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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プログラムおよびデータの暗号化および復号化機能を有するプロセッサ上で、暗号化され
たデータ領域を２以上のプロセス間で共有する方法であって、
前記２以上のプロセスの各々に、あらかじめ共通鍵を与えておくステップと、
プロセッサの実行モードを暗号化命令実行モードに移行させるステップと、
前記２以上のプロセスのうち、第1のプロセスに、前記共通鍵に対してのみ有効な共有暗
号化領域を自己のプロセス空間に生成させるステップと、
前記２以上のプロセスのうち、その他のプロセスに、前記第1のプロセスが生成した共有
暗号化領域を自己のプロセス空間にマップさせるステップと、
前記各プロセスの共有暗号化領域を、前記共通鍵と関連付けてプロセッサ内部の暗号属性
レジスタに設定するステップと
を含む暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【請求項２】
プログラムおよびデータの暗号化および復号化機能を有するプロセッサ上で、暗号化され
たデータ領域を2つのプロセス間で共有する方法であって、
プロセッサの実行モードを暗号化命令実行モードに移行させるステップと、
各プロセスに、自己のプロセス空間にそれぞれ独自の秘匿データ領域を生成させるステッ
プと、
各プロセスに、鍵交換に用いるそれぞれ異なる鍵ペアを生成させ、前記２つのプロセス間
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で鍵交換を行なわせるステップと、
前記鍵交換に基づいて、各プロセスに共通鍵を生成させるステップと、
前記２つのプロセス間で共有され、前記共通鍵に対してのみ有効な共有暗号化領域を生成
するステップと、
前記共通鍵と、鍵交換の過程で使用されたデータとを、前記各プロセスの秘匿データ領域
に保存するステップと
を含む暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【請求項３】
前記共有暗号化領域を生成するステップは、前記２つのプロセスのうち、一方のプロセス
が自己のプロセス空間に共有暗号化領域を生成し、他方のプロセスは、この共有暗号化領
域を自己のプロセス空間にマップするステップを含み、
前記プロセス間共有方法は、各プロセスの共有暗号化領域とそれぞれの共通鍵とを関連付
けて、プロセッサ内部の暗号化属性レジスタに設定するステップをさらに含むことを特徴
とする、請求項２に記載の暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【請求項４】
前記鍵交換のステップは、メッセージ署名を検証するステップを含み、前記共通鍵を生成
するステップは、前記検証に基づき、認証された共通鍵を生成するステップを含むことを
特徴とする請求項２に記載の暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【請求項５】
前記各プロセスが、前記共有暗号化データ領域に対して書込または読込を行なう際に、前
記プロセッサ内部の暗号化属性レジスタに設定された情報を参照して、外部メモリとの間
でデータの暗号化および復号化を行なうステップをさらに含むことを特徴とする、請求項
１～４のいずれかに記載の暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【請求項６】
プログラムおよびデータの暗号化および復号化機能を有するプロセッサ上で、暗号化され
たデータ領域を３以上のプロセス間で共有する方法であって、
プロセッサの実行モードを暗号化命令実行モードに移行するステップと、
前記３以上のプロセスに含まれる第１のプロセスに、これらのプロセス間全体で共有され
る共有暗号化データ領域を生成させるステップと、
前記第1のプロセスに、前記共有暗号化データ領域に対する共通鍵を指定させるステップ
と、
前記第1のプロセスと、他のひとつのプロセスとの間で共有される暗号化された鍵通知領
域を、他のすべてのプロセスに関してそれぞれ生成させるステップと、
前記鍵通知領域を介して、他のそれぞれのプロセスに、前記共通鍵を通知するステップと
、
前記他のすべてのプロセスに、前記第1プロセスが生成した共有暗号化データ領域を自己
のプロセス空間にマップさせるステップと、
前記各プロセスにマップされた共有暗号化データ領域と、通知された共通鍵とを関連付け
て、前記プロセッサ内部の暗号化属性レジスタに格納するステップと
を含む暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【請求項７】
前記第1のプロセスと他のひとつのプロセスとの間で鍵通知領域を生成するステップは、
前記第1のプロセスと、他のひとつのプロセスの各々に、独自の秘匿データ領域を生成さ
せるステップと、
前記第1のプロセスと、他のひとつのプロセスの各々に、鍵交換に用いるそれぞれ異なる
鍵ペアを生成させて、鍵交換を行なわせるステップと、
前記鍵交換に基づいて、前記第1のプロセスと他のひとつのプロセスとの間で用いられる
第2の共通鍵を生成させるステップと、
前記第1のプロセスと他のひとつのプロセスとの間で共有され、前記第2の共通鍵に対して
のみ有効な鍵通知領域を生成するステップと、
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前記第2の共通鍵と、前記鍵交換の過程でされたデータとを、前記各プロセスの秘匿デー
タ領域に保存するステップと
を含むことを特徴とする請求項６に記載の暗号化データ領域のプロセス間共有方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はマルチタスクのプログラム実行環境を支援する機能を持つマイクロプロセッサに
関し、特に、プログラムやデータの暗号化および復号化機能を有し、秘匿プログラムや秘
匿データを複数プロセス間で安全に共有できるマイクロプロセッサに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年マイクロプロセッサの性能向上は著しく、従来の用途である計算やグラフィックにと
どまらず動画像、音声の再生や編集加工が可能となっている。これによりマイクロプロセ
ッサを応用したエンドユーザ向けシステム(以下ＰＣと呼ぶ)でユーザはさまざまな動画像
や音声を楽しめるようになった。PCを動画像、音声の再生装置として使うことは、ＰＣが
持っている計算能力と組み合わせてゲームなどの応用ができることは当然として、固定的
なハードウェアを必要としないため、すでにＰＣを持っているユーザにとっては安価にそ
れら動画像、音声の再生が楽しめるという利点もある。
【０００３】
ＰＣで画像や音声を扱う場合に問題となるのがその画像／音声の著作権の保護である。特
に、ＰＣ上で画像データや音楽データを取り扱うソフトウェア自体の改変や不正コピーを
防止すべく、耐タンパソフトウェア技術と呼ばれる手法が用いられている（David Aucsmi
th et.al; “Tamper Resistant Software: An Implementation”, Proceeding of the 19
96 Intel Software Developer's Conference)。耐タンパソフトウエア技術とは、ソフト
ウェアを暗号化するなどの手法により、ソフトウェアに含まれるノウハウなどを解析から
守り、ソフトウェアが解読、改竄されることを防止する技術である。
【０００４】
しかし、耐タンパソフトウェア技術は、基本的には、プログラムのうち保護を要する部分
を実行開始時には暗号化しておき、その部分を実行する前に復号化し、実行終了後に再び
暗号化することにより、逆アセンブラ、デバッガなどの解析ツールによる解析を困難にす
る技術である。プログラムがプロセッサによって実行可能である以上、プログラムの開始
時から順を追って解析していけば必ず解析することが可能である。この事実は、ＰＣを通
じた、著作物や高度情報サービスの提供、あるいはＰＣへの企業、個人のノウハウを含ん
だプログラムの適用の妨げになっている。
【０００５】
さらに、ハードウェア面の問題として、オープンプラットフォームであるＰＣにおいて、
