる鍵によって暗号化されるとともに、異な
る鍵ＩＤが割り振られるわけではない。公開またはユーザファイルの中、またはオペレー
ティングシステム領域（すなわち、ＦＡＴ）の中で、一定の論理アドレスに、鍵または鍵
リファレンスが割り振られない場合がある。それゆえ、パーティション自体にアクセスで
きるエンティティであれば、いずれもこれにアクセスすることができる。
【００８８】
　鍵およびパーティションの作成や、パーティションにおけるデータの読み書きや、鍵の
使用を望むエンティティは、アクセス制御記録（ＡＣＲ）を通じてＳＳＡシステムにログ
インする必要がある。ＳＳＡシステムにおけるＡＣＲの特権は、「アクション」と呼ばれ
る。どのＡＣＲでも３種類のアクション、すなわちパーティションおよび鍵／鍵ＩＤの作
成と、パーティションおよび鍵へのアクセスと、他のＡＣＲの作成／更新と、を実行する
「権限」を有することができる。
【００８９】
　ＡＣＲは、ＡＣＲグループ、すなわち、ＡＧＰと呼ばれるグループに整理される。ＡＣ
Ｒの認証に成功するとＳＳＡシステムがセッションを開放し、このセッションの中でＡＣ
Ｒのアクションを実行することができる。ＡＣＲとＡＧＰは、ポリシーに従ってパーティ
ションや鍵へのアクセスを制御するためのセキュリティデータ構造である。
【００９０】
＜ユーザパーティション＞
　ＳＳＡシステムは、ユーザパーティションとも称される、１つまたは複数の公開パーテ
ィションを管理する。このパーティションは、記憶装置に存在し、記憶装置の標準的な読
み書きコマンドによってアクセスされうるパーティションである。パーティションのサイ
ズと装置上のパーティションの存在とに関する情報の取得は、ホストシステムから隠され
ないことが好ましい。
【００９１】
　ＳＳＡシステムでは、一般的な読み書きコマンドまたはＳＳＡコマンドのいずれかによ
って、このパーティションにアクセスすることができる。したがって、パーティションへ
のアクセスは、特定のＡＣＲに限定されないことが好ましい。しかしなら、ＳＳＡシステ
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ムでは、ホスト装置をユーザパーティションへのアクセスに限定しうるようにすることが
できる。読出しおよび書込みのアクセスは、個別に有効／無効にされうる。４つすべての
組合せ（例えば、書込み限定、読出し限定（書込み防止）、読出しおよび書込み、および
アクセスなし）が可能である。
【００９２】
　ＳＳＡシステムは、ＡＣＲによって、鍵ＩＤをユーザパーティション内のファイルと関
連付け、このような鍵ＩＤに関連する鍵を用いて個々のファイルを暗号化することができ
る。ユーザパーティション内の暗号化されたファイルへのアクセスと、パーティションに
対するアクセス権の設定とは、ＳＳＡコマンドセットを用いて行われることになる。前述
の機能は、ファイルに編成されないデータにも適用される。
【００９３】
＜ＳＳＡパーティション＞
　ＳＳＡパーティションは、ＳＳＡコマンドのみによってアクセスされうる、（認証され
ていない当事者から）隠されたパーティションである。ＳＳＡシステムでは、ＡＣＲへの
ログオンによって確立されたセッション（後述する）以外からは、ホスト装置がＳＳＡパ
ーティションにアクセスできないことが好ましい。同様に、ＳＳＡは、確立されたセッシ
ョンからの要求がない限り、ＳＳＡパーティションの存在、サイズ、およびアクセス権限
に関する情報を提供しないことが好ましい。
【００９４】
　パーティションへのアクセス権は、ＡＣＲ許可から得られる。ＡＣＲがＳＳＡシステム
にログインされた時点で、ＳＳＡシステムは他のＡＣＲとパーティションを共有すること
ができる（後述）。パーティションが作成されると、ホストは、そのパーティションに対
するリファレンス名またはＩＤ（例えば、図３および４におけるＰ０～Ｐ３）を提供する
。このリファレンスは、パーティションへのさらなる読出しおよび書込みコマンドに使用
される。
【００９５】
＜記憶装置の分割＞
　装置の使用可能な記憶容量のすべてが、ユーザパーティションと、その時点で構成済み
のＳＳＡパーティションとに割り当てられることが好ましい。したがって、再分割におい
て、既存のパーティションの再構成を伴うことがある。装置容量（全パーティションの合
計サイズ）の正味の変化は、ゼロである。装置メモリ空間におけるパーティションのＩＤ
は、ホストシステムによって設定される。
【００９６】
　ホストシステムは、既存パーティションのいずれか１つを２つのより小さいパーティシ
ョンに再分割したり、２つの既存パーティション（隣接する場合とそうでない場合とがあ
る）を１つに併合したりすることができる。分割されたパーティションや併合されたパー
ティションの中のデータは、ホストの判断で消去するか、あるいは現状のまま残すことが
できる。
【００９７】
　記憶装置の再分割によってデータが（記憶装置の論理アドレス空間の中での消去や移動
により）失われるおそれがあるため、ＳＳＡシステムは、再分割において厳重な制限を課
す。つまり、ルートＡＧＰ（後述）に常駐するＡＣＲにのみ再分割コマンドの発行が許可
され、これが参照できるパーティションは自身が所有するパーティションのみである。パ
ーティションの中でデータがどのように構成されているかはＳＳＡシステムには分からな
いため（ＦＡＴまたはその他のファイルシステム構造）、装置の再分割において構成を組
み直すことに関与するのはホストである。
【００９８】
　ユーザパーティションの再分割によって、ホストＯＳから見たこのパーティションのサ
イズおよびその他の属性は変化する。
【００９９】



(18) JP 2013-514587 A 2013.4.25

10

20

30

40

50

　再分割の後、ホストシステムは、ＳＳＡシステムにおけるＡＣＲが不在パーティション
を参照していないことを確認する責任がある。これらのＡＣＲが適切に削除または更新さ
れなければ、不在パーティションに対してこれらのＡＣＲに代わって行われるアクセスの
試みは以後システムによって検出され、拒絶される。削除される鍵および鍵ＩＤについて
も同様の配慮がなされる。
【０１００】
＜鍵、鍵ＩＤ、および論理的保護＞
　ある特定の非表示パーティションに書き込まれたファイルは、不特定多数の人に対して
非表示にされる。しかし、いったんエンティティ（敵対的なエンティティ、またはそうで
ないエンティティ）が情報を得てこのパーティションにアクセスすると、そのファイルは
使用可能となり一目瞭然となる。そのファイルのさらなる安全確保のため、ＳＳＡは非表
示パーティションでファイルを暗号化でき、このファイルの復号化に用いる鍵にアクセス
するための認証情報は、好ましくはパーティションにアクセスするためのものとは異なる
ものにする。ファイルはホストによって全面的に制御され、管理されるため、ファイルに
ＣＥＫを割り振ることには問題がある。これを解決するには、ＳＳＡが了解する何か、す
なわち鍵ＩＤにファイルを関連付ける。つまりＳＳＡによって鍵が作成されると、ホスト
はその鍵を用いて暗号化されるデータにこの鍵の鍵ＩＤを割り振る。鍵が鍵ＩＤとともに
ＳＳＡに送信される場合、鍵と鍵ＩＤを互いに関連付けることは容易である。
【０１０１】
　鍵値および鍵ＩＤは論理セキュリティを提供する。所与の鍵ＩＤに関連付けられたすべ
てのデータは、その場所とは関係なく、そのリファレンス名または鍵ＩＤがホストアプリ
ケーションによって作成されて一意的に提供されるコンテンツ暗号化鍵（ＣＥＫ）におけ
る同じ鍵値で暗号化される。あるエンティティが（ＡＣＲによる認証によって）非表示パ
ーティションへのアクセスを得て、このパーティション内の暗号化されたファイルに対し
て読出しまたは書込みを行いたい場合、そのエンティティは、ファイルと関連付けられる
鍵ＩＤにアクセスする必要がある。ＳＳＡは、この鍵ＩＤに対する鍵へのアクセスを認め
るとき、この鍵ＩＤに関連付けられたＣＥＫの鍵値をロードし、これをホストに送信する
前にデータを復号化するか、あるいはこれをフラッシュメモリ２０に書き込む前にデータ
を暗号化する。一実施形態では、鍵ＩＤに関連付けられたＣＥＫの鍵値は、ＳＳＡシステ
ムによって一度無作為に作成されて、ＳＳＡシステムによって維持される。ＳＳＡシステ
ムの外部には、ＣＥＫのこの鍵値を認識し、またはこれにアクセスする者は誰もいない。
外界は、リファレンスまたは鍵ＩＤを提供して使用するだけで、ＣＥＫの鍵値を提供も使
用もしない。鍵値は、完全に管理され、好ましくはＳＳＡのみによりアクセス可能である
ことが好ましい。あるいは、鍵はＳＳＡシステムに提供されてもよい。
【０１０２】
　ＳＳＡシステムは、以下の暗号モードのいずれか１つ（ユーザ定義の）を用いて、鍵Ｉ
Ｄと関連付けられたデータを保護する（ＣＥＫの鍵値とともに使用される実際の暗号アル
ゴリズムは、システムによって制御されて外界に暴露されない）。
【０１０３】
　ブロックモード：データはブロックに分割され、それらの一つ一つが個々に暗号化され
る。このモードは、一般に機密性がさほど高くなく、かつ辞書攻撃に敏感であると考えら
れる。しかしながら、このモードによりユーザは、データブロックのいずれか１つに無作
為にアクセスすることができる。
【０１０４】
　連鎖モード：データはブロックに分割され、ブロックは暗号化プロセス中に連鎖される
。あらゆるブロックが次の１つの暗号化プロセスへの入力の１つとして使用される。この
モードでは、機密性が比較的高いと考えられるが、データは最初から最後まで順番に読み
書きされ、ユーザには受け入れられない可能性があるオーバーヘッドを作成する。
【０１０５】
　ハッシュ化：データの完全性を実証するために使用されうるデータダイジェストを新た
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に作成する連鎖モード。
【０１０６】
＜ＡＣＲおよびアクセス制御＞
　ＳＳＡは、複数のアプリケーションの一つ一つがシステムデータベースにおけるノード
のツリーとして表される複数のアプリケーションを処理するように、設計される。ツリー
ブランチ間のクロストークがないようにして、アプリケーション間の相互排除が実現され
る。
【０１０７】
　ＳＳＡシステムにアクセスするために、あるエンティティは、システムのＡＣＲの１つ
を介して接続を確立する必要がある。ユーザが接続の対象として選定したＡＣＲに組み込
まれた定義に従って、ログイン手続きがＳＳＡシステムによって管理される。
【０１０８】
　ＡＣＲは、ＳＳＡシステムに至る個々のログイン地点である。ＡＣＲは、ログイン認証
情報と認証方法を保持する。読出し特権や書込み特権を含むＳＳＡシステムの中でのログ
イン権限も、この記録の中にある。これを示す図５には、同じＡＧＰの中にｎ個のＡＣＲ
がある。これは、ｎ個のＡＣＲのうちの少なくとも一部のＡＣＲが、同じ鍵へのアクセス
を共有しうることを意味する。それゆえ、ＡＣＲ＃１とＡＣＲ＃ｎは鍵ＩＤ「鍵３」を有
する鍵へのアクセス権を共有する。ここで、ＡＣＲ＃１とＡＣＲ＃ｎはＡＣＲ＿ＩＤであ
り、「鍵３」は鍵の鍵ＩＤであり、この鍵を用いて「鍵３」に関連するデータが暗号化さ
れる。複数ファイルまたは複数データ群の、暗号化および／または復号化に、同じ鍵を使
用することもできる。
【０１０９】
　ＳＳＡシステムは、ログインに成功した時点でシステムにおけるユーザの特権が変わる
場合など、認証アルゴリズムおよびユーザ認証情報が変わる可能性のあるシステムに対し
て、複数のタイプのログインをサポートする。図５は、さらに別のログインアルゴリズム
および認証情報を示している。ＡＣＲ＃１はパスワード・ログイン・アルゴリズムおよび
認証情報としてのパスワードを規定しているのに対して、ＡＣＲ＃２はＰＫＩ（公開鍵基
盤）ログインアルゴリズムおよび認証情報としての公開鍵を規定している。それゆえ、ロ
グインするために、あるエンティティは、有効なＡＣＲ＿ＩＤとともに正しいログインア
ルゴリズムおよび認証情報を提示する必要がある。
【０１１０】
　ＳＳＡシステムのＡＣＲにログインしたエンティティの権限、すなわちＳＳＡコマンド
を使用する権利は、ＡＣＲと関連付けられた権限制御記録（ＰＣＲ）の中で設定する。図
５のＰＣＲに示すように、ＡＣＲ＃１は「鍵３」と関連付けられたデータに対して読出し
限定権限を許諾し、ＡＣＲ＃２は「鍵５」と関連付けられたデータの読出し権限と書込み
権限とを許諾する。
【０１１１】
　読出しや書込みに使う鍵などの異なるＡＣＲが、システムで共通の利益や特権を共有す
ることがある。このため、共通する部分があるＡＣＲはＡＧＰ、すなわちＡＣＲグループ
にグループ分けされる。それゆえ、ＡＣＲ＃１とＡＣＲ＃ｎはいずれも、鍵ＩＤ「鍵３」
を有する鍵へのアクセス権がある。
【０１１２】
　ＡＧＰとその中にあるＡＣＲは階層状のツリーの中で編成されるため、ＡＣＲは重要デ
ータの安全性を保つ安全鍵を作成できるほか、好ましくは自身の鍵ＩＤ／パーティション
に対応する他のＡＣＲ項目を作成することもできる。これらの子ＡＣＲは、その父、すな
わち作成元と同じ権限を有するかそれよりも少ない権限を有することになり、父ＡＣＲ自
身が作成した鍵の権限が付与される場合がある。言うまでもなく、子ＡＣＲは自身が作成
する任意の鍵に対するアクセス権限を取得する。これは図６に例示されている。このよう
に、ＡＧＰ１２０の中にあるＡＣＲはいずれもＡＣＲ１２２によって作成されたものであ
り、これらのＡＣＲのうちの２つは、「鍵３」と関連付けられたデータへのアクセス権限
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をＡＣＲ１２２から継承している。
【０１１３】
＜ＡＧＰ＞
　ＳＳＡシステムへのログインにおいて、ＡＧＰと、そのＡＧＰの中にあるＡＣＲを指定
する。
【０１１４】
　ＡＧＰはいずれも一意なＩＤ（リファレンス名）を有し、ＳＳＡデータベースにおける
該当する項目への索引として使用される。ＡＧＰ名は、ＡＧＰの作成時にＳＳＡシステム
に提供される。ＳＳＡは、提供されるＡＧＰ名がシステムに既に存在する場合に、作成動
作を拒絶することになる。
【０１１５】
　以降の節で説明するように、アクセス権限や管理権限の委譲に関わる制限事項は、ＡＧ
Ｐを使用して管理運営される。完全に独立したエンティティ、例えば２つの異なるアプリ
ケーションまたは２つの異なるコンピュータユーザによるアクセスの制御運営は、図６の
２つのツリーが果たす役割の１つである。ここで重要でありうることは、２つのアクセス
プロセスが、たとえ同時に発生する場合でも、事実上互いに独立する（すなわち、事実上
クロストークをなくす）ことである。これは、それぞれのツリーにおけるＡＣＲとＡＧＰ
の認証、権限、追加作成などが他のツリーにおけるものと無関係であり、かつ他のツリー
におけるものに左右されないことを意味する。このため、ＳＳＡシステムを使用するメモ
リ１０では、複数のアプリケーションを同時に処理することができる。また、２つのアプ
リケーションが、互いに自立的に２つの別々のデータ群（例えば、１組の写真と１組の曲
）にアクセスすることも可能になる。これは図６に例示されている。それゆえ、図６の上
部で、ツリーの中にあるノード（ＡＣＲ）を通じてアクセスするアプリケーションまたは
ユーザにとって、「鍵３」、「鍵Ｘ」、および「鍵Ｚ」と関連付けられたデータは、写真
を備えていてもよい。図６の下部で、ツリーのノード（ＡＣＲ）を通じてアクセスするア
プリケーションまたはユーザにとって、「鍵５」および「鍵Ｙ」と関連付けられたデータ
は、曲を備えていてもよい。ＡＧＰを作成したＡＣＲは、このＡＧＰにＡＣＲ項目がなく
空になっている場合に限り、このＡＧＰを削除する権限を有する。
【０１１６】
＜エンティティにとってのＳＳＡの入口：アクセス制御記録（ＡＣＲ）＞
　ＳＳＡシステムのＡＣＲは、エンティティによるシステムログインのあり方を記述する
ものである。ＳＳＡシステムにログインするエンティティは、これから始まる認証プロセ
スに該当するＡＣＲを指定する必要がある。図５に示すように、ＡＣＲの中にある権限制
御記録（ＰＣＲ）は、ＡＣＲに記載の認証を終えたユーザが実行できる許諾アクションを
説明するものである。ホスト側エンティティは、すべてのＡＣＲデータフィールドを提供
する。
【０１１７】
　ＡＣＲへのログオンに成功したエンティティは、ＡＣＲのパーティションおよび鍵アク
セス権限およびＡＣＭ権限（後述）のすべてを照会することができることになる。
【０１１８】
＜ＡＣＲ＿ＩＤ＞
　ＳＳＡシステムのエンティティがログインプロセスを開始する場合、すべてのログイン
要件が満たされているときにＳＳＡが正しいアルゴリズムをセットアップして正しいＰＣ
Ｒを選択するように、ログイン方法に対応するＡＣＲ＿ＩＤ（ＡＣＲが作成されたときに
ホストによって提供される）を指定する必要がある。ＡＣＲ＿ＩＤは、ＡＣＲが作成され
るときにＳＳＡシステムに提供される。
【０１１９】
＜ログイン／認証アルゴリズム＞
　認証アルゴリズムは、エンティティによって使用されるログイン手続きと、ユーザのア
イデンティティを証明するために必要な認証情報と、を指定するものである。ＳＳＡシス
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テムは、手続きなし（および認証情報なし）から、パスワードに基づく手続き、対称暗号
法または非対称暗号法に基づく双方向認証プロトコルまで、複数の標準ログインアルゴリ
ズムをサポートする。
【０１２０】
＜認証情報＞
　エンティティの認証情報は、ログインアルゴリズムに対応しており、ＳＳＡがユーザを
検証して認証するために使用される。認証情報の例として、パスワード認証用のパスワー
ド／ＰＩＮ数、ＡＥＳ認証用のＡＥＳ鍵、などが挙げられる。認証情報のタイプ／形式（
すなわち、ＰＩＮ、対称鍵など）は、事前に決められ、認証モードから得られ、ＡＣＲを
作成するときにＳＳＡシステムに提供される。ＳＳＡシステムはこれら認証情報の設定、
提供、および管理に関与しないが、例外としてＰＫＩベースの認証では装置（例えば、フ
ラッシュカード）を使用してＲＳＡなどのタイプの鍵対を生成することができ、証明書生
成のための公開鍵をエクスポートすることができる。
【０１２１】
＜権限制御記録（ＰＣＲ）＞
　ＰＣＲは、ＳＳＡシステムにログインしＡＣＲの認証プロセスに合格した後の、エンテ
ィティに対する許諾内容を示すものである。権限には、パーティションおよび鍵の作成権
限と、パーティションおよび鍵へのアクセス権限と、エンティティ－ＡＣＲ属性の管理権
限の３種類がある。
【０１２２】
＜パーティションへのアクセス＞
　ＰＣＲのこの部分には、ＡＣＲ段階を首尾よく終了したエンティティがアクセスしうる
パーティションのリストが含まれる（ＳＳＡシステムへ提供されるパーティションのＩＤ
を使用）。各パーティションに対して、アクセスのタイプが、書込み限定または読出し限
定に制限される場合があり、あるいは完全書込み／読出しアクセス権が指定される場合も
ある。図５のＡＣＲ＃１は、パーティション＃２にアクセスすることができてもパーティ
ション＃１にはアクセスすることができない。ＰＣＲにおいて指定される制限は、ＳＳＡ
パーティションおよび公開パーティションに適用される。
【０１２３】
　公開パーティションには、ＳＳＡシステムをホストする装置（例えば、フラッシュカー
ド）に対する通常の読出しおよび書込みコマンドによってアクセスすることや、ＳＳＡコ
マンドによってアクセスすることができる。公開パーティションを制限する権限を有する
ルートＡＣＲ（後述）が作成されると、このルートＡＣＲは、その権限を自身の子に渡す
ことができる。ＡＣＲは、通常の読出しおよび書込みコマンドによる公開パーティション
へのアクセスのみを制限することができることが好ましい。ＳＳＡシステムのＡＣＲは、
これが作成されるときにのみ制限することができることが好ましい。公開パーティション
に対する読出し／書込み権限をＡＣＲが取得した時点では、その権限を剥奪することがで
きないことが好ましい。
【０１２４】
＜鍵ＩＤへのアクセス＞
　ＰＣＲのこの部分は、エンティティのログインプロセスによってＡＣＲポリシーが満た
されているときにエンティティがアクセスできる、鍵ＩＤのリスト（ホストによってＳＳ
Ａシステムに提供される）と関連付けられたデータを含んでいる。ＰＣＲに記載されたパ
ーティションに常駐するファイルには、指定された鍵ＩＤが関連付けられる。装置（例え
ば、フラッシュカード）の論理アドレスに鍵ＩＤは関連付けられないので、ある特定のＡ
ＣＲに対して２つ以上のパーティションが関連付けられるとき、それらのパーティション
のいずれか１つの中にはファイルがありうる。ＰＣＲ内で指定された鍵ＩＤは、それぞれ
異なる１組のアクセス権を有しうる。鍵ＩＤによって指示されるデータへのアクセスは、
書込み限定または読出し限定に制限される場合があり、あるいは完全書き込み／読出しア
クセス権が指定される場合もある。
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【０１２５】
＜ＡＣＲ属性管理（ＡＣＡＭ）＞
　この節では、ＡＣＲのシステム属性を変更しうる場合について説明する。
【０１２６】
　ＳＳＡシステムで許可されうるＡＣＡＭアクションは、次の通りである。
　１．ＡＧＰおよびＡＣＲの作成／削除／更新
　２．パーティションおよび鍵の作成／削除
　３．鍵およびパーティションに対するアクセス権の委譲
【０１２７】
　父ＡＣＲは、ＡＣＡＭ権限を編集することができないことが好ましい。この場合、好ま
しくはＡＣＲの削除と再作成が必要となる。また、ＡＣＲによって作成された鍵ＩＤに対
するアクセス権限を、剥奪することができないことが好ましい。
【０１２８】
　ＡＣＲは、他のＡＣＲおよびＡＧＰを作成する能力を有していてもよい。ＡＣＲを作成
するということは、その作成元が所有するＡＣＡＭ権限の一部または全部が、作成された
ＡＣＲへ委譲されることを意味する場合もある。ＡＣＲを作成する権限を有するというこ
とは、次のアクションの権限を有することを意味する。
　１．子の認証情報を設定し編集する：作成元ＡＣＲによっていったん設定された認証方
法は編集することができないことが好ましい。子向けに既に設定された認証アルゴリズム
の範囲内で、認証情報を変更してもよい。
　２．ＡＣＲを削除する。
　３．作成権限を子ＡＣＲへ委譲する（それゆえ孫を有する）。
【０１２９】
　他のＡＣＲを作成する権限を有するＡＣＲは、これが作成するＡＣＲに遮断解除権限を
委譲する権限を有する（ただし、ＡＣＲの遮断を解除する権限を有しない場合もある）。
父ＡＣＲは、解除ＡＣＲのリファレンスを子ＡＣＲの中に入れる。
【０１３０】
　父ＡＣＲは、自身の子ＡＣＲを削除する権限を有する唯一のＡＣＲである。ＡＣＲが作
成した下位ＡＣＲを削除すると、この下位ＡＣＲから生まれたすべてのＡＣＲも自動的に
削除される。ＡＣＲを削除すると、そのＡＣＲによって作成された鍵ＩＤとパーティショ
ンはすべて削除される。
【０１３１】
　例外として、ＡＣＲが自身の記録を更新できる場合が２つある。
　１．作成元ＡＣＲによって設定されたパスワード／ＰＩＮであっても、それらを含むＡ
ＣＲによってのみ更新されうる。
　２．ルートＡＣＲは、それ自体と、それ自体が常駐するＡＧＰと、を削除しうる。
【０１３２】
＜鍵およびパーティションへのアクセス権の委譲＞
　ＡＣＲとそのＡＧＰは階層状のツリーで組み立てられ、ルートＡＧＰとその中にあるＡ
ＣＲは、ツリーの最上部に位置する（例えば、図６のルートＡＧＰ１３０および１３２）
。ＳＳＡシステムには複数のＡＧＰツリーが存在することがあるが、それらは互いに完全
に分離されている。ＡＧＰの中にあるＡＣＲは、それ自体の鍵に対するアクセス権限を、
同じＡＧＰの中にある全ＡＣＲと、それらによって作成されるこの全ＡＣＲに委譲しうる
。鍵を作成する権限は、その鍵を使用するためのアクセス権限を委譲する権限を含むこと
