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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスミッタから、（ａ）前記トランスミッタで生成されたセッションキー並びに第
１及び第２の部分からなる暗号同期情報に関連して生成された暗号化テキストを（ｂ）ト
ランスミッタ・タグとともに受信する手段、
　ローカルセッションキーを生成するセッションキー・モジュール（２１２）、
　該暗号同期情報の前記第１の部分及び第３の部分からなるローカル暗号同期情報を生成
し修正する暗号同期モジュール（２０８）、
　前記暗号化テキストを解読するために前記ローカルセッションキー及び前記ローカル暗
号同期情報を用いる解読モジュール（２１６）、
　レシーバ・タグを生成するシグネチャ・ファンクション・モジュール（２１０）、及び
　前記レシーバ・タグを前記トランスミッタ・タグと比較する比較モジュール（２１４）
からなる装置であって、
　前記トランスミッタ・タグが前記トランスミッタで生成された前記セッションキー及び
暗号同期情報の該第２の部分に関連し、前記レシーバ・タグが前記ローカルセッションキ
ー及び前記ローカル暗号同期情報の該第３の部分に関連し、前記暗号同期モジュール（２
０８）は、前記レシーバ・タグとトランスミッタ・タグが異なる場合に前記ローカル暗号
同期情報を修正するように構成され、前記修正は前記レシーバ・タグとトランスミッタ・
タグが同じになるようにするものであり、それにより前記装置が前記トランスミッタと再
同期できるようにする装置。
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【請求項２】
　レシーバをトランスミッタに再同期させるための方法であって、該方法は、
　トランスミッタから、（ａ）前記トランスミッタで生成されたセッションキー並びに第
１及び第２の部分からなる暗号同期情報に関連して生成された暗号化テキストを（ｂ）ト
ランスミッタ・タグとともに受信するステップ、
　ローカルセッションキーを生成するステップ、
　該暗号同期情報の前記第１の部分及び第３の部分からなるローカル暗号同期情報を生成
するステップ、
　レシーバ・タグを生成するステップ、及び
　前記レシーバ・タグを前記トランスミッタ・タグと比較するステップ
からなり、
　前記トランスミッタ・タグが前記トランスミッタで生成された前記セッションキー及び
暗号同期情報の該第２の部分に関連し、前記レシーバ・タグが前記ローカルセッションキ
ー及び前記ローカル暗号同期情報の該第３の部分に関連し、前記方法は、さらに、該レシ
ーバ・タグとトランスミッタ・タグとが異なる場合に新しいレシーバ・タグを生成するた
めに前記ローカル暗号同期情報を修正するステップからなり、前記修正するステップは前
記レシーバ・タグとトランスミッタ・タグとが同じになるようにするものであり、それに
より前記レシーバを前記トランスミッタに再同期させる方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に暗号アルゴリズムに関するものであり、特に暗号同期として知られている
、あるタイプの暗号情報の自動再同期を実行するアルゴリズムおよび装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通信システムにより伝達される情報のセキュリティは、通信サービスを加入者に提供する
側、すなわちシステムオペレータにとり重大懸念である。インターネットや無線通信シス
テム（例えばセルラー通信）といったような通信システムの利用が拡大するにつれ、シス
テムオペレータにとって情報のセキュリティは重大な関心事となっている。また、広範囲
に普及した通信システムに加入するエンティティ（例えば個人、企業等）も彼らの情報セ
キュリティについては注意をはらっている。しばしば、インターネットのように広く利用
されている公共通信システムにより伝達される情報には意図する相手にだけ公開がなされ