システムのソフトウェア的土台となるはずのＯＳ（オペレーティングシステム）自体が改
変されて、攻撃の手段として用いられる可能性がある。技術を持ち、悪意のあるユーザは
自分のＰＣのＯＳに改造を加え、ＯＳの持つ特権を利用して、ＯＳとしての正常な動作の
代わりに、アプリケーションプログラムに埋め込まれている著作権保護機構を無効化した
り、その機構を解析するための操作を行えるからである。
【０００６】
現代のＯＳは、ＣＰＵに備えられた実行制御機能やメモリへの特権操作機能を利用して、
複数のタスクを見かけ上は並列に処理するマルチタスク環境を作り出している。すなわち
、ＯＳはプログラムの実行に必要な資源、すなわちＣＰＵ時間とその実行に必要なメモリ
の割り当てを行ない、コンピュータ制御下にあるデバイス、ネットワーク、アプリケーシ
ョンＱｏＳへのアクセスを制御する。これを行なうために、ＯＳは以下の２つの特権を有
する。
【０００７】
第１の特権は、ＣＰＵ時間の割り当てをするために、ＯＳはアプリケーションプログラム
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を任意の時点で停止、再開することができる。
【０００８】
第２の特権は、ＯＳは異なるアクセス速度と容量を持つ、通常は階層化されたメモリシス
テムをアプリケーションから隠ぺいして、フラットなメモリ空間をアプリケーションに提
供するが、任意の時点でアプリケーションに割り当てたメモリ空間の内容を、異なる階層
のメモリに移動することができる。
【０００９】
この２つの特権を持つことにより、任意の時点でＯＳはアプリケーションの実行状態を停
止してスナップショットをとり、それを複製または書き換えて再開することが可能である
。この機能はアプリケーションのもつ秘密を解析する道具にも使うことができる。
【００１０】
コンピュータ上のアプリケーションに対する解析を防ぐために、プログラムやデータの暗
号化を行う技術はすでにいくつか知られている（Hampson, USP4,47,902;　Hartman,　USP
 5,224,166; Davis, USP5,806,706; Takahasi, USP5,825,878; Leonard et.al, USP　6,0
03,117, 特開平11-282756）。暗号化された実行コードは、秘密鍵を知っているマイクロ
プロセッサのみが復号化することができる。デコード（復号）状態は、マイクロプロセッ
サ内部に限定され、実行プロセス以外は、いかなる他プロセスあるいはＯＳであっても、
デコードすることができない。
【００１１】
しかし、これらの従来の暗号化技術では、上述したＯＳの特権動作からプログラムの動作
とデータの秘密を守ることは考慮されていなかった。したがって、従来の暗号化技術を適
用したシステムでは、コンテキスト切替と呼ばれるＯＳの特権動作を利用することにより
、実行コードの暗号化を解かなくともプログラムの解析が可能になるという欠点があった
。
【００１２】
コンテキスト切替とは、割り込みによってプログラムの実行が中断された時や、プログラ
ムがシステムコール呼び出しのために自発的にソフトウェア割り込み命令を呼び出した時
に、ＯＳによって行なわれる切り替え処理である。すなわち、ＯＳは別のプログラム実行
のために、その時点でのレジスタ値の集合からなるプログラムの実行状態(「コンテキス
ト情報」と呼ぶ)をメモリに保存する一方で、あらかじめメモリに保存されていた別のプ
ログラムのコンテキスト情報をレジスタに復帰させる。コンテキスト切替は複数のプログ
ラムを並行動作させる上で不可欠の機能である。ＯＳはコンテキスト切替時にレジスタの
値を読むことができるので、そのプログラムの実行状態がどのように変化したかに基づい
て、プログラムの行なっている動作のほとんどの部分を推定できる。
【００１３】
ＯＳはまた、プログラムの実行の中断や解析ばかりでなく、メモリに移されたレジスタの
情報を任意に書き換えることもできる。ＯＳはアプリケーションの任意の状態を保存する
ことができるため、ある時点で保存した状態から、繰り返し何度もレジスタ値を書き換え
てプログラムを動作させてプログラムの動作を解析することが可能なのである。
【００１４】
このような問題に鑑み、出願人は、特願第２０００－０３５８９８号および特願第２００
０－１３５０１０号において、コンテキスト切替時に、マイクロプロセッサ内部のレジス
タにあるコンテキスト情報の全部または一部を自動的に暗号化して、プロセッサ外部のメ
モリに退避させる技術を提案した。これにより、コンテキスト切替時のＯＳによる攻撃を
防止することができる。
【００１５】
一方、複数のアプリケーションやプログラム供給者が、それぞれＯＳとは独立して秘密を
持つ技術も提案されている。米国特許第 5,123,045号（Ostorovsky et.al）は、アプリケ
ーションごとに固有の秘密鍵を持つサブプロセッサを前提とし、これらのサブプロセッサ
がメインメモリ上に置かれたプログラムをアクセスする時でも、そのアクセスパターンか
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らプログラムの動作が推定され得ないシステムを開示している。このシステムは、メモリ
に対して操作を行う命令体系を、それとは異なる命令体系に変換し、ランダムなメモリア
クセスを行なわせる機構である。
【００１６】
しかしながら、この技術はアプリケーション毎に異なるサブプロセッサを必要とし、コス
ト高になるばかりでなく、このような命令体系を処理するコンパイラやプロセッサハード
ウェアの実装、高速化技術は、現在のプロセッサのそれとはかなり異なる。すなわち、こ
のシステムの実現は現時点では困難であると予想されるのである。また、このようなプロ
セッサでは、実際に動作するコードの動作やデータを観察、追跡してもデータの内容や動
作の対応関係の把握が著しく困難となる。このため、プログラムコードやデータが単純に
暗号化されている先に列挙した従来技術と比較して、プログラムのデバッグが非常に困難
となり、この点においても実用化に問題がある。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
暗号化されたプログラムやその処理対象であるデータを保護する技術は、現在も研究が進
められているが、基本的に、実行プロセスの解析やトレースを無効化して、他プロセスか
らプログラムやデータを盗み見ることを防止することに技術が注がれている。
【００１８】
その一方で、正しく許可されたプロセス(プログラム)間であれば、プログラムやデータを
暗号化された状態であっても、互いに共有したいという要求がある。すなわち、既存の暗
号化されていないライブラリや、ＯＳが提供するプロセス間共有メモリを用いるのと同様
の感覚で、暗号化されたプログラムや秘匿データをプロセス間で共有したいという要求で
ある。暗号化されたプログラムやデータを異なるプロセス間で共有するためには、正しい
プロセス間で鍵情報をいかにして安全に共有するかが問題となる。
【００１９】
暗号化されたプログラムやデータの復号状態をプロセッサ内部に限定することのできるプ
ロセッサにおいて、あるプロセスが作成する暗号化されたメモリ領域を他プロセスと共有
したい場合、ＯＳの提供するメモリ共有機構を利用するだけでは、意味のあるデータ共有
はできない。暗号化が施されたメモリ領域の共有を要求する他プロセスは、この領域のた
めの必要な鍵を知らないからである。
【００２０】
暗号化されたメモリ領域の読み書きは、このメモリ領域に対応する鍵を使用することによ
って行なわれる。鍵は、プロセッサ内部で秘密裏に保持されている。そこで、他プロセス
においても同一の鍵をプロセッサ内部に共有することができれば、意味のある読み書きが
可能となる。ただし、この鍵共有が、2プロセス間で安全に行なわれなければ意味がない
。
【００２１】
鍵を共有するには、互いに予め鍵を知っているプロセス間であれば、鍵をプログラム内部
に暗号化した状態で埋め込んでおくことにより安全に共有することが出来る。しかしなが
ら、鍵を予め埋め込めむことのできない、あるいは、事前に通知したくないプロセス(プ
ログラム)間で鍵を共有したい場合は、プロセス間で安全な鍵交換シーケンスを確立する
必要がある。
【００２２】
これまでに、ネットワークを経由して安全な鍵交換シーケンスの確立を目指した技術は、