が好ましい。
【０１３３】
　鍵に対する権限は３種類に分けられる。
　１．アクセス：これは鍵に対するアクセス権限、すなわち読出しと書込みとを設定する
。
　２．所有権：当然ながら、鍵を作成したＡＣＲがその所有者である。この所有権は、あ
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る１つのＡＣＲから別のＡＣＲ（同じＡＧＰの中にあるか、あるいは子ＡＧＰの中にある
ＡＣＲという条件で）に委譲することができる。鍵の所有権は、鍵を削除する権限のほか
に、鍵に対する権限を委譲する権限を提供する。
　３．アクセス権委譲：この権限により、ＡＣＲは、自身が保持する権利を委譲すること
ができる。
【０１３４】
　ＡＣＲは、自身が作成したパーティションのほかに、自身が所有するアクセス権限の対
象となる他のパーティションに対するアクセス権限を、委譲することができる。
【０１３５】
　権限を委譲するには、パーティションの名前と鍵ＩＤを、指定されたＡＣＲのＰＣＲに
追加する。鍵のアクセス権限を委譲するには、鍵ＩＤを使用してもよいし、あるいは委譲
する側のＡＣＲのすべての作成された鍵がアクセス権限の対象となることを表明してもよ
い。
【０１３６】
＜ＡＣＲの遮断および解除＞
　システムによるエンティティのＡＣＲ認証プロセスが失敗すると、ＡＣＲの遮断カウン
タがインクリメントする場合がある。一定の最大失敗認証数（ＭＡＸ）に達すると、ＳＳ
ＡシステムによってＡＣＲは遮断されることになる。
【０１３７】
　遮断されたＡＣＲは、この遮断されたＡＣＲから参照される別のＡＣＲによって、解除
されうる。この解除されたＡＣＲに対するリファレンスは、その作成元によるＡＣＲによ
って設定される。解除するＡＣＲは、遮断されたＡＣＲの作成元と同じＡＧＰの中にあり
、「解除」権限を有することが好ましい。
【０１３８】
　システムの中のほかのＡＣＲは、いずれも遮断されたＡＣＲを解除することができない
。遮断カウンタを用いて構成されるＡＣＲであっても、解除ＡＣＲがなければ、遮断され
た場合に解除することができない。
【０１３９】
＜ルートＡＧＰ－アプリケーションデータベースの作成＞
　ＳＳＡシステムは、複数のアプリケーションを処理し、各アプリケーションのデータを
分離するように設計されている。アプリケーション特有のデータを識別し、かつ分離する
場合には、ＡＧＰシステムのツリー構造が主要なツールとして使用される。ルートＡＧＰ
は、アプリケーションＳＳＡデータベースツリーの先端に位置し、いくぶん異なる挙動ル
ールに従う。ＳＳＡシステムでは、複数のルートＡＧＰを構成することができる。図６に
は、２つのルートＡＧＰ１３０および１３２が示されている。もちろん、これよりも少な
いＡＧＰやこれよりも多いＡＧＰが使用されてもよく、その場合も本発明の範囲内にある
。
【０１４０】
　新規アプリケーションのための装置（例えば、フラッシュカード）の登録、および／ま
たは、装置の新規アプリケーションの認証情報発行は、装置に新たなＡＧＰ／ＡＣＲツリ
ーを追加する過程で行われる。
【０１４１】
　ＳＳＡシステムは、ルートＡＧＰ（ならびにルートＡＧＰの全ＡＣＲとその権限）を作
成する場合に、以下の３種類のモードをサポートする。
　１．オープンモード：どんな認証も必要としないすべてのユーザまたはエンティティ、
あるいはシステムＡＣＲ（後述）を通じて認証されたユーザ／エンティティは、新規ルー
トＡＧＰを作成することができる。オープンモードによるルートＡＧＰの作成は、セキュ
リティ対策なしですべてのデータ転送がオープンチャネル（すなわち、発行エンティティ
のセキュア環境内）で行われる場合と、システムＡＣＲ認証（すなわち、Ｏｖｅｒ　Ｔｈ
ｅ　Ａｉｒ（ＯＴＡ）および後発行手続き）を通じて確立されるセキュアチャネルを通じ
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て行われる場合と、がある。
【０１４２】
　システムＡＣＲが構成されず（これはオプション機能である）、かつルートＡＧＰ作成
モードをオープンに設定する場合に、オープン・チャネル・オプションのみが利用される
。
　２．制御モード：システムＡＣＲを通じて認証されたエンティティのみが、新規ルート
ＡＧＰを作成することができる。システムＡＣＲが構成されなければ、ＳＳＡシステムを
このモードに設定することはできない。
　３．ロックモード：ルートＡＧＰの作成は無効にされ、さらなるルートＡＧＰをシステ
ムに加えることはできない。
【０１４３】
　２つのＳＳＡコマンドで、この機能を制御する（これらのコマンドは、いずれのユーザ
／エンティティでも認証なしで利用可能である）。
　１．方法構成コマンド：３つのルートＡＧＰ作成モードのいずれか１つを使用するよう
にＳＳＡシステムを構成するために、使用される。オプション→制御、制御→ロックのモ
ード変更のみが可能である（すなわち、ＳＳＡシステムが現在制御モードとして構成され
ている場合は、ロックモードにしか変更することができない）。
　２．方法構成固定コマンド：方法構成コマンドを無効にし、現在選択されている方法を
永続的に固定するために使用される。
【０１４４】
　ルートＡＧＰが作成されるとき、特別な初期化モードに入り、ＡＣＲの作成、構成（ル
ートＡＧＰの作成に適用されたものと同じアクセス制限を使用）が可能になる。ルートＡ
ＧＰ構成プロセスの最後に、エンティティがこれを明示的に作動モードに切り替えると、
既存のＡＣＲは更新できなくなり、ＡＣＲを新たに作成できなくなる。
【０１４５】
　標準モードに入ったルートＡＧＰを削除するには、そのＡＣＲのうち、ルートＡＧＰの
削除する権限が割り当てられるＡＣＲの１つを通じて、システムにログインしなければな
らない。特別の初期化モードと同様に、これもルートＡＧＰの例外の一例である。上記の
ＡＧＰは、次のツリーレベルにあるＡＧＰとは対照的に、それ自体のＡＧＰを削除する権
限を有するＡＣＲを含みうる唯一のＡＧＰであることが好ましい。
【０１４６】
　ルートＡＣＲと標準ＡＣＲとの３番目にして最後の違いは、パーティションを作成し削
除する権限を有しうるシステム内で、唯一のＡＣＲであるということである。
【０１４７】
＜ＳＳＡシステムＡＣＲ＞
　システムＡＣＲは、次の２つのＳＳＡ操作に使用されてもよい。
　１．不利な状況にある保護されたチャネルの保護下で、ＡＣＲ／ＡＧＰツリーを作成す
る。
　２．ＳＳＡシステムをホストする装置を識別し、認証する。
【０１４８】
　ＳＳＡの中にシステムＡＣＲが１つだけある事が好ましく、いったん設定されたシステ
ムＡＣＲは変更することができないことが好ましい。システムＡＣＲを作成するときにシ
ステム認証は必要でなく、必要なのはＳＳＡコマンドのみである。システムＡＣＲ作成機
能は、無効にすることができる（ルートＡＧＰ作成機能と同様）。１つのみのシステムＡ
ＣＲが認められることが好ましいため、システムＡＣＲ作成コマンドはシステムＡＣＲの
作成後には影響を及ぼさない。
【０１４９】
　システムＡＣＲは、その作成プロセスにおいて機能しない。作成が終了した時点で、シ
ステムＡＣＲが作成されて準備が整ったことを伝える専用のコマンドを発行する必要があ
る。この時点以後、システムＡＣＲの更新や差替えは行うことができないことが好ましい
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。
【０１５０】
　システムＡＣＲは、ＳＳＡにおいてルートＡＣＲ／ＡＧＰを作成する。システムＡＣＲ
は、ホストがルートレベルに満足し遮断するまで、ルートレベルを追加／変更する権限を
有する。ルートＡＧＰを遮断すると、基本的にはシステムＡＣＲとの接続が遮断され、改
ざん不能となる。この時点で、ルートＡＧＰとその中にあるＡＣＲを、誰も変更／編集す
ることができない。これは、ＳＳＡコマンドを介して行われる。ルートＡＧＰの作成を無
効にする作用は永続し、元に戻すことはできない。図７には、システムＡＣＲが関わる前
述した機能が示されている。システムＡＣＲを使用して、３種類のルートＡＧＰが作成さ
れる。図７で、システムＡＣＲをルートＡＧＰに接続する点線で示すように、これらのル
ートＡＧＰが作成された後のある時点で、システムＡＣＲからルートＡＧＰを遮るＳＳＡ
コマンドがホストから送信され、ルートＡＧＰ作成機能が無効になる。これで３つのルー
トＡＧＰは改ざん不能となる。ルートＡＧＰが遮断される前または後に、３つのルートＡ
ＧＰを使用して子ＡＧＰを作ることにより、３つの別々のツリーが形成される。
【０１５１】
　前述した機能は、コンテンツの所有者が、コンテンツを使用して安全な製品を構成する
際に、優れた柔軟性を提供する。セキュア製品は「発行（issued）」する必要がある。発
行とは、装置がホストを識別しホストが装置を識別するための識別鍵を出すプロセスであ
る。ホストは、装置（例えば、フラッシュカード）を識別することにより、これの秘密を
信用できるかどうかを判定することができる。一方、装置はホストを識別することにより
、ホストが実施を許容されている範囲でのみ、セキュリティポリシーを実施する（特定の
ホストコマンドを許諾し実行する）ことができる。
【０１５２】
　複数のアプリケーションに対応するように設計される製品は、複数の識別鍵を有するこ
とになる。製品は「前発行」するか（出荷に先立つ製造中に鍵を記憶する）、あるいは「
後発行」する（出荷後に新たな鍵を追加する）。後発行の場合、ある種の親鍵または装置
レベル鍵をメモリ装置（例えば、メモリカード）に入れる必要があり、この鍵は、装置へ
のアプリケーションの追加が許可されるエンティティを識別するために使用される。
【０１５３】
　前述した機能により、後発行を有効／無効にするように、製品を構成することができる
。さらに、後発行構成は出荷後に安全に果たすことができる。装置は、前述した親鍵また
は装置レベル鍵のほかには鍵のない状態で小売製品として購入され、この後、新たな所有
者により、さらなる後発行アプリケーションを有効または無効にするように構成すること
ができる。
【０１５４】
　それゆえ、システムＡＣＲ機能は、前述の目的を達成するための能力を提供する。
　・システムＡＣＲがないメモリ装置は、アプリケーションを無制限かつ自由に追加する
ことができる。
　・システムＡＣＲがないメモリ装置は、システムＡＣＲの作成を無効にするように構成
することができ、これは新規アプリケーションの追加を制御できないことを意味する（新
規ルートＡＧＰ作成機能も無効にしない限り）。
　・システムＡＣＲがあるメモリ装置は、システムＡＣＲ認証情報を用いた認証手続きに
よって確立されるセキュアチャネルを介して、アプリケーションの追加を制御できるだけ
である。
　・システムＡＣＲがあるメモリ装置は、アプリケーションが追加される前かあるいは追
加された後に、アプリケーション追加機能を無効にするように構成することができる。
【０１５５】
＜鍵ＩＤリスト＞
　鍵ＩＤは、具体的なＡＣＲ要求に従って作成されるが、メモリシステム１０でこれを使
用するのはＳＳＡシステムのみである。鍵ＩＤの作成時に作成元ＡＣＲから提供されるか
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、あるいは作成元ＡＣＲに提供されるデータは、次の通りである。
　１．鍵ＩＤ：このＩＤはホストを通じてエンティティから提供され、以降のすべての読
出しアクセスや書込みアクセスにおいて、鍵と、その鍵を使って暗号化または復号化され
るデータと、を参照するために使用される。
　２．鍵暗号およびデータ完全性モード（前述した、および以下に述べる、ブロック、連
鎖、およびハッシュモード）
【０１５６】
　ホストから提供される属性に加えて、ＳＳＡシステムは次のデータを維持する。
　１．鍵ＩＤの所有者：所有者であるＡＣＲのＩＤ。鍵ＩＤが作成されたとき、作成元Ａ
ＣＲがその所有者である。しかしながら、鍵ＩＤの所有権は、別のＡＣＲに譲渡されても
よい。鍵ＩＤの所有権を譲渡し、かつ鍵ＩＤを委譲できるものは、鍵ＩＤの所有者のみで
あることが好ましい。関連する鍵のアクセス権限の委譲と、これらの権利の失効を管理で
きるのは、鍵ＩＤの所有者か、または委譲権限を割り当てられたその他のＡＣＲである。
ＳＳＡシステムは、これらの操作のいずれか１つが試みられるときに、操作を要求するＡ
ＣＲにその権限が付与されている場合に限り、操作を許諾することになる。
　２．ＣＥＫ：このＣＥＫの鍵値は、鍵ＩＤが関連付けられたコンテンツ、または、鍵Ｉ
Ｄによって指示されたコンテンツの暗号化に使用される。鍵値は、ＳＳＡシステムによっ
て生成される１２８ビットＡＥＳランダム鍵であってもよい。
　３．ＭＡＣおよびＩＶ値：連鎖ブロック暗号（ＣＢＣ）暗号化アルゴリズムで使用され
る動的情報（メッセージ認証コードと開始ベクトル）。
【０１５７】
　図８Ａ～図１６のフローチャートを参照して、ＳＳＡの様々な機能を例示する。これら
の図で、ステップの左側に記された「Ｈ」はホストによって実施される操作を意味し、「
Ｃ」はカードによって実施される操作を意味する。メモリカードを参照してＳＳＡ機能を
例示するが、物理的形態が異なるメモリ装置にも、これらの機能が当てはまることは理解
されよう。システムＡＣＲを作成するため、ホストはメモリ装置１０のＳＳＡに向けて、
システムＡＣＲ作成コマンドを発行する（ブロック２０２）。装置１０はこれに応じて、
システムＡＣＲが既に存在するかどうかをチェックする（ブロック２０４、菱形２０６）
。装置１０は、これが既に存在する場合に失敗ステータスを返し、停止する（長円形２０
８）。メモリ１０は、これが既に存在しない場合に、システムＡＣＲの作成が許可される
かどうかをチェックし（菱形２１０）、許可されない場合は失敗ステータスを返す（ブロ
ック２１２）。それゆえ、必要なセキュリティ機能が事前に決まるので、システムＡＣＲ
が必要とされない場合など、装置発行者がシステムＡＣＲの作成を許可しない場合もある
。許可される場合、装置１０はＯＫステータスを返し、ホストからシステムＡＣＲ認証情
報が届くのを待つ（ブロック２１４）。ホストはＳＳＡステータスをチェックし、システ
ムＡＣＲの作成が許可されていることを装置１０が伝えているかどうかをチェックする（
ブロック２１６および菱形２１８）。作成が許可されないか、あるいはシステムＡＣＲが
既に存在する場合、ホストは停止する（長円形２２０）。システムＡＣＲの作成が許可さ
れていることを装置１０が伝える場合、ホストはそのログイン認証情報を設定するＳＳＡ
コマンドを発行し、これを装置１０へ送信する（ブロック２２２）。装置１０は、受信し
た認証情報でシステムＡＣＲ記録を更新し、ＯＫステータスを返す（ブロック２２４）。
ホストはこのステータス信号に応じて、システムＡＣＲの準備が整っていることを示すＳ
ＳＡコマンドを発行する（ブロック２２６）。これに応じて装置１０はシステムＡＣＲを
ロックするので、システムＡＣＲの更新や差替えはできなくなる（ブロック２２８）。こ
れにより、システムＡＣＲの機能と、ホストに対して装置１０を識別するためのアイデン
ティティと、が固定される。
【０１５８】
　新規ツリー（新規ルートＡＧＰおよびＡＣＲ）の作成手順は、それらの機能が装置でど
のように構成されているかによって決まる。図９は、その手順を説明するものである。ホ
スト２４とメモリシステム１０は、いずれもこの手順を辿る。新規ルートＡＧＰの追加が
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完全に無効になっている場合、新規ルートＡＧＰを追加することができない（菱形２４６
）。これが有効になっているが、システムＡＣＲが要求される場合、ホストはルートＡＧ
Ｐ作成コマンドの発行（ブロック２５４）に先立ち、システムＡＣＲを通じて認証し、セ
キュアチャネルを確立する（菱形２５０、ブロック２５２）。システムＡＣＲが要求され
ない場合（菱形２４８）、ホスト２４は認証なしでルートＡＧＰ作成コマンドを発行する
ことができ、ブロック２５４へ進む。ホストは、システムＡＣＲが存在する場合、たとえ
これが要求されない場合でも、これを使用することがある（フローチャートには示されて
いない）。装置（例えば、フラッシュカード）は、新規ルートＡＧＰ作成機能が無効にな
っている場合には、新規ルートＡＧＰを作成する試行を拒絶する。また、システムＡＣＲ
が要求される場合には、認証なしで新規ルートＡＧＰを作成する試行を拒絶する（菱形２
４６および２５０）。ブロック２５４で新たに作成されるＡＧＰおよびＡＣＲは作動モー
ドに切り替わるので、そのＡＧＰの中にあるＡＣＲの更新や変更はできなくなり、ＡＧＰ
へＡＣＲを追加することもできなくなる（ブロック２５６）。ここでオプションとしてシ
ステムはロックされるので、ルートＡＧＰは追加で作成できなくなる（ブロック２５８）
。点線の枠２５８は、このステップがオプションのステップであることを示す表記法であ
る。本出願の図のフローチャートにおいて、点線で示された枠はいずれもオプションのス
テップである。このように、コンテンツの所有者は、正当なコンテンツを含む真正のメモ
リ装置を装う違法な目的に、装置１０を利用できないようにすることができる。
【０１５９】
　ＡＣＲ（前述したルートＡＧＰの中にあるＡＣＲとは別のＡＣＲ）を作成するには、図
１０に示すように、ＡＣＲを作成する権利を有するＡＣＲから開始することができる（ブ
ロック２７０）。エンティティは、入口にあたるＡＣＲのアイデンティティと、作成に必
要となる属性のすべてを含むＡＣＲとを提供して、ホスト２４を通じて入ることを試行す
ることができる（ブロック２７２）。ＳＳＡは、ＡＣＲアイデンティティの一致をチェッ
クし、さらにそのアイデンティティを有するＡＣＲにＡＣＲを作成する権限があるかどう
かをチェックする（菱形２７４）。要求が認証されると証明される場合、装置１０のＳＳ
Ａは、ＡＣＲを作成する（ブロック２７６）。
【０１６０】
　図１１の２つのＡＧＰは、図１０の方法を使用するセキュリティアプリケーションで役
に立つツリーを例示するものである。したがって、マーケティングＡＧＰの中でアイデン
ティティｍ１を有するＡＣＲには、ＡＣＲを作成する権限がある。ＡＣＲ＿ｍ１は、鍵Ｉ
Ｄ「マーケティング情報」と関連付けられたデータと、鍵ＩＤ「価格リスト」と関連付け
られたデータとを、鍵を用いて読み書きする権限も有する。これにより、図１０の方法を
用いて、２つのＡＣＲ＿ｓ１およびｓ２を含む販売ＡＧＰを作成する。ＡＣＲ＿ｓ１およ
びｓ２には、鍵ＩＤ「価格リスト」と関連付けられた価格データにアクセスするための鍵
の読出し権限のみあるが、鍵ＩＤ「マーケティング情報」と関連付けられたデータにアク
セスする場合に必要となる鍵の権限はない。このように、ＡＣＲ＿ｓ１およびｓ２を有す
るエンティティは、価格データを読み出してもこれを変更することはできず、さらにマー
ケティングデータにはアクセスすることができない。一方、ＡＣＲ＿ｍ２にはＡＣＲを作
成する権限がなく、鍵ＩＤ「価格リスト」と鍵ＩＤ「マーケティング情報」とに関連付け
られたデータにアクセスするための鍵の読出し権限のみを有する。
【０１６１】
　それゆえ、アクセス権は前述した方法で委譲することができ、ｍ１は、価格データを読
み出す権利をｓ１およびｓ２に委譲する。これは、特に大規模なマーケティング組織や販
売組織が関わる場合に有用である。しかし、販売員が１名～少数であれば図１０の方法を
使用する必要はない場合がある。代わりに、図１２に示すように、ＡＣＲから、同じＡＧ
Ｐの下位レベルまたは同じレベルに位置するＡＣＲに、アクセス権を委譲することができ
る。エンティティはまず、そのＡＧＰのツリーに入るため、ホストを通じてツリーの中の
ＡＣＲを前述したように指定する（ブロック２８０）。次にホストは、ＡＣＲと、委譲す
る権利と、を指定する。ＳＳＡはツリーでこのＡＣＲをチェックし、指定された別のＡＣ
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Ｒに権利を委譲する権限がこのＡＣＲにあるかどうかをチェックする（菱形２８２）。権
限があれば権利は委譲され（ブロック２８４）、そうでなければ停止する。図１３はその
結果を示す。この場合、ＡＣＲ＿ｍ１には読出し権限をＡＣＲ＿ｓ１に委譲する権限があ
るため、委譲の後、ｓ１は鍵を使用して価格データにアクセスできるようになる。これは
、ｍ１が価格データにアクセスするための権利またはそれ以上の権利を有し、さらにそれ
を委譲する権限を有する場合に実施することができる。一実施形態では、ｍ１は委譲の後
にそのアクセス権を保持する。時間やアクセス数を制限するなどにより、（永続的にでは
なく）一定の条件のもとでアクセス権が委譲されることが好ましい。
【０１６２】
　図１４は、鍵と鍵ＩＤを作成するプロセスを示す。エンティティは、ＡＣＲを通じて認
証を受ける（ブロック３０２）。エンティティは、ホストによって指定されたＩＤによる
鍵の作成を要求する（ブロック３０４）。ＳＳＡは、指定されたＡＣＲにその権限がある
かどうかをチェックする（菱形３０６）。例えば、ある特定のパーティションにあるデー
タにアクセスするために鍵が使用される場合、ＳＳＡはそのパーティションにＡＣＲがア
クセスできるかどうかをチェックすることになる。ＡＣＲにその権限がある場合、メモリ
装置１０は、ホストから提供された鍵ＩＤと関連付けられた鍵値を作成し（ブロック３０
８）、鍵ＩＤをＡＣＲに記憶し、鍵値をメモリ（コントローラ関連メモリまたはメモリ２
０のいずれか）に記憶し、エンティティから提供された情報に従って権利および権限を割
り当て（ブロック３１０）、割り当てられた権利および権限で該当するＡＣＲのＰＣＲを
修正する（ブロック３１２）。それゆえ、読出しおよび書込み権限、同じＡＧＰの中にあ
る他のＡＣＲまたは下位レベルのＡＣＲに委譲し共有する権利、鍵の所有権を譲渡する権
利など、鍵の作成元はすべての権利を有する。
【０１６３】
　図１５に示すように、ＡＣＲは、ＳＳＡシステムの中にある別のＡＣＲの権限（または
ＡＣＲの存在そのもの）を変更することができる。エンティティは、これまで通りＡＣＲ
を通じてツリーに入る場合がある。ある事例ではエンティティの認証が行われ、エンティ
ティはＡＣＲを指定する（ブロック３３０、３３２）。エンティティは、ターゲットＡＣ
Ｒの削除、または、ターゲットＡＣＲの権限の削除を要求する（ブロック３３４）。指定
されたＡＣＲまたはその時点でアクティブなＡＣＲにその権利があれば（菱形３３６）、
ターゲットＡＣＲを削除し、あるいはそのような権限を削除するためにターゲットＡＣＲ
のＰＣＲを変更する（ブロック３３８）。これが認可されない場合、システムは停止する
。
【０１６４】
　前述したプロセスの後、ターゲットは、プロセスの前にアクセスできたデータにアクセ
スすることができなくなる。図１６に示すように、かつて存在したＡＣＲ＿ＩＤはもはや
ＳＳＡに存在しないため、ターゲットＡＣＲに入ることを試行する（ブロック３５０）エ
ンティティは認証プロセスの失敗に気付くので、アクセス権は拒絶される場合がある（菱
形３５２）。ＡＣＲ＿ＩＤが削除されていないと仮定した場合、エンティティはＡＣＲを
指定し（ブロック３５４）、鍵ＩＤおよび／または特定のパーティションのデータを指定
し（ブロック３５６）、ＳＳＡはそのようなＡＣＲのＰＣＲに従って鍵ＩＤまたはパーテ
ィションアクセス要求が許可されるかどうかをチェックする（菱形３５８）。権限が削除
されているか、あるいは失効している場合、要求は再度却下される。そうでない場合、要
求は許諾される（ブロック３６０）。
【０１６５】
　前述したプロセスは、ＡＣＲとそのＰＣＲが別のＡＣＲによって変更された場合であれ
、あるいは初めからそのように構成されていた場合であれ、被保護データに対するアクセ
スが装置（例えば、フラッシュカード）によってどのように管理されるかを説明するもの
である。
【０１６６】
＜セッション＞