るべき機密情報も含まれている。
【０００３】
通信システムオペレータにより使用されるより効果的な技術の一つに、システムによって
そのような情報が伝達される前に情報を暗号化する手法がある。その情報の受信が意図さ
れるレシーバには適当な解読装置が提供される。符号や暗号を用いることで許可されてい
ない人物から情報機密を守る科学および手法は暗号法として知られている。１９９６年に
編集者のKenneth W. DamとHerbert S. Linによりナショナルアカデミープレスに発表され
た「情報社会を保護する暗号の役割」（"Cryptography's Role In Securing The Informa
tion Society"）を参照にされたい。暗号法の基本形態として、情報はまず始めに暗号化
され、それから通信システムにより伝送される。その情報に適用された暗号に関連するも
のは、暗号化情報を解読するための秘密工程、もしくは「キー」である。ある暗号構成に
おいてはキーは情報の許可された受手側とシステムオペレータだけが知っている。また他
の暗号構成においてはキーは一般的な知識である。
【０００４】
図１は、「キー」が一般的知識である一般的暗号構成を示したものである。トランスミッ
タは情報（すなわちモジュール１０６により提供される平文）を損失媒体１０８によりレ
シーバに伝送する。平文は損失媒体１０８により伝達される暗号化されていない情報（例
えば、デジタルデータ、デジタル化された音声あるいは映像等）のタイプのものである。
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損失媒体１０８による伝送に先立って、平文はモジュール１０８により暗号テキストに暗
号化される。損失媒体は、それにより通信信号が伝達（伝送および受信）される実媒体（
例えば、撚線対、同軸ケーブル、無線、光ファイバケーブル等）であり、実際の不利な状
況はおそらく情報の劣化か、情報損失をまねくであろう。
【０００５】
通信システムの少なくとも２加入者間における通信の開始、伝達、および終了間の経過時
間長はセッションと呼ばれる。セッションの始めに、図１に示す暗号構成はセッションの
ためのキー、すなわちセッションキーを指示する。トランスミッタにて、モジュール１０
２は各セッションごとにセッションキーを提供する。モジュール１０４は、モジュール１
０６から提供された平文を暗号化するために暗号モジュール１００で使用する暗号同期情
報を含んでいる。
【０００６】
暗号同期情報は、暗号化プロセスに変化をもたせることにより平文の暗号効力を強化する
。例えば、異なる時間に伝送され、かつ異なる暗号同期で暗号化された同一メッセージは
異なる暗号テキストを有する。暗号テキストは受信され、それから平文に解読し直される
。解読はモジュール１１０により実行される。モジュール１１０は、モジュール１１２か
らのセッションキー、およびモジュール１１４からの暗号同期情報を使用して平文に解読
する。暗号同期は、暗号テキストに変化を与えるばかりでなく、レシーバ暗号モジュール
とトランスミッタ暗号モジュールとの同期を可能にする。言い換えると、平文に適用され
た特別な暗号工程は暗号テキストに適用される関連解読工程を有する。適切な解読工程が
暗号テキストに適用された場合、結果、平文が得られるが、そうでない場合、暗号テキス
トは正確に解読されない。
【０００７】
セッションの始めに、トランスミッタおよびレシーバそれぞれの暗号同期モジュール１０
４および暗号同期モジュール１１４は初期値にセットされる。こうして、トランスミッタ
とレシーバは同期する。トランスミッタにて、暗号同期値は伝送される各平文メッセージ
ごとに（１つだけ）増分される。それに対応して、レシーバにて、暗号同期値は受信され
る各暗号テキストメッセージごとに増分され、このようにトランスミッタとの同期を維持
する。ゆえに、通常暗号同期モジュール（１０４、１１４）はセッションの開始時にその
初期値がセットされるカウンターとして実行する。通信帯域幅を保つために（通信帯域幅