公開鍵暗号方式の登場により数多く登場してきている。ネットワーク上で交換される鍵情
報は、それ自体盗み見ることはできるが、各計算機内部で保持される秘密鍵を知らなけれ
ば攻撃は難しい。ネットワーク経由の鍵交換の場合、計算機内部での鍵交換/鍵算出に使
用される一時データが平文で扱われていても、これらがネットワークに流出しない、ある
いはネットワークから盗み出せないことを前提に実現されていた。
【００２３】
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本発明においては、ネットワークの鍵交換シーケンスとは別に、計算機内部でプロセス間
の鍵交換を行なう必要があり、その鍵交換や鍵算出時に使用される一次データも計算機内
部に置かれ得る場合を前提とする。
【００２４】
すなわち、本発明の第１の目的は、実行プロセスの秘密を解析や意図的な改変から守るこ
とのできるプロセッサ（耐タンパプロセッサ）において、２つのプロセス間で、暗号化さ
れたデータ領域を安全に共有する方法を提供することにある。
【００２５】
本発明の第２の目的は、３以上のプロセス間で、安全な通信路を利用して、暗号化された
データ領域を共有する方法を実現することにある。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明では、暗号化プログラムの実行コードやそこで処理さ
れる暗号化データを正当な実行プロセスだけが利用できる実行環境の耐タンパのマイクロ
プロセッサを前提とする。
【００２７】
第1の目的、すなわち耐タンパのマイクロプロセッサ上で暗号化されたデータ領域を２つ
のプロセス間で共有させる方法を実現するためには、あらかじめ２つのプロセスに共通鍵
を与えておく方法と、共有されるべき暗号化データ領域を作成する際に共通鍵を生成し、
共有相手のプロセスに生成した共通鍵を通知する方法とがある。
【００２８】
前者の方法は、プロセス間共有を行なう各プロセスにあらかじめ共通鍵を与えておくので
、任意の数のプロセス間での暗号化データ領域の共有に拡張することができる。この方法
は、プログラムおよびデータの暗号化／複号化機能を有するプロセッサ上で暗号化された
データ領域の共有を行なう２以上のプロセスの各々に、あらかじめ共通鍵を与えておくス
テップと、プロセッサの実行モードを暗号化命令実行モードに移行させるステップを含む
。そして、２以上のプロセス中の第1のプロセスに、与えられた共通鍵に対してのみ有効
な共有暗号化領域を自己のプロセス空間に生成させ、その他のプロセスに、第1のプロセ
スが生成した共有暗号化領域を自己のプロセス空間にマップさせる。さらに、各プロセス
の共有暗号化領域を、それぞれに与えられた共通鍵と関連付けてプロセッサ内部の暗号属
性レジスタに設定する。
【００２９】
後者の方法は、２つのプロセス間で共有する暗号化データ領域用の鍵情報を、各プロセス
が事前に共有できない場合に、暗号化データ領域の作成元であるプロセスがその都度共通
鍵を生成し、他方のプロセスにこの共通鍵を通知するものである。この方法は、まず、プ
ログラムおよびデータの暗号化/復号化機能を有するプロセッサ上で、プロセッサの実行
モードを暗号化命令実行モードに移行させる。次に、２つのプロセスの各プロセス空間に
、それぞれ独自の秘匿データ領域を生成させる。各秘匿データ領域のアドレスを、それぞ
れの対応する秘匿データ領域用の鍵と関連付けて、プロセッサ内部の暗号化属性レジスタ
に設定する。さらに、各プロセスに、鍵交換に用いるそれぞれ異なる鍵ペアを生成させ、
２つのプロセス間で鍵交換を行なわせる。鍵交換に基づいて、各プロセスに共通鍵を生成
させる。そして、２つのプロセス間で共有され、前記共通鍵に対してのみ有効な共有暗号
化領域を生成する。最後に、共通鍵と、鍵交換の過程で使用されたデータとを、各プロセ
スの秘匿データ領域に保存する。
【００３０】
共有暗号化領域を生成するには、２つのプロセスのうち、一方のプロセス(オーナープロ
セス)が自己のプロセス空間に共有暗号化領域を生成し、共有を要求する他方のプロセス
（クライアントプロセス）は、この共有暗号化領域を自己のプロセス空間にマップする。
この場合、各プロセスは、共有暗号化領域と、各々の共通鍵とを関連付けて、プロセッサ
内部の暗号化属性レジスタに設定する。
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【００３１】
この方法では、共通鍵は秘密の状態で生成され、それに使用されたデータも共通鍵自体も
秘匿データ領域に保存されるので、共通鍵を知っている２つのプロセス以外のプロセス、
あるいはＯＳからですら、アクセスすることができない。
【００３２】
暗号化データ領域の共有の信頼性をさらに高めたい場合には、２つのプロセス間での鍵交
換を、メッセージ署名の検証に基づいて行なう。具体的には、各プロセスは、乱数を発生
させ、この乱数と、公共機関が作成した証明書とを、互いに相手のプロセスに送って認証
を要求する。認証が確認されたなら、各プロセスは鍵交換用のフェーズ値を計算し、この
フェーズ値に署名を付けて、相手プロセスに送る。各プロセスは、送られてきたフェーズ
値と、自己が発生した認証済みの乱数とを用いて、共通鍵を生成する。
【００３３】
この方法によれば、たとえ２つのプロセス間に悪意のプログラムが介在する場合でも、そ
こからの攻撃を防止することができる。
【００３４】
第2の目的、すなわちプログラムやデータの暗号化／複号化機能を有するプロセッサ上で
、３以上のプロセス間で暗号化データ領域の共有する方法を実現するために、まず、プロ
セッサの実行モードを暗号化命令実行モードに移行させる。次に、３以上のプロセスの中
の第１のプロセスに、これらのプロセス間全体で共有される共有暗号化データ領域を生成
させる。さらに、前記第1のプロセスに、生成した共有暗号化データ領域に対する共通鍵
を指定させる。次に、この第1のプロセスと、他の任意のひとつのプロセスとの間でのみ
共有される暗号化された鍵通知領域を、他のすべてのプロセスに関してそれぞれ生成させ
る。共通鍵は、２プロセス間で共有される暗号化された鍵通知領域を介して、他のプロセ
スに通知される。そして、他のすべてのプロセスに、第1プロセスが生成した共有暗号化
データ領域を自己のプロセス空間にマップさせる。最後に、各プロセスにマップされた共
有暗号化データ領域と、通知された共通鍵とを関連付けて、プロセッサ内部の対応する暗
号化属性レジスタに格納する。
【００３５】
第1のプロセスと、他の任意のプロセスとの間で共有される暗号化された鍵通知領域の生
成は、第1の目的と関連して上述した２プロセス間の共有方法を利用して生成することが
できる。
【００３６】
このように、２プロセス間で共有される鍵通知領域は、これらのプロセス間の安全な通信
路として機能し、全体で最終的に共有される共有暗号化データ領域用の共通鍵を、安全な
通信路を介して各プロセスに通知することができるので、３以上のプロセス間においても
、ひとつの暗号化データ領域を安全に共有することができる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態として、２プロセス間での暗号化データ領域の共有と、３以上のプロ
セス間での暗号化データ領域の共有について述べる前に、まず、本発明が前提とするマイ
クロプロセッサのアーキテクチャを説明する。本発明が適用されるマイクロプロセッサは
、平文と暗号化の両方の実行プログラムおよびデータを扱うことのできるアーキテクチャ
を有し、かつ暗号化プログラムの実行コードや、処理対象である暗号化データを正しい実
行プロセスのみが利用できる耐タンパプロセッサであることを前提とする。安全性の面か
ら言えば、平文プログラムの実行を許可しない専用マイクロプロセッサを挙げることがで
きるが、そうすると可搬性が低く、暗号化を施す前のプログラムの作成・デバッグや、非
暗号化プログラムを導入する可能性が排除されてしまうので好ましくない。
【００３８】
図1は、本発明が適用されるマイクロプロセッサの基本構成図である。マイクロプロセッ
サ１は、プロセッサコア３と、命令ＴＬＢ２と、例外処理部８と、データＴＬＢ９と、２
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次キャッシュ１０とを含む。プロセッサコア３は、命令実行部４と、1次キャッシュ５と