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　ＳＳＡシステムは、同時にログインする複数のユーザを処理するように設計されている
。この機能を使用する場合、ＳＳＡによって受信されるコマンドには特定のエンティティ
が関連しており、コマンドは、このエンティティの認証に用いるＡＣＲに要求された動作
を行う権限がある場合に限り実行される。
【０１６７】
　複数のエンティティは、セッションのコンセプトによってサポートされる。セッション
は認証プロセスで確立し、ＳＳＡシステムによってセッションｉｄが割り当てられる。セ
ッションｉｄは、システムへのログインに使用されたＡＣＲに内部で関連付けられ、エン
ティティへエクスポートされ、それ以降のＳＳＡコマンドで使用される。
【０１６８】
　ＳＳＡシステムは、２種類のセッション、すなわちオープンセッションとセキュアセッ
ションとをサポートする。特定の認証プロセスと関連付けられたセッションのタイプは、
ＡＣＲの中で設定される。ＳＳＡシステムは、認証そのものの施行と同様の方法で、セッ
ション確立を施行する。エンティティの権限はＡＣＲで設定されるため、システム設計者
は特定の鍵ＩＤに対するアクセスまたは特定のＡＣＲ管理操作（すなわち、新規ＡＣＲの
作成、認証情報の設定）の実行に、セキュアトンネルを関連付けることができる。
【０１６９】
＜オープンセッション＞
　オープンセッションはセッションｉｄで識別されるセッションであるが、バス暗号化は
行われないため、コマンドおよびデータはいずれも暗号化されずに引き渡される。この動
作モードは、エンティティが脅威モデルに該当せずバス上で傍受を行わない、多数のユー
ザまたは多数のエンティティ環境に使用されることが好ましい。
【０１７０】
　オープン・セッション・モードではデータ送信が保護されず、ホスト側のアプリケーシ
ョン間に効率的なファイアウォールは実施されないが、ＳＳＡシステムが認証済みのＡＣ
Ｒでアクセスできる情報のみにアクセスが許可されうる。
【０１７１】
　オープンセッションは、パーティションまたは鍵を保護する必要がある場合にも使用す
ることができる。しかしながら、有効な認証プロセスの後には、ホスト側のすべてのエン
ティティにアクセスが許諾される。様々なホストアプリケーションは、セッションｉｄさ
えあれば認証済みＡＣＲの権限を得ることができる。これは図１７Ａに例示されている。
線４００より上のステップは、ホスト２４によって実行されるステップである。ＡＣＲ１
の認証（ブロック４０２）を終えたエンティティは、メモリ装置１０で鍵ＩＤ＿Ｘと関連
付けられたファイルへのアクセスを要求する（ブロック４０４、４０６、および４０８）
。ＡＣＲ１のＰＣＲがこのアクセスを認める場合、装置１０は要求を許諾する（菱形４１
０）。そうでない場合、システムはブロック４０２まで戻る。認証が完了した後、メモリ
システム１０は、コマンドを発行するエンティティを、（ＡＣＲ認証情報ではなく）割り
当てられたセッションｉｄのみで識別する。オープンセッションでＡＣＲ１がＰＣＲの鍵
ＩＤと関連付けられたデータに到達した時点で、他のどのアプリケーションまたはユーザ
でも、ホスト２４上の様々なアプリケーションによって共有される正しいセッションＩＤ
を指定することによって、同じデータにアクセスすることができる。この機能は、一度の
みログインし、様々なアプリケーションに対してログインに使われたアカウントに結合さ
れたすべてのデータにアクセスできることがユーザにとって好都合な場合のアプリケーシ
ョンに、有利である。それゆえ、携帯電話のユーザの場合、記憶されたｅメールにアクセ
スし、ログインを繰り返すことなくメモリ２０に記憶された音楽を聞くことができる。一
方、ＡＣＲ１に該当しないデータにはアクセスできないことになる。それゆえ、ゲームや
写真等の、同じ携帯電話のユーザにとって貴重となり得るコンテンツは、別のアカウント
ＡＣＲ２を通じてアクセスされる。これは、携帯電話のユーザの電話を借りる人にアクセ
スさせたくないデータであるが、携帯電話のユーザにとって、最初のアカウントＡＣＲ１
でアクセスできるデータなら他人がアクセスしてもよい。データへのアクセスを２つの別
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々のアカウントに分け、ＡＣＲ１へのアクセスをオープンセッションで行うことにより、
使い易くなるばかりでなく、貴重なデータを保護することができる。
【０１７２】
　ホストアプリケーション間でのセッションｉｄの共有プロセスをさらに簡単にするには
、オープンセッションを要求するＡＣＲが、セッションに「０（ゼロ）」ｉｄを割り当て
ることを具体的に要求することができる。このように、アプリケーションは所定のセッシ
ョンｉｄを使用するように設計することができる。当然ながら、セッション０を要求する
ＡＣＲは、特定の時間において一度に１つしか認証することができないという制限がある
。セッション０を要求する別のＡＣＲを認証するための試行は、拒絶されることになる。
【０１７３】
＜セキュアセッション＞
　セキュリティ層を追加するため、セッションｉｄは図１７Ｂに示すように使用してもよ
い。このとき、メモリ１０もアクティブセッションのセッションｉｄを記憶する。図１７
Ｂで、例えば、鍵ＩＤ＿Ｘと関連付けられたファイルにアクセスするためには、エンティ
ティもセッションｉｄ「Ａ」などのセッションｉｄを提供する必要があり、その上でファ
イルへのアクセスが許可されることになる（ブロック４０４、４０６、４１２、および４
１４）。このように、要求するエンティティは正しいセッションｉｄを知らない限りメモ
リ１０にアクセスすることができない。セッションｉｄはセッションが終了した後に削除
され、セッションのたびに異なるため、エンティティはセッション番号を提供できた場合
に限りアクセスすることができる。
【０１７４】
　ＳＳＡシステムは、コマンドが実際に正しい認証済みエンティティに由来しているかど
うかを、セッション番号を使用して追跡する。攻撃者がオープンチャネルを用いて悪質な
コマンドを送信しようとするおそれがある用途や使用がある場合、ホストアプリケーショ
ンはセキュアセッション（セキュアチャネル）を使用する。
【０１７５】
　セキュアチャネルを使用するとき、セッションｉｄとコマンド全体がセキュアチャネル
暗号化（セッション）鍵により暗号化され、そのセキュリティレベルはホスト側の実施態
様と同じように高くなる。
【０１７６】
＜セッションの終了＞
　セッションは次のシナリオのいずれか１つで終了し、ＡＣＲはログオフされる。
　１．エンティティが、明示的なセッション終了コマンドを発行する。
　２．通信タイムアウトが発生する。ある特定のエンティティが、ＡＣＲパラメータの１
つとして設定された期間にわたってコマンドを発行しなかった。
　３．装置（例えば、フラッシュカード）のリセットおよび／またはパワーサイクルの後
には、すべてのオープンセッションが終了する。
【０１７７】
＜データ完全性サービス＞
　ＳＳＡシステムは、ＳＳＡデータベース（ＡＣＲ、ＰＣＲなど、すべてを含む）の完全
性を検証する。さらに、鍵ＩＤ機構によるエンティティデータのデータ完全性サービスも
提供される。
【０１７８】
　鍵ＩＤの暗号化アルゴリズムがハッシュモードに設定される場合、ＣＥＫおよびＩＶと
併せてハッシュ値がＣＥＫ記録に記憶される。書込み操作中に、ハッシュ値が計算されて
記憶される。読出し操作中にも再度ハッシュ値が計算され、前の書込み操作中に記憶され
た値と比較される。エンティティが鍵ＩＤにアクセスするたびに追加データが古いデータ
に（暗号的に）連結され、該当するハッシュ値（読出しまたは書込みのため）が更新され
る。
【０１７９】
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　鍵ＩＤと関連付けられ、あるいは鍵ＩＤによって指示されるデータファイルを知るのは
ホストのみであるため、データ完全性機能の複数の態様は、ホストが明示的に次のように
管理する。
　１．鍵ＩＤと関連付けられた、または鍵ＩＤによって指示されるデータファイルは、最
初から最後まで書き込まれ、あるいは読み出される。ＳＳＡシステムはＣＢＣ暗号方式を
使用し、データ全体のハッシュ化メッセージダイジェストを生成するため、ファイルの一
部分にアクセスしようとするとファイルは混乱することになる。
　２．中間ハッシュ値はＳＳＡシステムによって維持されるため、連続するストリームの
中でデータを処理する必要はない（このデータストリームは他の鍵ＩＤのデータストリー
ムでインターリーブすることができ、複数のセッションにわたって分割されてもよい）。
しかしながら、エンティティは、データストリームが再開される場合にハッシュ値をリセ
ットするようＳＳＡシステムに明示的に指示する必要がある。
　３．ホストは読出し操作が完了すると、読み出されたハッシュを書込み操作中に計算さ
れたハッシュ値と比較することによって有効にするよう、ＳＳＡシステムに明示的に要求
する。
　４．ＳＳＡシステムは「ダミー読出し」操作も提供する。この機能によりデータは暗号
化エンジンを通過するが、ホストには送出されないことになる。この機能を利用すると、
データが実際に装置（例えば、フラッシュカード）から読み出される前に、データの完全
性を検証することができる。
【０１８０】
＜乱数生成＞
　外部エンティティはＳＳＡシステムの内部乱数生成器を利用することができ、乱数をＳ
ＳＡシステムの外部で使用することもできる。このサービスはいずれのホストでも利用す
ることでき、認証を必要としない。
【０１８１】
＜ＲＳＡ鍵対生成＞
　外部ユーザはＳＳＡシステムの内部ＲＳＡ鍵対生成機能を利用することができ、鍵対を
ＳＳＡシステムの外部で使用することもできる。このサービスはいずれのホストでも利用
することができ、認証を必要としない。
【０１８２】
＜代替実施形態＞
　階層アプローチを使用する代わりに、図１８に例示するデータベースアプローチを使用
して同様の結果を実現することができる。
【０１８３】
　図１８に示すように、コントローラ１２またはメモリ２０に記憶されるデータベースに
入力されたエンティティの認証情報、認証方法、最大失敗数、遮断解除に必要な最小認証
情報数のリストは、このような認証情報要件を、メモリ１０のコントローラ１２によって
実行されるデータベース内のポリシー（鍵およびパーティションに対する読出し、書込み
アクセス、セキュアチャネル要件）に関連付けている。鍵およびパーティションへのアク
セスに対する制約事項や制限事項も、データベースに記憶される。こうして、ホワイトリ
ストにある可能性があるエンティティ（例えば、システム管理者）は、すべての鍵および
パーティションにアクセスすることができる。ブラックリストにある可能性があるエンテ
ィティによる任意の情報へのアクセスの試行は、阻止される。制限は、全域におよぶ場合
と、鍵および／またはパーティションに特異的に適用される場合とがある。これは、特定
のエンティティのみが特定の鍵およびパーティションにアクセスでき、特定のエンティテ
ィはアクセスできないことを意味する。コンテンツのパーティションや、コンテンツの暗
号化または復号化に使用される鍵にかかわらず、コンテンツ自体に制約を課すこともでき
る。それゆえ、特定のデータ（例えば、曲）にアクセスする可能性がある最初の５つのホ
スト装置のみにアクセスを許可したり、他のデータ（例えば、映画）にアクセスするエン
ティティを問わず、データの読出し回数を制限したりすることができる。
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＜認証＞
　パスワード保護
　・パスワード保護は、保護領域にアクセスする場合にパスワードの提示が求められるこ
とを意味する。パスワードが１つに限られる場合を除き、それぞれのパスワードには読出
しアクセスまたは読出し／書込みアクセスなど、別々の権利を関連付けることができる。
　・パスワード保護は、ホストから提供されるパスワードを装置（例えば、フラッシュカ
ード）が検証しうること、すなわち、装置もまた装置によって管理され保護されたメモリ
領域にパスワードを記憶することを意味する。
　問題および限界
　・パスワードはリプレー攻撃を被ることがある。提示のたびに変わらないパスワードは
、同じ状態で再送されうる。つまり、保護の対象となるデータが貴重で、通信バスへのア
クセスが容易な場合、パスワードを現状のまま使用するべきではない。
　・パスワードは記憶データへのアクセスを保護しうるが、（鍵ではなく）データの保護
のためにパスワードが使用されるべきではない。
　・パスワードに関連するセキュリティレベルを上げるため、親鍵を用いてパスワードを
多様化すれば、１つのパスワードがハッキングされてもシステム全体が破壊されることは
ない。パスワードの送信には、セッション鍵方式のセキュア通信チャネルを使用すること
ができる。
【０１８４】
　図１９は、パスワードを使用した認証を示すフローチャートである。エンティティは、
アカウントｉｄおよびパスワードをシステム１０（例えば、フラッシュメモリカード）へ
送信する。システムは、パスワードがそのメモリにあるパスワードに一致するかどうかを
チェックする。一致する場合は認証済みステータスが返される。そうでない場合はそのア
カウントのエラーカウンタがインクリメントされ、エンティティにはアカウントｉｄおよ
びパスワードの再入力が求められる。カウンタがオーバーフローすると、システムはアク
セス拒絶ステータスを返す。
【０１８５】
＜対称鍵＞
　対称鍵アルゴリズムは、暗号化と復号化の両側で同じ鍵が使用されることを意味する。
これは、通信に先立って、予め鍵を取り決めておくことを意味する。それぞれの側では、
相手側の逆のアルゴリズムを実行すべきである。すなわち、一方は暗号化アルゴリズムに
なり、他方は復号化アルゴリズムになる。通信する場合に両側で両方のアルゴリズムを実
行する必要はない。
　認証
　・対称鍵認証は、装置（例えば、フラッシュカード）およびホストが同じ鍵を共有し、
同じ暗号アルゴリズム（ダイレクトおよびリバース、例えば、ＤＥＳおよびＤＥＳ－１）
を有することを意味する。
　・対称鍵認証は、チャレンジ・レスポンス（リプレー攻撃対策）を意味する。被保護装
置が他の装置に対する質問を生成し、両方の装置で回答を計算する。認証を受ける側の装
置は回答を返送し、被保護装置はその回答をチェックし、それに応じて認証の正当性を実
証する。そして、認証に応じて権利が付与される。
　認証には次のものがある。
　・外部認証：装置（例えば、フラッシュカード）が外部を認証する。すなわち、装置は
所与のホストまたはアプリケーションの認証情報を実証する。
　・相互認証：両側で質問を生成する。
　・内部認証：ホストアプリケーションが装置（例えば、フラッシュカード）を認証する
。すなわち、ホストは、装置がそのアプリケーションにとって真正であるかどうかをチェ
ックする。
　システム全体のセキュリティレベルを上げるために（すなわち、１つが低下してもすべ
てが低下しないようにするため）
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　・対称鍵には、通常、親鍵を使用した多様化が組み入れられる。
　・質問が真正な質問であるようにするため、相互認証により両側からの質問を使用する
。
　暗号化
　対称鍵暗号法はすこぶる効率的なアルゴリズムで、暗号処理する場合に強力なＣＰＵを
必要としないため、暗号化にも使用される。
【０１８６】
　通信チャネルを安全に使用するとき：
　・チャネルの安全を確保する（すなわち、全発信データを暗号化し全受信データを復号
化する）ために使用されるセッション鍵を、両方の装置が知らなければならない。このセ
ッション鍵は、通常、事前共有秘密対称鍵を使用するか、あるいはＰＫＩを使用して確立
される。
　・両方の装置が同じ暗号アルゴリズムを知り、実行しなければならない。
【０１８７】
＜署名＞
　対称鍵を使用してデータに署名することもできる。この場合の署名は、暗号化の部分的
な結果である。結果を一部分に留めることで、鍵値を露出することなく必要に応じて何度
でも署名することができる。
【０１８８】
＜問題および限界＞
　対称アルゴリズムは非常に効率的で安全ではあるが、事前共有秘密に基づいている。問
題は、この秘密を動的に安全に共有することと、場合により（セッション鍵のように）ラ
ンダムにすることである。つまり、共有秘密を長期間にわたって安全に保つのは困難であ
り、多数の人々と共有することはほぼ不可能である。
【０１８９】
　この作業を容易にするために、秘密を共有せずに交換できる公開鍵アルゴリズムが考案
されている。
【０１９０】
＜非対称認証手続き＞
　非対称鍵に基づく認証では、一連のコマンドを使用してデータを受け渡ししながら、最
終的にはセキュアチャネル通信のためのセッション鍵を作る。その基本的プロトコルでは
、ＳＳＡシステムに対してユーザを認証する。多様なプロトコルにより、ユーザが使用し
たいＡＣＲを検証する相互認証や二因子認証も可能である。
【０１９１】
　ＳＳＡの非対称認証プロトコルでは、公開鍵基盤（ＰＫＩ）アルゴリズムおよびＲＳＡ
アルゴリズムを使用することが好ましい。これらのアルゴリズムで規定することで、認証
プロセスの各当事者に独自のＲＳＡ鍵対を作成することができる。各対は公開鍵および秘
密鍵からなる。これらの鍵は秘匿の鍵であるために、アイデンティティの証拠を提供する
ことはできない。ＰＫＩ層では、信頼された第三者機関が公開鍵の各々に署名することを
求められる。この信用機関の公開鍵は、互いを認証する当事者間で事前共有され、当事者
の公開鍵を検証するために使用されている。信用が成立すると（両当事者が相手方から提
供される公開鍵を信用できると判定すると）、プロトコルによる認証（各当事者が所有す
る秘密鍵の一致を検証する）と鍵の交換が続行される。これは、後述する図２２および２
３のチャレンジ・レスポンス機構によって行うことができる。
【０１９２】
　署名済みの公開鍵を含む構造は、証明書と称される。証明書に署名した信用機関は、証
明機関（ＣＡ）と称される。認証を受ける側は、ＲＳＡ鍵対と公開鍵の信頼性を立証する
証明書とを有する。証明書は、相手方（認証する側）が信用する証明機関によって署名さ
れる。認証する側には、信用ＣＡの公開鍵の所有が求められる。
【０１９３】
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　ＳＳＡは証明書連鎖に対応する。これは、識別される側の公開鍵が別のＣＡ、すなわち
識別する側が信用するＣＡとは異なるＣＡによって署名されることを意味する。この場合
の識別される側は、自分自身の証明書のほかに、その公開鍵に署名したＣＡの証明書を提
供する。この第２レベルの証明書さえも相手方によって信用されない（信用ＣＡによって
署名されていない）場合、第３レベルの証明書を提供することができる。この証明書連鎖
アルゴリズムでは、各当事者が公開鍵の認証に必要な証明書の完全なリストを所有する。
このことは、図２３および２４に例示されている。この種のＡＣＲによる相互認証に必要
な認証情報は、選択された長さを有するＲＳＡ鍵対である。
【０１９４】
＜ＳＳＡ証明書＞
　ＳＳＡは、［Ｘ．５０９］バージョン３デジタル証明書を採用する。［Ｘ．５０９］は
汎用規格であり、ここで説明するＳＳＡ証明書プロファイルは証明書の所定フィールドの
内容をさらに指定し、制限する。この証明書プロファイルは、証明書連鎖の管理のために
定められた信頼階層と、ＳＳＡ証明書の実証と、証明書失効リスト（ＣＲＬ）プロファイ
ルも規定する。
【０１９５】
　証明書は公開情報（内部の公開鍵として）とみなされ、したがって、暗号化されない。
しかしながら、証明書はＲＳＡ署名を含み、このＲＳＡ署名によって公開鍵やその他すべ
ての情報フィールドが改ざんされていないことを検証する。
【０１９６】
　［Ｘ．５０９］はＡＳＮ．１規格を使用した各フィールドのフォーマットを定め、ＡＳ
Ｎ．１規格ではデータ符号化にＤＥＲフォーマットを使用する。
【０１９７】
＜ＳＳＡ証明書の概要＞
　図２０および図２１に示されたＳＳＡ証明書管理アーキテクチャの一実施形態は、ホス
トの無限階層レベルと装置の３階層レベルからなるが、装置で使用する階層レベルは３レ
ベルより多い場合または３レベルより少ない場合がある。
【０１９８】
＜ホスト証明書階層＞
　装置は、２つの要素、すなわち、装置に記憶されたルートＣＡ証明書（ＡＣＲ認証情報
としてＡＣＲの作成時に記憶）と、装置への（その特定のＡＣＲへの）アクセスを試行す
るエンティティから提供される証明書／証明書連鎖とに基づいて、ホストを認証する。
【０１９９】
　ホスト証明機関は、それぞれのＡＣＲに対してルートＣＡ（ＡＣＲ認証情報に常駐する
証明書）としての役割を果たす。例えば、ある１つのＡＣＲにとってのルートＣＡは「ホ
スト１＿ＣＡ（レベル２）証明書」であり、別のＡＣＲにとってのルートＣＡは「ホスト
ルートＣＡ証明書」である。各々のＡＣＲに対して、ルートＣＡによって署名された証明
書（またはルートＣＡを末端エンティティ証明書までつなげる証明書連鎖）を保持するす
べてのエンティティが、末端事業者証明書の対応する秘密鍵を有している場合、そのＡＣ
Ｒにログインすることができる。前述のように、証明書は公知であり、秘密にされない。
【０２００】
　ルートＣＡによって発行された証明書（ならびに対応する秘密鍵）の所有者は誰でもそ
のＡＣＲにログイン可能であるということは、ある特定のＡＣＲに対する認証がそのＡＣ
Ｒの認証情報に記憶されたルートＣＡの発行者によって決まることを意味する。換言する
と、ルートＣＡの発行者がＡＣＲの認証方式を管理するエンティティになりうる。
【０２０１】
＜ホストルート証明書＞
　ルート証明書は、ログインを試行するエンティティ（ホスト）の公開鍵の検証を開始す
るためにＳＳＡが使用している信用ＣＡ証明書である。この証明書は、ＡＣＲの作成時に
ＡＣＲ認証情報の一部として提供される。これはＰＫＩシステムに対する信用の根元にあ
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たるものであり、したがって、信用されたエンティティ（父ＡＣＲ、または製造／構成信
頼環境）から提供されることが前提となる。この証明書を検証するＳＳＡは、その公開鍵
を使用して証明書の署名を検証する。ホストルート証明書は暗号化された状態で不揮発性
メモリ（図１には示されていない）に記憶され、装置の秘密鍵にアクセスできるのは、好
ましくは図１のシステム１０のＣＰＵ１２のみである。
【０２０２】
＜ホスト証明書連鎖＞
　これらの証明書は認証中にＳＳＡへ提供される。連鎖の処理が完了した後にホストの証
明書連鎖を再収集して装置に記憶することはすべきでない。
【０２０３】
　図２０は、多数の異なるホスト証明書連鎖を示す、ホスト証明書レベル階層の概略図で
ある。図２０に示すように、ホスト証明書は多数の異なる証明書連鎖を有することがあり
、ここでは３つの証明書連鎖のみが例示されている。
　Ａ１．ホストルートＣＡ証明書５０２、ホスト１＿ＣＡ（レベル２）証明書５０４、お
よびホスト証明書５０６
　Ｂ１．ホストルートＣＡ証明書５０２、ホストｎ＿ＣＡ（レベル２）証明書５０８、ホ
スト１＿ＣＡ（レベル３）証明書５１０、ホスト証明書５１２
　Ｃ１．ホストルートＣＡ証明書５０２、ホストｎ＿ＣＡ（レベル２）証明書５０８、ホ
スト証明書５１４
【０２０４】
　前述した３つの証明書連鎖Ａ１、Ｂ１、およびＣ１は、ホストの公開鍵が真正であるこ
とを証明するために使用されてもよい、３つの考えられるホスト証明書連鎖を例示するも
のである。前述した証明書連鎖Ａ１と図２０とを参照し、ホスト１のＣＡ（レベル２）証
明書５０４の公開鍵はホストルートＣＡの秘密鍵（すなわち、公開鍵のダイジェストを暗
号化することによって）によって署名され、この公開鍵はホストルートＣＡ証明書５０２