は通信システムにおいて伝達可能な情報量の限界を示す）、トランスミッタからレシーバ
にこのカウンターのコンテンツ部分のみが各メッセージごとに実際に伝送される。また、
カウンターのコンテンツの残り部分はトランスミッタとレシーバ両方により個々に維持さ
れる。伝送される部分がその最大量を超過する場合、残り部分は両サイドにより増分され
る。ゆえに、正確な解読を確実に行うために、伝送中にあるメッセージが損失して受信さ
れない場合でさえ、レシーバは残り部分の完全な状態を維持しなくてはならない。
【０００８】
図１には示していないが、巡回冗長コードが平文に付加され、連結情報（すなわち平文と
巡回冗長コード）が暗号同期値とセッションキー値とを用いて暗号化される。巡回冗長コ
ードは損失媒体に伝えられた情報のエラー発生を判断するために使用されるよく知られた
コーディング技術である。実行される暗号化および解読は通常、一般的人々や通信装置製
造者のような特定のエンティティにのみ知られる所有暗号化工程（すなわち暗号化および
解読）である。レシーバにて、モジュール１１０は、結果平文と巡回冗長コードとなる連
結情報を解読する。トランスミッタとレシーバそれぞれのモジュール１０２およびモジュ
ール１１２のセッションキーは知られており、同一である。レシーバにおける暗号同期値
はトランスミッタにて使用される暗号同期値と同一でなくてはならない。そうでない場合
、トランスミッタはレシーバに同期しない。レシーバにて同期が維持されているかどうか
を判断するために、巡回冗長コード検査が平文で実行される。エラー発生が検出されなか
った場合、平文は承諾され、モジュール１２２にて示された様々な処理装置に転送されて
さらに必要な処理が行われる。
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【０００９】
エラー発生が検出された場合、レシーバとトランスミッタとはもはや同期していない、す
なわち、トランスミッタの暗号同期値がレシーバのそれと等しくないことを示す。よって
、モジュール１２０により暗号再同期工程が開始される。一般的に再同期工程にはトラン
スミッタとレシーバ間のメッセージ交換が必要となる。また、現在進行中のセッションを
終了させて、トランスミッタとレシーバ両方の暗号同期カウンターを所定の初期値にリセ
ットする必要がある。これにより新しいセッションの開始が可能となる。また、従来の技
術（エラー検出スキーム等）を使用することにより受信された暗号テキストの完全な状態
が有効となる。
【００１０】
エラー検査に巡回冗長コードを用いる場合、巡回冗長コードの長さが比較的長いことから
、１セッションに伝送可能な情報量が減じられるという不都合が生じる。すなわち、巡回
冗長コードを使用することで通信帯域幅を有効に利用することが出来なくなる。さらに、
平文の巡回冗長コードを用いる場合、メッセージに含まれる平文が毎回異なる時、各メッ
セージごとに計算されなくてはならないという不都合も生じる。さらにまた、上記巡回冗
長コード方法を用いる場合、トランスミッタがレシーバとの同期を損失した場合に、セッ
ションを終了させることなしに再同期させるメカニズムがないことから、セッションを終
了せざるをえないという不都合も生じる。またさらに、上記巡回冗長コード方法を使用す
る場合、レシーバがトランスミッタとの同期を損失したことを発見する前に、巡回冗長コ
ード検査に続き、仮定された解読パラメータ（すなわち、セッションキーおよび暗号同期
）を用いてレシーバにより完全解読がなされてしまうという不都合も生じる。多くの場合
には、トランスミッタがレシーバとの同期を損失すると、レシーバとトランスミッタの暗
号同期カウンタ値が数カウントごとに異なる。このような場合、２カウンタが同一カウン
タ値にどうにか再調整可能である場合に同期を復帰させることが出来る。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