、コード・データ暗号化／複号化部６と、バスインタフェースユニット７を含む。コード
・データ暗号化／複号化部６は、暗号化属性レジスタ２０を有する。
【００３９】
通常のプロセッサと大きく異なる点は、プロセッサコア３の内部にコード・データ暗号化
／複号化部６を搭載していることである。暗号化された実行コードやデータは、バス上で
は暗号化された状態で流れる。プロセッサコア３に入力された実行コードやデータは、コ
ード・データ暗号化／複号化部６によって、1次キャッシュ５へフェッチされる前に復号
化される。プロセッサコア３から再度バス上へ流れで出るときには、暗号化されて出力さ
れる。
【００４０】
命令実行部４は、図示はしないがレジスタ集合を有し、レジスタ内部では、平文データを
処理する。マルチタスクをサポートするOSの場合、偽造OSなどによって強制的にコンテキ
スト切替えを生じさせてレジスタ情報を盗み見ようとする攻撃が考えられる。しかし、出
願人による特願第2000-035898号や特願第2000-135010号に開示された方式を採用すること
によって、コンテキストの保存復帰時に自動的に暗号/復号化が働き、防御することがで
きる。
【００４１】
コード・データ暗号化／複号化部６の内部には、公開鍵暗号方式に基づいたプロセッサ固
有の秘密鍵が保持されていおり、いかなる特権のプログラムであってもこれを読み出すこ
とはできない。この秘密鍵は、対応する公開鍵で暗号化されたプログラムやデータを復号
する際に、自動的にプロセッサ内部で使用される。
【００４２】
図１のマイクロプロセッサアーキテクチャを採用することによって、悪意のあるユーザや
プログラマによろう解析や改変からプログラムを保護することができる。暗号化されたプ
ログラムのコードやデータは、特定の鍵を知っている正しいプロセッサでなければ復号し
、利用できないからである。
【００４３】
保護したいコードやデータは外部記憶装置やメモリ上に存在するときには暗号化されてお
り、プロセッサ内部の一次キャッシュ内およびレジスタに読み込まれている間のみ復号化
される。再びキャッシュからメモリ上へ書き戻される必要がある場合には暗号化処理がプ
ロセッサ内部で自動的に施されるのは、上述したとおりである。このようにして、暗号化
された命令コードやデータが復号（平文）化される状態をプロセッサ内部に閉じ込め、レ
ジスタ上の平文データがコンテキスト切り替え時に露呈するのを防ぐ。
【００４４】
図２は、暗号化属性レジスタ２０の構成例を示す。暗号化属性レジスタ２０は、復号化（
暗号化）されるべき各プログラムやデータに対応する鍵を、プロセッサ内部で個別に保持
する複数の秘匿レジスタである。いかなる特権を持ったプログラムからもこれを読み出す
ことはできず、正しいプログラムの実行期間中にのみ、マイクロプロセッサ１が利用でき
る。
【００４５】
暗号化属性レジスタ２０は、暗号化された領域の開始アドレス、終端アドレス（もしくは
領域サイズ)、適用暗号アルゴリズム、鍵格納データ３０へのオフセット、鍵サイズなど
の情報が登録される。鍵格納データ３０には、鍵の値や署名が置かれる。
【００４６】
マイクロプロセッサ１が暗号化された実行コードを実行する際には、暗号化命令実行モー
ドと呼ばれる実行モードへ移行する。暗号化命令実行モードでは、マイクロプロセッサ１
が、対応する暗号化属性レジスタ２０に設定された復号鍵を利用して、暗号化実行コード
を自動的に復号化し、命令実行を処理する。この際、スタックに積まれるデータや他のデ
ータ領域への書き込みも自動的に暗号化され、読み込み時に自動的に復号化される。復号
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化され平文化された状態が存在するのは、命令実行部４のレジスタや1次キャッシュライ
ン上のみであり、データがバスを介して外部メモリへ出力される際には、再び暗号化状態
になる。
【００４７】
暗号化データへのアクセスは、通常、暗号化命令実行モードにて行われるが、平文命令実
行モード（通常の命令実行モード）から、暗号化されたデータへのアクセスを行い、外部
メモリ上では暗号化されたままでデータの読み書きを自動的に行うことも可能である。し
かしながら、一般に、暗号化されるべきデータにアクセスする際には、プロセッサの命令
実行シーケンスがトレースされることを防ぎ、解析されにくくする目的で、暗号化命令実
行モードへ移行して実行することが望まれる。
【００４８】
プロセス切替えを行う際には、実行プロセスのコンテキスト（レジスタ情報など）が外部
メモリへ保存されるが、そのうち、他プロセスから秘匿されるべき暗号化属性レジスタ情
報などは、マイクロプロセッサ１が暗号化処理を行った上でメモリ上に保存される。
【００４９】
あるいは、暗号化属性レジスタ２０は実行対象プロセスのＩＤを伴い、プロセス切り替え
後も暗号化属性レジスタ２０の情報をマイクロプロセッサ１の内部に保持し続ける構成と
してもよい。この場合、このプロセスの実行時以外（すなわち他プロセス実行時）には、
プロセッサが利用できないことを保証した形式でコンテキスト切替え処理を行う。
【００５０】
上述した特徴を持つマイクロプロセッサを、本発明では耐タンパプロセッサと呼称する。
【００５１】
次に、本発明が前提とする耐タンパプロセッサ上でのプログラム実行動作について説明す
る。
【００５２】
まず、マイクロプロセッサ（耐タンパプロセッサ）１を内部に有する計算機上で、保護さ
れたプログラムを実行する手順を述べる。プログラム実行に先立って、該計算機内に保護
対象プログラムがインストール済みであるとする。また、計算機上で、プロセッサ１が暗
号化された実行コードを復号するために必要な鍵は、プログラムの作成元あるいは発行元
などによって、プロセッサ固有の秘密鍵に対応する公開鍵を用いて暗号化され、インター
ネット経由あるいは配付メディアに添付するなどの手段により、事前に計算機にダウンロ
ード、インストールされているものとする。あるいは、プログラム作成元や発行元により
、ユーザ所有のプロセッサに対応する公開鍵を用いて、プログラム実行に必要な復号鍵を
保護対象プログラム内部にあらかじめ暗号化して埋め込む場合もある。
【００５３】
マイクロプロセッサ１は、暗号化された実行コードを復号する際には、この鍵を利用する
。このため、保護されたプログラムを実行する初期段階で、かつ、暗号化実行コード部に
突入する以前に(平文実行コード内で)、この実行コードの復号化鍵を、プロセッサ内部の
暗号化属性レジスタ２０に平文状態で設定しておく必要がある。復号化鍵は、プロセッサ
固有の公開鍵で暗号化されているが、下記の命令を発行することによって、プロセッサ内
部でプロセッサの秘密鍵によって解読され、暗号化属性レジスタ２０に平文状態で安全に
設定することができる。
【００５４】
ｓetcｋ　　プロセッサの公開鍵で暗号化された復号鍵データ
上記の例では、実行中のプロセスに対して1つの復号鍵のみを設定可能なシステムを対象
にした命令例を示している。すなわち、このシステムの場合は、プログラム内部に平文実
行コード、暗号化実行コードが複数混在する場合であっても、同一の復号鍵を共有するこ
とになる。
【００５５】
プログラムによっては、複数の作成元によって別々に作成された複数種類の実行コード(
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オブジェクト)を組み合わせて構築されている場合がある。近年ではこうした形態のプロ
グラミングを行うのが一般的になっており、この場合、種々の実行コードが別々の暗号化
鍵によって暗号化されている状態に対応したシステムを用意しなければならない。すなわ
ち、各実行コードの領域毎に、別々の暗号化処理を施したプログラムを作成し、それを復
号化して実行するために必要な復号鍵も、個別に用意しておく必要がある。
【００５６】
この場合、暗号化属性レジスタ２０への実行コード復号鍵の設定命令は、以下のようにな
る。
【００５７】
setk　 セグメントID　公開鍵で暗号化された鍵 … （１）
暗号化されている領域の情報をセグメントIDという領域のIDを用いて指定している。
【００５８】
セグメントIDとは、マイクロプロセッサ１が領域を識別するためのＩDであり、領域の先
頭アドレス、あるいは先頭アドレスと領域サイズ（もしくは終端アドレス）の組み合わせ