にある。さらに、ホスト証明書５０６のホスト公開鍵は、ホスト１のＣＡ（レベル２）の
秘密鍵によって署名され、この公開鍵はホスト１ＣＡ（レベル２）証明書５０４において
提供される。したがって、ホストルートＣＡの公開鍵を有するエンティティは、前述した
証明書連鎖Ａ１の信頼性を検証できることになる。このエンティティは最初のステップと
して、ホストから送信されたホスト１のＣＡ（レベル２）証明書５０４の署名済み公開鍵
を、自身が所有するホストルートＣＡの公開鍵を使用して復号化し、復号化した署名済み
公開鍵を、ホストから送信されたホスト１のＣＡ（レベル２）証明書５０４の署名されて
いない公開鍵のダイジェストと比較する。２つが一致する場合、ホスト１のＣＡ（レベル
２）の公開鍵は認証され、エンティティは次に、ホストから送信されたホスト証明書５０
６の中にあるホスト１のＣＡ（レベル２）の秘密鍵によって署名されたホストの公開鍵を
、ホスト１のＣＡ（レベル２）の認証済み公開鍵を使用して復号化することになる。この
復号化された署名済みの値が、ホストから送信されたホスト証明書５０６の中にある公開
鍵のダイジェストの値に一致する場合、ホストの公開鍵も認証される。証明書連鎖Ｂ１お
よびＣ１を使用した認証も同様に行われる。
【０２０５】
　連鎖Ａ１が関わる前述したプロセスから分かるように、ホストから送信されエンティテ
ィによって検証される必要のある最初の公開鍵は、ホストルートＣＡ証明書ではなく、ホ
スト１のＣＡ（レベル２）の公開鍵である。このため、ホストがエンティティへ送信する
必要があるものは、ホスト１のＣＡ（レベル２）証明書５０４とホスト証明書５０６であ
って、ホスト１のＣＡ（レベル２）証明書は連鎖の中で最初に送信される必要があること
になる。前述したように、証明書の検証順序は次の通りである。検証する側のエンティテ
ィ、すなわちこの場合のメモリ装置１０はまず、連鎖の中で最初の証明書の公開鍵の真性
を検証し、この場合のものはルートＣＡの下に位置するＣＡの証明書５０４である。この
証明書の公開鍵が真正であることを検証した後、装置１０は次の証明書の検証に進み、こ
の場合のものはホスト証明書５０６である。証明書連鎖が３つ以上の証明書を含む場合の
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検証順序も同様に、ルート証明書のすぐ下に位置する証明書から始まり、認証の対象とな
るエンティティの証明書で終わる。
【０２０６】
＜装置証明書階層＞
　ホストは２つの要素、すなわちホストに記憶された装置ルートＣＡと、装置からホスト
へ提供される（ＡＣＲの作成時に認証情報として装置に提供される）証明書／証明書連鎖
とに基づいて装置を認証する。ホストによる装置の認証プロセスは、前述した装置による
ホスト認証プロセスに類似している。
【０２０７】
＜装置証明書連鎖＞
　これらの証明書は、ＡＣＲの鍵対の証明書である。これらの証明書は、ＡＣＲの作成時
にカードに提供される。ＳＳＡはこれらの証明書を個別に記憶し、認証の際にはそれらを
１つずつホストに提供する。ＳＳＡは、これらの証明書を使用してホストを認証する。装
置は３つの証明書からなる連鎖を処理しうるが、使用される証明書数が３以外になる場合
がある。証明書の数は、ＡＣＲによって変わることがある。これは、ＡＣＲが作成される
ときに決まる。装置はホストに向けて証明書連鎖を送信しうるが、証明書連鎖データを使
用するわけではないので、証明書連鎖を解析する必要はない。
【０２０８】
　図２１は、記憶装置などのＳＳＡを使用する装置で１～ｎ種類の証明書連鎖を示す、装
置証明書レベル階層の概略図である。図２１に例示されたｎ種類の証明書連鎖は次の通り
である。
　Ａ２．装置ルートＣＡ証明書５２０、装置１ＣＡ（製造業者）証明書５２２、装置証明
書５２４
　Ｂ２．装置ルートＣＡ証明書５２０、装置ｎ　ＣＡ（製造業者）証明書５２６、装置証
明書５２８
【０２０９】
　ＳＳＡ装置は、それぞれ独自の装置ＣＡ証明書を有する１～ｎ種類の製造業者によって
製造されうる。したがって、ある特定の装置の装置証明書の公開鍵はその異なる製造業者
の秘密鍵によって署名され、製造業者の公開鍵は装置ルートＣＡの秘密鍵によって署名さ
れる。装置の公開鍵を検証する方法は、前述したホストの公開鍵の場合の方法に類似する
。ホストについて前述した連鎖Ａ１の検証の場合と同様に、装置ルートＣＡ証明書を送信
する必要はなく、連鎖の中で送信すべき最初の証明書は装置ｉ＿ＣＡ（製造業者）証明書
であって、その後に装置証明書が続き、ｉは１～ｎの整数である。
【０２１０】
　図２１に示す実施形態において、装置は２つの証明書、つまり装置ｉ＿ＣＡ（製造業者
）証明書と、その後に自身の装置証明書とを送信する。装置ｉ＿ＣＡ（製造業者）証明書
は、このような装置を製造し、装置の公開鍵に署名するための秘密鍵を提供する製造業者
の証明書である。装置ｉ＿ＣＡ（製造業者）証明書を受信したホストは、自身が所有する
ルートＣＡの公開鍵を使用して装置ｉ＿ＣＡ（製造業者）公開鍵を復号化し、検証する。
ホストはこの検証に失敗した場合、プロセスを中断し、認証が失敗したことを装置に通知
する。ホストが認証に成功した場合、次の証明書を求める要求を装置へ送信する。この後
、装置は自身の装置証明書を送信し、ホストはこれを同様に検証する。
【０２１１】
　図２２および図２３は、前述した検証プロセスをさらに詳しく示すものである。図２２
の「ＳＳＭシステム」は、本明細書で説明するＳＳＡシステムと後述するその他の機能と
を実行するソフトウェアモジュールである。ＳＳＭは、ソフトウェアまたはコンピュータ
コードとして具体化することができ、メモリ２０またはＣＰＵ１２の不揮発性メモリ（図
示せず）にデータベースを記憶し、ＲＡＭ＿１２ａに読み込まれてＣＰＵ＿１２によって
実行される。
【０２１２】
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　図２２に示すように、装置１０のＳＳＭシステム５４２がホストシステム５４０を認証
するプロセスには、３つの段階がある。最初の公開鍵検証段階では、ホストシステム５４
０が、ＳＳＭコマンドでホスト証明書連鎖をＳＳＭシステム５４２へ送信する。ＳＳＭシ
ステム５４２は、ホスト証明書５４４の真性とホスト公開鍵５４６の真性を、ＡＣＲ５５
０のホストルート証明書５４８にあるルート証明機関公開鍵を用いて検証する（ブロック
５５２）。ルート証明機関とホストの間に中間証明機関が介在する場合、中間証明書５４
９もブロック５５２の検証に使用される。検証またはプロセス（ブロック５５２）が成功
したと仮定し、ＳＳＭシステム５４２は、この後、第２段階へ進む。
【０２１３】
　ＳＳＭシステム５４２は乱数５５４を生成し、これを質問としてホストシステム５４０
に送信する。システム５４０はホストシステムの秘密鍵５４７を使用して乱数５５４に署
名し（ブロック５５６）、質問に対する回答として署名済みの乱数を送信する。その回答
はホスト公開鍵５４６を使用して復号化され（ブロック５５８）、乱数５５４と比較され
る（ブロック５６０）。復号化された回答が乱数５５４に一致したと仮定すると、チャレ
ンジ・レスポンスは成功である。
【０２１４】
　第３段階では、ホスト公開鍵５４６を使用して乱数５６２を暗号化する。この乱数５６
２は、この後、セッション鍵となる。ホストシステム５４０は、ＳＳＭシステム５４２か
らの暗号化数５６２を秘密鍵を使用して復号化（ブロック５６４）することによってセッ
ション鍵を得ることができる。このセッション鍵により、ホストシステム５４０とＳＳＭ
システム５４２との間でセキュア通信が開始されうる。図２２に示す一方向非対称認証で
は、装置１０のＳＳＭシステム５４２によってホストシステム５４０が認証される。図２
３は、図２２の一方向認証プロトコルに類似した双方向相互認証プロセスを示すプロトコ
ル図であり、図２３ではＳＳＭシステム５４２もホストシステム５４０によって認証され
る。
【０２１５】
　図２４は、本発明の一実施形態を例示する証明書連鎖５９０の図である。前述したよう
に、検証する場合に提示する必要がある証明書連鎖は、多数の証明書を含むことがある。
図２４の証明書連鎖は全部で９つの証明書を含み、認証する場合にはこれらの証明書をす
べて検証することが必要となる場合がある。背景技術の節で先に説明したように、既存の
証明書検証システムでは、送信される証明書連鎖に不備があったり、証明全体が送信され
たり、証明書が特定の順序で送信されないと、受信側は証明書を一通り受信し記憶するま
で証明書を解析することができない。しかし、連鎖に含まれる証明書の数は事前に分から
ないため、問題が生じることがある。長さが不確かな証明書連鎖を記憶するために大量の
記憶容量を確保する必要になることがある。これは検証を実施する記憶装置にとって問題
になることがある。
【０２１６】
　本発明の一実施形態は、証明書連鎖が記憶装置によって検証される順序と同じ順序でホ
スト装置がその証明書連鎖を送信するシステムによって、この問題を軽減できるという認
識に基づく。それゆえ、図２４に示すように、証明書の連鎖５９０は、ホストルート証明
書のすぐ下に位置する証明書５９０（１）から始まり、ホスト証明書である証明書５９０
（９）で終わる。したがって、装置１０はまず、証明書５９０（１）で公開鍵を検証し、
その後に証明書５９０（２）で公開鍵の検証などを行い、最後に証明書５９０（９）でホ
スト公開鍵を検証する。これで、証明書連鎖５９０全体の検証プロセスは完了する。それ
ゆえ、ホスト装置が証明書連鎖５９０を検証と同じ順序でメモリ装置１０へ送信する場合
、メモリ装置１０は証明書を受信するたびに検証を開始することができ、連鎖５９０に含
まれる９つの証明書全部が受信されるまで待つ必要はない。
【０２１７】
　それゆえ、ホスト装置は、一実施形態において、メモリ装置１０に対して連鎖５９０の
証明書を一度に１つずつ送信する。メモリ装置１０は、一度に１つの証明書を記憶するこ
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とになる。連鎖の中の最後の証明書を除き、検証済みの証明書は、ホストから送信される
次の証明書で上書きすることができる。このように、メモリ装置１０には、いつも１つだ
けの証明書を記憶する容量を確保する必要がある。
【０２１８】
　メモリ装置は、連鎖５９０全体が受信されていることを知る必要がある。それゆえ、最
後の証明書５９０（９）には、これが連鎖の中で最後の証明書であることを伝える標識ま
たは標示を含んでいることが好ましい。これを例示する図２５の表は、ホストからメモリ
装置１０へ送信される証明書バッファに先行する制御セクタ内の情報を示す。図２５に示
すように、証明書５９０（９）の制御セクタには、引数名「最終」フラグがある。メモリ
装置１０は、「最終」フラグが設定されているかどうかをチェックして受信した証明書が
連鎖における最終証明書であるかどうかを判定することにより、連鎖の中で証明書５９０
（９）が最後の証明書であることを検証することができる。
【０２１９】
　代替的な実施形態では、連鎖５９０の証明書を１つずつ送信するのではなく、１つ、２
つ、または３つの証明書からなるグループで送信してもよい。当然ながら、グループで使
用する証明書の数は異なる場合も、あるいは同じになる場合もある。それゆえ、連鎖５９
０には５つの連続する証明書列５９１、５９３、５９５、５９７、および５９９がある。
それぞれの列は、少なくとも１つの証明書を含む。ある１つの証明書の列には、連鎖の中
で該当する１列の先行列に隣接する証明書（先頭証明書）と、連鎖の中で該当する１列の
後続列に隣接する証明書（終端証明書）と、先頭証明書と終端証明書との間にある全ての
証明書が含まれる。例えば、列５９３の中には、全部で３つの証明書５９０（２）、証明
書５９０（３）、および証明書５９０（４）がある。メモリ装置１０による５つの証明書
の列の検証は５９１、５９３、５９５、５９７の順で行われ、５９９で終わる。したがっ
て、５つの列がメモリ装置１０によって実施される検証と同じ順序で送信され、受信され
る場合、検証済みの列をメモリ装置で記憶する必要はなくなり、最後の列を除く列はいず
れも、ホストから到着する次の列で上書きされうる。前の実施形態と同様に、連鎖内の最
後の証明書には標識、例えばこれが連鎖における最後の証明書であることを伝える特定の
値に設定されたフラグを含むことが望ましい。この実施形態では、メモリ装置は、５つの
列のうち、証明書数が最も多い列の証明書を記憶する十分な容量を確保するだけでよい。
それゆえ、ホストが送ろうとする列のうちの最も長い列を事前にメモリ装置１０に知らせ
る場合、メモリ装置１０は、最も長い列のための十分な容量を確保するだけでよい。
【０２２０】
　ホストによって送信される連鎖の中の各証明書の長さは、その証明書によって証明され
る公開鍵の長さの４倍以下であることが好ましい。同様に、メモリ装置の公開鍵を証明す
るためにメモリ装置１０からホスト装置へ送信される証明書の長さは、その証明書によっ
て証明される公開鍵の長さの４倍以下であることが好ましい。
【０２２１】
　図２６のフローチャートは、前述した証明書連鎖検証の実施形態を示すものであり、こ
こでは簡単にするために、各グループ内の証明書数を１と仮定する。図２６に示すように
、ホストは、カードに向けて連鎖内の証明書を順次送信する。連鎖の中の第１の証明書（
前述したように、通常はルート証明書の後続証明書）から始まって、カードは、認証の対
象となるホストから証明書連鎖を順次受信する（ブロック６０２）。そしてカードは、受
信する証明書の各々を検証し、証明書のいずれかで検証に失敗した場合はプロセスを中止
する。カードは、証明書のいずれかで検証に失敗した場合、ホストに通知する（ブロック
６０４、６０６）。この後、カードは、最後の証明書が受信され検証されたかどうかを検
出する（菱形６０８）。最終証明書が受信されずに検証されていなければ、カードはブロ
ック６０２まで戻り、ホストからの証明書の受信および検証を続ける。最終証明書が受信
されて検証されれば、カードは証明書検証の後に続く次の段階へ進む（６１０）。図２６
とそれ以降の図の内容は、例としてメモリカードについて言及しているが、物理的形態が
メモリカードではないメモリ装置にもこれらの内容が適用されうることは理解されよう。
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【０２２２】
　図２７は、カードがホストを認証するときに、ホストによって実行されるプロセスを示
す。図２７に示すように、ホストは、連鎖の中の次の証明書をカードに送信する（ブロッ
ク６２０）（典型的に、ルート証明書の後続証明書から始まる）。ホストは、認証の失敗
を伝える中止通知がカードから受信されているかどうかを判定する（菱形６２２）。中止
通知が受信されていれば、ホストは停止する（ブロック６２４）。中止通知が受信されて
いなければ、ホストは送信された最後の証明書で「最終フラグ」が設定されているかどう
かをチェックすることにより、連鎖の最終証明書が送信済みかどうかを確認する（菱形６
２６）。最終証明書が送信済みであれば、ホストは証明書検証の後に続く次の段階に進む
（ブロック６２８）。図２２および２３に示すように、次の段階はチャレンジ・レスポン
スであり、その後にセッション鍵の作成が続いてもよい。連鎖の最終証明書が送信済みで
なければ、ホストはブロック６２０まで戻り、連鎖内の次の証明書を送信する。
【０２２３】
　図２８および図２９は、カードが認証されるときに、カードおよびホストが取るアクシ
ョンを示す。図２８に示すように、カードは開始後、連鎖の中で証明書の送信を求めるホ
ストからの要求を待つ（ブロック６３０、菱形６３２）。ホストから要求が受信されなけ
れば、カードは菱形６３２に戻ることになる。ホストから要求が受信される場合、カード
は連鎖の中の次の証明書を送信することになり、これは送信されるべき最初の証明書から
始まる（典型的に、ルート証明書の後続証明書から始まる）（ブロック６３４）。カード
は、ホストから失敗通知が受信されたかどうかを判定する（菱形６３６）。失敗通知が受
信されている場合、カードは停止する（ブロック６３７）。失敗通知が受信されていない
場合、カードは最終証明書が送信済みかどうかを判定する（菱形６３８）。最終証明書が
送信済みでなければ、カードは菱形６３２まで戻り、連鎖内の次の証明書の送信を求める
次の要求をホストから受信するまで待つ。最終証明書が送信済みであれば、カードは次の
段階に進む（ブロック６３９）。
【０２２４】
　図２９は、カードが認証されるときにホストが取るアクションを示す。ホストは、連鎖
内の次の証明書を求める要求をカードに送り、これは送信されるべき最初の証明書に対す
る要求から始まる（ブロック６４０）。ホストは、この後、受信する各々の証明書を検証
し、検証に失敗した場合はプロセスを中止し、カードに通知する（ブロック６４２）。検
証に合格した場合、ホストは最終証明書が受信済みで検証に成功しているかどうかをチェ
ックする（菱形６４４）。最終証明書が受信されておらず検証が成功していなければ、ホ
ストはブロック６４０まで戻り、連鎖内の次の証明書を求める要求を送信する。最終証明
書が受信済みで検証が成功している場合、ホストは証明書検証に続く次の段階に進む（ブ
ロック６４６）。
【０２２５】
＜証明書失効＞
　発行された証明書は、その有効期間全体にわたって使用されることが予想される。しか
し、様々な事情から、有効期間の満了の前に証明書が無効になる場合がある。名称の変更
、対象とＣＡとの関係の変化（例えば、従業員の退職）、対応する秘密鍵の侵害または侵
害の疑い等がこれにあたる。このような場合には、ＣＡが証明書を無効にする必要がある
。
【０２２６】
　ＳＳＡにおける証明書の失効には別の方法があり、ＡＣＲは各々が別々の証明書失効制
度によって構成されうる。まず、失効制度をサポートしない形にＡＣＲを構成することが
できる。この場合の各証明書は、有効期限まで有効とみなされる。証明書失効リスト（Ｃ
ＲＬ）を使用することもできる。さらに別の代案として、後述するようにある特定のアプ
リケーションに失効制度を限定する、つまりアプリケーション別の限定となるようにして
もよい。ＡＣＲでは、失効値を指定することによって、３つの失効制度のどれが採用され
ているかを指定する。失効制度なしで作成されたＡＣＲでは、そのＡＣＲの所有者が決定
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する失効制度を採用することができる。メモリ装置証明書の失効は、ＳＳＡセキュリティ
システムではなくホストによって執行される。ホストルート証明書の失効管理はＡＣＲの
所有者が担当し、これはＡＣＲの認証情報を更新することによって行われる。
【０２２７】
＜証明書失効リスト（ＣＲＬ）＞
　ＳＳＡシステムで失効制度を使用するには、各ＣＡが証明書失効リスト（ＣＲＬ）と呼
ばれる署名済みデータ構造を定期的に発行する。ＣＲＬは、失効した証明書を識別するタ
イムスタンプ付きリストであり、ＣＡ（該当する証明書を発行したＣＡ）によって署名さ
れ、一般に公開されて自由に利用することができる。ＣＲＬの中では、失効した証明書を
、それぞれの証明書通し番号で識別する。ＣＲＬのサイズは、任意なものであって、期限
切れ前に失効する証明書の数で決まる。（例えば、ホストのアイデンティティを検証する
ために）証明書を使用する装置は、証明書の署名（ならびに有効性）をチェックするだけ
でなく、ＣＲＬを通じて受信された通し番号のリストにこれを照らして検証する。証明書
の発行元にあたるＣＡから発行されるＣＲＬでその証明書の識別情報、例えば、通し番号
が見つかる場合、これは、その証明書が失効し、もはや有効でないことを意味する。
【０２２８】
　証明書の有効性を検査する目的をＣＲＬで果たすには、ＣＲＬについても、これが真正
であることを検証する必要がある。ＣＲＬには、その発行元にあたるＣＡの秘密鍵を使用
して署名し、ＣＡの公開鍵を使用して署名済みＣＲＬを復号化することによってこれが真
正であることを検証することができる。復号化されたＣＲＬが、無署名ＣＲＬのダイジェ
ストに一致する場合、そのＣＲＬに改ざんがなく、真正であることを意味する。ＣＲＬの
ダイジェストを得るためにハッシュアルゴリズムを使用して頻繁にＣＲＬのハッシュ計算
が行われ、そのダイジェストはＣＡの秘密鍵で暗号化される。ＣＲＬが有効かどうかを検
証するには、ＣＡの公開鍵を使用して署名済みＣＲＬ（すなわち、ハッシュ化および暗号
化されたＣＲＬ）を復号化し、復号化されハッシュ化されたＣＲＬ（すなわち、ＣＲＬの
ダイジェスト）を得る。そして、これをハッシュ化ＣＲＬと比較する。それゆえ、検証プ
ロセスでは、復号化されハッシュ化されたＣＲＬとの比較のためのＣＲＬのハッシュ計算
ステップを頻繁に伴うことがある。
【０２２９】
　ＣＲＬ方式の特徴の１つとして、（ＣＲＬを使用した）証明書の妥当性の検証は、ＣＲ
Ｌの入手とは別に実施することができる。ＣＲＬもまた適切な証明書の発行元によって署
名され、証明書の検証と同様に、ＣＲＬの発行元にあたるＣＡの公開鍵を使用して前述し
たように検証される。メモリ装置は、署名がＣＲＬのものであることを検証し、さらにＣ
ＲＬの発行元と証明書の発行元との一致を検証する。ＣＲＬ方式の別の特徴として、ＣＲ
Ｌは証明書自体と全く同じ方法で、（具体的には信頼性のないサーバと信頼性のない通信
を通じて、）提供することができる。Ｘ．５０９規格には、ＣＲＬとその特徴が詳述され
ている。
【０２３０】
＜ＣＲＬのためのＳＳＡ基盤＞
　ＳＳＡは、ＣＲＬ方式を使用したホスト失効のための基盤を提供する。ＣＲＬ失効制度
を採用するＲＳＡ方式ＡＣＲで認証するとき、ホストは、Ｓｅｔ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔ
ｅコマンドに対して追加のフィールドとして、１つのＣＲＬ（恐らく、発行元ＣＡによっ
て無効にされた証明書がない場合は空のＣＲＬ）を加える。このフィールドには、証明書
の発行元によって署名されたＣＲＬが含まれる。このフィールドが存在する場合、メモリ
装置１０は最初にＳｅｔ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅコマンドで証明書を検証する。ＣＲＬ
リポジトリの入手とアクセスは、全面的にホストが担当する。ＣＲＬが有効であり続ける
期間（ＣＲＬ有効期間、すなわちＣＥＴ）も、ＣＲＬと併せて発行される。現在の時間が
この期間から外れていることが検証中に判明すると、そのＣＲＬには不備があるとみなさ
れ、証明書の検証に使用することはできない。その結果、証明書の認証は失敗する。
【０２３１】
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　従来の証明書検証方法では、認証する側または検証する側のエンティティが、証明書失
効リストを所有しているかあるいは証明機関（ＣＡ）から取り込むことができ、認証のた
めに提示される証明書の通し番号をリストに照らしてチェックし、提示された証明書が失
効しているかどうかが判定されるはずである。認証または検証する側のエンティティがメ
モリ装置の場合、そのメモリ装置自体が使用されなかったら、ＣＡから証明書失効リスト
が取り込まれていない可能性がある。装置に予め記憶された証明書失効リストが時間を経
て古くなると、インストールされた日より後に失効した証明書はリストに現れない。その
結果、ユーザは、失効した証明書を使用してその記憶装置にアクセスすることになる。こ
れは望ましくない。
【０２３２】
　一実施形態において、認証を受けようとするエンティティが、認証の対象となる証明書
と併せて証明書失効リストを、認証する側のエンティティ（例えばメモリ装置１０）に提
示するシステムによって、前述した問題を解決できる可能性がある。認証する側のエンテ
ィティは、受信した証明書の信頼性と証明書失効リストの信頼性を検証する。認証する側