ゆえに、比較的長いエラー検出コードを用いることなしにトランスミッタとレシーバ間の
暗号同期情報における同期損失を検出する方法が求められる。また、セッションを終了さ
せることなくセッション間にトランスミッタとレシーバとを再同期させる再同期工程が求
められる。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上述した問題を解決するため、本発明による暗号同期情報の自動再同期は、トランスミッ
タとレシーバ間における暗号情報を再同期させるメカニズムを提供する、暗号情報の伝送
および受信を行う暗号化装置とその方法とを提供する。トランスミッタシグネチャ（署名
）タグがトランスミッタにて生成される。このタグは暗号情報といっしょに伝送される。
トランスミッタシグネチャタグは、レシーバに伝送されない、トランスミッタにおいて使
用可能な暗号同期情報に基づく。レシーバにて暗号情報とトランスミッタシグネチャタグ
が受取られる。トランスミッタシグネチャタグはレシーバにより生成されたレシーバシグ
ネチャタグと比較される。レシーバシグネチャタグはレシーバにおいて使用可能な暗号同
期情報に基づく。
【００１３】
これらのタグが等しい場合、暗号情報は平文に解読される。これらのタグが等しくなかっ
た場合、トランスミッタとレシーバが同期していないことを示し、暗号テキストの正確な
解読はなされない。このような場合、暗号同期情報はＮ回修正が行われる。ここでＮは１
以上の整数である。そして、各修正ごとに新規レシーバシグネチャタグが生成され、トラ
ンスミッタシグネチャタグと比較され、トランスミッタと再同期を行うメカニズムをレシ
ーバに提供する（すなわち、新規レシーバシグネチャタグはトランスミッタシグネチャタ
グと等しい）。シグネチャタグがマッチすると（すなわち、それらが等しい場合）、レシ
ーバは、セッションキーと暗号同期情報といったようなパラメータを用いレシーバ暗号テ
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キストを解読する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図２は本発明によるトランスミッタとレシーバのブロック図を示したものである。説明上
、理解を容易にするために、トランスミッタを損失媒体の片方に、レシーバを損失媒体の
もう片方にて示している。これにより、損失媒体の両方面に本発明の方法に基づいて暗号
情報の伝送および受信に使用されるレシーバとトランスミッタがあることが容易に理解さ
れよう。さらに、損失媒体は本発明の一部ではなく、本発明の説明を容易にするために含
まれていることが理解されよう。
【００１５】
トランスミッタにて、トランスミッタシグネチャ（署名）タグ（ＣＳ＿Ｈ＿ＴＡＧ’）が
シグネチャモジュール２０２により生成される。トランスミッタシグネチャタグは暗号同
期情報（ＣＳ＿Ｈ’）とセッションキー（ＳＫ）とに基づいている。トランスミッタシグ
ネチャタグと暗号同期モジュール２００のコンテンツ部分（すなわち、ＣＳ＿Ｌ’）は暗
号モジュール２０６から暗号テキストに付加され、この連結情報は損失媒体により伝送さ
れる。トランスミッタシグネチャタグは暗号化されていないことに注意されたい。レシー
バにて、トランスミッタシグネチャタグはシグネチャブロック２１０により生成されたレ
シーバシグネチャタグ（ＣＳ＿Ｈ＿ＴＡＧ）と比較される。この比較は比較モジュール２
１４により実行される。レシーバシグネチャタグはモジュール２０８からの暗号同期情報
（すなわち、ＣＳ＿Ｈ）とモジュール２１２からのセッションキーとに基づく。これらの
タグが等しい場合、モジュール２１４によりＡＣＣＥＰＴ信号が生成され、論理ゲート２
１８に送信される。これにより暗号情報が解読モジュール２１６により平文に解読される
。タグが等しくなかった場合、トランスミッタとレシーバ間の同期損失を示すことから、
ＡＣＣＥＰＴ信号は生成されない。このような場合、モジュール２０８の暗号同期情報は
修正され、新規レシーバシグネチャタグが生成され、レシーバがトランスミッタと再同期