を格納したセグメント情報への識別子に相当する。
【００５９】
一般に、プログラムは、ライブラリを含む様々な実行コード(オブジェクト)がリンクされ
ることによって構成される。実行コード(オブジェクト)には、命令部、データ部、リンク
情報部(デバッグ時にはデバッグ情報も含みうる)が含まれ、これらに対しても、同一の鍵
による暗号化もしくは別々の鍵による暗号化を施すことができる。
【００６０】
プログラムの実行時には、スタック領域や動的に割り当てられるデータ領域が、OSやプロ
グラムローダ、ダイナミックリンカらの支援によって設定され、これによりプログラムが
実行可能状態となる。
【００６１】
プログラムの実行を開始するには、まず、プログラムローダー(およびＯＳ)によりプログ
ラムをメモリ上へロード(マップ)し、実行コードやスタック、データなどの各領域を初期
設定する。ダイナミックライブラリを使用する際には、ダイナミックリンカやダイナミッ
クライブラリが実行時に適切に呼び出されるよう前処理をしておく。
【００６２】
実行コードやスタック、データなどの各領域に対して暗号/復号化を指定する場合には、
上述したように、領域ごとに対応する鍵を指定し、マイクロプロセッサ１内の暗号化属性
レジスタ２０にそれぞれ平文状態で設定しておく。
【００６３】
領域の暗号関連情報（各領域のサイズ、マップ先、属性など）は、プログラム作成元や発
行元によってプログラム内部にあらかじめ埋め込まれてもよいし、あるいは、プログラム
とは別に計算機にダウンロードされてもよい。プログラム内部に暗号関連情報が埋め込ま
れる場合は、どの位置に格納されるかは、実行バイナリ形式に依存する。
【００６４】
各領域に対応する鍵は、命令（１）を用いて暗号化属性レジスタ２０に設定されるが、こ
の設定は、プログラムローダー（およびＯＳ）によって、プログラムのロード、アドレス
空間へのマップ時に行われる。
【００６５】
動的に暗号化対象となるデータ領域を新規に作成する場合には、その時点で命令（１）を
使用して暗号化属性レジスタ２０への設定を行う。この動作に関しては、後述する暗号化
データ領域のプロセス間共有にて詳述する。
【００６６】
図3は、複数種類の実行コードを組み合わせたプログラムを実行する際の、暗号化属性レ
ジスタ２０への鍵設定の例を示す。図３において、プロセッサ固有の公開鍵Kpによってそ
れぞれ暗号化された実行コード（オブジェクト）の鍵１１～１４（Ekp[Kx]）がエントリ
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され、これらの鍵Ｋｘで暗号化されているプログラムの各実行コード領域がプロセス空間
３１に配置されている。暗号化属性レジスタ２０は、対応する領域の開始アドレス、終端
アドレス、鍵を平文状態で格納する。暗号化属性レジスタ２０の構成は、説明の便宜上、
簡略化してある。
【００６７】
図３の例では、プログラムは、
鍵Kaで暗号化されている実行テキスト領域Taとデータ領域Da、
鍵Kbで暗号化されている実行テキスト領域Tb、
鍵kcで暗号化されている実行データ領域Dc、
暗号化命令実行モード下で、鍵Kdで暗号化されてデータを格納する(暗号化)スタック領域
Ｓ
から構成されている。ここでは、プロセッサの公開鍵で暗号化された鍵エントリ１１～１
４は、プログラムの外部から供給される。命令(1)を使用することによって、マイクロプ
ロセッサ１の内部で、各鍵エントリ１１～１４から、鍵Ｋａ、Ｋｂ、Ｋｃ、Ｋｄをそれぞ
れ復号し、プロセス空間に配置された各暗号化領域に対応して、暗号化属性レジスタ２０
の各エントリ２２～２６に領域情報、鍵情報などを登録する。
【００６８】
次に、平文の命令実行モードから暗号化命令実行モードへの移行処理について説明する。
この移行処理の方法には、明示的移行処理命令記述方法と、自動移行処理方法の2通りが
ある。
【００６９】
（１）明示的移行処理命令記述方法
まず、プログラムの先頭から命令を順次実行していくと、保護すべき対象となる実行コー
ドの直前で、プロセッサの実行モードを暗号化命令実行モードへ移行させる命令が明示的
にコード内に記述されている場合がある。マイクロプロセッサ１がこの移行命令を実行す
ることによって、以降の実行コードに対しては、暗号化された実行コードと見倣して、実
行コードを復号しながらデコード、実行する。
【００７０】
暗号化命令実行モードへの移行命令の例は、以下のようになる。
【００７１】
モード移行命令：cryptomode （飛び先アドレス）
同様に、暗号化命令実行モードから通常の平分命令実行モードへ戻す命令は、以下のよう
になる。
【００７２】
モード解除命令：retmode （戻り先アドレス）
飛び先アドレス、および、戻り先アドレスは省略可能で、それぞれ、省略時には、直後の
命令の直前でモード移行処理が行なわれる。
【００７３】
暗号化モードへの移行命令が発行されてから、モード解除命令が発行されるまでの期間、
マイクロプロセッサ１は、プログラムカウンタで指し示される実行コードを暗号化された
ものとみなして復号、デコード、実行を続ける。
【００７４】
この方式では、一度暗号化命令実行モードに突入すると、途中で、他の暗号鍵で暗号化さ
れた実行コード内の関数へジャンプ/コールする場合には、呼び出し先でも同様な暗号化
命令実行コードへの移行命令を記述しておく必要がある。さらに、呼び出し先から戻る場
合にも、モード解除命令を記述する必要があるが、このままでは、呼び出し元の実行モー
ドへの移行が自動的に行えない。そこで、ある暗号化命令実行モードに入ってから別の暗
号化命令実行モード（あるいは平文命令実行モードでもよい）に移行する際（コール時）
には、スタックに、戻りアドレスのほかに呼び出し元の暗号化属性レジスタ２０のＩＤを
追加しておく。あるいは、バックリンク情報としてプロセッサ内部で保持し、フラグを設
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定しておき、リターン時にこの情報を利用して元の命令実行モードへ回復させる。
【００７５】
この方式では、プログラム開発ツール（コンパイラ、リンカ、暗号化ツールを含む）など
を用いて、実行プログラム内の暗号化領域として指定した領域の直前/直後に、上記の命
令実行モード移行命令を自動的に挿入し、モードの移行が破綻しないよう正しく管理する
ことが必要となる。明示的なモード移行命令を任意の位置に挿入することによって、暗号
化される領域の粒度を比較的細かく指定することができるが、暗号化命令実行モードへの
移行位置をプログラム内に明記しているため、ハッカーなどから攻撃対象となるコード位
置を教えているのに等しい。本当に暗号化すべき部分のみモード移行を行い、それ以外は
極力平文実行モードで高速なプログラム実行を期待する場合には有効かもしれないが、解
析に対する強度は下がってしまうという欠点がある。なお、この場合、予め暗号化領域に
対する暗号化属性レジスタを設定しておく必要はない。
【００７６】
（２）領域アクセス時に暗号化属性に応じた自動移行処理方法
一方、上述の明示的モード移行命令を使用せず、あらかじめ暗号化領域をメモリ上にマッ
プする際に、暗号化属性レジスタを設定しておき、暗号化対象コード領域での実行や暗号
化対象データ、スタック領域への読み書き時に自動的に実行モードへの移行を判別、必要
な場合には実行モードの切り替えを行う方式もある。
【００７７】
この場合には、命令（１）を用いて、予め実行コードの暗号化された領域情報をプロセッ
サ内部の暗号化属性レジスタ２０に記憶させておくことになる。
【００７８】
明示的なモード移行命令やモード解除命令はなく、これらの指定領域に突入したり、指定
領域の外の実行コード部へ実行が移行した際には、自動的にモード切替えが行われる。実
行中の暗号化された実行コードから移行しようとする先の実行コードが別の鍵で暗号化さ
れた領域である場合には、移行先の暗号化実行コードに対応したモード移行が自動的に実
行される。暗号化対象のデータ、スタック領域に対しても同様な判別、実行が行われる。
【００７９】
以上の構成を有する耐タンパプロセッサ（マイクロプロセッサ１）を前提として、本発明
のプロセス共有方式を説明する。
【００８０】
＜第１実施形態＞
第１実施形態においては、２つのプロセス間でのみ使用可能なデータ領域、すなわち暗号
化データ領域の共有方式について説明する。
【００８１】