のエンティティは、失効リストで証明書の識別情報の有無、例えば証明書の通し番号の有
無をチェックすることにより、証明書が失効リストに登記されているかどうかをチェック
する。
【０２３３】
　前述したことを踏まえ、ホスト装置とメモリ装置１０との相互認証に、非対称認証方式
を使用することができる。メモリ装置１０の認証を受けようとするホスト装置は、証明書
連鎖および対応するＣＲＬの両方を提供する必要がある。一方、ホスト装置は予めＣＡに
接続してＣＲＬを入手しているため、ホスト装置がメモリ装置１０を認証するとき、メモ
リ装置は、証明書または証明書連鎖と併せて、ＣＲＬをホスト装置に提示する必要はない
。
【０２３４】
　種々の内蔵または独立型ミュージックプレーヤ、ＭＰ３プレーヤ、携帯電話機、個人用
携帯情報端末、およびノートブックコンピュータなど、近年コンテンツの再生に使用でき
る種々のタイプの携帯型装置は増えている。証明機関から証明書検証リストへアクセスす
るため、そのような装置をワールド・ワイド・ウェブに接続することは可能であるが、多
数のユーザは典型的に、ウェブに毎日接続するのではなく、例えば数週間に一度、新たな
コンテンツを入手したり契約を更新したりするときに、これを行う。そのようなユーザに
とって、証明機関からより頻繁に証明書失効リストを入手するのは面倒な場合がある。そ
のようなユーザについて、証明書失効リスト、さらに必要であれば被保護コンテンツへア
クセスする場合に記憶装置に提示する必要のあるホスト証明書を、好ましくは記憶装置自
体の非保護領域に記憶してもよい。多くのタイプの記憶装置（例えば、フラッシュメモリ
）で、記憶装置の非保護領域は、記憶装置自体によって管理されるのではなく、ホスト装
置によって管理される。これにより、ユーザはより新しい証明書失効リストを入手するた
め（ホスト装置を通じて）ウェブに接続する必要がない。ホスト装置は、記憶装置の非保
護領域からそのような情報を検索し、その後、記憶装置またはメモリ装置に証明書とリス
トを提示して、記憶装置の被保護コンテンツにアクセスすることができる。被保護コンテ
ンツにアクセスするための証明書とその対応する証明書失効リストは、典型的に一定の期
間にわたって有効であるため、それらが有効である限り、ユーザは最新の証明書または証
明書失効リストを入手する必要はない。このため、ユーザは、適度に長い期間にわたって
有効な証明書と証明書失効リストを容易く入手でき、最新情報を得るために証明機関に接
続する必要はない。
【０２３５】
　図３０および図３１のフローチャートには、前述したプロセスが示されている。図３０
に示すように、ホスト２４は、認証のためにメモリ装置に提示する証明書に付随するＣＲ
Ｌを、メモリ装置１０の非保護公開領域から読み出す（ブロック６５２）。ＣＲＬはメモ
リの非保護領域に記憶されているため、ホストによるＣＲＬの入手より前に認証は必要で
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ない。ＣＲＬはメモリ装置の公開領域に記憶されているため、ＣＲＬの読出しはホスト装
置２４によって管理される。そして、ホストは、ＣＲＬを検証の対象となる証明書と併せ
てメモリ装置へ送信し（ブロック６５４）、メモリ装置１０から失敗通知を受け取らなけ
れば次の段階へ進む（ブロック６５６）。図３１を参照し、メモリ装置はホストからＣＲ
Ｌおよび証明書を受信し（ブロック６５８）、ＣＲＬにおける証明書通し番号の有無やそ
の他の点（例えば、ＣＲＬが失効しているかどうか）をチェックする（ブロック６６０）
。証明書通し番号がＣＲＬで見つかるか、あるいはその他の理由で失敗に終わる場合、メ
モリ装置はホストに失敗通知を送信する（ブロック６６２）。このように、同じＣＲＬを
異なるホストの認証に使用できるため、それぞれのホストはメモリ装置の公開領域に記憶
されたＣＲＬを入手することができる。前述したように、ＣＲＬを使用して検証する証明
書もまた、ユーザの便宜を図るため、メモリ装置１０の非保護領域に、ＣＲＬと併せて記
憶されていることが好ましい。しかしながら、メモリ装置に対して認証する場合に証明書
を使用できるホストは、証明書の発行を受けたホストのみである。
【０２３６】
　図３２に示すように、ＣＲＬのフィールドに次回の更新時間が含まれる場合、装置１０
のＳＳＡは、現在の時間をこの時間に照らしてチェックし、現在の時間がこの時間を過ぎ
ているかどうかを確認し、過ぎている場合は認証が失敗する。それゆえ、ＳＳＡは、現在
の時間（またはメモリ装置１０でＣＲＬを受信した時間）に照らしてＣＥＴをチェックす
るばかりでなく、次回更新の時間もチェックすることが好ましい。
【０２３７】
　前述したように、ＣＲＬに含まれる失効済み証明書の識別情報のリストが長くなると、
リストの処理（例えば、ハッシュ計算）と、ホストによって提示される証明書の通し番号
の検索とに時間を要し、処理と検索が順次に行われる場合は特に時間がかかる。それゆえ
、このプロセスを加速するために、処理と検索とを同時に行ってもよい。さらに、ＣＲＬ
の全体を受信した後でないとＣＲＬの処理と検索にかかれない場合にも、プロセスに時間
がかかることがある。本出願人らは、ＣＲＬの一部分を受信の時点で（その都度）処理し
検索すれば、ＣＲＬの最終部分を受信するときにはプロセスは完了間際となり、プロセス
が捗ることに気付いた。
【０２３８】
　図３３および図３４は、前述した失効制度の特徴を示す。認証する側のエンティティ（
例えば、メモリカードなどのメモリ装置）では、認証を受けようとするエンティティから
、証明書およびＣＲＬを受信する（ブロック７０２）。暗号化されていないＣＲＬの一部
分を処理し（例えば、ハッシュ化し）、それと同時に、提示された証明書の識別情報（例
えば、通し番号）をそのような部分で検索する。処理された（例えば、ハッシュ化された
）ＣＲＬ部分は、ハッシュ化された完全ＣＲＬにコンパイルされ、完全に復号化されハッ
シュ化されたＣＲＬと比較される。完全に復号化されハッシュ化されたＣＲＬは、認証を
受ける側のエンティティから受信した復号化されたＣＲＬ部分をコンパイルすることによ
って、形成される。一致しないことが比較で明らかになる場合、認証は失敗に終わる。ま
た、認証する側のエンティティは、現在の時間に照らして、ＣＥＴと次回更新時間の両方
をチェックする（ブロック７０６、７０８）。提示された証明書の識別情報がＣＲＬに記
載されていることが判明した場合、あるいは現在の時間がＣＥＴの範囲内にない場合、あ
るいはＣＲＬの次回更新時間が過ぎている場合にも、認証は失敗に終わる（ブロック７１
０）。ハッシュ化されたＣＲＬ部分と、復号化されハッシュ化されたＣＲＬ部分とを、組
み立てるために記憶する場合、大量の記憶容量を必要としない場合がある。
【０２３９】
　認証を受けようとするエンティティ（例えば、ホスト）は、その証明書とＣＲＬを、認
証する側のエンティティへ送信し（ブロック７２２）、次の段階へ進む（ブロック７２４
）。これは図３４に示されている。
【０２４０】
　エンティティが認証のために証明書連鎖を提示する場合にも、前述したものと同様のプ
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ロセスを実施することができる。この場合、連鎖の中の各証明書とその対応するＣＲＬに
つき、前述したプロセスを繰り返す必要がある。各証明書とそのＣＲＬを受信したら、そ
の都度処理することができ、証明書連鎖の残りの部分とその対応するＣＲＬの受信を待た
なくてよい。
【０２４１】
　前述の一部の実施形態では、認証を受けることを望むホストまたはエンティティは、認
証の対象となる証明書と併せて、証明書失効リストを認証する側のエンティティに提示す
る。これらの実施形態では、証明機関から証明書失効リストを取り込むことができない不
揮発性記憶装置に、エンティティの認証時に更新された証明書失効リストを利用すること
ができる。しかしながら、これらの実施形態では、ホストを頼りに最新の証明書失効リス
トを提供し、ホストは証明機関から証明書失効リストを取り込むことができることを前提
としている。非接続ホスト、例えばＭＰ３プレーヤは、認証中に不揮発性記憶装置に提示
するための最新の証明書失効リストを取り込むことができないことがある。その結果、非
接続ホストは、認証プロセス中に不揮発性記憶装置に、証明書失効リストの古いバージョ
ンを提示してよい。
【０２４２】
　別の実施形態では、不揮発性記憶装置に提示される証明書失効リストの最新バージョン
を記憶（キャッシュ）することによって、この問題が回避される。新たに製造されるカー
ドは、製造中に得られる最新または現在の証明書失効リストがプログラムされてもよい。
認証中にホストがキャッシュされた失効リストを提供しない場合には、このキャッシュさ
れた失効リストを不揮発性記憶装置に使用してもよい。さらに、ホスト装置が同じ機関か
ら発行された証明書失効リストの古いバージョンを提示するとき、不揮発性記憶装置は、
その記憶された証明書失効リストを使用してもよい。また、不揮発性記憶装置では、認証
を受けることを求めるホストまたはエンティティから更新された証明書失効リストを提示
されるとき、その証明書失効リストをオポチュニスティックに更新してもよい。それゆえ
、別の実施形態では、証明書が失効しているかどうかを判定する方法および不揮発性記憶
装置が開示される。この実施形態では、不揮発性記憶装置は、ホストのこの装置への認証
を試行するために、ホストから証明書を受信する。不揮発性記憶装置は、証明書失効リス
トを含み、ホストに動作可能に結合される。そして、不揮発性記憶装置は、証明書失効リ
ストの中にある証明書のリファレンスを検索することによって、証明書が失効しているか
どうかを判定する。この実施形態では、証明書失効リストは、不揮発性記憶装置がホスト
から不揮発性記憶装置への認証を試行するために証明書を受信する前にキャッシュされて
最新とされる。証明書失効リストの中にある証明書に対するリファレンスが、検索によっ
て生成されると、ホストによる認証の試行は拒絶される。
【０２４３】
　不揮発性記憶装置がホストから証明書失効リストを受信すると、不揮発性記憶装置は、
ホストから受信した証明書失効リストを検証し、受信された証明書失効リストが不揮発性
記憶装置の中にある現在の証明書失効リストよりも新しいかどうかを判定する。受信され
た証明書失効リストが検証されて、不揮発性記憶装置の中にある現在の証明書失効リスト
よりも新しければ、現在の証明書失効リストはホストから受信された新しい証明書失効リ
ストに置換される。そして、不揮発性記憶装置に過去に記憶された現在の証明書失効リス
トを使用する代わりに、新しい証明書失効リストが使用されて、ホストからの証明書が失
効しているかどうかが判定される。
【０２４４】
　不揮発性記憶装置がホストから証明書失効リストを受信し、不揮発性記憶装置がその発
行機関からの証明書失効リストを現在記憶していない場合、不揮発性記憶装置が首尾よく
検証されているならば、不揮発性記憶装置は受信された証明書失効リストを記憶し使用す
る。
【０２４５】
　証明書失効リストは、証明書失効リストを記憶する専用のメモリの領域などの、不揮発
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性記憶装置１０のメモリの中に記憶されてもよい。一実施形態では、証明書失効リストは
、証明書失効リストのデータベースに記憶されてもよい。証明書失効リストを記憶するデ
ータベース、メモリ、または記憶容量は、例えば、アクセス権限のないエンティティによ
る証明書失効リストの変更や削除を防止するように保護されてもよい。
【０２４６】
　これまでに一般的に説明した上記実施形態のほかに、以下の段落では、採用しうる具体
的な実施形態を提示する。この実施形態は単なる例であって、本明細書に記載する詳細は
、本明細書において明示的に列挙されない限り、特許請求の範囲に引用されるはずがない
ことに留意されたい。この具体的な実施形態では、証明書失効リストがアクセス制御記録
（ＡＣＲ）に関連付けられる。エンティティがＡＣＲを用いて認証される場合、関連付け
られた証明書失効リストは、提示された証明書が失効しているかどうかを判定するために
チェックされる。ＣＲＬを利用するこのようなＡＣＲを作成する場合、初期のＣＲＬを受
信してＡＣＲと関連付けることができる。この実施態様を図４９と関連させて説明する。
【０２４７】
　図４９は、証明書失効リストを用いてアクセス制御記録を構成する、例示的なステップ
４９００を示すフローチャートである。例示的ステップ４９００は、新たなＡＣＲを作成
または構成するために利用されるプロセスの一部であってもよい。制御は、ステップ４９
０２で開始する。制御はステップ４９０８に進み、ここで、作成されているＡＣＲが１つ
または複数のキャッシュＣＲＬをサポートするか、それともこのＣＲＬに関連付けられる
かが判定される。作成されているＡＣＲがキャッシュＣＲＬをサポートしなければ、制御
はＡＣＲの作成および構成を終了するためにステップ４９０４に進み、この後、ＡＣＲが
作成されて構成されると、ステップ４９０６に進む。作成されているＡＣＲがキャッシュ
ＣＲＬをサポートする場合、制御はステップ４９０８からステップ４９１０に進み、ここ
でＣＲＬデータが、ＡＣＲを作成するエンティティから受信される。ステップ４９１２に
おいて、受信されたＣＲＬデータは、キャッシュＣＲＬデータベースにキャッシュされる
。制御はステップ４９１４に進み、ここでＣＲＬデータのすべてが受信されているかどう
かが判定される。ＣＲＬデータのすべてがまだ受信されていなければ、制御はステップ４
９１４からステップ４９１０に進み、ステップ４９１０、４９１２、および４９１４はＣ
ＲＬデータのすべてが受信されるまで繰り返される。ステップ４９１０、４９１２、およ
び４９１４は大量のセクタのＣＲＬデータの受信を表しているが、ビット、バイト、ワー
ド、および長いワードなどの他のインクリメントのＣＲＬデータを受信することも可能で
ある。ＣＲＬデータのすべてが受信されている場合、制御はステップ４９１４からステッ
プ４９１６に進み、ここで、受信されたＣＲＬがキャッシュＣＲＬとしてＡＣＲと関連付
けられて解析される。制御は、この後、ＡＣＲの作成および構成を終了するためにステッ
プ４９０４に進み、さらに、ＡＣＲが作成されて構成された後、ステップ４９０６に進む
。ステップ４９００は、１つのＣＲＬとＡＣＲの関連を示しているが、証明書連鎖に対す
る複数のＣＲＬが受信され、キャッシュされ、ＡＣＲと関連付けられてもよい。
【０２４８】
　図５０は、認証中に、不揮発性記憶装置にキャッシュされあるいはこの装置に提供され
る証明書失効リストを使用して不揮発性記憶装置を認証する、例示的なステップを示すフ
ローチャートである。例示的なステップ５０００は、不揮発性記憶装置によりエンティテ
ィを認証するステップの一部分または一側面であってもよい。制御は、ステップ５０００
で開始する。ステップ５００４に進み、ここで、認証に使用されるアカウントまたはＡＣ
Ｒがチェックされて、これがキャッシュＣＲＬをサポートするか、それともキャッシュＣ
ＲＬに関連付けられるかを判定する。ＡＣＲがキャッシュＡＣＲと関連付けられなければ
、制御はステップ５００６に進む。ＡＣＲがキャッシュＣＲＬと関連付けられなければ、
認証を求めるホストまたはエンティティは、証明書と併せてＣＲＬを提供しなければなら
ない。ステップ５００６は、証明書を処理するときに使用されるＣＲＬを、ホストが提供
しているかどうかを試験する。ホストがＣＲＬを提供していなければ、制御は５００８に
進み、証明書が引き続き有効かどうかを判定するためのＣＲＬが不揮発性記憶装置に提供
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されておらず、当該ＣＲＬにアクセスできないため、認証は失敗する。ホストがＣＲＬを
提供していれば、制御はステップ５００６からステップ５０１０に進み、ここでＣＲＬが
処理されて証明書が失効しているかどうかが判定される。制御はこの後ステップ５０１２
に進み、他の認証処理を再開するか、または終了する。
【０２４９】
　ＡＣＲがキャッシュＣＲＬをサポートするように構成される場合、制御はステップ５０
０４からステップ５０１４に進む。ステップ５０１４は、認証を求めるホストからＣＲＬ
ヘッダが受信されているかを判定する。認証を求めるホストからＣＲＬヘッダが受信され
ていなければ、制御はステップ５０２２に進み、ここで不揮発性記憶装置はキャッシュＣ
ＲＬ（キャッシュＣＲＬが証明機関から得られる場合）を使用してホストが提示する証明
書を検証し、証明書が失効しているかどうかを判定する。さらに、制御はステップ５０１
２に進み、他の認証処理を再開するかまたは終了する。図には示されていないが、不揮発
性記憶装置により使用されるキャッシュＣＲＬが得られなければ、認証は失敗する。
【０２５０】
　認証を求めるホストがＣＲＬヘッダを提供している場合、ステップ５０００は、不揮発
性記憶装置が同じ証明機関からのＣＲＬを現在記憶しているかどうか、および、記憶して
いる場合には、キャッシュＣＲＬがホストが提示しようとしているＣＲＬよりも新しいた
めにキャッシュＣＲＬが認証に使用されるべきかどうか、を判定しなければならない。そ
れゆえ、制御はステップ５０１４からステップ５０１６に進む。ステップ５０１６におい
て、ＣＲＬヘッダは、ＣＲＬのバージョンとＣＲＬの発行者に関する情報を抽出するため
に、解析される。
【０２５１】
　ステップ５０１８において、抽出されたＣＲＬ発行者情報は、同じ発行者（証明機関）
からのキャッシュＣＲＬがＡＣＲと関連付けられているかどうかを判定するために、キャ
ッシュＣＲＬ情報と比較される。例えば、ＡＣＲは複数のＣＲＬと関連付けられてもよい
。ＡＣＲが作成されるとき、あるいは装置が製造されるとき、ＡＣＲは発行者Ｘにより発
行されたキャッシュＣＲＬを有していてもよい（あるいは、キャッシュＣＲＬが全くなく
てよい）。不揮発性記憶装置がフィールドにあるとき、ＡＣＲを認証するホストは、発行
者Ｙにより発行されたＣＲＬを提示してもよい。この例で適用されるようなステップ５０
１８は、ＡＣＲが発行者Ｙにより発行されたＣＲＬを有していないことを確認し、発行者
ＹからのＣＲＬが認証を求めるホストから受信されて検証される場合は、ＡＣＲと関連付
けられ、証明書が失効していないことを検証するために使用されてもよいように、制御を
ステップ５０２４に指示することになる。
【０２５２】
　認証のために提示される証明書に対応する証明機関からのキャッシュＣＲＬを不揮発性
記憶装置が現在記憶している場合、制御はステップ５０２０に進む。そして、抽出された
ＣＲＬバージョン情報がキャッシュＣＲＬバージョンと比較されて、ホストにより提示さ
れているＣＲＬがキャッシュＣＲＬよりも新しいかどうかが判定される。ホストにより提
示されているＣＲＬがキャッシュＣＲＬよりも新しい場合、制御はステップ５０２２に進
む。そして、不揮発性記憶装置がキャッシュＣＲＬを使用して、ホストにより提示された
証明書を検証し、証明書が失効しているかどうかを判定する。この後、ステップ５０１２
に進んで、他の認証処理を再開するかまたは終了する。
【０２５３】
　認証のために提示されている証明書に対応する証明機関からのキャッシュＣＲＬを不揮
発性記憶装置が現在記憶していない場合、検証を求めるホストからＣＲＬが受信されるよ
うに、制御はステップ５０１８から５０２４に進む。そして検証される場合には、受信し
たＣＲＬが新しいキャッシュＣＲＬとして設定され、証明書が失効していないことを検証
するために、設定されたキャッシュＣＲＬを使用してもよい。同様に、ホストから提示さ
れるＣＲＬのバージョンがキャッシュバージョンよりも新しい場合、制御はステップ５０
２４に進み、ホストから受信された新しいバージョンによってキャッシュＣＲＬの更新を
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試行する。ステップ５０２４において、ＣＲＬデータがホストから受信される。ステップ
５０２６では、受信されたＣＲＬデータがキャッシュＣＲＬデータベースにキャッシュさ
れる。制御はステップ５０２８に進み、ここで、ＣＲＬデータがすべて受信されているか
どうかが判定される。ＣＲＬデータのすべてがまだ受信されていなければ、制御はステッ
プ５０２８からステップ５０２４に進み、ＣＲＬデータのすべてが受信されるまでステッ
プ５０２４、５０２６、および５０２８が繰り返される。
【０２５４】
　ＣＲＬデータのすべてがホストから受信されると、制御はステップ５０３０から進み、
受信されたＣＲＬの署名が検証されて、受信されたＣＲＬが証明書の発行者により発行さ
れたかどうかが判定される。受信されたＣＲＬが証明書の同じ発行者により発行されてい
る場合、制御はステップ５０３４に進み、ステップ５０２６において受信されキャッシュ
されたＣＲＬがＡＣＲと関連付けられて、新しいキャッシュＣＲＬとして設定される。制
御は、この後ステップ５０２２に進む。不揮発性記憶装置は、キャッシュＣＲＬを使用し
てホストにより提示された証明書を検証し、証明書が失効しているかどうかを判定する。
この後、ステップ５０１２に進んで、他の認証処理を再開するかまたは終了する。
【０２５５】
　ＣＲＬがステップ５０３２において検証されない場合、制御はステップ５０２２に進む
。ここで、不揮発性記憶装置はキャッシュＣＲＬ（これが証明機関から得られる場合）を
使用してホストにより提示された証明書を検証し、証明書が失効しているかどうかを判定
する。制御は、この後ステップ５０１２に進んで、他の認証処理を再開するかまたは終了
する。図には示されていないが、キャッシュＣＲＬが不揮発性記憶装置により使用できな
ければ、認証は失敗する。
【０２５６】
　前述のように、ＳＳＡでは証明書連鎖が可能である。これは、認証される側のエンティ
ティの公開鍵が、認証する側のエンティティとは異なる証明機関（ＣＡ）によって署名さ
れてもよいことを意味する。この場合、認証される側のホストは、それ自体の証明書のほ
かに、その公開鍵に署名したＣＡの証明書を提供することになる。この第２レベルの証明
書が、不揮発性記憶装置によりまだ信用されなければ（ＡＣＲに関連付けられた、信頼さ
れたＣＡによって署名されなければ）、第３レベルの証明書が提供される。一実施形態で
は、ステップ５０００が繰り返されて、不揮発性記憶装置は、証明書連鎖の一部としてホ
ストにより提示された各証明書を処理することができる。この実施形態では、連鎖の中の
各証明書は、証明書が失効しているかどうかを判定するために使用される個別のＣＲＬと
関連付けられてもよい。不揮発性記憶装置は、証明書連鎖の中で各証明書と関連付けられ
たＣＲＬのバージョンをキャッシュしてもよく、図５に示された例示的なステップ５００
０に従ってそのＣＲＬを利用または更新してもよい。
【０２５７】
　それゆえ、一実施形態において、アカウントまたはＡＣＲでは、ホストが送信するＣＲ
Ｌを使用してホスト証明書を検証するのではなく、内部キャッシュＣＲＬを使用してホス
ト証明書を検証することができる。内部キャッシュＣＲＬは認証中に使用することができ
るため、ホストは、認証中に提示されるホスト証明書に結合されたＣＲＬを、ＡＣＲに送
信する必要がない。不揮発性記憶装置は、失効している証明書を識別する製造時に、ＣＲ
Ｌ（または証明書連鎖に対する複数のＣＲＬ）がプログラムされてもよい。製造後、不揮
発性記憶装置は、ホストを認証するときに遭遇するより新しいＣＲＬで、更新されてもよ
い。
【０２５８】
　一実施形態では、内部キャッシュＣＲＬは、ＡＣＲが作成されるときに使用が可能であ
ってもよい。ＡＣＲの作成中に、ホスト証明書連鎖に対する１つまたは複数のＣＲＬは、
不揮発性記憶装置で受信され、不揮発性記憶装置にキャッシュされ、ＡＣＲと関連付けら