するメカニズムを提供する。生成された新規レシーバシグネチャタグはトランスミッタシ
グネチャタグと比較され、レシーバがトランスミッタと再同期したかどうか（すなわち、
トランスミッタシグネチャタグがレシーバシグネチャタグと等しいかどうか）が判断され
る。モジュール２０８における暗号同期情報はＮ回まで修正が可能である。ここでＮは１
以上の整数である。
【００１６】
望ましい実施形態においては、モジュール２００およびモジュール２０８にて生成され、
これに含まれる暗号同期情報は２つの部分に配出される。モジュール２００におけるその
部分はＣＳ＿Ｈ’およびＣＳ＿Ｌ’である。ジュール２０８におけるその部分はＣＳ＿Ｈ
およびＣＳ＿Ｌである。第一部分（ＣＳ＿Ｈ’，ＣＳ＿Ｈ）はセッションキーと共に使用
されて、トランスミッタとレシーバそれぞれのシグネチャタグ（ＣＳ＿Ｈ＿ＴＡＧ’，Ｃ
Ｓ＿Ｈ＿ＴＡＧ）を生成する。トランスミッタシグネチャタグと暗号同期モジュール２０
０の第二コンテンツ部分（すなわちＣＳ＿Ｌ’）は伝送される各メッセージに付加される
。メッセージは暗号化された平文のブロックである。トランスミッタとレシーバのシグネ
チャタグはそれぞれシグネチャファンクションブロック２０２およびシグネチャファンク
ションブロック２１０により生成される。シグネチャファンクションブロック２０２およ
びシグネチャファンクションブロック２１０は、入力情報を圧縮コード化情報に変換する
従来よりよく知られている圧縮コーディング技術を用いる。圧縮コード化情報は、入力情
報を表す際に使用されるシンボル数よりも少ないシンボル数にて表される情報である。圧
縮コード化情報の１バージョンにデジタル形式で表される情報のデジタルシグネチャがあ
る。
【００１７】
暗号同期モジュール２００および暗号同期モジュール２０８はＬ-ビットカウンターとし
て実行する。ここで、Ｌは２以上の整数である。説明上、暗号同期モジュール２００およ
び暗号同期モジュール２０８は３２ビットカウンター（すなわち、Ｌ＝３２）とする。こ
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こで、図３にて示すように、ＣＳ＿Ｈ’およびＣＳ＿Ｈは上位２４ビット、あるいは最上
位のビットを表しており、ＣＳ＿ＬおよびＣＳ＿Ｌ’は下位８ビット、あるいは最下位の
ビットを表している。セッションの開始時、カウンター２００およびカウンター２０８は
初期値にセットされる。説明上、初期値をゼロとする。
【００１８】
トランスミッタにて、伝送される平文は、メッセージあるいは暗号化平文を生成する暗号
モジュール２０６に適用される。カウンター２００の初期値の上位２４ビットはセッショ
ンキー値と共にシグネチャ機能ブロック２０２に適用される。シグネチャファンクション
ブロック２０２は従来の圧縮コーディング構成を用い、８ビットトランスミッタシグネチ
ャタグ（ＣＳ＿Ｈ＿ＴＡＧ’）を生成する。カウンター２００（ＣＳ＿Ｌ’）の下位８ビ
ットはトランスミッタシグネチャタグと共に暗号テキストに付加され連結情報ブロックを
形成する。簡明化の目的で、これ以降、ＣＳ＿Ｌ’（下位８ビットにて表される）をトラ
ンスミッタ暗号同期検査情報とする。次に、連結情報ブロックは損失媒体もしくは他の媒
体により伝送される。伝送される各後続メッセージについて、カウンター２００は１つだ
け増分され、上記説明のようにトランスミッタタグシグネチャおよび暗号同期検査情報が
生成されてメッセージに付加される。上記説明のトランスミッタシグネチャと同様に、暗
号同期検査情報は暗号化されないことを注意されたい。
【００１９】
レシーバにて、比較モジュール２１４によってトランスミッタタグシグネチャ（ＣＳ＿Ｈ
＿ＴＡＧ’）とレシーバタグシグネチャ（ＣＳ＿Ｈ＿ＴＡＧ）との比較がなされる。ＣＳ
＿Ｈはトランスミッタのその対応（すなわち、ＣＳ＿Ｈ’）と同様の方法により生成され
る。受信された暗号同期検査情報（ＣＳ＿Ｌ’）はＣＳ＿Ｈに付加されることで、こうし