ここで生成される共有データ領域に対して読み書きされるデータは、マイクロプロセッサ
内部のハードウェアで暗号化/復号化され、鍵を知らない他プロセスからは秘匿される。
【００８２】
異なるプロセス間で、ある暗号化されたデータ領域を共有するためには、通常のＯＳがサ
ポートするメモリ共有手段のほかに、そのデータ領域に対して使用される暗号/復号化鍵
を２つのプロセス間で共有させる手段が必要がある。
【００８３】
これを実現するのに２つの方法がある。
【００８４】
第１の方法は、最も単純な方法として、共有すべき暗号化データ領域用の鍵を、プロセス
間共有するプログラム間で事前に知っている、あるいは、共有できる状態にしておくこと
である。
【００８５】
第２の方法として、鍵を事前に共有できない場合、暗号化データの共有を要求する正しい
プロセスに対して、鍵情報を安全に通知する方法である。
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【００８６】
第１の方法、つまり、事前の鍵の共有については、同一プログラムに関してであれば、複
数のプロセス間で暗号化データを共有するために、暗号化データ領域用の暗号/復号鍵を
、あらかじめ同一のものに設定することが可能である。鍵の設定方法には、（ｉ）実行コ
ード内の暗号化されたデータ領域内に鍵を直接格納しておく、あるいは、（ｉｉ）必ず同
一の鍵を生成できるような初期値、アルゴリズムを利用して鍵を一意に決定しておくこと
によって、鍵を暗号化データ共有領域に対応する暗号化属性レジスタに設定する方法があ
る。
【００８７】
暗号化属性レジスタへの鍵の設定は、前述した命令（１）でできる。命令（１）では、暗
号化属性レジスタに指定する鍵は、プロセッサ固有の公開鍵で暗号化されていたが、プロ
セス間の共通鍵を設定する場合、すでに命令実行コードおよび鍵自体が暗号化されている
ため、以下の命令によって、直接鍵を設定することも可能である。
【００８８】
setik　セグメントID　 鍵 … （２）
後は、通常の共有メモリと同様に、OSが提供するメモリ共有手段を利用して、暗号化デー
タ領域の割り当て、他プロセスからのアタッチを行なえばよい。メモリ共有を要求する他
プロセスは、対象となる暗号化データ領域に対応する鍵をすでに知っているため、領域へ
のアクセス権さえ獲得できれば、暗号化データ領域の作成元プロセス（オーナープロセス
）と同様のメモリアクセスが、この暗号化データ領域に対して可能となる。
【００８９】
第２の方法、すなわち、プログラム作成時に暗号化データ領域用の鍵情報を事前に共有で
きない場合には、暗号化データ領域を作成したプロセス（「オーナープロセス」と称する
）が、暗号化／複号化に使用する鍵情報を決定し、データ共有を要求する正当な他プロセ
ス（「クライアントプロセス」と称する）に対して、鍵情報を安全に通知する必要がある
。
【００９０】
この場合、まず、暗号化データ領域用の鍵（の初期値）を、領域を生成するオーナープロ
セスが決定する必要がある。
【００９１】
鍵の初期値決定には、第１の方法と同様に、実行コード内の暗号化されたデータ領域内に
直接格納しておいた鍵の初期値を利用するか、あるいは、必ず同一の鍵を生成できるよう
な初期値、およびアルゴリズムを用いて、鍵を一意に決定しておくことによって、毎回同
一の鍵の初期値を使用することが可能であるが、これ以外にも、乱数発生ルーチン（ソフ
トウエア）や乱数発生器（ハードウエア）を呼び出すことによって初期値を設定し、動的
に鍵の初期値を生成してもよい。この場合、プログラム実行ごとに毎回異なる鍵を生成／
使用することにより、解析からの強度を高めることになる。この、鍵の初期値決定シーケ
ンスは、暗号化命令実行モードにて行われることが望ましい。
【００９２】
オーナープロセスが鍵の初期値を決定したならば、暗号化データ領域の共有を要求してい
る他プロセスと鍵交換を行うことによって、2プロセス間でのみ利用可能な暗号化データ
領域用の鍵を算出する。
【００９３】
図４および５は、共通鍵をその都度生成することによって暗号化データ領域を共有する場
合の、処理手順を示す図である。図４および５に示す例では、Deffie-Hellman（Ｄ－Ｈ）
鍵交換シーケンスを応用する。D-H法では、Kab = (α^Xa)^Xb = Ka^Xb = Kb^Xaが、f(Ka,
 Kb)からは計算できないという特徴を利用して、2者間でのみ利用可能な鍵を生成するこ
とが可能である。ここで、Ｋabは共通鍵を表わし、Ｋａ、Ｋｂの値と、鍵交換のための鍵
Ｘａ、Ｘｂをベキ指数とするベキ乗計算で算出される。
【００９４】
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図４および５において、オーナープロセスAとクライアントプロセスBが実行中である。オ
ーナープロセスＡは、プロセス間で共有する共有暗号化データ領域Ｓａｂを生成するプロ
セスであり、クライアントプロセスＢは、暗号化データ領域Ｓａｂの共有を要求するプロ
セスである。
【００９５】
まず、オーナープロセスＡは、暗号化実行命令モードに移行すべく、実行プロセス空間（
あるいはアドレス空間）に暗号化実行コード／データ領域４２を生成し、この領域４２に
対して、たとえば外部メモリに暗号化されて格納されている鍵Eｋｐ[Ｋｘ]を指定する（
ステップＳ８１）。鍵Ｋｘは、マイクロプロセッサ１に固有の秘密鍵Ｋｐで復号化され、
復号化された鍵Ｋｘと、暗号化実行コード／データ領域４２の開始アドレスおよび終端ア
ドレスとを関連付けて、暗号化属性レジスタ５２に設定する。
【００９６】
オーナープロセスＡはさらに、秘匿されるべき暗号化データのための秘匿データ領域Ｈａ
を、自己のプロセス空間に独自に割り当て、この秘匿データ領域Ｈａに対して、秘匿デー
タ領域用の鍵Ｋｈａを指定する（ステップS８２）。秘匿データ領域用の鍵Ｋhaは、暗号
化されたプログラム内にあらかじめ埋め込まれている場合は、これを用いるが、乱数発生
器で初期値を生成し、鍵Ｋhaを動的に作成してもよい。鍵Ｋhaが動的に作成された場合は
、オーナープロセスＡの暗号化実行コード／データ領域４２に保存される。秘匿データ領
域Ｈａの開始アドレス、終端アドレスは、この領域用の鍵Ｋhaと関連付けて、暗号化属性
レジスタ５３に設定される。
【００９７】
次に、オーナープロセスＡは、Ｄ－Ｈにより、鍵交換に必要な鍵ＫａおよびＸａを算出す
る(ステップＳ８３)。具体的には、まず、プロセスＡの鍵Ｋａを計算するために必要な情
報(αとq)を生成する。これらの値の生成手段は、乱数発生による等、任意の方法をあら
かじめ決めておく。さらに、鍵交換に必要なもうひとつの鍵Xａを決定し、これを秘匿メ
モリ領域Hａ４４に保存する。これらを用いて、オーナープロセスＡの鍵Ka(＝α^Xa mod 
q) を算出し、鍵Ｋａを暗号化されない通常のデータ領域Ｄａ４３に格納する。この計算
途中で使用されるデータはすべて、暗号化されたスタック領域（不図示）、または秘匿デ
ータ領域Ｈａ上に置かれる。
【００９８】
プロセスＡの鍵Ｋａは公開鍵のような扱いで、プロセス空間を超えて、バスやメモリ場を
平文の形で交換される。一方、鍵交換のための鍵Ｘａは、秘密鍵のような扱いで、暗号化
された秘匿領域Ｈａに置かれている。
【００９９】
上記のステップは、クライアントプロセスＢにおいても行なわれる。すなわち、プロセス
Ｂは、対応するプロセス空間に暗号化実行コード／データ領域６２を指定し（ステップＳ
９１）、さらに独自に秘匿データ領域Ｈｂ６４を生成して、秘匿データ領域Ｈｂ６４用の
鍵Ｋｈｂを指定する（ステップＳ９２）。これらの領域のアドレスおよび対応する鍵は、
暗号化属性レジスタ７１の対応するエントリ７２、７３に設定される。さらに、Ｄ－Ｈ法
により、プロセスＡとの鍵交換に必要な鍵ＫｂとＸｂを算出する（ステップＳ９３）。鍵
Ｋｂは平文状態で通常のデータ領域Ｄｂ６３に置かれ、鍵Ｘｂは、秘匿データ領域Ｈｂ６
４に置かれる。
【０１００】
次に、オーナープロセスＡは、鍵ＫａをプロセスＢに送信する（ステップＳ８４）。鍵Ｋ
ａは公開鍵のような扱いなので、ライブラリやＯＳが提供するＡＰＩなどの、任意のプロ
セス間通信機能を利用して送信することができる。一方、クライアントプロセスＢも、同
様のプロセス間通信機能を利用して、鍵ＫｂをプロセスＡに送信する（ステップＳ９４）
。
【０１０１】