れる。このようなＡＣＲへの認証を試行するためにＣＲＬを送信するとき、不揮発性記憶
装置は、受信されたＣＲＬを以前にキャッシュされたＣＲＬと比較する。キャッシュされ
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たＣＲＬバージョンがホストから受信されたＣＲＬよりも新しければ、不揮発性記憶装置
は、キャッシュＣＲＬを使用してホスト証明書を検証する。ホストから受信されたＣＲＬ
のバージョンがキャッシュバージョンよりも新しければ、不揮発性記憶装置は、受信され
たＣＲＬの署名を検証してこれが証明書の発行者により発行されたものかどうかを判定す
る。受信されたＣＲＬが証明書の発行者と同じ発行者によって発行される場合、キャッシ
ュＣＲＬは新しいものに置換される。不揮発性記憶装置は、この後、更新された証明書失
効リストを使用してホストが失効していなかったことを検証する。一実施形態では、カー
ドが証明書そのものを検証した後、証明書の通し番号をＣＲＬの中の通し番号のリストと
比較することにより、ホストが失効していないことを検証する。
【０２５９】
　ホストの認証中に、不揮発性記憶装置の中にキャッシュされたＣＲＬをホスト証明書が
有していない場合には、不揮発性記憶装置はホストにより受信されたＣＲＬを使用しても
よい。ＣＲＬをキャッシュするデータベースがまだ満杯でなければ、不揮発性記憶装置は
、受信されたＣＲＬを将来の使用に備えてキャッシュすることになる。
【０２６０】
　証明書に対応するＣＲＬがキャッシュされない場合、またホストがＣＲＬを提供しない
場合、証明書を処理するためのＣＲＬが得られないため認証は失敗する。例えば、ホスト
は、認証中に証明書を送信した後、不揮発性記憶装置に対してＣＲＬを送信してもよく、
あるいは連鎖の中の次の証明書を不揮発性記憶装置に送信してもよい。後者の場合、不揮
発性記憶装置は、キャッシュＣＲＬを用いて第１の証明書を検証することになる。証明書
の発行者に対してＣＲＬがキャッシュされなければ、認証は失敗する。
【０２６１】
　それゆえ、新しい不揮発性記憶装置を製造するときに、更新された失効リストを装置に
記憶させてもよい。ＣＲＬは、既に信頼されていない、フィールド中のホストを識別する
ことができる。そのホストの証明書は、不揮発性記憶装置の製造より前に失効している。
この実施形態では、キャッシュされた証明書失効リストをチェックすることにより、ホス
トの証明書が失効しているかどうかを不揮発性記憶装置が検証できるため、ホストが証明
書失効リストを不揮発性記憶装置に送信する必要がない。ＣＲＬを不揮発性記憶装置に伝
達すると、認証を長引かせる可能性がある。それゆえ、キャッシュＣＲＬを使用すること
で、認証プロセスを短縮することができる。
【０２６２】
　しかしながら、証明機関は長期にわたってＣＲＬを更新することができ、それゆえに、
キャッシュＣＲＬは時間の経過とともに期限切れとなり使用されなくなる可能性がある。
ホストが更新されたバージョンのＣＲＬを用いて認証を試行する場合には、不揮発性記憶
装置は、キャッシュＣＲＬをオポチュニスティックに更新する可能性がある。不揮発性記
憶装置にアクセスしようとする一部のホストは、証明書発行機関に（有線または無線接続
によって）接続して、認証中に提示するための更新されたＣＲＬを入手することができる
。このような接続ホストが、不揮発性記憶装置の認証を試行するときに更新されたＣＲＬ
を提供すると、不揮発性記憶装置は、更新されたＣＲＬをキャッシュして将来これを利用
することができる。このプロセスを使用するＣＲＬのオポチュニスティック型の更新は、
更新されたＣＲＬに対するバイラル方式の配布システムとして、効果的に機能を果たすこ
とができる。
【０２６３】
　例えば、不揮発性記憶装置は、ＭＰ３プレーヤに動作可能に接続されてもよい。この例
では、ＭＰ３プレーヤには、有線または無線接続を介して証明機関に接続するなどして、
更新された証明書失効リストにアクセスする能力がない。それゆえ、ＭＰ３プレーヤは、
不揮発性記憶装置にアクセスしようとするたびに、同じ証明書と証明書失効リストを提示
する。時間の経過とともに証明機関は証明書失効リストを更新するため、ＭＰ３プレーヤ
により提示されるそのリストは無効になる可能性がある。不揮発性記憶装置がＭＰ３プレ
ーヤに単に動作可能に結合されている限り、そのＣＲＬのキャッシュコピーは、ＭＰ３プ
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レーヤにより提示されるＣＲＬと同じバージョンになる。それゆえ、キャッシュＣＲＬは
やはり時間の経過に伴って無効になる。
【０２６４】
　その後、不揮発性記憶装置が、更新されたＣＲＬを受信できる装置に動作可能に結合さ
れると、不揮発性記憶装置は、ＣＲＬの「バイラル形式」の更新をオポチュニスティック
に受信することができる。例えば、不揮発性記憶装置がＭＰ３プレーヤから取り出されて
携帯電話に動作可能に結合されると、装置に記憶されたコンテンツにアクセスするために
、不揮発性記憶装置への認証を試行することができる。携帯電話は、更新された証明書失
効リストを証明機関に要求することができる。更新された証明書失効リストは、携帯電話
がコンテンツにアクセスするために使用しようとする証明書に対応する。携帯電話は、有
線または無線接続を介して更新された証明書失効リストを、受信することができる。携帯
電話が、不揮発性記憶装置を認証して記憶されたコンテンツにアクセスするために、証明
書と併せて更新された証明書失効リストを提示すると、不揮発性記憶装置は、そのキャッ
シュ証明書失効リストを、携帯電話から受信されたコピーで更新することになる。このよ
うにして、証明機関に接触して更新された証明書失効リストをそれ自体で受信できる独立
した機能を有していない不揮発性記憶素子に対して、証明書失効リストを分配するために
、携帯電話、パーソナルコンピュータ、およびインターネット家電などの接続装置を使用
することができる。
【０２６５】
＜アイデンティティ・オブジェクト（ＩＤＯ）＞
　アイデンティティ・オブジェクトは、フラッシュ・メモリ・カードなどのメモリ装置１
０が、ＲＳＡ鍵対またはその他の暗号ＩＤを記憶できるように設計された、被保護オブジ
ェクトである。アイデンティティの署名および検証や、データの暗号化および復号化に使
用することができる暗号ＩＤであれば、どのようなタイプのものでも、アイデンティティ
・オブジェクトに含めることができる。鍵対の公開鍵が真正であることを証明するＣＡの
証明書（または複数のＣＡの証明書連鎖）も、アイデンティティ・オブジェクトに含まれ
る。アイデンティティ・オブジェクトを使用すれば、外部エンティティや内部カードエン
ティティ（すなわち、アイデンティティ・オブジェクトの所有者と称される装置自体、内
部のアプリケーションなど）のアイデンティティの証拠を、提供することができる。した
がって、カードは、チャレンジ・レスポンス機構でホストを認証するためにＲＳＡ鍵対ま
たはその他のタイプの暗号ＩＤを使用せずに、識別情報の証拠として、カードに提示され
るデータストリームに署名する。換言すると、アイデンティティ・オブジェクトは、その
所有者の暗号ＩＤを含む。アイデンティティ・オブジェクトの中の暗号ＩＤにアクセスす
るには、まずホストを認証する必要がある。後述するように、この認証プロセスはＡＣＲ
によって管理される。ホストの認証に成功すると、アイデンティティ・オブジェクトの所
有者は、相手方に対して暗号ＩＤを使用して自身のアイデンティティを立証することがで
きる。例えば、相手方からホストを通じて提示されるデータには、暗号ＩＤ（例えば、公
開－秘密鍵対の秘密鍵）を使用して署名することができる。アイデンティティ・オブジェ
クトの署名済みデータと証明書は、アイデンティティ・オブジェクトの所有者に代わって
相手方に提示される。証明書にある公開－秘密鍵対の公開鍵が真正であることは、ＣＡ（
すなわち、信用機関）によって証明されるため、相手方はこの公開鍵が真正であると信用
することができる。そこで相手方は、証明書の公開鍵を使用して署名済みデータを復号化
し、復号化されたデータを相手方によって送信されたデータと比較することができる。復
号化されたデータが相手方によって送信されたデータに一致する場合、アイデンティティ
・オブジェクトの所有者は、真正な秘密鍵にアクセスできる自称通りのエンティティであ
ることが分かる。
【０２６６】
　アイデンティティ・オブジェクトの第２の利用法は、ＲＳＡ鍵自体などの暗号化ＩＤを
用いて、ＩＤＯの所有者に対して指定されるデータを保護することである。データは、Ｉ
ＤＯ公開鍵を用いて暗号化されるものと予想される。メモリカードなどのメモリ装置１０
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は、公開鍵を使用してデータを復号化する。
【０２６７】
　ＩＤＯは、いかなるタイプのＡＣＲに対しても作成できるオブジェクトである。一実施
形態では、ＡＣＲは、１つのみのＩＤＯオブジェクトを有していてもよい。データ署名お
よび保護機能は、いずれも、ＡＣＲを認証できるすべてのエンティティに対してＳＳＡシ
ステムから提供されるサービスである。ＩＤＯの保護レベルは、ＡＣＲのログイン認証方
式と同じくらい高い。ＩＤＯを必ず有することになるＡＣＲに対しては、任意の認証アル
ゴリズムを選定することができる。ＩＤＯ運用を良好に保護しうるアルゴリズムを評価し
決定するのは、作成元（ホスト）である。ＩＤＯを有するＡＣＲは、ＩＤＯ公開鍵取得コ
マンドに応じて証明書連鎖を提供する。
【０２６８】
　データ保護にＩＤＯを使用する場合でも、カードから出力される復号化データにはさら
なる保護が必要になることがある。そのような場合、いずれかの認証アルゴリズムによっ
て確立されるセキュアチャネルを使用することが、ホストに推奨される。
【０２６９】
　ＩＤＯを作成するときに、鍵の長さとともに、ＰＫＣＳ＃１バージョンを選択する。一
実施形態において、公開鍵および秘密鍵に、ＰＫＣＳ＃１バージョン２．１で定める（指
数、係数）表現を使用する。
【０２７０】
　一実施形態において、ＩＤＯの作成中に含められるデータは、選択された長さを有する
ＲＳＡ鍵対と、公開鍵の信頼性を帰納的に証明する証明書連鎖である。
【０２７１】
　ＩＤＯを所有するＡＣＲは、ユーザデータの署名を許可する。これは、２つのＳＳＡコ
マンドによって行われる。
　・Ｓｅｔ　ｕｓｅｒ　ｄａｔａ：署名の対象となる自由書式のデータバッファを提供す
る。
　・Ｇｅｔ　ＳＳＡ　ｓｉｇｎａｔｕｒｅ：カードは、ＲＳＡ署名を提供する（ＡＣＲ秘
密鍵を使用）。署名の形式とサイズは、オブジェクトのタイプに応じて、ＰＫＣＳ＃１バ
ージョン１．５またはＶ２．１に従って設定することができる。
【０２７２】
　図３５～図３７はＩＤＯを使用した操作を示すものである。ここで、メモリ装置１０は
フラッシュ・メモリ・カードであり、このカードがＩＤＯの所有者である。図３５は、ホ
ストに送信されるデータに署名する場合に、カードによって実行されるプロセスを示す。
図３５を参照し、前述したツリー構造のノードに位置するＡＣＲの管理下でホストが認証
された後（ブロック８０２）、カードは証明書を求めるホスト要求を待つ（菱形８０４）
。要求を受信したカードは証明書を送信し、菱形８０４に戻り、次のホスト要求を待つ（
ブロック８０６）。カードが所有するＩＤＯの公開鍵を証明するために、証明書連鎖を送
信する必要がある場合、連鎖の中のすべての証明書がホストへ送信されるまで、前述した
アクションが繰り返される。各証明書がホストに送信された後、カードは、ホストから他
のコマンドが届くのを待つ（菱形８０８）。所定の期間内にホストからのコマンドが受信
されなければ、カードは菱形８０４に戻る。ホストからデータとコマンドを受信したカー
ドは、そのコマンドをチェックし、データに署名するためのものであるかどうかを確認す
る（菱形８１０）。データに署名するためのコマンドである場合、カードはＩＤＯの秘密
鍵を使用してデータに署名し、署名したデータをホストへ送信し（ブロック８１２）、菱
形８０４に戻る。ホストからのコマンドがホストからのデータに署名するためのものでな
ければ、カードはＩＤＯの秘密鍵を使用して受信データを復号化し（ブロック８１４）、
菱形８０４に戻る。
【０２７３】
　図３６は、ホストへ送信されるデータにカードが署名する際に、ホストによって実行さ
れるプロセスを示す。図３６を参照すると、ホストは、カードに認証情報を送信する（ブ
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ロック８２２）。前述したツリー構造のノードに位置するＡＣＲの制御下で認証に成功す
ると、ホストは、証明書連鎖を求める要求をカードに送信し、連鎖を受信する（ブロック
８２４）。カードの公開鍵が検証されると、ホストは署名されるデータをカードに送信し
、カードの秘密鍵により署名されたデータを受信する（ブロック８２６）。
【０２７４】
　図３７は、ホストがカードの公開鍵を使用してデータを暗号化し、暗号化されたデータ
をカードに送信するときに、ホストによって実行されるプロセスを示す。図３７を参照す
ると、ホストは、カードへ認証情報を送信する（ブロック８６２）。ＡＣＲの管理下で認
証に成功すると、ホストは、ＩＤＯの中にあるカードの公開鍵を検証するために必要とな
る証明書連鎖の要求をカードに送信し（ブロック８６４）、さらにデータを求める要求を
カードに送信する。ＩＤＯの中にあるカードの公開鍵を検証した後、ホストは、カードの
検証済み公開鍵を使用してカードから受信したデータを暗号化し、これをカードに送信す
る（ブロック８６６、８６８）。
【０２７５】
＜クエリ＞
　ホストおよびアプリケーションは、システム操作を実行するために、相手方のメモリ装
置またはカードに関する一定の情報を所有する必要がある。例えば、ホストおよびアプリ
ケーションは、メモリカードに記憶されたアプリケーションのうち、実行できるアプリケ
ーションがいずれであるかを知る必要がある。ホストにとっての必要情報は公知でない場
合があり、これはその情報を所有する権利を有する者とそうでない者があることを意味す
る。権限を持つユーザと持たないユーザとを区別するには、ホストで使用できるクエリを
２通り用意する必要がある。
【０２７６】
＜一般情報クエリ＞
　このクエリは、システム公開情報を無制限に放出する。メモリ装置に記憶される機密情
報は、２つの部分、すなわち、共有部分および非共有部分からなる。各エンティティが自
身の専有情報のみへのアクセスが認められ、他のエンティティの専有機密情報にアクセス
することができないように、機密情報の一部分には、個々のエンティティにとっての専有
情報が含まれている。この種の機密情報は共有されず、機密情報の非共有部位または部分
を形成する。
【０２７７】
　カードに常駐するアプリケーションの名称とそのライフサイクル状態など、通常は公の
情報と考えられるものでも、場合によっては機密とみなされることがある。別の例として
、公の情報とされるルートＡＣＲ名であっても、ＳＳＡを使用する一部の場合には、機密
になることがある。このような場合には、一般情報クエリに応じて情報をすべて認証済み
ユーザに限って利用させ、認証されていないユーザには利用させないようにするためのオ
プションを、システムに用意しなければならない。このような情報は、機密情報の共有部
分を占める。ルートＡＣＲリスト、すなわち装置上に現在存在する全ルートＡＣＲのリス
トは、機密情報の共有部分の一例となりうる。
【０２７８】
　一般情報クエリにより公開情報へアクセスする場合、ホスト／ユーザはＡＣＲにログイ
ンする必要がない。それゆえ、ＳＳＡ規格に精通する者であれば誰でも実行可能であり、
情報を受信することができる。ＳＳＡの規定では、セッション番号なしでこのクエリコマ
ンドが処理される。しかしながら、機密情報の共有部分へのアクセスを望むエンティティ
は、最初に、メモリ装置のデータに対するアクセスを制御する制御構造のいずれか（例え
ば、ＡＣＲのいずれか）を通じて認証される必要がある。認証に成功したエンティティは
、一般情報クエリを使用して、機密情報の共有部分にアクセスできるようになる。前述し
たように、認証プロセスの結果として、アクセスするためのＳＳＡセッション番号または
ｉｄが得られる。
【０２７９】
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＜取扱い注意情報クエリ＞
　個々のＡＣＲとそのシステムアクセスおよび資産に関する私的情報は、取扱い注意とさ
れ、明確な認証を必要とする。この種の情報クエリでは、情報クエリの認証を受信する前
に、ＡＣＲのログインと認証（認証がＡＣＲで指定されている場合）が必要になる。この
クエリには、ＳＳＡセッション番号が必要である。
【０２８０】
　２種類のクエリを詳述する前に、クエリを実行する現実的な解決策として、インデック
スグループの概念をまず説明することが有益である。
【０２８１】
＜インデックスグループ＞
　ポテンシャルＳＳＡホストで実行するアプリケーションには、読出しの対象となるセク
タ数を指定することが、ホスト上のオペレーティングシステム（ＯＳ）とシステムドライ
バとにより求められる。これは、ホストアプリケーションが、ＳＳＡ読出し操作のたびに
読み出す必要のあるセクタ数を知る必要があることを意味する。
【０２８２】
　クエリ操作で供給される情報は、一般的には、これを要求する側にとって未知の情報で
あるため、ホストアプリケーションがクエリを発行し、その操作に必要なセクタの量を推
測することは困難である。
【０２８３】
　この問題を解決するため、ＳＳＡのクエリ出力バッファは、各クエリ要求につき１つの
みのセクタ（５１２バイト）からなる。出力情報の一部であるオブジェクトは、インデッ
クスグループと呼ばれるものに編成される。オブジェクトのバイトサイズはオブジェクト
のタイプによって異なり、そこから１セクタに収まるオブジェクトの数が明らかになる。
これによって、オブジェクトのインデックスグループが決まる。オブジェクトのサイズが
２０バイトである場合、このオブジェクトのインデックスグループは最大２５オブジェク
トを含む。このようなオブジェクトが全部で５６個ある場合、それらは３つのインデック
スグループに編成され、第１のインデックスグループの先頭はオブジェクト「０」（第１
のオブジェクト）となり、第２のインデックスグループの先頭はオブジェクト「２５」と
なり、第３の最終インデックスグループの先頭はオブジェクト５０となる。
【０２８４】
＜システムクエリ（一般情報クエリ）＞
　このクエリは、装置がサポートするＳＳＡシステムと、ツリー状に構成された現行のシ
ステムと、装置で実行するアプリケーションとに関する一般公開情報を提供する。後述す
るＡＣＲクエリ（取扱い注意クエリ）と同様に、システムクエリは、複数のクエリオプシ
ョンを提供するように構成される。
　・Ｇｅｎｅｒａｌ：サポートされたＳＳＡバージョン
　・ＳＳＡ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ：現在装置に存在する全ＳＳＡアプリケーション
のリストで、アプリケーションの実行状態を含む。
【０２８５】
　前述した情報は公開情報である。ＡＣＲクエリと同様に、ホストがクエリ出力バッファ
のための読出しセクタ数を知らずに済ませるため、装置からは１セクタが返送され、ホス
トは引き続きさらなるインデックスグループを照会することができる。ルートＡＣＲオブ
ジェクトの数が、インデックスグループ「０」のための出力バッファサイズの数を超える
場合、ホストは、後続のインデックスグループ（「１」）で、別のクエリ要求を送信する
ことができる。
【０２８６】
＜ＡＣＲクエリ（取扱い注意情報クエリ）＞
　ＳＳＡのＡＣＲクエリコマンドは、鍵ＩＤ、アプリケーションＩＤ、パーティション、
子ＡＣＲなど、ＡＣＲのシステムリソースに関する情報をＡＣＲユーザに供給するための
ものである。そのクエリ情報は、ログインされたＡＣＲに関するもののみであり、システ
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ムツリー上の他のＡＣＲに関するものはない。換言すると、アクセスは、関与するＡＣＲ
の許可のもとでアクセス可能な機密情報の部分のみに限られる。
【０２８７】
　ユーザが照会できるＡＣＲオブジェクトには、以下の３つがある。
　・パーティション：名称とアクセス権（所有者、読出し、書込み）。
　・鍵ＩＤとアプリケーションＩＤ：名称とアクセス権（所有者、読出し、書込み）。
　・子ＡＣＲ：ＡＣＲ、および、直接の子にあたるＡＣＲのＡＧＰ名称。
　・ＩＤＯとセキュア・データ・オブジェクト（後述）：名称とアクセス権（所有者、読
出し、書込み）。
【０２８８】
　ＡＣＲに結び付いたオブジェクトの数は、変化する場合があり、情報は５１２バイト、
すなわち１セクタを上回ることがある。オブジェクトの数が事前に分からない限り、ユー
ザは、リストすべてを得るために装置内のＳＳＡシステムから読み出される必要があるセ
クタの数を知ることはできない。そこで、前述したシステムクエリの場合と同様に、ＳＳ
Ａシステムによって提供される各オブジェクトリストは、インデックスグループに分割さ
れる。インデックスグループはセクタに収まるオブジェクトの数であり、すなわち、装置
内のＳＳＡシステムからホストに１セクタで送信できるオブジェクトの数である。これに
より、装置内のＳＳＡシステムは、要求されたインデックスグループを１セクタで送信す
ることができる。ホスト／ユーザは、照会したオブジェクトのバッファ、バッファ内のオ
ブジェクト数を受信することになる。バッファが一杯である場合、ユーザは次のオブジェ
クト・インデックス・グループを照会することができる。
【０２８９】
　図３８は、一般情報クエリを伴う操作を示すフローチャートである。図３８を参照する
と、エンティティから一般情報クエリを受信したＳＳＡシステムは（ブロック９０２）、
そのエンティティが認証済みかどうかを判定する（菱形９０４）。認証済みである場合に
は、システムは、公開情報と機密情報の共有部分とをエンティティに供給する（ブロック
９０６）。認証済みでなければ、システムは、公開情報のみをエンティティに供給する（
ブロック９０８）。
【０２９０】
　図３９は、取扱い注意情報クエリを伴う操作を示す、フローチャートである。図３９を
参照すると、エンティティから取扱い注意情報クエリを受信したＳＳＡシステムは（９２
２）、そのエンティティが認証済みかどうかを判定する（菱形９２４）。認証済みである
場合には、システムは、エンティティに機密情報を供給する（ブロック９２６）。認証済
みでない場合には、システムは、機密情報に対するエンティティのアクセスを拒絶する（
ブロック（９２８）。
【０２９１】
＜フィーチャ・セット・エクステンション（ＦＳＥ）＞
　多くの場合、データ処理活動（例えば、ＤＲＭライセンスオブジェクト検査）をカード
上のＳＳＡの内部で実行できることは、大変有利である。その結果、データ処理タスクの
すべてをホストで実行する代替的な解決策に比べて、より安全でより効率的なシステムと
なり、ホストへの依存度も低くなる。
【０２９２】
　ＳＳＡセキュリティシステムは、メモリカードによって記憶され、管理され、保護され
るオブジェクトのアクセス、使用、収集を制御する、１組の認証アルゴリズムと認可ポリ
シーとを備える。アクセスを得たホストは、メモリ装置に記憶されたデータに対して処理
を実行し、メモリ装置に対するアクセスはＳＳＡによって制御される。しかしながら、デ
ータは、本質的にアプリケーションに非常に依存するものであると考えられるため、装置
に記憶されたデータを取り扱わないＳＳＡでは、データ形式またはデータ処理は定義され
ない。
【０２９３】
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　本発明の一実施形態は、通常であればホストによって実施される機能の一部を、メモリ