て受信暗号テキストを解読するために解読モジュール２１６により使用される完全暗号同
期情報を生成する。カウンター（２００、２０８）が同一初期値にセットされており、セ
ッションキーが同一であり、かつ同一シグネチャファンクションがブロック２０２とブロ
ック２１０にて実行されることから、シグネチャタグは同一でなくてはならない。シグネ
チャタグが同一の場合、比較ブロック２１４はＡＣＣＥＰＴ信号を生成する。これにより
、暗号テキストが論理ゲートを通して解読モジュール２１６に提示され、平文に解読され
る。トランスミッタに関して、各受信メッセージについてカウンター２０８は１つだけ増
分され、また対応するレシーバシグネチャタグ（ＣＳ＿Ｈ＿ＴＡＧ）が上記説明と同一の
方法により生成される。図面には示していないが、暗号同期モジュール２０８は暗号同期
モジュール２００との同一方法により暗号同期検査情報を生成する。デザインを簡単にす
るため、暗号テキストを解読する目的でモジュール２１６により使用される暗号同期情報
（ＣＳ）を生成するために、暗号同期モジュール２００（ＣＳ＿Ｌ’）により生成される
暗号同期検査情報が使用される。
【００２０】
トランスミッタシグネチャタグが同一でない場合、比較ブロック２１４はＡＣＣＥＰＴ信
号を生成しないため、解読を目的としたレシーバによる暗号テキスト提示はなされない。
このような場合、カウンター２０８は１つだけ増分され、再度比較がなされる。タグシグ
ネチャおよび暗号同期検査情報が同一の場合、レシーバがトランスミッタと再同期したこ
とになる。同一でなかった場合、カウンター２０８は再度増分され、また比較が行われる
。増分と比較の工程は、システムオペレータ、あるいはトランスミッタ装置かつ／もしく
はレシーバ装置を制御するいづれかのエンティティにより定義されたある回数に限定され
る。その所定の増分回数に達した時点でなお再同期しなかった場合、セッションは終了さ
れる。そして、本発明のトランスミッタ装置およびレシーバ装置が配備された通信システ
ムが従ういづれかのプロトコルに基づいて再度同期工程が開始される。
【００２１】
上記説明の例において、暗号同期検査情報は８ビット長であり、タグシグネチャは暗号同
期カウンターの上位２４ビットから部分的に生成される。タグシグネチャ（すなわちトラ
ンスミッタとレシーバ）は２５６メッセージごとに１回生成される。言い換えると、タグ
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シグネチャはセッションの開始時、セッションの２５６番目のメッセージ時、等に生成さ
れる。このように、その各々が単純に同期暗号カウンターの下位８ビットの２５６カウン
トのうちの１カウントである異なる２５６の暗号同期検査情報と共に、同一タグシグネチ
ャが連続する２５６メッセージに付加される。シグネチャタグは毎２５６メッセージ後に
１回だけ変わることから、２５６メッセージ毎に１回計算される。このようにして、より
効果的な処理能力の利用が可能となる。シグネチャタグは８ビット（すなわちセッション
キーと共に上位２４ビットの圧縮）だけによって表されるため、従来の巡回冗長コード技
術に比べて、より多くの情報の暗号化と伝送が可能となる。
【００２２】
以上、本発明の実施形態を詳細に説明したが、本発明の範囲を逸脱することなく他の方法
でも具体化出来ることは当業者にとって明らかである。
【００２３】
【発明の効果】
本発明による方法および装置は、レシーバがトランスミッタとの同期をいつ損失したかを
検出する効果的な方法を提供するとともに、トランスミッタに対しレシーバが自動再同期
するメカニズムを提供する。
【図面の簡単な説明】
【図１】典型的暗号システムのブロック図である。
【図２】本発明によるトランスミッタとレシーバのブロック図である。
【図３】３２ビットカウンターとして実行時の暗号同期モジュールの出力の重要度を示し
たものである。

【図１】 【図２】
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