オーナープロセスＡは、プロセスＢから受信した鍵Ｋｂと、自己の持つ鍵Ｘａとを用いて
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、共通鍵Ｋａｂ(＝Ｋｂ^Xa)をベキ乗計算し、この共通鍵を秘匿メモリ領域Ｈａに保存す
る（ステップＳ８５）。
【０１０２】
同様に、クライアントプロセスＢは、プロセスＡから受信した鍵Ｋaと自己が有する鍵Xｂ
とを用いて、共通鍵Kａｂ(＝Ｋａ^Xb)を算出し、これを秘匿メモリ領域Ｈｂに保存する（
ステップＳ９５）。
【０１０３】
次に、オーナープロセスＡは、プロセスAとＢとからのみアクセスが許可される共有暗号
化データ領域Ｓabを作成する（ステップＳ８６）。共有領域Ｓabは、ライブラリやＯＳが
提供するメモリ割り当て手段を利用して作成される。共有領域Ｓabの開始アドレス、終端
アドレスは、共通鍵Ｋabと関連付けて、暗号属性レジスタ５４に設定される。
クライアントプロセスＢは、オーナープロセスAが作成した共有暗号化データ領域Ｓabを
、ＯＳが提供するメモリ共有手段を利用して、自身のプロセス空間にマップする（ステッ
プＳ９６）。このメモリ共有情報のやりとりは、暗号化されている必要はない。プロセス
Ｂの空間にマップされた共有暗号化データ領域Ｓab’に関しても、開始アドレス、終端ア
ドレスを、プロセスＢが有する共通鍵Ｋabと関連付けて、暗号化属性レジスタ７４に設定
する。
【０１０４】
このような状態にした上で、プロセスＡ、Ｂともに、共有暗号化データ領域Ｓab（または
Ｓab’）への読み書きを自由に行なうことができる（ステップＳ１００）。共有暗号化デ
ータ領域へのアクセスは、マイクロプロセッサ（耐タンパプロセッサ）１の暗号化属性レ
ジスタを介して行なわれるため、共通鍵を知っているプロセスＡおよびＢのみがアクセス
可能である。これ以外の共通鍵を知らない他プロセスからはアクセスできず、２プロセス
間だけで暗号化データ領域の共有が安全に行われる。
【０１０５】
また、各プロセスが、共有暗号化データ領域に対してデータの書き込み／読み込みを行な
う際には、プロセッサコア内部の暗号化属性レジスタの情報を参照して、１次キャッシュ
と外部メモリとの間で、自動的にデータの暗号化／複号化を行なう。これにより、暗号化
プログラムにおける処理データの秘密も保護される。
【０１０６】
＜第２実施形態＞
第１実施形態では、2つのプロセス間で鍵交換を行い、共通鍵をそれぞれの暗号化属性レ
ジスタに登録することによって、共有暗号化データ領域が実現された。第２実施形態では
、鍵交換に認証を行なうことにより、さらに安全な暗号化データ領域の共有方法を提供す
る。
【０１０７】
第１実施形態の方式では、悪意のある改造ＯＳなどのプログラムが鍵交換を行なう２つの
プロセス間に介在した場合、man in the middle attackと呼ばれる攻撃がなされる可能性
がある。すなわち、介在プログラムが、鍵の生成に必要な情報を偽り、鍵を任意に操って
暗号化データを自由に盗み見る、あるいは改ざんするおそれがある。
【０１０８】
悪意のある改造プログラムがシステムに挿入される余地のないシステムであれば、第１実
施形態の鍵交換方式を適用しても問題はないが、ＰＣ上の汎用ＯＳのようにプログラムを
自由に追加できるようなシステムの場合は、攻撃を受ける可能性がある。
【０１０９】
このような攻撃から鍵交換シーケンスを防御するためには、プログラムが使用する公開鍵
などの情報を公共機関などを通じて認証/発効した証明書を用意し、これを用いた正当な
公開鍵でなければ正しく交換できないことを保証する方式を利用すればよい。
【０１１０】
以下に、公開鍵暗号技術である電子署名アルゴリズムと、Ｄ－Ｈ鍵変換アルゴリズムを使
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用して防御する方法を、図６を参照して説明する。鍵交換シーケンス中に用いられる暗号
化アルゴリズムには、任意のものを使用できる。
【０１１１】
この方法を実行中、実行プロセスは暗号化命令実行モードに移行し、鍵交換シーケンスの
間に作成/使用されるデータは、各プロセス内で用意される秘匿メモリ領域Ｈa、Ｈｂに置
かれるものとする。
【０１１２】
図６において、暗号化領域の共有を求めるクライアントプロセスＢは、乱数発生器によっ
て生成されたチャレンジ乱数Ｂｎと、公共機関により作成された証明書Ｂcertをオーナー
プロセスＡに送り、認証を要求する。
【０１１３】
ここで、証明書Ｂcertは、公共機関が秘密鍵Ｋsgを使って作成した証明書である。公共機
関によって発行されるクライアントプロセスＢの公開鍵Ｋabが埋め込まれており、公共機
関の公開鍵Ｋpgを使うことによって公開鍵Ｋabを抽出できる。
【０１１４】
オーナープロセスＡへの証明書の送信は暗号化される必要はなく、ＯＳやライブラリによ
って提供されるシステムコールやＡＰＩなどを利用してもよい。これ以後、プロセス間で
証明書などのデータを送受信するための手段は、特に説明しない限り、通常のOSやライブ
ラリのサービスルーチンを利用することができる。
【０１１５】
オーナープロセスＡは、受け取った証明書Ｂcertの完全性の検証を公共機関の公開鍵Ｋpg
を使って行う。検証の結果、公共機関による署名が正当であると判明した場合、オーナー
プロセスＡは、鍵交換第1フェーズ値Avを計算する。このとき、クライアントプロセスＢ
の公開鍵Ｋpbも求める。
同時に、オーナープロセスＡは、チャレンジ乱数Ａｎと証明書Ａcertをクライアントプロ
セスBに送り、認証を要求する。クライアントプロセスＢは、受け取った証明書Ａcertの
完全性を検証し、公共機関による署名が正当であると判明した場合、鍵交換第1フェーズ
値Ｂｖを計算する。このとき、オーナープロセスＡの公開鍵Ｋｐａも求める。
【０１１６】
オーナープロセスＡは、鍵交換第1フェーズ値Ａｖと、プロセスＢのチャレンジ乱数Ｂｎ
に対するメッセージ署名を作成し、クライアントプロセスＢへ送る。
【０１１７】
クライアントプロセスＢも同様に、鍵交換第1フェーズ値Ｂｖと、プロセスAのチャレンジ
乱数Ａｎに対するメッセージ署名を作成し、オーナープロセスＡへ送る。
【０１１８】
オーナープロセスＡは、クライアントプロセスＢの公開鍵Ｋpbを用いて、クライアントプ
ロセスＢから受け取ったメッセージ署名を調べ、このメッセージ署名が変更されていない
ことを検証する。
【０１１９】
オーナープロセスＡは、乱数と、検証されたフェーズ値Ｂｖを用いて、プロセスＡ、Ｂ間
の認証された共通鍵Ｋab（あるいはＫauth）を算出する。
【０１２０】
クライアントプロセスＢも同様に、オーナープロセスＡの公開鍵Ｋpaを用いて、オーナー
プロセスＡから受け取ったメッセージ署名を調べ、このメッセージ署名が変更されていな
いことを検証する。
【０１２１】
クライアントプロセスＢは、乱数と、検証されたフェーズ値Ａｖを用いて、プロセスＡ、
Ｂ間の認証された共通鍵Ｋａｂ（あるいはＫauth）を算出する。
【０１２２】
このような認証方法を使用することによって、2つのプロセス間で、非暗号化通信路上で
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鍵情報を交換する場合に、悪意のあるプログラム(偽造OSも含む)が2プロセス間に介在し
て、認証鍵を改ざんしたり鍵自体を破る事態を防止することができる。
【０１２３】
続いて、オーナープロセスＡは、図５（第１実施形態）のステップＳ８６と同様に、共通
鍵Ｋab（またはＫauth）を知っているプロセスＡ、Ｂからのみアクセスされる共有暗号化
データ領域Ｓabを作成する。共有暗号化データ領域Ｓabは、ライブラリやＯＳが提供する
メモリ割り当て手段を利用して作成される。領域Ｓabの開始アドレス、領域サイズ（また
は終端アドレス）、属性値などは、ＯＳの記憶リソース管理下に置かれる。共通鍵Ｋab（
またはＫauth）は、領域アドレスと関連付けて、暗号化属性レジスタに設定される。
【０１２４】
次に、クライアントプロセスＢ、図５（第１実施形態）のステップＳ９６と同様に、オー
ナープロセスＡが作成した共有暗号化データ領域Ｓabを、ＯＳの提供するメモリ共有手段
を利用して、自身のプロセス空間にマップする。このメモリ共有情報のやりとりは、暗号
化されている必要は無い。プロセスBに関しても、プロセスＢの領域Ｓab’用の暗号化属