カードで実行するように、ＳＳＡシステムを強化できるという認識に基づく。そこで、ホ
ストのソフトウェア機能のいくつかは、２つの部分、すなわち引き続きホストによって実
施される部分と、カードによって実施される部分とに分かれる場合がある。こうすること
で、多くの用途にとって、データ処理の安全性と効率性が向上する。この目的のため、Ｆ
ＳＥと呼ばれる機構を加えることによって、ＳＳＡの能力を高める場合がある。このよう
に、カードによって実行されるＦＳＥのホストアプリケーションを、本明細書では、内部
アプリケーションまたは装置内部アプリケーションと呼ぶ場合がある。
【０２９４】
　強化ＳＳＡシステムは、カードの認証およびアクセス制御を提供する基本ＳＳＡコマン
ド群を、カードアプリケーションの導入により拡張する機構を提供する。カードアプリケ
ーションは、ＳＳＡ以外のサービス（例えば、ＤＲＭスキーム、ｅコマーストランザクシ
ョン）を実行することになっている。ＳＳＡフィーチャ・セット・エクステンション（Ｆ
ＳＥ）は、独自開発のデータ処理ソフトウェア／ハードウェアモジュールで、標準ＳＳＡ
セキュリティシステムを強化するように設計された機構である。ＳＳＡ＿ＦＳＥシステム
のサービスにより、ホスト装置は、前述したクエリ用いて得られる情報のほかに、カード
で使用可能なアプリケーションを照会し、特定のアプリケーションを選択し、これと通信
することができる。前述した一般クエリと取扱い注意クエリを、この目的に使用すること
もできる。
【０２９５】
＜ＳＳＡ＿ＦＳＥでカード機能群を拡張するには２つの方法を利用する：＞
　・サービス提供：この機能は、認可されたエンティティが、通信パイプと呼ばれる独自
のコマンドチャネルを使用して内部アプリケーションと直接通信することによって実現す
る。
　・ＳＳＡ標準アクセス制御ポリシーの拡張：この機能は、内部の被保護データオブジェ
クト（例えば、ＣＥＫ、後述するセキュア・データ・オブジェクト、すなわちＳＤＯ等）
に内部カードアプリケーションを関連付けることによって、実現する。このようなオブジ
ェクトにアクセスするときに、所定の標準ＳＳＡポリシーが満たされる場合は、関連付け
アプリケーションが起動して、標準ＳＳＡポリシーに加えて少なくとも１つの条件を課す
。この条件は、標準ＳＳＡポリシーとは衝突しないことが好ましい。この追加条件も満た
される場合に限り、アクセスが許諾される。ＦＳＥの能力をさらに詳述する前に、ＦＳＥ
の構造的態様と通信パイプとＳＤＯをここで取り上げる。
【０２９６】
＜ＳＳＭモジュールおよび関連モジュール＞
　図４０Ａは、ホスト装置２４に接続されたメモリ装置１０（フラッシュ・メモリ・カー
ドなど）におけるシステムアーキテクチャ１０００の機能ブロック図であり、本発明のあ
る実施形態を例示するものである。カード２０のメモリ装置にあるソフトウェアモジュー
ルの主要な構成要素は、次の通りである。
【０２９７】
＜ＳＳＡトランスポート層１００２＞
　ＳＳＡトランスポート層は、カードプロトコルに依存する。これは、カード１０のプロ
トコル層でホスト側ＳＳＡ要求（コマンド）を処理し、処理された要求をＳＳＭ＿ＡＰＩ
に送る。ホスト－カードの同期とＳＳＡコマンドの識別は、すべてこのモジュールで行わ
れる。ホスト２４とカード１０との間のすべてのＳＳＡデータ転送にも、トランスポート
層が関与する。
【０２９８】
＜セキュア・サービス・モジュール・コア（ＳＳＭコア）１００４＞
　このモジュールは、ＳＳＡの実施態様の重要な部分である。ＳＳＭコアは、ＳＳＡアー
キテクチャを実施する。より具体的には、ＳＳＭコアは、ＳＳＡツリーと、ＡＣＲシステ
ムと、システムを構成する前述の対応するすべてのルールと、を実施する。ＳＳＭコアモ
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ジュールは、暗号ライブラリ１０１２を使用して、ＳＳＡセキュリティと、暗号化、復号
化、ハッシュ計算などの暗号機能と、をサポートする。
【０２９９】
＜ＳＳＭコアＡＰＩ＿１００６＞
　これは、ホストと内部アプリケーションが、ＳＳＭコアと連携しながらＳＳＡ操作を実
行する層である。図４０Ａに示すように、ホスト２４と内部装置アプリケーション１０１
０は、いずれも同じＡＰＩを使用する。
【０３００】
＜セキュアアプリケーション管理モジュール（ＳＡＭＭ）１００８＞
　ＳＡＭＭは、ＳＳＡシステムの一部ではないが、ＳＳＡシステムと連携しながら内部装
置アプリケーションを制御する、カードの重要なモジュールである。
【０３０１】
　ＳＡＭＭは、以下を含むアプリケーションを実行する内部装置のすべてを管理する。
　１．アプリケーションライフサイクルの監視と制御
　２．アプリケーションの初期化
　３．アプリケーション／ホスト／ＳＳＡインターフェース
【０３０２】
＜装置内部アプリケーション１０１０＞
　これらは、カード側での実行が許可されたアプリケーションである。これらはＳＡＭＭ
によって管理され、ＳＳＡシステムにアクセスできる場合がある。また、ホスト側アプリ
ケーションと内部アプリケーションとの間の通信パイプは、ＳＳＭコアから提供される。
ＤＲＭアプリケーションや以下で詳しく説明するワン・タイム・パスワード（ＯＴＰ）ア
プリケーションは、内部実行アプリケーションの例である。
【０３０３】
＜装置管理システム（ＤＭＳ）１０１１＞
　これは、カードのシステムおよびアプリケーションファームウェアを更新したり、出荷
後（一般的に後発行と称される）モードでサービスを追加／削除したりするための、プロ
セスおよびプロトコルを含むモジュールである。
【０３０４】
　図４０Ｂは、ＳＳＭコア１００４の内部ソフトウェアモジュールの機能ブロック図であ
る。図４０Ｂに示すように、コア１００４は、ＳＳＡコマンド処理部１０２２を含む。処
理部１０２２は、ホストまたは装置内部アプリケーション１０１０から発行されたＳＳＡ
コマンドを解析した後、これをＳＳＡ管理部１０２４に渡す。ＡＧＰやＡＣＲなどのＳＳ
Ａセキュリティデータ構造や、すべてのＳＳＡのルールとポリシーは、いずれもＳＳＡデ
ータベース１０２６に記憶される。ＳＳＡ管理部１０２４は、データベース１０２６に記
憶されたＡＣＲやＡＧＰやその他の制御構造によって、制御を実施する。ＩＤＯやセキュ
ア・データ・オブジェクトをはじめとするその他のオブジェクトも、ＳＳＡデータベース
１０２６に記憶される。ＳＳＡ管理部１０２４は、データベース１０２６に記憶されたＡ
ＣＲやＡＧＰやその他の制御構造によって、制御を実施する。ＳＳＡが関与しない非セキ
ュア操作は、ＳＳＡ非セキュア操作モジュール１０２８によって処理される。ＳＳＡアー
キテクチャのもとでのセキュア操作は、ＳＳＡセキュア操作モジュール１０３０によって
処理される。モジュール１０３２は、モジュール１０３０を暗号ライブラリ１０１２に接
続するインターフェースである。１０３４は、モジュール１０２６および１０２８を、図
１のフラッシュメモリ２０に接続する層である。
【０３０５】
＜通信（またはパススルー）パイプ＞
　パススルー・パイプ・オブジェクトは、ＳＳＭコアとＳＡＭＭの制御下で認可されたホ
スト側エンティティと、内部アプリケーションとの通信を可能にする。ホストと内部アプ
リケーションとのデータ転送は、ＳＥＮＤコマンドとＲＥＣＥＩＶＥコマンドで行われる
（後述）。実際のコマンドは、アプリケーションによって異なる。パイプを作成するエン
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ティティ（ＡＣＲ）は、パイプ名と、チャネルの開通によってつながるアプリケーション
のＩＤと、を提供することが必要になる。他の被保護オブジェクトと同様に、このＡＣＲ
がパイプの所有者になり、標準の委譲ルールおよび制限に従って、他のＡＣＲに使用権や
所有権を委譲することが許可される。
【０３０６】
　認証済みのエンティティは、そのＡＣＡＭでＣＲＥＡＴＥ＿ＰＩＰＥ権限が設定されて
いる場合に、パイプオブジェクトの作成が許可されることになる。内部アプリケーション
との通信は、そのＰＣＲでパイプ書込み権限またはパイプ読出し権限が設定されている場
合に限り、許可される。所有権とアクセス権の委譲は、エンティティがパイプの所有者か
、あるいはそのＰＣＲでアクセス権委譲が設定されている場合に限り、許可される。他の
すべての権限と同様に、別のＡＣＲへ所有権を委譲する当初の所有者は、この装置アプリ
ケーションに対するすべての権限から引き離されることが好ましい。
【０３０７】
　ある特定のアプリケーションにつき、１つのみの通信パイプが作成されることが好まし
い。第２のパイプを作成し、作成したパイプを接続済みのアプリケーションに接続する試
行は、ＳＳＭシステム１０００によって拒絶されることが好ましい。それゆえ、装置内部
アプリケーション１０１０の１つと通信パイプとの間に、１対１の関係があることが好ま
しい。しかしながら、（委譲機構により）複数のＡＣＲが１つの装置内部アプリケーショ
ンと通信する場合がある。（種々のアプリケーションに接続された複数パイプの委譲また
は所有権により、）１つのＡＣＲが、複数の装置アプリケーションと通信する場合がある
。通信パイプ間のクロストークをなくすため、種々のパイプを制御するＡＣＲは、全く別
個のツリーノードに位置することが好ましい。
【０３０８】
　ホストと特定のアプリケーションとのデータ転送は、次のコマンドを使用して行われる
。
　・書込みパススルー：ホストから装置内部アプリケーションに、非定型データバッファ
を転送する。
　・読出しパススルー：ホストから装置内部アプリケーションに非定型データバッファを
転送し、内部処理が完了したら非定型データバッファをホストに戻す。
【０３０９】
　書込みパス・スルー・コマンドと読出しパス・スルー・コマンドでは、ホストが通信し
ようとする相手方の装置内部アプリケーション１００８のＩＤを、パラメータとして提供
する。エンティティの権限を検証し、要求される側のアプリケーションにつながるパイプ
を使用する権限が、要求する側のエンティティ（すなわち、このエンティティが使用して
いるセッションを運営するＡＣＲ）にある場合、データバッファを解釈し、コマンドを実
行する。
【０３１０】
　この通信方法により、ホストアプリケーションは、ＳＳＡ＿ＡＣＲセッションチャネル
を通じて、内部装置アプリケーションにベンダー固有／独自のコマンドを引き渡すことが
できる。
【０３１１】
＜ソース・データ・オブジェクト（ＳＤＯ）＞
　ＳＤＯは、ＦＳＥと併せて使用できる便利なオブジェクトである。
【０３１２】
　ＳＤＯは、汎用容器として、機密情報を安全に記憶する役割を果たす。ＣＥＫオブジェ
クトと同様に、ＳＤＯはＡＣＲによって所有され、ＡＣＲとの間でアクセス権と所有権を
委譲することができる。ＳＤＯは、所定の規制に従って保護され使用されるデータを含み
、オプションとして、装置内部アプリケーション１００８へ至るリンクを有する。機密デ
ータは、ＳＳＡシステムによって使用されることも解釈されることもなく、オブジェクト
の所有者とユーザがこれを使用し、解釈することが好ましい。換言すると、ＳＳＡシステ
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ムは、取り扱うデータの情報を認識しない。このため、オブジェクトの中にあるデータの
所有者とユーザは、ホストとデータオブジェクトとの間でデータが受け渡しされるときに
、ＳＳＡシステムとの橋渡しによって機密情報が失われることをさほど心配せずに済む。
ＳＤＯオブジェクトは、ホストシステム（または内部アプリケーション）によって作成さ
れ、ＣＥＫを作成する場合と同様に、文字列ＩＤが割り当てられる。作成する場合に、ホ
ストは、名前のほかに、ＳＤＯにリンクするアプリケーションのアプリケーションＩＤと
、ＳＳＡによって記憶され、完全性検証が行われ、検索されるデータブロックと、を提供
する。
【０３１３】
　ＳＤＯは、ＣＥＫと同様に、ＳＳＡセッションの中でのみ作成されることが好ましい。
このセッションを開放するために使用されるＡＣＲが、ＳＤＯの所有者となり、ＳＤＯを
削除する権利や機密データを読み書きする権利を有するほか、ＳＤＯの所有権やこれにア
クセスする権限を別のＡＣＲ（その子ＡＣＲまたは同一ＡＧＰ内のＡＣＲ）に委譲する権
利を有する。
【０３１４】
　書込み操作と読出し操作は、ＳＤＯの所有者に限定される。書込み操作は、既存のＳＤ
Ｏオブジェクトデータを、提示されたデータバッファで上書きする。読出し操作は、ＳＤ
Ｏのデータ記録一式を検索する。
【０３１５】
　正式なアクセス権限を有する所有者以外のＡＣＲには、ＳＤＯのアクセス操作が許可さ
れる。次の操作が定められている。
　・ＳＤＯ＿Ｓｅｔ、アプリケーションＩＤの指定：データは、このアプリケーションＩ
Ｄを有する内部ＳＳＡアプリケーションによって処理される。アプリケーションは、ＳＤ
Ｏとの関連付けによって起動する。オプションとして、アプリケーションがＳＤＯオブジ
ェクトの書込みを行う場合がある。
　・ＳＤＯ＿Ｓｅｔ、アプリケーションＩＤの不在：このオプションは無効であり、不正
コマンドエラーを促す。Ｓｅｔコマンドには、カードで実行する内部アプリケーションが
必要となる。
　・ＳＤＯ＿Ｇｅｔ、アプリケーションＩＤの指定：要求は、このアプリケーションＩＤ
を有する装置内部アプリケーションによって処理される。アプリケーションは、ＳＤＯと
の関連付けによって起動する。出力は、指定がなくとも、要求する側に返送される。オプ
ションとして、アプリケーションがＳＤＯオブジェクトの読出しを行う場合がある。
　・ＳＤＯ＿Ｇｅｔ、アプリケーションＩＤの不在：このオプションは無効であり、不正
コマンドエラーを促す。Ｇｅｔコマンドには、カードで実行する内部アプリケーションが
必要となる。
　・ＳＤＯ関連の権限：ＡＣＲには、ＳＤＯの所有者になるものと、アクセス権限（Ｓｅ
ｔ、Ｇｅｔ、または両方）を有するのみのものとがある。ＡＣＲには、自身が所有しない
ＳＤＯに対する自身のアクセス権を、別のＡＣＲへ譲渡することが許可される。ＡＣＡＭ
権限を有するＡＣＲには、ＳＤＯの作成とアクセス権の委譲が、明示的に許可される場合
がある。
【０３１６】
＜内部ＡＣＲ＞
　装置１０にとって外部のエンティティがＡＣＲにログインすることができない点以外は
、内部ＡＣＲは、ＰＣＲを有するＡＣＲに類似している。代替的に、これの管理下にある
オブジェクトか、あるいはこのオブジェクトと関連付けするアプリケーションが呼び出さ
れるときに、図４０ＢのＳＳＡ管理部１０２４が、自動的に内部ＡＣＲにログインする。
アクセスを試みるエンティティは、カードまたはメモリ装置にとって内部のエンティティ
であるため、認証の必要はない。ＳＳＡ管理部１０２４は、内部通信を可能にするために
、内部ＡＣＲにセッション鍵を渡すだけになる。
【０３１７】
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　これより、ワン・タイム・パスワード生成とデジタル権利管理という２つの例を引いて
、ＦＳＥの能力を例示する。ワン・タイム・パスワード生成の例を説明する前に、二因子
認証のテーマを取り上げる。
【０３１８】
＜ＯＴＰ実施形態＞
＜二因子認証（ＤＦＡ）＞
　ＤＦＡは、標準のユーザ認証情報（すなわち、ユーザ名およびパスワード）に追加の秘
密、すなわち「第２の因子」を加えることにより、ウェブ・サービス・サーバなどへの私
的なログインでセキュリティを高めるように意図された認証プロトコルである。この第２
の秘密は、典型的に、ユーザが所有する物理的で安全なトークンに記憶されるものである
。ユーザは、ログインの過程で、ログイン認証情報の一部として所有の証拠を提供する必
要がある。所有の証明には、ワン・タイム・パスワード（ＯＴＰ）がよく使われ、これは
セキュアトークンで生成され出力される、１回のログインのみで通用するパスワードであ
る。トークンなしでＯＴＰを計算するのは暗号技術的に不可能であるため、ユーザが正し
いＯＴＰを提供できる場合、これをもってトークン所有の十分な証拠とみなされる。ＯＴ
Ｐは１回のログインのみで通用し、前のログインから得た古いパスワードは通用しないこ
とになるため、ユーザはログインのときにトークンを所有していなければならない。
【０３１９】
　以下の節で説明する製品は、ＳＳＡのセキュリティデータ構造と、一連のＯＴＰで次の
パスワードを計算する１つのＦＳＥ設計とを利用しながら、フラッシュ・メモリ・カード
で、それぞれ異なるパスワード系列（異なるウェブサイトへのログインに使用）を生成す
る、複数の「仮想」セキュアトークンを実行するものである。図４１は、このシステムの
ブロック図を示す。
【０３２０】
　システム一式１０５０は、認証サーバ１０５２と、インターネットサーバ１０５４と、
トークン１０５８を有するユーザ１０５６と、を備える。最初のステップでは、認証サー
バとユーザとの間で、共有秘密を取り決める（シード提供とも称される）。ユーザ１０５
６は、秘密またはシードの発行を要求し、これをセキュアトークン１０５８に記憶する。
次のステップでは、発行された秘密またはシードを、特定のウェブ・サービス・サーバに
結合する。これを果たした時点で、認証に取りかかることができる。ユーザは、ＯＴＰの
生成をトークンに指示する。ＯＴＰは、ユーザ名およびパスワードとともに、インターネ
ットサーバ１０５４に送信される。インターネットサーバ１０５４は、認証サーバ１０５
２にＯＴＰを転送し、ユーザアイデンティティの検証を依頼する。認証サーバもＯＴＰを
生成するが、これはトークンとの共有秘密から生成されるため、トークンから生成された
ＯＴＰに一致するはずである。一致が判明する場合、ユーザアイデンティティは検証され
、認証サーバがインターネットサーバ１０５４に肯定応答を返すと、ユーザ・ログイン・
プロセスは完了することになる。
【０３２１】
　ＦＳＥによるＯＴＰ生成には、次のような特徴がある。
　・ＯＴＰシードは、安全な状態で（暗号化されて）カードに記憶される。
　・パスワード生成アルゴリズムは、カードの内部で実行される。
　・装置１０は、複数の仮想トークンをエミュレートすることができ、それぞれの仮想ト
ークンでは異なるシードを記憶し、異なるパスワード生成アルゴリズムを使用することが
できる。
　・認証サーバから装置にシードを移すセキュアプロトコルは、装置１０が提供する。
【０３２２】
　図４２は、ＳＳＡのＯＴＰシード提供機能とＯＴＰ生成機能を示すものである。ここで
実線の矢印は所有権またはアクセス権を示し、破線の矢印は関連付けまたはリンクを示し
ている。図４２に示すように、ＳＳＡ＿ＦＳＥシステム１１００では、Ｎ個のアプリケー
ションＡＣＲ１１０６によってそれぞれ管理される１つまたは複数の通信パイプ１１０４
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を通じて、ソフトウェア・プログラム・コードＦＳＥ＿１１０２にアクセスすることがで
きる。後述する実施形態では、１つのみのＦＳＥソフトウェアアプリケーションを例示し
ており、各ＦＳＥアプリケーションにつき、１つのみの通信パイプがある。しかしながら
、複数のＦＳＥアプリケーションを利用できることが理解されよう。図４２には、１つの
みの通信パイプが例示されているが、複数の通信パイプを利用できることは理解されよう
。このような変形例は、いずれも可能である。図４０Ａ、４０Ｂ、および４２を参照する
と、ＦＳＥ＿１１０２はＯＴＰ提供に用いるアプリケーションであって、図４０Ａの装置
内部アプリケーション１０１０の一部をなす場合がある。制御構造（ＡＣＲ＿１１０１、
１１０３、１１０６、１１１０）はＳＳＡのセキュリティデータ構造の一部であり、ＳＳ
Ａデータベース１０２６に記憶される。ＩＤＯ＿１１２０、ＳＤＯオブジェクト１１２２
などのデータ構造、および、通信パイプ１１０４は、ＳＳＡデータベース１０２６に記憶
される。
【０３２３】
　図４０Ａおよび図４０Ｂを参照すると、ＡＣＲおよびデータ構造に関わるセキュリティ
関連操作（例えば、セッション中のデータ転送、暗号化、復号化、ハッシュ計算等の操作
）は、インターフェース１０３２と暗号ライブラリ１０１２の支援を受けて、モジュール
１０３０が処理する。ＳＳＭコアＡＰＩ＿１００６は、ホストと受渡しするＡＣＲ（外部
ＡＣＲ）が関わる操作と、ホストと受渡ししない内部ＡＣＲが関わる操作を区別しないた
め、ホストが関わる操作と装置内部アプリケーション１０１０が関わる操作に区別はない
。このように、ホスト側エンティティによるアクセスと装置内部アプリケーション１０１
０によるアクセスは、同じ制御機構によって制御される。このため、ホスト側アプリケー
ションと装置内部アプリケーション１０１０とで、データ処理を柔軟に区別することがで
きる。内部アプリケーション１０１０（例えば、図４２のＦＳＥ＿１１０２）は内部ＡＣ
Ｒ（例えば、図４２のＡＣＲ＿１１０３）と関連付けされ、これの管理のもとで起動する
。
【０３２４】
　さらに、重要情報へのアクセス、例えば、ＳＤＯの内容またはそのＳＤＯの内容から検
索される情報へのアクセスは、好ましくはＡＣＲやＡＧＰなどのセキュリティデータ構造
とＳＳＡのルールとポリシーとによって管理されるため、外部または内部アプリケーショ
ンは、ＳＳＡのルールとポリシーとに従う限りにおいてその内容または情報にアクセスす
ることができる。例えば、２名のユーザが、データを処理するために個々の装置内部アプ
リケーション１０１０を起動する場合、別々の階層ツリーに位置する内部ＡＣＲを使用し
て２名のユーザによるアクセスが制御されるため、アプリケーション間のクロストークは
ない。このように、両ユーザは、データ処理する場合に共通の装置内部アプリケーション
１０１０にアクセスすることができ、ＳＤＯの内容または情報の所有者の側では、内容ま
たは情報制御の喪失を心配せずに済む。例えば、データを記憶するＳＤＯに対する装置内
部アプリケーション１０１０によるアクセスは、別々の階層ツリーに位置するＡＣＲによ
って制御できるため、アプリケーション間のクロストークはない。この制御方法は、前述
した、データに対するアクセスをＳＳＡが制御する方法に似ている。これは、データオブ
ジェクトに記憶されたデータのセキュリティを、内容の所有者とユーザに提供する。
【０３２５】
　図４２を参照すると、ＯＴＰ関連ホストアプリケーションに必要なソフトウェア・アプ
リケーション・コードの一部分を、ＦＳＥ＿１１０２のアプリケーションとしてメモリ装
置１０に記憶（メモリカード発行前に予め記憶、またはメモリカード発行後にロード）す
ることは可能である。そのようなコードを実行する場合、ホストは、まずＮ個の認証ＡＣ
Ｒ＿１１０６のいずれか１つを通じて認証し、パイプ１１０４にアクセスする必要がある
。ここで、Ｎは正の整数である。ホストは、起動しようとするＯＴＰ関連アプリケーショ
ンを識別するためのアプリケーションＩＤを提供する必要もある。認証に成功すると、Ｏ
ＴＰ関連アプリケーションと関連付けられたパイプ１１０４を通じてそのようなコードに
アクセスし、実行することができる。前述したように、パイプ１１０４と、ＯＴＰ関連内
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部アプリケーションなどの特定アプリケーションとの間には、好ましくは１対１の関係が
ある。図４２に示すように、複数のＡＣＲ＿１１０６が、共通のパイプ１１０４を制御す
ることがある。１つのＡＣＲで、複数のパイプを制御する場合もある。
【０３２６】
　図４２には、オブジェクト１１１４と総称されるセキュア・データ・オブジェクトＳＤ
Ｏ１、ＳＤＯ２、およびＳＤＯ３が示されている。セキュア・データ・オブジェクトの各
々は、ＯＴＰ生成のためのシードなどのデータを含んでおり、そのシードは有益であるた
め、暗号化されていることが好ましい。３つのデータオブジェクトとＦＳＥ＿１１０２と