性レジスタに、共通鍵Ｋab（またはＫauth）を含む情報を設定しておく。
【０１２５】
これ以降、プロセスＡ、Ｂともに、共有暗号化データ領域Ｓabへのアクセスは、マイクロ
プロセッサ（耐タンパプロセッサ）１の暗号化属性レジスタを介してアクセスされるため
、共通鍵Ｋab（またはＫauth）を知っているプロセス間でのみ安全に行うことができる。
【０１２６】
＜第３実施形態＞
第１および第２実施形態では、２プロセス間で共有暗号化データ領域を作成する手順につ
いて述べた。第３実施形態では、３以上のプロセスが、これらの間で共有暗号化データ領
域Ｈshareを構築する手順について説明する。
【０１２７】
図７は、プロセスＡ、Ｂ、Ｃの各アドレス空間と、これらのプロセスが共有する共有暗号
化データ領域の構成例を示す。図７の例では、プロセスＡが共有暗号化データ領域Ｈshar
eの生成者となるオーナープロセスである。図８は、共有暗号化データ領域の作成のため
の各プロセスの暗号化属性レジスタの構成例を示す。
【０１２８】
まず、オーナープロセスＡは、暗号化命令実行モードに移行し、自身のアドレス空間に共
有されるべき暗号化データ領域Ｈshare１０６を生成する。領域Ｈshare用の鍵Ｋshareは
、あらかじめプログラムコード内に埋め込まれていてもよいし、あるいは、乱数発生器な
どを用いて初期値を生成し、これを利用して生成した鍵としてもよい。鍵Ｋshareを動的
に生成した場合には、この鍵を、秘匿された暗号化領域に保存する。共有暗号化データ領
域Ｈshare１０６のアドレスと、この領域のための鍵Ｋshareは、マイクロプロセッサ１の
内部の暗号化属性レジスタ２１６に設定される。
【０１２９】
次に、オーナープロセスＡは、第1実施形態で説明した方式に従い、プロセスBとの間での
み共有される共有暗号化データ領域Sab１０４を自己のアドレス空間に作成する。さらに
、プロセスAとプロセスCとの間で共有される共有暗号化データ領域Sac１０５を作成する
。すなわち、オーナープロセスＡを中心として、暗号化データ領域を共有したい各プロセ
スとの間で１対１で共有される共有暗号化データ領域Saxを作成する。図７の例における
オーナープロセスＡの共有領域Sab、Sacのアドレスと、これらの領域にアクセスするため
の共通鍵Ｋab，Ｋacは、それぞれ関連付けられて暗号化属性レジスタ２１４、２１５に設
定される。
【０１３０】
オーナープロセスＡと、各クライアントプロセスとの間の１対１対応の共有暗号化データ
領域Saxは、プロセス間で最終的な共有領域となるＨshareの鍵Ｋshareを安全に通知する
通信路として機能する。この意味で、２プロセス間の共有暗号化領域Saxは、鍵通知領域
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と称されてもよい。具体的には、プロセスAは、プロセスＢとの共有領域Sab上に 共有暗
号化データ領域Ｈshare用の鍵Ｋshareを書き込む。プロセスＢは、自己の空間に仮想的に
共有暗号化データ領域Ｓab’を作成し、領域Sab－Sab’間を通信路として鍵Ｋshareを読
み込む。これにより、プロセスＡとＢとの間で領域Ｈshareの鍵Ｋshareを共有することが
できる。
【０１３１】
プロセスBはさらに、ＯＳによって提供される通常の共有メモリと同様のメモリ共有手段
を利用して、オーナープロセスＡの共有暗号化領域Ｈshareを、自己のプロセス空間にマ
ッピングする。これにより、共有暗号化データ領域Ｈshare’を仮想的に自己のアドレス
空間に作成する。プロセスＢの領域Ｓab’および最終的な共有領域Ｈshare’のアドレス
と、これらの領域用の鍵ＫabおよびＫshareは、それぞれ関連付けられて、プロセスＢの
暗号化属性レジスタ２２４、２２５にそれぞれ設定される。
【０１３２】
同様に、プロセスＣがプロセスＡが作成した共有領域Ｈshareを共有する場合には、オー
ナープロセスＡによって領域Sac上に書き込まれたＨshare用の鍵Ｋshareを、通信路Ｓac
－Ｓac’を介してプロセスCが読み込み、プロセスＡの領域Ｈshareを自己のプロセス空間
へのマッピングすることで、領域Ｈshareを共有することができる。鍵通知領域Ｓac’お
よび共有暗号化データ領域Ｈshare’’のアドレスと、鍵ＫacおよびＫshareは、それぞれ
関連付けられ、プロセスＣの暗号化属性レジスタ２３４、２３５に設定される。
【０１３３】
これ以外のプロセスが共有暗号化データ領域Hshareを共有する場合も、プロセスＢやＣと
同様のシーケンスを繰り返すことで、オーナープロセスＡとの間に安全な通信路が確立さ
れ、メモリ共有が可能となる。
【０１３４】
なお、図７に示される各プロセスの暗号化実行コード／データ領域１０１、１２１、１３
１や、秘匿データ領域Ha１０２、Hb１２３、Hc１３３の生成については、第1実施形態と
同様であるので、説明を省略する。
【０１３５】
第３実施形態では、３つのプロセス間でひとつの暗号化されたデータ領域を共有する例を
説明したが、４以上のプロセス間でも同様の方法で暗号化データ領域を共有することがで
きる。この場合、共有プロセスの数をｎ個とすると、オーナープロセスとの間に、ｎ－1
の通信路、すなわち共有領域Saxを形成し、この通信路を介して共通鍵Ｋshareの通知を行
なうことによって、これらのプロセス間でのみ暗号化データ領域Ｈshareを共有すること
が可能になる。
【０１３６】
【発明の効果】
以上説明したように、暗号化データ領域を２つのプロセス間で共有するために、各プロセ
スは暗号化命令実行モードに移行してから鍵交換を行なう。共通鍵と、その計算に使用さ
れた一時データは、各プロセスのみが読める秘匿データ領域またはプロセッサ内部のレジ
スタ上に置かれるので、ＯＳの特権からも保護された安全な鍵共有が可能になる。
【０１３７】
また、安全な鍵交換の結果生成された共通鍵に基づき、一方のプロセスが共有されるべき
暗号化データ領域を作成し、他方のプロセスはそれを自己のアドレス空間にマップする。
マイクロプロセッサ内部の暗号化属性レジスタに、各プロセスの共有暗号化データ領域と
共通鍵とを関連付けて設定することにより、暗号化データ領域の共有が安全に行なわれる
。
【０１３８】
さらに、３以上のプロセス間でひとつの暗号化データ領域を共有する場合は、オーナープ
ロセスと他の任意のプロセスとの間で共有される共有暗号化領域を、鍵通知のための安全
な通信路として利用することにより、３以上の正当なプロセス間での最終的な共有暗号化
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるプロセス間でのデータ共有方法の前提となるマイクロプロセッサの
構成図である。
【図２】図１のマイクロプロセッサ内部の暗号化属性レジスタと鍵格納データの構成例を
示す図である。
【図３】プロセス内で生成される暗号化領域と、領域の生成に用いる鍵と、これらを対応
付けて格納する暗号化属性レジスタの関係を示す図である。
【図４】本発明の第1実施形態における２つのプロセス間での暗号化データ領域の共有の
模式図と、対応する暗号化属性レジスタとを示す図である。
【図５】図４に示す２つのプロセス間での暗号化データ領域の共有を行なうための処理手
順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第2実施形態における、２つのプロセス間でのデータ共有をさらに安全
に行なうための認証手続きを示すシーケンス図である。
【図７】本発明の第３実施形態における、３つのプロセス間での暗号化データ領域の共有
を示す模式図である。
【図８】図７に示す３プロセス間での暗号化データ領域共有を実現するための、各プロセ
スの暗号化属性レジスタの構成例を示す図である。
【符号の説明】
１　マイクロプロセッサ
２　命令ＴＬＢ
３　プロセッサコア
４　命令実行部
５　１次キャッシュ
６　コード・データ暗号化／複号化部
７　バスインターフェースユニット
２０、５１、７１、２１１、２２１、 ２３１　暗号化属性レジスタ
４４、６４、１０３、１２３、１３３　秘匿データ領域Ｈｘ
４５、６４、１０４、１０５、１２４、 １３４　共有暗号化データ領域Ｓa　x
１０６、１２５、１３５　共有暗号化データ領域Ｈshare
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