の間のリンクまたは関連付け１１０８は、これらのオブジェクトの一属性を図示している
。いずれか１つのオブジェクトにアクセスするときには、ＳＤＯ属性内のアプリケーショ
ンＩＤに一致するＦＳＥ＿１１０２のアプリケーションが起動する。このアプリケーショ
ンは、メモリ装置のＣＰＵ＿１２によって実行され、さらなるホストコマンドを受け取る
必要はない（図１）。
【０３２７】
　図４２を参照すると、ＯＴＰプロセスを制御するためのセキュリティデータ構造（ＡＣ
Ｒ＿１１０１、１１０３、１１０６、および１１１０）とそのＰＣＲは、ユーザがＯＴＰ
プロセスを開始する前に作成済みである。ユーザは、認証サーバＡＣＲ＿１１０６のいず
れか１つを通じて、ＯＴＰ装置内部アプリケーション１１０２を起動するためのアクセス
権を得る必要がある。ユーザは、Ｎ個のユーザＡＣＲ＿１１１０のいずれか１つを通じて
、作成されるＯＴＰに対するアクセス権を得る必要もある。ＳＤＯ＿１１１４は、ＯＴＰ
のシード提供プロセスで作成することができる。ＩＤＯ＿１１１６は、作成済みで内部Ａ
ＣＲ＿１１０３によって制御されてもよい。内部ＡＣＲ＿１１０３は、作成されたＳＤＯ
＿１１１４も制御する。ＳＤＯ＿１１１４にアクセスするときには、図４０ＢのＳＳＡ管
理部１０２４が、自動的にＡＣＲ＿１１０３にログインする。内部ＡＣＲ＿１１０３には
、ＦＳＥ＿１１０２が関連付けられる。破線１１０８で示すように、ＯＴＰのシード提供
プロセスではＳＤＯ＿１１１４にＦＳＥを関連付けられるようになる。関連付けが成立し
た後、ホストがＳＤＯにアクセスするときには、ホストからさらなる要求がなくとも、関
連付け１１０８によってＦＳＥ１１０２が起動する。Ｎ個のＡＣＲ＿１１０６のいずれか
１つを通じて通信パイプ１１０４にアクセスするときにも、図４０ＢのＳＳＡ管理部１０
２４が、ＡＣＲ＿１１０３に自動的にログインする。いずれの場合でも（ＳＤＯ＿１１１
４とパイプ１１０４へのアクセス）、ＳＳＡ管理部はＦＳＥ＿１１０２にセッション番号
を渡し、このセッション番号によって内部ＡＣＲ＿１１０３に至るチャネルが識別される
。
【０３２８】
　ＯＴＰ操作は、２つの段階、すなわち図４３に示すシード提供段階と、図４４に示すＯ
ＴＰ生成段階とを伴う。図４０～図４２も併せて参照することで、この説明に役立つ。図
４３は、シード提供プロセスを示すプロトコル図である。図４３に示すように、ホスト２
４などのホストとカードは、様々な動作をとる。ＳＳＭコア１００４を含む図４０Ａおよ
び４０ＢのＳＳＭシステムは、カード側で様々な動作をとる１エンティティである。図４
２に示すＦＳＥ＿１１０２も、カード側で様々な動作をとるエンティティである。
【０３２９】
　二因子認証では、ユーザがシードの発行を要求し、発行されたシードはセキュアトーク
ンに記憶される。この例のセキュアトークンは、メモリ装置またはカードである。ユーザ
は、ＳＳＭシステムにアクセスするため、図４２の認証ＡＣＲ＿１１０６のいずれか１つ
を認証する（矢印１１２２）。認証に成功したと仮定すると（矢印１１２４）、ユーザは
シードを要求する（矢印１１２６）。ホストは、シード要求に署名するためのアプリケー
ション１１０２を選択して、シード要求に署名する要求をカードへ送信する。起動すべき
アプリケーションＩＤをユーザが知らない場合、例えば装置に対する取扱い注意クエリに
より、この情報を装置１０から入手することができる。そして、ユーザは、起動するべき
アプリケーションのアプリケーションＩＤを入力し、これによりこのアプリケーションに
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対応する通信パイプも選択される。パス・スルー・コマンドにより、ユーザから、対応す
る通信パイプを通じて、アプリケーションＩＤで指定されたアプリケーションに、ユーザ
コマンドが転送される（矢印１１２８）。起動したアプリケーションは、図４２のＩＤＯ
＿１１１２などの所定のＩＤＯの公開鍵による署名を要求する。
【０３３０】
　ＳＳＭシステムは、ＩＤＯの公開鍵を用いてシード要求に署名し、署名の完了をアプリ
ケーションに通知する（矢印１１３２）。次に、起動アプリケーションはＩＤＯの証明書
連鎖を要求する（矢印１１３４）。これに応じて、ＳＳＭシステムは、ＡＣＲ＿１１０３
の制御下でＩＤＯの証明書連鎖を提供する。起動アプリケーションは、通信パイプを通じ
て署名済みシード要求とＩＤＯの証明書連鎖をＳＳＭシステムに提供し、ＳＳＭシステム
は、同じものをホストへ転送する（矢印１１３８）。通信パイプにおける署名済みシード
要求とＩＤＯ証明書連鎖の送信は、図４０ＡのＳＡＭＭ＿１００８とＳＳＭコア１００４
との間で確立するコールバック関数によって行われるが、このコールバック関数について
は以降で詳しく説明する。
【０３３１】
　ホストによって受信されたＩＤＯ証明書連鎖および署名済みシード要求は、図４１に示
す認証サーバ１０５２へ送信される。署名済みシード要求の出所が信用できるトークンで
あることは、カードから提供される証明書連鎖で証明されているため、認証サーバ１０５
２には、秘密シードをカードに提供する用意がある。そこで認証サーバ１０５２は、ＩＤ
Ｏの公開鍵で暗号化されたシードを、ユーザＡＣＲ情報とともにホストに送信する。この
ユーザ情報により、Ｎ個のユーザＡＣＲのうち、これから生成するＯＴＰにユーザがアク
セスするためのユーザＡＣＲがいずれであるかが明らかになる。ホストは、アプリケーシ
ョンＩＤを提供することによってＦＳＥ＿１１０２でＯＴＰアプリケーションを起動し、
これによりこのアプリケーションに対応する通信パイプも選択され、さらにホストはユー
ザＡＣＲ情報をＳＳＭシステムへ転送する（矢印１１４０）。暗号化されたシードとユー
ザＡＣＲ情報は、この後、通信パイプを通じて、選択されたアプリケーションに転送され
る（矢印１１４２）。起動アプリケーションは、ＩＤＯの秘密鍵を用いてシードを復号化
する要求を、ＳＳＭシステムに送信する（矢印１１４４）。ＳＳＭシステムはシードを復
号化し、復号化の完了を伝える通知をアプリケーションに送信する（矢印１１４６）。起
動アプリケーションは、この後、セキュア・データ・オブジェクトを作成し、そのセキュ
ア・データ・オブジェクトにシードを記憶することを要求する。起動アプリケーションは
、ワン・タイム・パスワードを生成するため、そのＳＤＯにＯＴＰアプリケーション（要
求するアプリケーションと同じアプリケーションであってもよい）のＩＤを割り振ること
も要求する。ＳＳＭシステムは、ＳＤＯ＿１１１４のいずれか１つを作成し、そのＳＤＯ
の中にシードを記憶し、ＯＴＰアプリケーションのＩＤをＳＤＯに割り振り、完了すると
アプリケーションに通知を送信する（矢印１１５０）。アプリケーションは、この後、ホ
ストから提供されたユーザ情報に基づき、ＳＤＯ＿１１１４にアクセスするためのアクセ
ス権を内部ＡＣＲから該当するユーザＡＣＲへ委譲することを、ＳＳＭシステムに要求す
る（矢印１１５２）。委譲が完了すると、ＳＳＭシステムはアプリケーションに通知する
（矢印１１５４）。アプリケーションは、この後、コールバック関数により、ＳＤＯの名
前（スロットＩＤ）を通信パイプ経由でＳＳＭシステムに送信する（矢印１１５６）。Ｓ
ＳＭシステムは、この後、同じものをホストへ転送する（矢印１１５８）。ホストは、こ
の後、ＳＤＯの名前をユーザＡＣＲに結合し、このため、ユーザはＳＤＯにアクセスでき
るようになる。
【０３３２】
　ここで、図４４のプロトコル図を参照して、ＯＴＰ生成プロセスを説明する。ユーザは
、ワン・タイム・パスワードを入手するため、アクセス権があるユーザＡＣＲにログイン
する（矢印１１７２）。認証に成功した場合を仮定すると、ＳＳＭシステムはホストに通
知し、ホストは「ｇｅｔ＿ＳＤＯ」コマンドをＳＳＭへ送信する（矢印１１７４、１１７
６）。前述したように、シードを記憶するＳＤＯには、ＯＴＰを生成するアプリケーショ
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ンが関連付けられている。したがって、これまでのように通信パイプ経由でアプリケーシ
ョンを選択する代わりに、矢印１１７６のコマンドでアクセスするＳＤＯと、ＯＴＰ生成
アプリケーションと、の関連付けによって、ＯＴＰ生成アプリケーションを起動する（矢
印１１７８）。ＯＴＰ生成アプリケーションは、この後、ＳＤＯからコンテンツ（すなわ
ち、シード）を読み出すことを、ＳＳＭシステムに要求する。ＳＳＭは、ＳＤＯのコンテ
ンツに含まれる情報を認識せず、ＦＳＥの指示に従ってＳＤＯのデータを処理するだけで
あることが好ましい。シードが暗号化されている場合、ＦＳＥの指示に従い読出しを行う
前に、シードを復号化することが必要となる場合がある。ＳＳＭシステムは、ＳＤＯから
シードを読み出し、ＯＴＰ生成アプリケーションにシードを提供する（矢印１１８２）。
ＯＴＰ生成アプリケーションは、この後、ＯＴＰを生成し、これをＳＳＭシステムに提供
する（矢印１１８４）。ＯＴＰは、ＳＳＭによってホストへ転送され（矢印１１８６）、
さらにホストから認証サーバ１０５２にＯＴＰが転送され、二因子認証プロセスは完了す
る。
【０３３３】
＜コールバック関数＞
　図４０ＡのＳＳＭコア＿１００４とＳＡＭＭ＿１００８との間では、汎用コールバック
関数が確立する。このような関数には、様々な装置内部アプリケーションと通信パイプを
登録することができる。起動した装置内部アプリケーションは、このコールバック関数を
使用することにより、アプリケーションへのホストコマンドの引渡しに使用されたものと
同じ通信パイプを使用して、処理後のデータをＳＳＭシステムへ引き渡すことができる。
【０３３４】
＜ＤＲＭシステム実施形態＞
　図４５は、ＤＲＭシステムを示す機能ブロック図である。このシステムは、通信パイプ
１１０４’と、ＦＳＥアプリケーション１１０２’に至るリンク１１０８’を備えるＣＥ
Ｋ１１１４’と、ＤＲＭ機能の実行機能を制御する制御構造１１０１’、１１０３’、１
１０６’と、を採用している。見て分かるように、セキュリティデータ構造が、認証サー
バＡＣＲとユーザＡＣＲの代わりにライセンスサーバＡＣＲ１１０６’と再生ＡＣＲ１１
１０’とを含んでおり、ＳＤＯの代わりにＣＥＫ１１１４’を含んでいる点を除いて、図
４５のアーキテクチャは図４２のものによく似ている。加えて、ＩＤＯは関係しないので
、図４５では省かれている。ＣＥＫ１１１４’は、ライセンス提供プロセスの中で作成す
ることができる。プロトコル図である図４６は、ライセンス提供とコンテンツダウンロー
ドのプロセスを示すものであり、ここではライセンスオブジェクトの中で鍵が提供される
。ＯＴＰの実施形態に見られるように、ライセンスの取得を望むユーザはまず、Ｎ個のＡ
ＣＲ１１０６’のいずれか１つとＮ個のＡＣＲ１１１０’のいずれか１つのもとでアクセ
ス権を取得する必要があり、そうすることで、メディア・プレーヤ・ソフトウェア・アプ
リケーションなどのメディアプレーヤによってコンテンツを提供できるようになる。
【０３３５】
　図４６に示すように、ホストは、ライセンスサーバＡＣＲ１１０６’を認証する（矢印
１２０２）。認証に成功したと仮定すると（矢印１２０４）、ライセンスサーバは、ライ
センスファイルをＣＥＫ（鍵ＩＤと鍵値）とともにホストに提供する。ホストは、カード
上のＳＳＭシステムにアプリケーションＩＤを提供することによって、起動すべきアプリ
ケーションも選択する。ホストは、プレーヤ情報（例えば、メディア・プレーヤ・ソフト
ウェア・アプリケーションの情報）も送信する（矢印１２０６）。このプレーヤ情報によ
り、Ｎ個の再生ＡＣＲ＿１１１０’のうち、プレーヤのアクセス権がある再生ＡＣＲがい
ずれであるかが明らかになる。ＳＳＭシステムは、選択されたアプリケーションに対応す
る通信パイプを通じて、ライセンスファイルとＣＥＫをＤＲＭアプリケーションへ転送す
る（矢印１２０８）。起動したアプリケーションは、この後、ライセンスファイルを非表
示パーティションに書き込むことをＳＳＭシステムに要求する（矢印１２１０）。ライセ
ンスファイルがその通りに書き込まれると、ＳＳＭシステムは、アプリケーションに通知
する（矢印１２１２）。ＤＲＭアプリケーションは、この後、ＣＥＫオブジェクト１１１
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４’の作成を要求し、ライセンスファイルからその中に鍵値を記憶する。ＤＲＭアプリケ
ーションは、提供された鍵に関連するライセンスをチェックするＤＲＭアプリケーション
のＩＤを、ＣＥＫオブジェクトに割り振ることも要求する（矢印１２１４）。ＳＳＭシス
テムはこれらのタスクを完了し、その旨をアプリケーションに通知する（矢印１２１６）
。アプリケーションは、この後、ホストから送信されたプレーヤ情報に基づいて、ＣＥＫ
１１１４’に対するコンテンツの読出しアクセス権をプレーヤがアクセスできる再生ＡＣ
Ｒに委譲することを要求する（矢印１２１８）。ＳＳＭシステムは委譲を行い、その旨を
アプリケーションに通知する（矢印１２２０）。ライセンスの記憶が完了したことを伝え
るメッセージが、アプリケーションから通信パイプを経由しＳＳＭシステムへ送信され、
ＳＳＭシステムはこれをライセンスサーバに転送する（矢印１２２２および１２２４）。
通信パイプ経由のこのアクションには、コールバック関数を使用する。この通知を受信し
たライセンスサーバは、この後、提供されたＣＥＫの鍵値によって暗号化されたコンテン
ツファイルをカードに提供する。暗号化されたコンテンツは、ホストによってカードの公
開領域に記憶される。暗号化されたコンテンツファイルの記憶にセキュリティ機能は関与
しないため、ＳＳＭシステムは記憶に関与しない。
【０３３６】
　図４７は、再生操作を示す。ユーザは、ホストを通じて、該当する再生ＡＣＲ（すなわ
ち、前述した矢印１１５２および１１５４で読出し権を委譲された再生ＡＣＲ）を認証す
る（矢印１２４２）。認証に成功したと仮定すると（矢印１２４４）、ユーザは、この後
、鍵ＩＤと関連付けられたコンテンツの読出し要求を送信する（矢印１２４６）。要求を
受信したＳＳＭシステムは、アクセスされているＤＲＭアプリケーションのＩＤがＣＥＫ
オブジェクトに関連付けられていることに気付き、識別されたＤＲＭアプリケーションを
起動する（矢印１２４８）。このＤＲＭアプリケーションは、鍵ＩＤと関連付けられたデ
ータ（すなわち、ライセンス）の読出しを、ＳＳＭシステムに要求する（矢印１２５０）
。読出し要求があったデータの情報を認識しないＳＳＭは、ＦＳＥからの要求を処理して
データの読出しプロセスを実行するだけである。ＳＳＭシステムは、非表示パーティショ
ンからデータ（すなわち、ライセンス）を読み出し、そのデータをＤＲＭアプリケーショ
ンに提供する（矢印１２５２）。ＤＲＭアプリケーションは、この後、データを解釈し、
データの中にあるライセンス情報をチェックして、ライセンスが有効かどうかを確認する
。ライセンスがなお有効である場合、ＤＲＭアプリケーションは、コンテンツの復号化が
許可されることをＳＳＭシステムに知らせる（矢印１２５４）。ＳＳＭシステムは、この
後、要求のあったコンテンツをＣＥＫオブジェクトの鍵値を使用して復号化し、復号化さ
れたコンテンツを再生するためにホストに提供する（矢印１２５６）。ライセンスが既に
有効でない場合、コンテンツアクセスの要求は拒絶される。
【０３３７】
　ライセンスサーバからのライセンスファイルで鍵が提供されない場合の、ライセンス提
供とコンテンツのダウンロードは、図４６に示す場合といくぶん異なる。図４８のプロト
コル図は、そのような別方式を示す。図４６および図４８で同じステップは、同じ数字で
識別されている。それゆえ、ホストとＳＳＭシステムは、まず初めに認証に取り組む（矢
印１２０２、１２０４）。ライセンスサーバは、ホストにライセンスファイルと鍵ＩＤを
提供するが鍵値は提供せず、ホストはそれらを、起動しようとするＤＲＭアプリケーショ
ンのアプリケーションＩＤとともに、ＳＳＭシステムへ転送する。ホストは、プレーヤ情
報も送信する（矢印１２０６’）。ＳＳＭシステムは、この後、選択されたアプリケーシ
ョンに対応する通信パイプを通じて選択されたＤＲＭアプリケーションに、ライセンスフ
ァイルと鍵ＩＤを転送する（矢印１２０８）。ＤＲＭアプリケーションは、非表示パーテ
ィションへのライセンスファイル書込みを要求する（矢印１２１０）。ライセンスファイ
ルがその通りに書き込まれると、ＳＳＭシステムは、ＤＲＭアプリケーションに通知する
（矢印１２１２）。ＤＲＭアプリケーションは、この後、鍵値を生成することと、ＣＥＫ
オブジェクトを作成することと、そこに鍵値を記憶することと、ＣＥＫオブジェクトにＤ
ＲＭアプリケーションのＩＤを割り振ることと、をＳＳＭシステムに要求する（矢印１２
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１４’）。要求に応じたＳＳＭシステムは、ＤＲＭアプリケーションへ通知を送信する（
矢印１２１６）。ＤＲＭアプリケーションは、この後、ホストからのプレーヤ情報に基づ
いて、ＣＥＫオブジェクトに対する読出しアクセス権を再生ＡＣＲに委譲することを、Ｓ
ＳＭシステムに要求する（矢印１２１８）。これが完了すると、ＳＳＭシステムは、その
旨をＤＲＭアプリケーションに通知する（矢印１２２０）。ＤＲＭアプリケーションは、
この後、ライセンスが記憶されたことをＳＳＭシステムに通知するが、この通知は、コー
ルバック関数により通信パイプ経由で送信される（矢印１２２２）。この通知は、ＳＳＭ
システムによってライセンスサーバに転送される（矢印１２２４）。ライセンスサーバは
、この後、鍵ＩＤと関連付けられたコンテンツファイルをＳＳＭシステムへ送信する（矢
印１２２６）。ＳＳＭシステムは、鍵ＩＤによって識別された鍵値でコンテンツファイル
を暗号化するが、アプリケーションはこれに一切関与しない。暗号化されカードに記憶さ
れたコンテンツは、図４７のプロトコルを用いて再生することができる。
【０３３８】
　前述したＯＴＰ実施形態とＤＲＭ実施形態で、ホスト装置は、様々なＯＴＰアプリケー
ションとＤＲＭアプリケーションを、ＦＳＥ１１０２および１１０２’で選ぶことができ
る。ユーザは、所望の装置内部アプリケーションを選択し、起動することができる。しか
し、ＳＳＭモジュールとＦＳＥとの全体的な関係は常に同じであるため、ユーザとデータ
の提供者は、ＳＳＭモジュールとの受渡しやＦＳＥを起動する場合に標準のプロトコル群
を使用することができる。ユーザと提供者は、独自に開発されたものを含む様々な装置内
部アプリケーションの詳細に関わる必要はない。
【０３３９】
　さらに、図４６および図４８の場合と同様に、提供プロトコルはいくぶん異なることが
ある。図４６の場合、ライセンスオブジェクトは鍵値を含むが、図４８の場合は鍵値を含
まない。このような違いから、前述したような若干異なるプロトコルが必要となる。しか
しながら、図４７における再生は、ライセンス提供のあり方にかかわりなく同じである。
したがって、この違いが問題となるのは、通常であればコンテンツの提供者と配布者のみ
であって、再生段階にしか通常かかわらない消費者には関係ない。それゆえ、このアーキ
テクチャは、プロトコルをカスタマイズする場合にコンテンツの提供者や配布者に多大な
柔軟性を提供しつつ、消費者にとっては扱い易い状態のままである。当然ながら、３つ以
上の提供プロトコル群によって提供されるデータから検索される情報でも、第２のプロト
コルを用いてアクセスすることができる。
【０３４０】
　前述した実施形態から提供される別の利点として、ユーザなどの外部エンティティと装
置内部アプリケーションは、いずれもセキュリティデータ構造によって制御されるデータ
を利用するが、ユーザがアクセスできるものは装置内部アプリケーションによって記憶デ
ータから検索される結果のみである。それゆえ、ＯＴＰ実施形態の場合、ホスト装置を通
じてユーザが入手できるものはＯＴＰのみであって、シード値は入手することができない
。ＤＲＭ実施形態では、ホスト装置を通じてユーザが入手できるものは再生されたコンテ
ンツのみであって、ライセンスファイルまたは暗号鍵のいずれにもアクセスすることがで
きない。このため、セキュリティを損なうことなく消費者の便宜を図ることができる。
【０３４１】
　ＤＲＭの一実施形態では、装置内部アプリケーションもホストも暗号鍵にアクセスせず
、セキュリティデータ構造のみがこれにアクセスする。他の実施形態では、セキュリティ
データ構造以外のエンティティも暗号鍵にアクセスすることができる。鍵が装置内部アプ
リケーションによって生成され、セキュリティデータ構造によって制御される場合もある
。
【０３４２】
　装置内部アプリケーションと情報（例えば、ＯＴＰや再生コンテンツ）へのアクセスは
、同じセキュリティデータ構造によって制御される。これは、制御システムの複雑さとコ
ストを抑える。
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【０３４３】
　装置内部アプリケーションに対するアクセスを制御する内部ＡＣＲから、装置内部アプ
リケーションを起動することによって得られる情報に対するホストのアクセスを制御する
ＡＣＲに、アクセス権を委譲する能力を提供することにより、前述した特徴および機能が
実現可能となる。
【０３４４】
＜アプリケーション別失効制度＞
　セキュリティデータ構造のアクセス制御プロトコルは、装置内部アプリケーションの起
動時に修正することもできる。例えば、証明書失効プロトコルは、ＣＲＬを使用する標準
のプロトコルまたは独自のプロトコルのいずれでもよい。それゆえ、ＦＳＥを起動するこ
とにより、標準のＣＲＬ失効プロトコルをＦＳＥ独自プロトコルに差し替えることができ
る。
【０３４５】
　ＣＲＬ失効制度をサポートすることに加えて、ＳＳＡは、装置内部アプリケーションと
ＣＡあるいはその他の取消機関との間の私的通信チャネルを通じて、装置に常駐する内部
アプリケーションにホストを無効にさせることができる。内部アプリケーション独自の失
効制度は、ホスト－アプリケーションの関係に限定される。
【０３４６】
　アプリケーション別失効制度が構成される場合、ＳＳＡシステムは、ＣＲＬ（提供され
る場合）を拒絶することになり、そうでない場合には証明書と独自のアプリケーションデ
ータ（アプリケーション別通信パイプを通じて提供済みのデータ）を用いて所与の証明書
が失効済みか否かを判定する。
【０３４７】
　前述したように、ＡＣＲでは、失効値を指定することによって３つの失効制度（失効制
度なし、標準ＣＲＬ制度、アプリケーション別失効制度）のどれを採用するかを指定する
。アプリケーション別失効制度を選定する場合、その失効制度を担当する内部アプリケー
ションＩＤもＡＣＲで指定し、ＣＥＴ／ＡＰＰ＿ＩＤフィールドの値は失効制度を担当す
る内部アプリケーションＩＤに対応することになる。装置を認証する場合、ＳＳＡシステ
ムは、内部アプリケーション独自の制度に準拠する。
【０３４８】
　１組のプロトコルを別のものに差し替える代わりに、装置内部アプリケーションを起動
する場合、ＳＳＡによって既に施行されているアクセス制御に、追加のアクセス条件を設
けることもできる。例えば、ＣＥＫの鍵値に対するアクセス権を、ＦＳＥで精査すること
ができる。鍵値のアクセス権がＡＣＲにあると判定したＳＳＡシステムは、ＦＳＥと相談
のうえでアクセスを許諾する。これは、コンテンツへのアクセスを制御する場合にコンテ
ンツの所有者に多大な柔軟性を提供する。
【０３４９】
　これまで様々な実施形態を参照して本発明を説明してきたが、本発明の範囲から逸脱す
ることなく変更や修正を施すことができ、本発明の範囲が専ら添付の特許請求の範囲とそ
の同等物とによって定まるものであることは理解されよう。
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